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日続伸も年初

9日続伸。地政学リスクで下げていた反動もある。

投資

日経平均
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日経平均が 日連続で上昇した。最近のニュースで多
い「地政学リスク」というものが直近まで株価の上昇を
阻害していた。地政学リスクとは特定の地域が抱える
政治的・軍事的緊張のことをいう。ただそのリスクも少
し緊張が緩和され株式市場の 日上昇につながった。
今年の年初の日経平均は１６，
１４７円であり現在の回復して
いる水準でも、未だ約 ％程度
マイナスな状況だ。ＮＩＳＡ等の
効果もあり個人投資家の多く
の資金が株式市場に流入してい
るが運用成果は中々厳しいもの
となっている。考え方を変えれば
今からの方が安く株式投資で
きるという考え方もできる。
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未納者平成
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年後納制度活用で受給権取得

国民年金の年金受給要件として 年の納付・免除期間
が必要であるが平成 年 月より 年以上で年金受給
権を取得できることが決まっている。また平成 年 月
までは過去 年に遡って保険料
を納付出来る為、今まで保険料
を納めておらず年金受給を諦め
ていた人も受給できるチャンスと
なっている。国民年金は 年納め
て満額が受け取れる為 年の納
付の場合は約 ／ の年 万程
度だが、公的年金の魅力は終身
年金という点が挙げられる。
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公的年金はＧＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行
政法人）が運用している。過去の運用成果などは
ホームページで誰でも閲覧できる。平成 年 月末
現在の運用割合は図 の通りで日本国債が約 ％
を占め安定運用である。私達の年金を運用するので
あるから当たり前とも言える。ただ少子高齢化、人
口の減少で今の年金制度を維持するには高い運用
リターンが必要であると共に「人口の維持」が必要
不可欠だ。人口に関してはいずれ「移民政策」という
議論が開始されると想定している。運用リターンに
おいては利払いの殆どない日本国債では運用リター
ンが足りず日本国債の比率を下げる準備を進めて
いる。国債に投資しない代わりの投資先は日本株
式・外国株式になる。

円売りの円安期待

ＧＰＩＦの運用方針切り替えは市場にダイレクトに
反応しており円安ドル高が進行した。国債で運用
しないで外国株式投資が増えるという事は「日本円
を売って外国株式」を買う事になるため、円の流通
量が増え価値が下がるという考え方だ。これは輸出
など日本の多くの企業にプラスに働く為、相乗的に
日本株式へもプラス効果が出ると観測されており、
ＧＰＩＦの株式運用引き上げは金融市場関係者だ
けでなく、株式取引を行う我々にも間接的な恩恵
を与えそうだ。動きを見守りたい。
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経済
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制度維持へ改革が必要な年金制度。
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ＧＰＩＦ平成26年3月末運用割合
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■図1

■図2 ＧＰＩＦ過去の運用成果
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自転車保険、保障のダブりも
火災保険の特約やカード会社の保障確認を

自転車の交通ルールの浸透が未だに遅れている。高額な賠償をしなければならな
い自転車事故なども多く発生しており、自転車を乗る人は他人ごとではない。そ
んな中、昨今多くの自転車保険が発売されているが加入前に現在加入の保険を
確認しておきたい。自転車保険の内容は、損害を与えてしまった相手などを補償
する「個人賠償責任保険」と自身の傷害などに対応する「傷害保険」から組み立て
られている。個人賠償責任保険は火災保険や
入院や手術は通常の医療保険でカバーされている
範囲でもある。その際は個人賠償だけで良いという 自動車保険のオプション（特約）で加入している
考え方もある。
ことも多く二重加入になることもあるので加
入前に確認したい。また傷害保険に関しては
クレジットカード会社が非常に安価でカード
会員向けに提供しているものが多く、加入し
ているかどうかの内容確認をして頂きたい。個
人賠償責任保険だけであれば月額１００円
程度で加入できるものが多い。多くの自転車
保険の保険料は月５００円程度で設定されて
おり保険料のムダというものを感じにくいが、
安い保険料だからと確認を怠るのは注意して
欲しい。５００円で本当に必要な保障を追加
することも可能だからだ。

住宅販売に陰り、好立地以外苦戦

消費税増税前の駆け込み需要から早６ヵ月。住宅販売の売れ行きが鈍化している。
鈍化している背景には土地相場の上昇、建築費上昇による「販売価格の高騰」と、
「供給過剰状態」があげられる。消費者からみると物件はあるが価格が高く魅力
がないという感じを受けるようだ。ただ都心好立地のマンションや希少価値の高い物
件に関しては価格の影響があっても成約しており、人気エリアと人気のないエリアの
格差が激しい。依然続く低金利で住宅取得には良い時期だが消費者の所得より早
いスピードで上昇した不動産価格に消費者が追いついていない現状があるようだ。

