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中国株の急落は 月に発生した。約５，０００ポイント
あった上海総合指数は ヶ月で３，５００ポイントまで低
下し、 ％下落した。その後４，０００ポイント付近ま
で戻すも相場は安定しない。中国は現在世界 位の経
済大国で中国株式の下落は中
国の消費低下懸念があり、各
国の株式市場に悪影響を出し
毎月の給与から差し引かれる社会保険として「健康保険料」「厚生年金保険料」
ている。日本の株式市場にも
「雇用保険料」などがあるが、来年から雇用保険料を引き下げる検討を開始して
影響が出ており昨今日経平
いる。雇用保険は一般的に就業意欲があるが失業状態にある方に対し、給付す
均も上昇力を欠く。中国経
るもので、業種により保険料は異なるが給与の ％が標準。社会保険は原則的
済が安定するまでにどの程度
に労働者と会社で折半して負担する。その為雇用保険料は概ね . ％の負担。
の時間を要するかが未知数で
グラフ青線は２０００年からの失業率の推移だが、リーマンショック前に . ％ま
はあるが、今回の大幅下落で
で低下していた失業率は一時
ある程度の先行き不安を織り
. ％まで上昇、その後低下
込んだとも考えられるが、ま
をたどっている。現在は . ％
だ注意が必要ではある。
まで低下し、失業給付が減った
ことで、雇用保険料の積立が
兆円まで増えた。その背景
通販で再生ヨドバシカメラ
もあり来年度に雇用保険料
を . ％程度値下げされれ 家電量販店の販売が低迷する中ヨドバシカメラが業績を
ば労働者の負担は . ％下が 伸ばしている。出店数を抑え通販特化としたことが大き
ることになる。赤線の厚生年金 な要素だが、仕事の中身が利用者に響いた。通販と言え
保険料は年々上昇しており
ばＡｍａｚｏｎが有名だが
％台に入っている。半分の負
ヨドバシカメラの配達ス
担とは言え、その負担率は
ピードは非常に速い。筆
％を超え ％目前に迫る。
者も利用者だが、価格
健康保険料は組合により異な
自体もしっかり安く、宅
るが 歳以上で概ね ％程度
配スピードの速さがリ
の水準で労働者の負担は . ％程度。年金保険料と健康保険料が上昇を続け
ピート客を増やしている
る見通しの中、雇用保険料の引き下げは僅かではあるが明るいニュースだ。社会保
ようだ。家電以外にも
険料の労働者が負担する率は現在の ％水準から ％水準へと向かっている。所
日用品や薬も買うこと
得税や住民税を加味すれば負担は ％程度。ただ諸外国も同様の負担水準で
ができる。配送料や手数
あり、社会保険料の負担を吸収できるだけの給与上昇が望まれている。
料が無いことも魅力。

■失業率と厚生年金保険料率の推移
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■社会保険料負担
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■上海総合指数
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１ヶ月で30％の下落。世界の消費を支える中国経
済がもたらす消費の減少などが懸念されている。株
価はまだ安定していない。
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■商品によってだが、注文日に発送される速さが魅力。
家電製品に限らず日用品も買える便利さもある。

2

中国株式が世界に悪影響

5,000

投資

相続路線価 駅近は上昇も
郊外は横ばい水準、建売価格もピーク過ぎる
2

相続税計算の時に使用する相続路線価の発表は毎年 月。平成 年度も都心は上
昇傾向が続いている。図は川崎市で つのポイントを比較したもので、溝口 丁目は
駅近、有馬 丁目は徒歩 分程度、菅生 丁目付近はバス利用としての参考値と
した。駅に近い所では上昇が続いているが、その他
のエリアでは上昇がみられない。そもそも相続路
線価は土地の正確な相場を表わすものではないが、
第三者が査定している為、相場トレンドを確認す
る上では目安になる。この数年円安が進行し、外
国人投資家の購入需要も大きく不動産価格が全
体的に上昇する傾向が強い。ただ彼らは一定の都
心など、購入するエリアは限られている。「不動産
が上昇している」という雰囲気が非常に強いが川崎
市においては一部の駅に近い所を除いて、需要が高
まっている訳ではなく、昨今の不動産価格は相場
全体で上昇したイメージが強い。人口が減少して
いく中、今後も利便性の高いエリアは人気が増し
価格上昇の傾向が続くかもしれないが、郊外にお
いては、横ばいないし、多少相場が下がると感じて
いる。実際に郊外の建売価格はピーク時よりも少
し下がる地域も出てきている。
10

溝口2丁目は駅徒歩5分程度、有馬4丁目は駅徒歩10分程度、菅生6丁目はバス便として
の参考値とした。溝口2丁目の上昇は目立つが他は上昇していない。
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新築戸建て購入 手控えムード

日本の老後に備える

学ぶ・鍛える

相談する・解決する

4

新築戸建販売の売れ行きがやや鈍化している。売れない原因はこの数年で上昇してい
る不動産産価格が影響している。長期で売れない物件は値下げなどを行い売却する
ことが通常だが昨今の新築戸建は元々の土地の仕入れ価格と建築価格の高騰もあり
値下げが中々出来ない状態。だが一部の物件は値下げを開始している。不動産価格
の上昇に賃金上昇が追いついていない事が手控えの最大要因でこの状況はまだ続きそ
うだ。中古戸建は販売価格が適正であれば成約までは速いようだが、新築戸建のよ
うに販売価格を上げては売れない環境となっており、難しい環境となっている。

