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投資商品として株式や債券の他に不動産が代表的投資
先としてあげられるが手軽に投資ができるＲＥＩＴが再
び買いやすい水準になっている。グラフは２００７年からの
チャートでリーマンショック前は２５００ポイントあった東
証ＲＥＩＴ指数だが現在は
２０００ポイントを若干割り
込む。２０１１年から株式よ
日本株式の上昇にようやく一息が入った。株式は売りたい人と買いたい人で成立
りも力強く上昇した背景も
し、将来的には利益を確定する売り需要がある。その為基本的にはどんなに上
あり高値警戒があったが、こ
昇相場であっても一時的に利益確定の売りがあった方が将来的な急落の心配が
の２ヵ月は株式上昇でＲＥＩ
少なくなる。市場関係者の中では昨今の株高を喜ぶ声が多かったが「どこで一息い
Ｔは足踏みしていた。上昇余
れるのか？」という慎重な姿勢も強かった。 月末から 月下旬まで大きな下落
地としては大きくはないが
もなく上昇してきたが３月 日、 日にようやく一息が入った。一般的に相場の
株式よりも分配利回りは高
トレンドをチャートが示すが 日移動平均線
く現在約２．５％程度と長
（ 日間の株価平均値）程度までの下降をこなし
期保有には威力を発揮する。
ながら再度上昇に転じることが考えられていた。
通常は何日もの時間がかかるものだが、わずか
日で 日移動平均まで下げ、将来の利益確
定売り圧力もやや緩和される可能性が強まった。
生命保険の給付対象と精神疾患
今後も利益を確定する売りは続くがそれ以上
に「下がった所は買おう」という姿勢も強く、今 医療保険や生命保険、精神疾患の場合においての給付の
ハードルは未だ高い。精神疾患に罹る人が増加していても
回の調整局面を喜ぶ声の方が大きい。
商品提供が増加しないのは判断基準が難しいからだと言
える。一部の保険会社で提供されている「就業不能保険」
テクニカル指標はまだ過熱気味
は仕事が出来なくなった場合に給付される保険だが、精
神疾患は対象外となる。また就業不
とは言えすぐに再度上昇をするとは限らない。
能保険は「今の仕事が」できないという
相場の過熱度合いを見る指標でＲＳＩ、ＭＡＣＤ
定義ではなく多くの要件が必要で給
などの指標があるが、まだ過熱状態であることに
付要件には注意が必要。精神疾患に
よる入院保障特約という商品は存在
するが「入院」を対象としている。多く
の精神疾患患者は通院や自宅療養が
多く、加入していても受け取れないこ
とが多い。給付要件などを確認したい。

は変わりない。チャート下のＲＳＩは を上回ると過熱気味、 を下回ると売ら
れ過ぎと一般的に考えるが、直近 ヵ月は殆どの期間で を超えている状態であ
り、 日、 日でようやく 台まで下落している。売られ過ぎとなる下の赤線ま
ではこの ヵ月下がっていない。売られすぎる水準まで下がる相場ではなく、利益
確定の売却をこなしながら過熱度合いを冷却し、再度上昇していくと考えられる。

■日経平均1ヵ月の推移とＲＳＩ
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ＲＳＩの上の赤線が70、下が30。上の赤線以上がやや過熱気味という見方をする。
下の赤線まで、この1ヵ月下がることはなかった。日経平均は25日移動平均線で下
げ止まりを示唆するチャートではある。
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■就業不能保険は給付要件が厳しく、加入者が
誤認しているケースが多い。「入院」が要件に注意。
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２５日移動平均線

保険
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投資

東証ＲＥＩＴに上昇余地

リーマンショック前の水準には届かないが確実に上昇。今後大
幅高は望みにくいが分配金を考慮すれば魅力が高い。
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他人では振込みなどが出来ない
ようにしている。ネット専業で
は末端をスマートフォンで代用
できる対応がされている。個人
的にも活用しているが、とても
スムーズに確認作業等ができる
ので慣れてさえしまえばとても
便利に活用ができる。正しく使
えればとても安全で便利である。