■企画・運営/株式会社FPリサーチパートナーズ ※DVD解説内容イメージ

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

詳細は問い合わせ
下さいませ。

044-877-2634

☎044-814-3553
✉info@fp-research.jp

にて配信中︕

家庭で学ぶマネー講座

保険
不動産
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好きな時間にスマホやパソコンで学習︕
詳しくはFPリサーチパートナーズのグーグルプラスを

https://www.google.com/+Fp-researchJp

■教材内容
ＤＶＤ6巻、レジュメ、質問シート
■授業形態
ホワイトボードとPowerPoint（PC)を
使った解説で学びます。

あ

予約受付中

お問い合わせは

FP三島木のマネーセンスアップ講座 vol.32
平成26年5月問題 ＦＰ2級 問18

649億
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家庭に置き換え復習

8

2

・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

級の問題を解く

1

意外と簡単 ＦＰ

ア・イ・ウを下の語群から選んでみましょう！
語群
なし 1/2 1/3 1/4 1/8
2/3 3/4 3/8 1/16

相続分の計算をしてみよう

130億

今回はＦＰ２級の相続の問題を例として挙げてみましたが、昨今多くの方がＦＰの勉強
をしています。金融や年金、不動産、保険、相続など多岐にわたるので勉強することで
使える知識も身に付くことがあるんですね。ただ問題を何問といても身に付かない、覚
えられない時は「自分の状況に置き換える」ことをお勧めします。なぜなら置き換えるこ
とで自分のマネー関係も整理できますし、理解して覚えると忘れないものです。ＦＰの
問題はネットで自由に見ることができますので手軽に頭の体操もできます。

相続

2

上記問題はＦＰ 級の過去問題です。実
際に考えてみましょう。ＦＰの勉強のこつは
問題を「自分に置き換える」ことで理解力
が深まります。何事にも実践ですね。ご
自身の家庭で置き換える際も、上記のよ
うに図にすることで整理がしやすくなり
ます。アは妻の法定相続分を聞いています。
まずは相続人の確定を行います。配偶者
と子が居るので相続人は妻と子供になり
ます。妻と子供の際は ／ づつとなりま
す。この時点でアの答えは１／ となりま
す。イは孫Ａの法定相続分を聞いています
が、長男も相続人なので孫Ａに相続権は
ありません。ですので「なし」となります。
ウの孫Ｂと孫Ｃですが、長女の扱いに悩み
ますね。この場合は「代襲相続」という扱い
になり、長女が引き継ぐ予定であった相
続分を孫の二人で分ける形となります。
元々妻１／ 、長男１／ 、長女 ／
でしたが、長女の相続権をその孫が 人
で引き継ぎますので単純に長女の相続分
を割れば ／ という答えとなります。
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株式マーケットウォッチ
9月確定

配当・優待権利特集
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日本の多くの企業は 月末の決算期
となっており、配当や優待などはその
時点で確定することが多いのですが長
く株式を保有して欲しい観点から
月の中間期に「中間配当」「優待」など
を設ける企業が増えています。

9

月末の権利確定は 月 日となり
ます。この日の引けまで保有していれ
ば権利が確定し、翌日に売却しても
配当・優待の権利があります。

3

ただ、配当金や優待の権利を取得し
た直後は配当・優待相当分程度の株
価は自然に下がることが殆どです。

また 月、 月は配当・優待狙いで株
式を購入する方が増える為、株価は
若干あがっていることが多いということ
も一般的に言えることです。

配当・優待のある株式についてはこのあ
たりを注意しておく必要があります。

銘柄名：王将フードサービス
コード：9936
株価：4135円（平成26年8月22日現在）
年予想配当：100円 配当利回り：2.41％
9月確定分：50円
優待：100株で1,000円相当の優待券。株
数の増加で優待アップ。9月末株主に別
途5％ＯＦＦ券。
3月末、9月末株主に確定
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銘柄名：ヱスビー食品株式会社
コード：2805
株価：3995円（平成26年8月22日現在）
年予想配当：70円 配当利回り：1.75％
9月確定分：35円
優待：自社商品1,500円相当分。
3月末、9月末株主に確定

銘柄名：株式会社アコーディア・ゴルフ
コード：2131
株価：1258円（平成26年8月22日現在）
年予想配当：36円 配当利回り：2.86％
9月確定分：なし
優待：3,000円分の優待券。100株毎に1枚
追加、9月末に確定。3月末はなし。

銘柄名：ＡＮＡホールディングス
コード：9202
株価：253.2円（平成26年8月22日現在）
年予想配当：4円 配当利回り：1.57％
9月確定分：なし
優待：国内線片道50％ＯＦＦ券
3月末、9月末株主に確定

銘柄名：オイシックス株式会社
コード：3182
株価：2510円（平成26年8月22日現在）
年予想配当：0円 配当利回り：0％
9月確定分：なし
優待：昨年は山形県庄内産ひとめぼれ
9月末株主に確定
毎回美味しいもの
を送付。今回は未だ
未定です。

銘柄名：サンリオ
コード：8136
株価：2992円（平成26年8月22日現在）
年予想配当：80円 配当利回り：2.67％
9月確定分：40円
優待：テーマパーク入場券とオリジナル商品。
3月末、9月末に確定。

銘柄名：理研ビタミン
コード：4526
株価：2670円（平成26年8月22日現在）
年予想配当：55円 配当利回り：2.05％
9月確定分：27.5円
優待：1,000円相当の自社商品
3月末、9月末株主に確定

※記載されている内容は配当・優待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。

