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2019年の⽶国株式市場

－景気・企業収益は減速するも、EPS成⻑率程度の株価上昇を予想－
当レポートの主な内容
・リーマン危機後に始まったS&P500の上昇相場は来年で11年⽬を迎えようとしています。
・景気サイクルが後半戦に⼊り、FRBもQT（量的引締め）に舵を切ったことから、⽶国株式に対しては警
戒的なスタンスで臨んでいますが、来年は増益率程度の緩やかな株価上昇を想定しています。
・トランプ政権の通商政策や財政政策、FRBの利上げに対する姿勢、ISM景況指数が注⽬材料です。
図表1 S&P500の株価とPER（株価収益率）

11年⽬を迎える上昇相場

（期間：1985年1⽉〜2018年11⽉、⽉次） (倍)

(ポイント)

リーマン危機後に始まったS&P500の上昇相場は
来年で11年⽬を迎えようとしています。この間、株
価は4倍以上に上昇しましたが、直近で景気循環調整

3500
3000

2000

機前の⽔準を上回っています（図表1）。来年の⽶国

1500

株式の動きを占うにあたっては、⽶国経済や企業収

1000

益の先⾏き、それらに影響を与える連邦準備制度理

500

事会（FRB）の⾦融政策、トランプ政権の財政政

0

⽶国経済は年度後半に向けて減速へ
2019年は、これまで8回⾏われた利上げや⾜元の
ドル⾼が経済の重荷となり、トランプ減税のプラス

上昇や関税による投⼊（輸⼊）価格の上昇を受けて
ピークアウトすると思われます（図表3）。

（年/⽉）

(％)

20

して上昇基調を続けていますが、いずれは⼈件費の

20

(期間：2017年4-6⽉期〜2019年10-12⽉期)

予想

15
10
5
(年/⽉)

0

17/6

17/9

17/12

18/3

18/6

トランプ政権の通商政策

12

⽶中協議については、中国に90⽇間の猶予期間

10

（モラトリアム）が与えられましたが、これは単な

8

考えています。農産物・エネルギーなどの輸⼊拡⼤

6

や⾮関税障壁の撤廃を通した貿易⿊字の削減ととも

4

に、知的財産権の保護、強制的な技術移転やサイ

2

バー攻撃に対する規制・監督の強化、テクノロジー
企業への補助⾦の削減、市場の開放などで中国が⼀

18/9

18/12

19/3

19/6

19/9

19/12
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（期間：2000年1⽉〜2018年11⽉、⽉次）

(%)

る交渉の先延ばしであり本質的な解決には程遠いと

10

30

表⾯化するため、成⻑率は後半に向けて減速すると

す（図表2）。S&P500企業の利益マージンは依然と

30

図表2 S&P500の⼀株当たり利益(EPS)成⻑率(四半期・前年⽐)

効果が剥落することに加えて関税引上げの悪影響が

⽉期以降は10%台に減速することが想定されていま

40

85/1 89/1 93/1 97/1 01/1 05/1 09/1 13/1 17/1
（出所）エール⼤学、Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成

25

思われます。その結果、企業の収益成⻑率は来年1-3

景気循環調整後PER(右軸）

2500

後のPER（株価収益率）は30倍を超え、リーマン危

策・通商政策が焦点になると思われます。

50

株価（左軸）

S&P500 利益マージン

（年/⽉）

0
00/1

02/1

04/1

06/1

08/1

10/1

12/1

14/1

16/1

18/1

（図表2-3の出所）Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成
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図表4 2年OISスワップの動き

定程度、⽶国に歩み寄ることによって⼀先ずは⼿打ち

（期間：2017年1⽉2⽇〜2018年12⽉6⽇）
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図表6 株式配当利回りと短期⾦利の推移
（期間：2006年1⽉〜2018年11⽉、⽉次）
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（図表4-6の出所） Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成
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以上の拡張は望めません。しかし、来年は1年間で

図表7 過去の⼤統領選サイクルとS&P500の年間騰落率

EPSの成⻑率である10%程度の株価上昇は期待できる
と考えています。
サブシナリオ

サイクル

就任1年目

中間選挙

3年目

大統領選挙

S&P500
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（期間：1946年〜2017年、今回は中間選挙が2018年、3年⽬が2019年）

メインシナリオが実現しないケースとして、次の3

図表8 S&P500とISM景況指数

つのサブシナリオを考えています。
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(図表7）。⼤統領選を翌年に控えて国⺠からの⽀持率
を⾼めようと景気刺激的な政策を打ち出したことが理
由だと考えられます。インフラ投資がこれに該当すれ
ば、株式市場の下⽀え要因になると思われます。
¾ 利上げ早期打⽌め
AIやIoTに代表される先端テクノロジーによる⽣産
性の向上によって、⽶国経済の賃上げやインフレへの
耐性が想定外に⾼まっていれば、利上げが早期に打⽌
めになる可能性があります。この場合は利上げが景気
を失速させる可能性が低下し、景気拡⼤がより⻑期化
し、株式相場の持続性が⾼まると思われます。
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（図表7-8の出所） Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成

2019年の⽶国株式：各シナリオの実現可能性
各シナリオが実現する可能性は、メイン：50%、
インフラ投資拡⼤：15%、利上げ早期打⽌め：30%、
貿易戦争激化：5%と予想しています。いずれのシナ
リオが実現しても、株式市場の先⾏きを占う上では
ISM製造業景況指数に注⽬したいと考えています。
ISM指数が50に向けて急低下すれば株価も⼤幅に調整
し、55-60のレンジ内で⾼原状態が続けばそれほど悲
観的になる必要はないと考えています（図表8）。
来年は景気サイクルが後半戦に⼊りバリュエーショ

¾ 貿易戦争激化
⽶中交渉が決裂し、⽶国が中国からの全輸⼊品に追
加関税を発動し、先端テクノロジーの移転をブロック
する⼀⽅、中国が報復措置を拡⼤するシナリオです。
この場合は⽶中のみならず世界経済全体が打撃を受け
ると思われます。⽶国では経済が失速するばかりでな

ンからのサポート（PERの拡張）が期待しづらく、
FRBがQE（量的緩和）からQT（量的引締め）に舵を
切り、流動性の下⽀えが徐々に弱まっていくと思われ
ます。このような環境で株式市場に対してはこれまで
以上に警戒的なスタンスで臨む必要があると考えてい

くインフレが同時進⾏するスタグフレーションに陥り、 ます。しかし、⽶国経済が景気後退に⼊るまで株価が
上昇を続けた過去と同じように、2019年の⽶国株式
株式市場は⼀気に弱気相場に突⼊すると思われます。
も上下動を繰り返しながらも、年間では10%程度の
緩やかな株価上昇を予想しています。
以上 （作成：投資情報部）
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加 入 協 会：一般社団法人 投資信託協会／一般社団法人 日本投資顧問業協会
上記のリスクや費⽤につきましては、⼀般的な投資信託を想定しております。各費⽤項⽬の料率は、委託会社である岡三アセットマネ
ジメント株式会社が運⽤する公募投資信託のうち、最⾼の料率を記載しております。投資信託のリスクや費⽤は、個別の投資信託に
より異なりますので、ご投資をされる際には、事前に、個別の投資信託の「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」の【投資リスク、⼿
続 ・⼿数料等】をご確認ください。

＜本資料に関するお問合わせ先＞
フリーダイヤル 0120-048-214 （9:00〜17:00 ⼟・⽇・祝祭⽇・当社休業⽇を除く）
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