
 

 

ファミリーオフィスサービス: 
Global Economics and Markets Newsletter 
新興国債務の新たな波が世界経済にもたらすリスク 

デロイト トーマツ税理士法人 
ファミリーコンサルティング 

2020 年 1 月号 
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今月の主なテーマ 

1. 新興国市場の債務 

世界銀行が発表した最新の 「世界経済見通し」 によると、世界経済はこの 50 年間において 4 度目の広域的な累積債務を経

験しています。累積債務は、1970～89 年、1990～2001 年、2002～09 年の 3 つの歴史的な大波を体験しており、いずれも先

進国と新興国の両方で金融危機に陥りました。現在の第 4 波は 2010 年に始まりました。2018 年には、世界の債務は世界の

GDP の約 230%という記録的な高水準に達し、新興国全体の債務は GDP の 170%近くに達しました。それに対し 2010 年以

降、GDP の成長率は 54%増に留まっています。第 4 波における新興国債務の増加は、これまでの 3 つの波のいずれよりも大

きく、速く、広範囲に及んでいます。 

しかし、累積債務は経済には有益とも読み取れます。例えば、公的債務は、雇用を創出し、生産性を向上させるインフラ投資の

資金として利用できます。また、民間企業債務は、事業投資や設備投資に利用できます。このことから公共投資・民間投資のど

ちらも、経済の潜在 GDP を押し上げ、より迅速で持続可能な経済成長を促進することができます。現在の世界的な低金利は

いくつかのリスクを軽減し、また世界経済が減速している時に更なる借入を促しています。一方、政府と企業の収入がともに減

少しており、債務の返済が困難になる可能性が生じています。多額の債務は、経済が外的要因 （債務が外貨建ての場合は尚

更）に対して脆弱であることを意味し、政府の景気刺激策を制限することになります。 

世界銀行は、このような新興国の債務、特に民間企業債務のシェアが増加しているのは、主に非居住投資家によるものだと指

摘しています。したがって、外貨リスクも高まりを見せています。また、GDP に対して債務が増加している大半の原因は、安全

性の高い公的債務ではなく、民間企業債務にあるとも指摘されています。 

現状、投資家が危惧しているリスクが 2 つあります。第一に、貿易摩擦等に伴い世界経済が更に減速すれば、新興国の債務

返済が困難になる可能性があること。第二に、主要国間での貿易紛争が悪化すれば、新興国の輸出拡大能力が損なわれる可

能性があること。その結果、外貨債務の返済能力が損なわれることになります。 

ソース（英語）: https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-
growth-policy-challenges 

2. 「フェーズ 1」 合意後の米中関係 

米国と中国が貿易協定に調印しましたが、その内容は休戦協定に近いものだと言えます。米国は追加関税の導入を見送り、既

存の関税の一部を引き下げ、加えて中国の為替操作国への指定を解除することとなりました。その見返りとして、中国は米国

製品の購入を増やし、自国通貨を操作しないことを約束しています。しかし、現実には、中国からの輸入品に対しては 3600 億

米ドルという巨額の米国関税が未だに残ることになります。さらに、相手国に課す平均関税は、近年のものと比較して依然とし

て非常に高い水準にあります。ピーターソン国際経済研究所によると、2018 年初めの時点で、中国の輸入品に対する米国の

平均関税率は現在 21.0%となっており、新協定の下では平均関税は 19.3%に引き下げられる予定です。また、米国の輸入品

に対する中国の平均関税率は現在 21.1%となっており、新協定の下では 20.9%に引き下げられる予定です。このように、関税

は近年と比較しても高く、2019 年後半から大幅に引き下げられてはいません。また、米国は、中間投入財へ 93%、消費財へ

69%、資本財へ 40%等、中国からの全輸入品の 2/3 には懲罰的関税を引き続き課す予定です。 

https://www2.deloitte.com/jp/en/pages/tax/articles/fc/global-economics-and-markets-newsletter-january2020.html
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
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ソース（英語）: https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-trade-war-tariffs-date-chart 