ファイナンシャルプランニングを
「相談しやすく」「学びやすく」「わかりやすく」を目指しています。
2015年8月本格始動

不動産
住宅
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※ねんきんマップのHPは只今準備中です。随時更新してまいります。

■日本FP協会では様々な情報を開示

FP三島木のマネーセンスアップ講座 vol.43

家計のスリムアップ現状把握から

ＦＰ協会の資料も活用

整理出来た場合は少し分類分けをしてみることで使途不明金の有無が確認できて
良いでしょう。そうすることで改善可能な項目を確認していくことが可能となりま
す。家計管理だけでなく、投資など色々な事に共通することですが「適切な現状把
握」実はこれが一番大事です。現状が悪い状態であってもしっかりと問題点を見る事
さえ出来れば、必ず良い方向へ向かうことができるでしょう。現状把握、簡単そうで
意外と手間の掛かるものですが、是非時間を作って一度トライしてみましょう。

家計の確認方法には様々な方法がありますが、あまり難しいことを行っても
継続出来なければあまり意味がありません。続ける為には比較的簡単な方
法を使うことをお勧めします。私が所属する日本ファイナンシャルプランナー
ズ協会では無料でお使い頂ける資料を提供しています。ＰＤＦ資料以外にも
エクセル資料もあるので、パソコンで自由に活用してみても良いでしょう。主な
資料として「家計の収支確認表」「家計のバランスシート」「家計のキャッシュフ
ロー表」などがダウンロードすることが
出来ます。そのまま資料を使って、現
在の家計をチェックしてみるのも良いで
すし、表のまとめ方を参考にして自
分でオリジナルなものを作っても良い
でしょう。長く続けるためには使いや
すさ、簡単さが必要で、私自身は
色々な資料の良い所を参考にしたり
して、自分オリジナルなもので管理を
したりしています。家計チェックで重
視して欲しい所は「使途不明金」の有
無です。極端ですがどんな浪費であっ
ても使っている項目がわかれば、対策
をたてることが出来ますが、何に使っ
たかわからない場合は対策を検討す
ること自体が難しいからです。家計の
収支確認表で大雑把な支出項目を

家計
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Vol.4
2020年
東京オリンピックに向けて

あ

16

病院ではフォローしにくい
「爪切り」「フットケア」を適切に行うサロンです。

青葉台駅徒歩3分、詳しくはＨＰをご覧ください。

050-3736-9443 www.tumedr.com

最近のテレビではオリンピックの良いニュースが
流れませんね。建設費の問題は以前からあっ
たはずですが、色々なことが後回しになり、
何とも恥ずかしい結果と思っています。とは
言え新国立競技場はとにかく良いものを造っ
て欲しいものです。最近は追加種目候補が
話題になっていますが、全部やらせてあげた
いですよね。私が一番楽しみにしているのは
趣味のゴルフです。男子の松山選手は海外で
も成績を残し、本当に可能性を感じさせて
くれます。女子はアマチュアの新垣比菜さん
に可能性を感じます。最近の国内ツアーで
も上位に顔を出し、まだ 歳というから驚
きです。

・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

※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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三菱重工
120.38〜124.48

一時期の上昇トレンド
から大きく下落してい
る株式を探してみたい。
クラレは大手化学メー
カーで外国人投資家の
株価押し上げもあり、
他の株式よりも比較的
先行して上昇していた
この ヶ月は相場以上
に下落しており割安感
がある。三菱重工も外
国人投資家に人気が高
いが ヶ月で ％の下
落と下げ率が高い。業
績自体に大きな問題が
ない大手優良銘柄はこ
ういう場面で拾いたい。

日経平均は中国株式の
影響もあり上下に荒い
展開が続いた。一旦落
ち着いているが、上昇要
因が出てこない状況に
なっている。為替も一時
１２０円まで円高進行
したが現在は安定に。
日本航空は訪日客の増
加や原油安を背景に上
昇、一時４，６００円台
をつけた。ドコモも軟調
な日経平均とは対照的
に上昇した。顧客がド
コモに戻りだした事が
大きいが海外投資家か
ら人気が高く買い需要
が集まった。
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カ月のマーケット予測

やや荒い動きも123円台が固まってきた

クラレ
123.00〜126.00

今後

120.38

銘柄名
ドル円

×
19,115円
〜20,850円

7

月の相場は荒い展開で日経平均の値幅は１，７３５円もあった。た
だ、大幅なな価格変動をこなした為、今後は少々落ち着きを取り
戻すとみる。この暫くは中国の株価不安定に振り回されることも想
定されるがある程度の悪影響は 月でこなしたと考える。もう一点
のリスクは続く原油安。どの程度で落ち着くかが読めない展開が続
いている。ただ日経平均の２０，０００円の壁は徐々に強くなりつつあ
る。
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注目銘柄2
20,400円
〜20,800円
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今後 ヶ月の日経平均は２０，０００円～２０，８００円程度の予測。
相場の上昇には原油安の安定と米国株高が必要。 月よりは安定
してくるとみる。ドル円は１２２円～１２６円、利上げはの先送りは
ないと考えるが 月実施はやや可能性が低くなっており、ドル高は
一服。

19115

7

瞬間的に20,000円を切るもすぐに切り返し。20,000円程度
では切り返す展開。

注目銘柄1
日経平均

×
結果
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124.48
ドル/円1ヶ月チャート

精度
予測

1

年国債利回りは 月と変わらず . ～ . ％程度とみるがあ
まり上昇はしない。ＲＥＩＴは中立的スタンス。

■注目銘柄
■先月配信の振り返り
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20850
日経平均株価（１ヶ月）
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株式マーケットウォッチ

