
ご挨拶

スポーツの秋、食欲の秋、いかがお過ごしですか？

10月～11月にかけて保険会社から保険料控除証明書
が送られてくると思います。

保険料控除証明書は、年末調整や確定申告に必要と
なります。紛失してしまうと、再発行には時間がか
かることがあり、提出期限に間に合わずにご迷惑を
おかけすることもありますので大切に保管しておい
てください。

保険会社から控除証明書が送られてくるこの時期、
加入している保険の内容について確認する機会にし
てはいかがでしょうか？

内容についてのご確認などございましたら、他社様
でご加入の保険についても、ご遠慮なくご連絡くだ
さい。

最近のニュースから

内閣府は8月に2018年度の「国民生活に関する世論調
査」を公表しました。
https://survey.gov-online.go.jp/h30/h30-
life/index.html
食生活やレジャー、時間の過ごし方など様々な項目
について調べています。その中でお金に関連する項
目をピックアップしてみました。

今月号の話題

ちょっと気になるお金のコラム

今年の体育の日は10月8日です。1999年までは、10
月10日が体育の日だったことはご存知だと思います。
これは、1964年10月10日が東京オリンピックの開会
式だったことを記念してのことです。

今月は予算などお金の面から1964年と2020年の２つ
の東京オリンピックを比べてみたいと思います。

今の70歳代の人は年金が充実しているのか収入につ
いて満足と感じる人の割合が多いように感じます。

40歳代は教育費、住宅費などの支出が最も多くなり、
今までの貯蓄を取り崩したり、思うように貯蓄がで
きないのかもしれません。

また、日常生活に感じている不安や悩みのトップ５
は、「老後の生活設計」、「自分の健康」、「家族
の健康」、「今後の収入や資産の見通しについて」、
「現在の収入や資産について」でした。

政府への要望で多かったのは「医療・年金等の釈迦
保障の整備」、「高齢化対策」でした。

まさに人生100年時代を反映した結果だと感じました。
皆さんはどうお感じになりますか？
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ちょっと得する「保険」や「年金」についての話題をお届けします。
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2012年から2015年までの3年間、社会保険労務士とし
て「年金事務所における年金相談業務」に従事。そこ
で、数多くの“悲惨な老後の実態”を目の当たりにし、
老後に向けた資産形成の必要性を痛感。
国も勧める、“確定拠出年金”や“つみたてＮＩＳＡ”を活
用した「⾧期・分散・つみたて投資」を真面目に、地
道に推進。クイズやゲームを活用した『つみたて投資
セミナー』は「わかりやすい」と多くの受講者から支
持を得ている。



当コラムは、商品選択の考え方、価格変動やニュースなどにどう対応するべきかについての一つの考え方をお伝えするもので、特定の運用商
品、運営管理機関を推奨するものではありません。また、特定の商品の将来のパフォーマンスを約束するものでないことをご理解の上、ご覧
ください。記載の情報（税制・社会保障制度・金融商品・マーケット・価格情報等）は発行日時点での情報に基づくもので将来は変更になる
こともあります。数値は公表されているデータに基づき当社にて計算・加工をしていますが、正確性を保証するものではありません。

2017年3月から開始した積立投資は図
表のようになりました。

確定拠出年金のような⾧期の積立投
資で成果を得るためには以下のポイ
ントが大切です。

投資期間に応じた資産配分
積立期間が⾧い場合には株式の比率
を多く、受取時期が近くなったら値
動きが小さい債券の比率を多めにす
る。

大幅に値下がりした場合
積立期間が十分にある場合は、株式
への資産配分の増額、掛金の増額を
検討する。

株式・債券の特徴を理解して⾧期継
続する。

今月は一括投資と積立投資の違いについて整理したい
と思います。

どちらが優れているということではありませんが、積
立投資の特徴を理解すると価格変動に煩わされること
なく継続することができるようになります。

9月末の日経平均株価は、24120.04。バブル崩壊後の
高値を更新とのニュースをご覧になった方もいるかも
しれません。

右図は日経平均株価が最も高かった1989年12月から
2018年9月までの推移を表しています。「バブル崩壊
後の高値更新」といっても1989年末の高値38915.87円
（終値ベース）をまだ14,000円以上下回っています。

2009年3月（リーマンショック後の安値）には、7568
円になりました。仮に1989年末に100万円購入してい
たとすると194,482円と1/5以下になっていたことにな
ります。2018年9月末時点では約62万円と10年近くか
けて6割のところまで回復してきました。

このようなデータを見ると「やっぱり株式は恐ろし
い」、と感じる方もいるかもしれません。そんな方も
次ページのグラフを見ると少し印象が変わるかもしれ
ません。

株式や債券の特徴をよく理解して、様々なニュースや情報に惑わされず投資を⾧期継続することが成果に結び
つきます。

発行日：2018年2月末日 発行者：BSA株式会社

N社バランスファンドのデータによる（コスト控除後）

確定拠出年金加入者のための資産運用ガイド

積立合計額 株式75％ 株式50％ 株式25％

2018年7末 170,000 177,883 174,710 171,477

2018年8末 180,000 187,651 184,126 180,900

2018年9末 190,000 200,465 196,150 191,546
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確定拠出年金加入者のための資産運用ガイド

このグラフは、1989年末から2018年9月まで毎月1万
円づつ積立投資をしていた場合どうなっていたかを表
しています。青い線は前頁と同様です。

オレンジは積立金額と評価額を表しています。2004
年のイラク戦争の時期には、積立合計160万円に対し
評価額は76万円と一括購入同様、大幅なマイナスにな
りました。

