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歴史的に急ピッチな
増税を迎える
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失業率は4％切る水準だが
安定的に2％～3％になるか？
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不動産

保険

支払中 終身保険メンテナンス

一生涯保障される終身保
険。死亡を支払対象とされ
る商品だが保険会社の多
くは「保険料支払い中の解
約」は７割程度の返金であ
り、払った保険料以上のお
金が戻るのは保険料支払い
後からとなっている。支払っ
た保険料が解約すれば戻っ
てくるので保険というより
も貯蓄を兼ねて活用する
人が多い。ただ貯蓄兼の為
保険料は高額となっている。途中で保険料が重荷
で解約してしまえば単純に損をしてしまうが、無
理に継続するよりは「保障の減額」や「払い済」とい
う対応で保険料を下げたり保障を固定するなど
の対応も可能。純粋に死亡保障として活用してい
る場合は保障減に注意は必要だが、一考に。

米住宅ローン「ゆとりローン」急増

米国では住宅ローン金利が上昇を開始しているが、金利
上昇により住宅取得者が減らないよう、日本でもかつて
利用があったステップローン、いわゆる「ゆとりローン」の利
用が急増している。ゆとりローンは当初の返済は非常に軽
く設計され、収入の増加予測の概
念で将来の返済額が上昇していく
仕組み。日本では破綻者が相次ぎ
２０００年に制度としては廃止さ
れている。日本の民間銀行は金利
優遇という制度で金利を割り引き
しているが当初優遇率が高いローン
は実質的に後の負担増につながり
危険を伴うことに注意されたい。

金利優遇を前借りしてしまうと実質的には
ステップローンの仕組みと同じ結果になりか
ねないので注意が必要だ。
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改善中の失業率、増税後がカギ

消費税増税が来月に迫った。１９９７年の ％から実に 年ぶりの増税となる。
消費税は１９８９年に導入され 年の歴史があるが、 ％の時代は 年続き、
％の時代は 年続いた。だが今回のスケジュールでは ％は 年半しか期間がなく
その後 ％に増税されることが今の所濃厚だ。消費税 ％時の１９９７年消費税
％の構想もあったが世論には受け入れられなかった。そんな「先送り」されてき
きた増税が今回始まる格好だ。上図は消費税と完
全失業率の推移だが、明確に つのグループに分ける
ことができる。消費税 ％時代の失業率は約 ％～
％であるが ％時の失業率は ％～ ％となって
いる。失業率が高いということは日本経済の弱さを示
すが、ここへきて失業率は ％を切る水準（３．７）に
入いり、増税を迎える。新聞ニュースでも多く報道さ
れているが、増税後の消費次第で良くなりかけている
失業率もどちらへ向かうか不透明だ。 ％までの上
昇がグラフでみても急ピッチなこともあり、国民の消
費が増税で落ち込まないことが日本経済にとっては
必要不可欠となる。

消費税と完全失業率の推移（1980年より）

高水準の社会保障維持

日本の消費税は「社会保障」へ使うこととされている。わかりやすく考えれば自分
たちの年金や医療・介護保障などだ。年金、医療、介護はそれぞれ私たちの毎月
の給与から高い金額を保険料として納めている。年金といえば「将来自分が貰う
年金」、医療といえば「病院で支払うのは 割負担」などのイメージが強いかもしれ
ないが、それ以外にも遺族年金であったり、高額療養費制度であったり、様々な社
会的保障が高いレベルで提供されている。それらを今後も続けていくとなれば今回
の増税は当たり前なのかもしれないが、増税ペースが急な事だけが気がかりだ。
3