不動産コンサルティング技能登録者
CPM有資格者、ＣＦＰ認定者が対応いたします。

お問い合わせ

Tel: 044-382-0200

ネット機能 正しく使えば便利で安心

手軽で単純な機能
ではあるが安全性
は高まる。使い慣
れると便利だ。

044-877-2634

ご要望をお気軽にお問合せ下さい。

セキュリティは格段に向上

ＰＣで振込指示を
すると登録してある
スマホに承認連絡
が来る仕組み。仕
組みはＳＭＢＣと同
様だがスマホを活
用している。

インターネットを活用した各種サービスのセキュリティが向上している。ネットバンク、
ネット証券、ネット保険など昨今では様々なサービスがネットを活用し手軽に使え
る。ネットで行う事で人件費などが削減され、一般的には各種手数料が低く抑え
ることができる。ただ有人店舗が無い不安もあげられ、ネットバンクはイメージが悪
いことが多い。ただ、セキュリティは日々進歩しており、銀行によっては「むしろ安全
性が高い」ということも言える。ネットバンクと一言で表現されるが、大手都市銀行
が提供するネットバンク、インターネットを専業で行うネットバンクと大きく分かれ
る。意外ではあるが「大手都市銀行のネットバンク」のセキリティレベルは低く、ネット
専業のネットバンクの方が安全性が高いこともある。写真はネットバンク機能を使う
際の末端で、振込指示などをする場合、最終的に末端での承認作業が必要となり、

ネット専業ではスマ
ホをセキリティ末端
として利用できる。

消費者相談１８８ 児童相談１８９

SMBCのセキリティ末端。持ち歩く不便さがあるが、安
全性は高くなる。

総務省は７月から、１１０番や１１９番のようなわかりやすい番号での相談窓口を
開設する。詐欺などの被害相談などは１８８番で基本的には「有料」とされる予定。
児童虐待など児童相談の窓口として１８９番を用意し、こちらも有料の予定だ。現
在でも詐欺など様々な分野で相談に応じてくれる独立行政法人国民生活センター
が存在するが、普及はあまり進んでいない。児童相談所に関しても同様で「すぐに相
談したい」という体制ではない欠点がある。初期対応が重要と考えられる詐欺や児童
虐待など特化させ、今以上にわかりやすく「事前相談」を促し事件を防ぐ。

あ

「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！」

不動産の「賃貸」「管理」「売買」の事なら
溝の口駅すぐの株式会社エヌアセットへ

・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

暮らし
■セキリティ強化
制度
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■公的年金の範囲と民間保険

ネット環境があればすぐに勉強でききます。

〜〜お問い合わせ・申し込み〜〜

☎044-814-3553 ✉info@fp-research.jp

日本の年金制度のおさらい

専門家プロファイル
にコラムなどが掲載さ
れています。ネットで是
非閲覧下さい。

「老齢・障害・遺族」実はワイドな年金保険

国民年金・厚生年金を公的年金と言いますがその内容について理解力を深め
ておきましょう。私たちは老後の年金という認識がとても大きいですが、公的
年金には老後の年金である「老齢年金」以外に障害状態になった際の「障害年
金」、万一残された遺族を保障する「遺族年金」の機能があります。現在は以
前のように払った保険料よりも多くの年金を受け取ることは困難な時代になっ
てきていますが、その他の保障も含まれていて、とても手厚い年金保険です。
公的年金の保障がなければ、民
間の保険会社などの商品を活
用することになります。老後の
年金であれば「個人年金保険」
に加入する必要がありますし、
障害状態などに備えるには「介
護保険」などがあります。また
皆さんが加入している生命保
険は公的年金では「遺族年金」
として機能してくれます。国民
年金は現在月額約１５，５９０
円です。毎年保険料と年金額
は変わりますが仮に保険料は
月１５，０００円、年金は 万
円として計算してみましょう。
保険料を払う義務がある 歳
～ 歳までの 年間で７２０
万円になります。年金を年
万円受け取ると９年で回収でき、終身年金であるため長生きをすればするほどお得に
なっていきます。一般的な個人年金には無い魅力です。長生きできずに受け取れない場
合でも、その間には「障害年金」と「遺族年金」の保障がついているので、金額だけで個人
年金と比較するのは難しいと言えますが公的年金の保障の全てを民間保険で準備する
場合は相当な高額になります。世代間扶養という概念の公的年金は場合により不公
平感を感じる時もありますが、幅広い保障を皆さんにしているとても良い保険です。
80