2007年にかけて一時回復し2007年7月には積立金額
211万円に対し評価額は約247万円と約36万円のプラ
スになりましたが、その後、リーマンショック後の最
安値を付けた2009年3月には、積立金額232万円に対
し評価額は125万円とマイナス107万円、約46％のマ
イナスになりました。

ここから日経平均株価は大きく回復し、2018年9月に
は、積立額346万円に対して、評価額は約581万円と
約235万円と約67％のプラスになりました。

このように全く同じ投資対象であったにもかかわらず
一括投資の場合には、マイナス39％（100万円→61万
円）、積立投資の場合には、プラス67％（346万円
→581万円）と大幅に異なる結果となりました。

積立投資は、価格が安くなった時にも購入を継続した
結果です。

この結果により以下のことがわかります。

• 一時的に大幅に値下がりしても積立を継続するこ
とで大きな成果を得ることができた

• 確定拠出年金のような積立投資の場合は、値下が
りを気にせずに（より積極的に）積立を継続する
ことが成果につながる

• ただし、この例のように大幅に値下がりした場合
には積立投資であっても相応の期間が必要になる

• 従って投資（積立）期間によって株式と債券の割
合を決めることが大切

その他注意点としては、

• 積立投資が有効なのは価格が回復してくる投資対
象であること（＝配当や利子などのリターンがあ
るもの）

• 幅広く分散してあること

いかがでしょうか？

もしかすると株式投資信託は少し怖い、と預金のまま
になっていたり、確定拠出年金をしていなかったり、
という方もいるかもしれません。

投資（積立）期間が⾧く取れる場合には確定拠出年金
をはじめとする積立投資を始めることを検討してはい
かがでしょうか？

注）一括投資より積立投資が優れている、ということでは
ありません。株価回復局面では一括投資の方が高いパ
フォーマンスを得ることができますし、まとまった資金が
あるのに小分けにして投資に回さないことによって機会損
失になることもあります。



1兆円オリンピック

2020年開催予定の東京オリンピックの当初予算は、約
7700億円でした。ところがその後予算は膨らみ1兆
3500億円になり、今年1月には8100億円を追加で予算
計上、総額2兆1600億円になりました。最終的には3兆
円を超えるのでは、と言われています。「１兆（丁）2
兆（丁）と豆腐じゃないんだから」、という発言もあ
りましたよね。

1964年の東京オリンピックの予算は約1兆円でした。
54年も前にもかかわらず現在の予算と聞いても違和感
がないほどの規模だったのは少し驚きですね。

中身を見ると競技施設整備などの直接経費は約300億
円と全体予算のわずか3％。残りは羽田空港から代々木
の選手村までを結ぶための首都高速道路（約720億
円）、道路・街路整備（1015億円）、地下鉄整備
（2328億円）、東海道新幹線建設（3799億円）などの
インフラ整備に充てられたそうです。

当時の国家予算は約3兆3000億円です。1年の予算の
1/3をオリンピックに充てたことから「1兆円オリン
ピック」と呼ばれていたようです。現在の1年の国家予
算は約100兆円ですから、今の感覚で言えば約30兆円
です。戦争が終わって19年、先進国の仲間入りを、と
いう意気込みや勢いを感じる数字ですね。

経済規模で見てみましょう。

当時のGDP（国内総生産）は約30兆円です。GDPの
3％の規模です。これを現在のGDP約550兆円に当ては
めると16.5兆円です。経済に与えるインパクトも桁外
れだったことがうかがえます。

ちょっと気になるお金のコラム

高度成⾧時代の真っただ中だったのでこれだけの予算
をかけることができたのですね。

お金をかけるところが変わってきた？！

下図は1965年の人口ピラミッドです。（国立社会保
障・人口研究所HPより）

一番人口が多い年齢は10代後半です。下図は2015年の
ものです。当時10代後半の人が60代後半に移動してい
ます。50年で随分と様子が変わったことがわかります。

現在最も多くの予算を計上しているのは厚生労働省の
約30兆円（予算全体の約1/3）です。

人口構成が変わったことで、医療や介護、年金など、
お金をかけるところが変わってきているのですね。



お金のこと、年金のこと、保険のこと、
すっきりしたい方、安心したい方は無料FP相談をご利用ください

このようなことで少しでも気になることがある場合はご相談ください。ニュースレター会員の方向けに無料で
FP相談を行っています。

 保険料を払いすぎていないか確認したい

 自分が加入している保険がどのような時にでるのか確認したい

 年金がいくらぐらいもらえるのか知りたい

 年金が不安だがどのように準備したらよいか知りたい

 火災保険や自動車保険のお得な入り方を知りたい

 確定拠出年金の商品選びについて教えて欲しい

 その他

ご相談事例
• 昔に入った生命保険を見直して毎月の保険料が大幅にダウン。
• 年金定期便の見方がわかり、具体的に老後資金準備のイメージがつかめた。
• 最近の医療制度や医療技術に合わせた保険に変更でき安心した。

FP無料相談 お申込

ご確認したい項目に☑、必要事項をご記入の上、ファックスでお申込ください。折り返しご連絡を差し上げます。

 生命保険のお得な入り方
 加入生命保険の内容を確認したい
 がん保険・先進医療保険について
 損害保険のお得な入り方

 その他

 年金定期便の見方
 老後資金の準備について
 教育資金の準備について
 年金商品の選び方
 確定拠出年金の商品選びについて

電話番号

メール

お名前

勤務先 お役職

（ブロック体でご記入ください）

個人情報の利用目的：当該サービスを提供。当社サービスのご案内FAX:050-3730-0380

お問い合わせフォームはこちら⇒
http://fp-matsumoto.com/contact/


