日経平均株価が高値を更新
ドルベースでも業績を伸ばせることを実証中
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要旨
 今回の株価上昇局面を過去と比較すると、①バリュエーションが上がっ
ていない点と、②ドルベースで見た上昇率が低調である点が確認できる
 低めのバリュエーションが続く要因の1つは、特に海外の投資家が、円
ベースで業績が拡大しても、それが多分に円安の影響を受けているとの
見方を有しているためと見られる
 しかし、実際のところ、今回の上昇局面における日本企業の業績は、ドル
ベースで見ても過去の主要な円安・株高局面で最大の伸び率となってい
る。また、そうした高い利益の伸び率を再現する可能性はあると考える

日経平均株価は14年9ヵ月ぶりの高値
19日の日経平均株価の終値は18,264円と、2007年7月9日に付けたリーマ
ン・ショック前の高値18,261円を上回り、約14年9ヵ月ぶりの水準になりました。
今回の上昇相場は、世界的な金融緩和環境や、米国景気の拡大、そしてアベ
ノミクスの官製相場に支えられている面は否めません。そして、これらの追い
風を受け、日本企業の業績は過去の最高水準を更新すると見られます。素直
に解釈すれば、株価の上昇は業績の拡大という実体に裏付けられたものと表
現できます。
引き続き、ポイントは企業業績が今後とも拡大を続けるのかどうかであり、より
重要なポイントは国内の個人投資家がそれを信じられるかどうかです。
残念ながら後者の点に変化は見られません。個人投資家は株価が上がれば
利食いを出し、下がれば買いを入れる「逆張り」スタンスを続けています。一方
の前者については、最近の企業の動きを見る限り、少しずつ官のサポートある
いは「束縛」から離れ、自立的なものに移りつつあるように思われます。
図1：日経平均株価の推移
データ期間：2000年1月3日から2015年2月19日まで
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出所: Bloomberg, J.P.Morgan Asset Management
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今回の株価上昇局面の特徴
（注）計測期間は、得られるデータ

過去4回の株価上昇局面を見ると（期間は左参照）、まず、第2期間の「ITバブ

の制約上、次の100週間としてい

ル期」を除く、第1、第3、第4期間のいずれも円安が生じています（図2）。次に、

ます；

今回の局面について、EPS（1株当たり利益）の上昇率で見た業績の伸びは過

第1期間：日本のバブル期

去の局面に見劣りしないことが確認できます（図3）。
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そうした中で、今回の特徴の1つとして挙げられるのが、PER（株価収益率、予
想ベース）で見たバリュエーションが上昇していない点です（図3）。そもそも、
計測開始時点のPERが高かったとすれば、その後にPERが上がらないことも
不思議ではありませんが、実際には最も低い「発射台」となっています（図4）。
過去3回の上昇局面と比べると、過熱感がないという表現もできます。

第4期間：今回の局面
’13年3月第3週-’15年2月第2週

もう1つの特徴は、ドルベースで見た株価の上昇率が低い点です（図5）。今回
の局面における、円ベースで見た株価の上昇率は32.1%であり、過去3局面
に大きく見劣りすることはありません（図3）。一方で、ドルベースで見ると、今回
の株価上昇率は10.3%であり、過去3局面に比べれば低調と言えます。

図2：TOPIX上昇率と、ドル円相場上昇率

図3：TOPIX上昇率の要因分解（円ベース、1年先予想）

データ期間：対象4期間（本ページ左上参照）
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図4：TOPIXのPERの時点比較（1年先予想）

図5：TOPIX上昇率の要因分解（ドルベース、1年先予想）
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PERはなぜ上昇しないのか
（注）計測期間は、得られるデータ

今回の上昇局面が過熱感に欠く背景を的確に指摘することはおそらく不可能

の制約上、次の100週間としてい

ですが、少し考えてみます。

ます；
第1期間：日本のバブル期
’88年1月第3週-’89年12月第2週
第2期間：ITバブル期
’98年3月第3週-’00年2月第2週
第3期間：米国住宅バブル期

まず、国内投資家の弱気姿勢ではなさそうです。東証の投資部門別株式保有
比率によれば、第1期間の「日本のバブル期」を除く、3つの期間のいずれにお
いても、個人投資家の「逆張り」スタンスと、海外投資家の「順張り」スタンスと
の組み合わせは共通しています。残念なことに、国内投資家が株価の長期上
昇を期待していない姿に変わりはありません。

’05年4月第1週-’07年2月第4週

一方、今回の局面では、日銀や年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）

第4期間：今回の局面

が、買い入れ金額の目安を示しつつ、日本株に買いを入れています。

’13年3月第3週-’15年2月第2週

こうした国内投資家の動きを考慮すると、日本株を買い支えている外国人投資
家の期待が、これまでに比べると低調に留まっているのかもしれません。
実際、ドルベースで見た株価の上昇率と、予想ベースのPER上昇率は連動し
ており（図6）、すなわちこれは、業績（EPS）がドルベースで増えないとの見通
しを反映しています。言い換えると、円ベースで業績が拡大しても、それが多
分に円安の影響を受けているとの見方を有していることになります。
では、実際のところ、ドルベースで見た日本企業の業績（EPS）は低調なので
しょうか。
図6：ドルベースのTOPIX上昇率と、PER上昇率
データ期間：対象4期間（本ページ左上参照）、PERは1年先予想
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日本企業はドルベースでも業績を伸ばせることを実証中
（注）計測期間は、得られるデータ

実績ベースで見る限り、今回の局面における、ドルベースで見たEPSの上昇

の制約上、次の100週間としてい

率は、第2期間と並んで最高です（図7）。つまり、日本企業はドルベースでも高

ます；
第1期間：日本のバブル期
’88年1月第3週-’89年12月第2週
第2期間：ITバブル期
’98年3月第3週-’00年2月第2週
第3期間：米国住宅バブル期
’05年4月第1週-’07年2月第4週
第4期間：今回の局面
’13年3月第3週-’15年2月第2週

い業績の伸びを出せることを証明しているように思えます。
それでもドルベースの株価上昇率が過去に比べて低調なのは、海外投資家
がこうしたドルベースで見た利益の伸びの再現に懐疑的になっている証左と
言えます。
日本企業は、今回の局面での実績と同様、これからも継続的に、円ベースの
みならず、ドルベースでも堅調な利益を出せることを示す必要があります。そ
のためには、規模の拡大と競争力の上昇の両方を目指す必要があり、事業の
選択と集中、そしてM&A（企業の合併・買収）が欠かせません。
実際に、そうした動きは出ており、今後についても、日本企業が国内外で競争
を迫られる以上、増えてくると考えるほうが自然です。今後とも企業の規模拡
大と競争力上昇を目指す動きが、日本企業の利益を拡大させていくものと見
ています。
図7：TOPIXのEPS上昇率（ドルベース、過去1年実績）
データ期間：対象4期間（本ページ左上参照）
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