20

80

web版
家庭で学ぶマネー講座

年⾦

個人年金保険

障害年金

介護保険・損害保険

遺族年金

生命保険

国民年金
厚生年金

老齢年金

公的年金には3つの大きな保障がある。国民
年金の保障は厚生年金に大きく劣るが月額
15,000円程度と考えると大きなメリット。

公的年金の保障を民間保
険で賄うには沢山の保険に
加入する必要がある。

金額だけで考えても明らか
に民間保険の方が高い。
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ドル/円1ヶ月チャート

122.02円

119円に反転の兆し

118.29円

※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。

現在株価

2,436円

2,011円

目標株価

2,600円

2,100円

2月配信

配信時株価

目標株価

結果
騰落率
3月27日終値

サイバダイン

2,880円

3,100円

3,090円

2月配信

配信時株価

目標株価

結果
騰落率
3月27日終値

一休

1,735円

1,800円

2,006円

日産化学工業は化学関
連全般を扱う会社で農
業科学にも強さを持っ
ている。今後日本の農業
を考える時に同社の化
学肥料等が注目される
こともありそう。当面
は他の化学分野でも収
益を伸ばしており、安
心感もある。東証リー
トは株価が軟調な場面
で底固さを見せる。ド
ル高警戒から金利上昇
が先送りになっており
リートには追い風。伸び
余地は少ないが安定配
当資産として魅力。

月の日経平均は大相
場となった。本格的に下
げた日は配当権利落ち
日だけと、異例の上
昇継続相場。米国のド
ル高警戒も心配された
が基本的に強い相場が
続いた。サイバダインは
一時３，３００円まで
上昇するも利益確定売
りに押されたが目標付
近までは上昇。一休は
目標を大幅に超過した。
無借金経営・日本への旅
行が外国人投資家の目
線に合致したようだ。
両株式とも今後も期待
をしてみたい。
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株式コード

◎

東証1部
118.29〜122.02

東証1部
117.00〜124.00

市場
ドル円

東証REIT ETF

△

日産化学工業
18,552円
〜19,778円

カ月のマーケット予測

18,000円を上抜けし
上昇速度が速い

銘柄名
18,200円
〜19,100円

今後

19000

注目銘柄2
日経平均

月も変わらず右肩上がりの日本株式市場だが、配当権利落ちも
ありようやく一息を入れた。良い意味での調整局面といえる。現在
のターゲットは２０，０００円を意識した動きとなっているが、過熱感
は否定できない。３ヵ月間殆どなかった調整局面がどの程度必要かが
未知数。先月に引き続き信用売りは多く、調整局面でも比較的安
定して買い戻しが入ることが考えられる。

19,778円
18,785円

注目銘柄1
結果

４月の日銀会合で、どのような方向性が出されるかは未知数だが過
度な期待はしにくい。日経平均の想定レンジは１８，９００円～２０，
１００円と高値圏で維持するものの、一時的に１９，０００円割れは
想定しておきたい。ドル円は米国のドル高警戒もありドル高は緩や
か。１１８円 銭～１２３円程度の予測。

19700

年国債利回りは０．３～０．４％台の水準で暫く落ち着く模様。
ＲＥＩＴ市場は調整局面をこなし、安定期に入りそうだ。日本株の
一服などの局面で強さを発揮しそうで仕入れるには良い時期か。

精度
予測
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日経平均株価（１ヶ月）

3月27日終値

■注目銘柄
■先月配信の振り返り
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18,100円
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2015年3月28日号 第15号

market research

（月刊）
2015年（平成27年）3月28日（土曜日）
三島木経済通信
Ⓒ株式会社FPリサーチパートナーズ

株式マーケットウォッチ

