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先週の動き／今週の展望

総合指数は週間で

与した。指数は週

企業の好決算を見込んだ海外勢の買いが下支えし

れた。12 日にはサムスン電子が過去最高値を

の上昇を主導。

り越しに転じた

売られ、3 日ぶりに反落し

週は、足元での

懸念の後退が

貿易相手先である中国

 

【ロシア】

先週の動き／今週の展望

先週の米ドル建て

動に大きな影響を与えた。週明け

エネルギー株が売られた。その後、売られ過ぎの反動で値を戻

す場面もあったが、

会見内容を確認したいとの思惑から急落した。週後半は、サウ

ジアラビアが

よりもさらに減産を行っていると発表したことで、原油先物が

上昇し指数は値を戻した

れた。今週も原油価格の動向次第だが、

大統領就任式を控えて

 

【ベトナム】

先週の動き／今週の展望

先週の VN

は 13 日の終盤までビナミルク、サイゴンビール、金融など主力銘柄が方向感なく取引されたことで、指数は狭いレンジ

内で推移したが、

迫る水準にまで上昇した。

となり、値を崩して週を終え

平均並みにまで

155 銘柄に対し下落が

落を上回った。プラスの指数寄与度

社株価は上場来高値付近まで値を戻した。今週は昨年高値の

692.17 ポイントを意識し、もう一段高が期待される。
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まで回復した。指数採用
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％高と続伸。オフショア投資家の

200 台に乗せ、約
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オフショア投資家が

政治スキャンダル絡みでサムスン電子

日ぶりに反落したが、2070 台を維持して終え

基調に伴う新興国市場からの資金流出

下支えしよう。このほか、

GDP など主要経済指標を発表
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れた。今週も原油価格の動向次第だが、20

おり、全体的には様子見か。
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指数は週間で 0.8％高と 3

日の終盤までビナミルク、サイゴンビール、金融など主力銘柄が方向感なく取引されたことで、指数は狭いレンジ

徐々に上値を拡大。週後半には昨年

まで上昇した。ただ、13 日の取引終盤には売り優勢

となり、値を崩して週を終えている。売買代金は昨年

回復した。指数採用 320
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落を上回った。プラスの指数寄与度 1 位はサイゴン
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日の終盤までビナミルク、サイゴンビール、金融など主力銘柄が方向感なく取引されたことで、指数は狭いレンジ

 ▼指数チャート 

 ▼指数チャート 

 ▼指数チャート 

1,900

1,940

1,980

2,020

2,060

2,100

11/1511/4

[KOSPI/day(2016/11/4 

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

11/1511/3

[RTSI$/day(2016/11/3 

640

650

660

670

680

690

700

11/1511/4

[VNINDEX/day(2016/11/4 

海外勢が 12 日連続

営業日連続となる買い越しが引き続き相場

から 2 日続けて小安く推移したものの、
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【先週の動き／今週の展望】

安、今週は中央銀行が政策決定会合を開催

ジャカルタ総合指数は週間で

初から

価格文書化に関する税制改革を年初に発効したと明らかにし

たことで、インドネシア国内で事業を展開する多国籍企業への

影響が懸念され、指数は続落。

車販売台数が前年同月比

生産

は

中央銀行が定例の金融政策決定会合を開催する予定で、政策金

利は

【先週の動き／今週の展望】

中国の

SET

幅な値動きが続いた。週初の

数は

月の生産者物価指数が前年同月比

い伸びを示したことが好感されて反発。

大統領が前日の記者会見で経済政策の具体的な内容を示さな

かったことに対する失望感が広がり値下がりしたが、

費関連株が買われ、反発して取引を終えた。今週は国内の重要

イベントが少なく、

期の
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【インドネシア】
【先週の動き／今週の展望】

安、今週は中央銀行が政策決定会合を開催

ジャカルタ総合指数は週間で

初から 5 日続落と軟調だった。

価格文書化に関する税制改革を年初に発効したと明らかにし

たことで、インドネシア国内で事業を展開する多国籍企業への

影響が懸念され、指数は続落。

車販売台数が前年同月比

生産・販売のアストラ・インターナショナルが売られた。今週

は 16 日に 16 年

中央銀行が定例の金融政策決定会合を開催する予定で、政策金

利は 3 会合連続で
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SET 指数は週間で

幅な値動きが続いた。週初の

数は 10 営業日ぶりに反落したものの、

月の生産者物価指数が前年同月比

い伸びを示したことが好感されて反発。

大統領が前日の記者会見で経済政策の具体的な内容を示さな

かったことに対する失望感が広がり値下がりしたが、

費関連株が買われ、反発して取引を終えた。今週は国内の重要

イベントが少なく、

期の GDP などの
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【先週の動き／今週の展望】

安、今週は中央銀行が政策決定会合を開催

ジャカルタ総合指数は週間で

日続落と軟調だった。

価格文書化に関する税制改革を年初に発効したと明らかにし

たことで、インドネシア国内で事業を展開する多国籍企業への

影響が懸念され、指数は続落。

車販売台数が前年同月比 15.9

アストラ・インターナショナルが売られた。今週

年 12 月の貿易統計が発表されるほか、

中央銀行が定例の金融政策決定会合を開催する予定で、政策金

会合連続で 4.75％に据え置かれるとの見方が優勢。
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月の生産者物価指数が前年同月比

い伸びを示したことが好感されて反発。

大統領が前日の記者会見で経済政策の具体的な内容を示さな

かったことに対する失望感が広がり値下がりしたが、

費関連株が買われ、反発して取引を終えた。今週は国内の重要

イベントが少なく、20 日に発表される中国の

などの外部要因に左右される展開になりそうだ。
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安、今週は中央銀行が政策決定会合を開催

ジャカルタ総合指数は週間で 1.4％安と 3

日続落と軟調だった。10 日は前日に財務省高官が移転

価格文書化に関する税制改革を年初に発効したと明らかにし

たことで、インドネシア国内で事業を展開する多国籍企業への

影響が懸念され、指数は続落。11 日は 16

15.9％減と低迷した

アストラ・インターナショナルが売られた。今週

月の貿易統計が発表されるほか、

中央銀行が定例の金融政策決定会合を開催する予定で、政策金

％に据え置かれるとの見方が優勢。
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％高と 3 週続伸。買い材料に乏しく小

9 日はエネルギー株が売られて指

営業日ぶりに反落したものの、10 日は中国の

月の生産者物価指数が前年同月比 5.5％増と

い伸びを示したことが好感されて反発。12 日はトランプ次期米

大統領が前日の記者会見で経済政策の具体的な内容を示さな

かったことに対する失望感が広がり値下がりしたが、

費関連株が買われ、反発して取引を終えた。今週は国内の重要

日に発表される中国の

外部要因に左右される展開になりそうだ。
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ジャカルタ総合指数は

安、今週は中央銀行が政策決定会合を開催 

3 週ぶりに反落。週

日は前日に財務省高官が移転

価格文書化に関する税制改革を年初に発効したと明らかにし

たことで、インドネシア国内で事業を展開する多国籍企業への

16 年 12 月の自動二輪

％減と低迷した影響で、ホンダ車

アストラ・インターナショナルが売られた。今週

月の貿易統計が発表されるほか、19 日には

中央銀行が定例の金融政策決定会合を開催する予定で、政策金

％に据え置かれるとの見方が優勢。

指数は 0.2％高、今週は

週続伸。買い材料に乏しく小

日はエネルギー株が売られて指

日は中国の 16

％増と 11年 9月以来の高

日はトランプ次期米
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