2014年（平成26年）3月25日（火曜日）

保険料⽀払い期間中

支払困難

60歳など

終身

■払い済保険

保険料支払いは無くなる。今まで払い込んだ保険料に応じて終
身保険額が決まる。特約は消滅する。

■保障減額

保障の減額に応じて保険料が引き下がる。特約は消滅しない。

補うエステから
あ
インナービューティーへ

♬ホットストーン

♪♪お問い合わせ♪♪

テンプレートできれいに整理

お化粧品での肌トラブルが心配される昨今

エンディングノートや家計簿、ライフプランも

川崎市麻生区白山4-1-3-11
サミューズは接骨院⽼舗、⼩野接骨院が運営する安⼼した
エステサロンです。

☎045-777-4418 ■運営/小野接骨院

■サミューズ・エステルーム
横浜市⻘葉区たちばな台1-1-67

♬タラソセラピー＆小顔補正

※落ち着いた空間でトリートメントいたします。

ライフプランやマネー関係の情報を整理をするときにパソコンは使い勝手が良いが
より簡単に整理していくには提供されているツールを活用すると格段に効率が良
くなる。マイクロソフトが提供しているテンプレートには「家計簿」「予定管理」「予
算管理」など様々なものがＷＥＢ上からダウンロードできる。スタイルシートと呼ば
れるものにはライフプランシミュレーションやエンディングノートなどもあり、私も
使ってみたが思いの他使い勝手が良い。今ま
で自身でエクセルやワードなどで一から作
成していたものが入力しやすくなっており
作業効率が良くなり、見た目にも整理が
きちんとされている。細かな調整は必要だ
がテンプレートなどを参考に自分のオリジ
ナルを作る良い参考にもなるだろう。昨今
の情報整理はパソコンで行われることが非
常に多くなっているが、「整理を行う前は
手書き」から始めるとより整理がスムーズ
だ。パソコンで初めからまとめようとすると
画面とにらめっこになることも多い。発想が
整理できるアナログと便利なデジタル、共
存させることが良いかもしれない。

遺族基礎年金 「夫」 にも拡大

遺族年金の受給権者はこれまで「子」「子のある妻」であったが今年の４月から受給
権者が「子」「子のある配偶者」に変わる。要するに夫も対象になるということだ。遺
族年金はそもそも妻は家で家庭を守っていた時代の年金制度だけに、昨今の共働
きが当たり前の時代に沿うように変化した格好。遺族基礎年金の額は基礎年金
の額と同じで今年であれば年７７８，５００円と子の加算で 人２２４，０００円
で約１０１万となる。今現在扶養内で働いている妻の収入というものは手取りがと
もて高く家計に大きな影響があることから適切な改正と言える。
1

不動産の「賃貸」「管理」「売買」の事なら

SAMYUS

ライフ
プラン
マイクロソフト社のテンプレートとスタイルシートは多様
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1日 1名〜2名様限定

⻘葉台の隠れ家エステサロン

FP三島木のマネーセンスアップ講座 vol.27

通貨選択型に惑わされないことが重要
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大きく基準を下回る場面が目立つ

通貨選択型はリスクを増大
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・不動産投資のコンサルティング
・事業資金のファイナンスアレンジ
・不動産経営のコンサルティング

「人気の東急線エリアの物件取扱多数！」
「購入・売却コンサルティング随時受付中！」

ご要望をお気軽にお問合せ下さい。

不動産コンサルティング技能登録者
CPM有資格者が対応いたします。

お気軽に資料請求下さい

Tel: 044-382-0200

ＲＩＥＴ投信のパフォーマンスチェック
投資

数年前から非常に多く方が活用している不動産投資信託ＲＥＩＴですが、そ
のパフォーマンスについては少し複雑でわかりにくい商品も多数存在しています。
一般的にＲＥＩＴであれば収入の源泉は「家賃収入」であり、その家賃が国内
のものなのか海外のものなのかでシンプルに分類できるのですが、投資商品とな
ると、場合により複雑化されてしまっています。図はＲＥＩＴの投資信託 種
類を比較したものです。純粋な日本のＲＥＩＴ
や海外のＲＥＩＴ、それ以外にもＲＥＩＴを新
興国通貨で運用するものを比較しています。黒
の太線は日本のＲＥＩＴになり私たちからして
みればＲＥＩＴ投資の基準となります。この 年
間の推移をみると一番上昇している時で+ ％
程度、一番下落している時で▲ ％程度となっ
ており比較的堅調です。グラフを見る限り上昇
や下落などの基本的な方向性は投資対象が同
じ不動産ですので 種類とも同様の動き方をし
ていますが、基準となる黒線よりも大きく上昇
したり、下落したりしています。これらの商品に
共通しているのが「通貨選択型」というものでその
通貨は新興国の通貨を活用しています。投資運
用はＲＥＩＴで行うものの、その投資に対して新
興国通貨を使っているので、その通貨の為替リス
クを負う事になってしまいます。
基準となる純粋なＲＥＩＴよりも大きくプラス

どの程度のパフォーマンスに違いがあるかを見てみましょう。基準となるＲＥＩＴが最大の
+ ％の時新興国通貨を活用したＲＥＩＴは+ ％を超えています。この ％程度の差
が為替によるプラス作用です。一方基準ＲＥＩＴが▲ ％の時は▲ ％でさらに ％
マイナスになっています。注目すべき点は２０１２年と２０１３年の基準ＲＥＩＴが ％
程度の時に新興国通貨を活用したＲＥＩＴは▲ ％、▲ ％を記録してしまい、安定
的なＲＥＩＴが不安定なものになりかねないので注意をしてみて下さい。
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102.44円
99

97

※株式マーケットウォッチに記載されている内容はＦＰ三島木の個人的な見解であり
投資成績の保障をするものではありません。投資におきましてはリスクを十分に理解
し自己判断の上行うよう注意してください。
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配信時株価

目標株価

結果
3月24日終値

騰落昇率

三井化学

273円

300円

251円

▲8.05％

目標株価

2月配信

50

105

2931
予測

結果

精度

日経平均

14,400円
〜15,900円

14,207円
〜15,312円

○概ね想定レ
ンジで推移

配信時株価

ドル円

101円〜103円

101.17〜103.75

○想定レンジ

1,004円
ユーグレナ

カ月のマーケット予測

ドル円：USD/JPY

株価コード
社名

今後

14,475円
15000

東証マザーズ

中国のシャドーバンク、ロシアのクリミアとの関係などの市場にとって悪
い材料は概ね出た格好。今後の経済に与えるインパクトは未知数な
部分もあるが、すでにそれらの通貨は下落しており、更なる大きな
下落は考えにくい。先月はそれらの不安点から海外勢に売られた格
好で下がっている相場であり、多少の買戻しは見られるだろう。

50

週前程度から日経平均と為替の相関がやや弱まっている状態が観
測され、円安＝株高というこれまでのシナリオに少々の変化が出て
きている。為替の分岐点は１ドル１０３円に変わりはないが大きな株
高になるにはリスクオフの流れが明確に終わる必要がある。

15500

今後１カ月の日経平均のレンジは１４，１５０円～１５，９００円、
ドル円相場は１０１円 銭～１０４円 銭程度と予測する。今月は
１０３円方向に向かい、１５，０００円台を目指す方向感とみている。
長期金利は .６％程度で推移しＲＥＩＴ価格は変わらず横ばい。

16000

市場

■注目銘柄
■先月配信の振り返り

1

0

2

日経平均株価

1,250円

ミドリムシを活用した
機能性食品などを販売
している。バイオジェット
燃料に転用できるかを
行っているがまだ製品化
までは遠い模様。現在の
食品関連だけでの企業
価値は低いがバイオジェッ
ト燃料に転用できた時
は大きな脚光を浴びそ
うだ。実際にＪＸやＡＮ
Ａなども株主であり可
能性を感じさせる。下
落相場で売られた状況
もあり、まずは少し値
を取り戻すとみている。

先月の株式市場はロシアとウ
クライナの問題に終始した
形であらためて、新興国の各
国の影響が世界的な株価鈍
化へ繋がっているのを確認し
た月であった。日本の足元の
景気も伸び悩みであり積極
的に買われる材料がなかった。
世界的にリスクオフの動きか
ら株式市場では売り越しが
目立ち日経平均も先月に比
べて２．４％下落し、方向感
は読めない月間。個別銘柄で
あげた三井化学も上昇場面
も見せたが下落して ヶ月
を終えた。配当権利落ちの
月としては相当に悪い市場
環境であった。
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