3. 貿易紛争が米国経済に与える影響 

貿易紛争の悪影響とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。アトランタ連邦準備制度理事会がスタンフォード大学およびシ

カゴ大学と共同で行った研究で経済的影響の推定値を提示しています。本研究の著者らは、米国の大企業を対象に調査を実

施し、2019 年上半期では、約 12%の企業が設備投資を削減または延期したと回答しました 1。これには、製造業の 24%が含

まれているのに対し、サービス業ではわずか 4%しか含まれていません。また、製造業では 22%が設備投資の削減や先送りを

実施しています。著者らの推定によると、2019 年上半期の設備投資が 360 億米ドル減少したことを意味しており、本来なら予

想されていた金額を 3.8%も下回っています。こちらの研究は、2019 年第 2 四半期および第 3 四半期の民間企業投資が減少

したことを示す GDP データとも一致しています。 

ソース（英語）: https://macroblog.typepad.com/macroblog/2019/11/new-evidence-points-to-mounting-trade-policy-
effects-on-us-business-activity.html 

4. 三国間貿易交渉 

デロイトのグローバル チーフ エコノミストは、メディアではほとんど取り上げられていない、米国・EU・日本の貿易交渉担当者に

よる三国間貿易交渉のニュースに関して次のように述べています。三国間貿易交渉の目標の一つは、補助金に関する世界貿

易機関（WTO）の規則を改善することでした。米中間の「フェーズ 1」貿易協定では、中国への補助金に関する米国の不満に対

処することができなかったため、米国は多国間協議を用いて改善を迫ろうとしています。多国間協議は古くから用いられている

アプローチですが、近年まで米国自身が重要視していませんでした。過去 3 年間、米国は二国間の交渉に関しては、多国間協

議よりも大きな影響力を持つ、二国間の貿易交渉に焦点を当ててきました。今回の議論から、状況によっては多国間協議を活

用する方が有益で影響力を持つ場合があることを推察できます。さらに今回の議論は、米国が伝統的な同盟国と協力すること

により、中国に対してより大きな影響力を持つことを示唆しています。 

本協議に参加している各国は共に、WTO で禁止されている補助金のリストに、4 つの新規項目を追加したいと考えています。

無制限の保証業務、再建計画のない倒産企業への補助金、民間資金が得られず過剰設備に苦しむ企業への補助金、実質的

に債務免除の形態となっている補助金です。これら 4 項目はすべて、中国国有企業（SOE）の多くに当てはまります。これらの

補助金は中国で戦うグローバル企業にとって不利な競争を強いられていると考えているためです。また、新規項目の追加は、

中国の国有企業に改革を迫るという点で、中国にとっても利のある提案となっています。   

ソース（英語）: （後日 Deloitte Insights で公開予定） 

国・地域別アップデート 

1. 日本 

2019 年 11 月のサービス業 PMI は 50.3 と、10 月の PMI 49.7 と比較して穏やかながらも増加傾向にありましたが、12 月の

PMI が 2019 年第 4 四半期に再び 50 を下回ったことにより、日本経済に対する懸念が生じ始めることが想定されます。12 月

の PMI は 49.4 と、一般的な水準ではあるもののこの数値は 2016 年 9 月以来最低の水準を示しています。特に、製造業 PMI
は 2019 年の 12 カ月のうち 10 カ月で 50 以下の値を記録しました。その中でも 2019 年 10 月及び 12 月は最低水準を更新し

ています。2019 年第 4 四半期のサービス業 PMI の低下と合わせると、統合 PMI は第 4 四半期の各月で 50 を下回る結果を

記録しました。投資家やアナリストは、日本経済が 2019 年第 4 四半期より縮小し始めるのではないかと懸念しており、当 PMI
はそれを裏付ける結果となりました。 

ソース（英語）: https://tradingeconomics.com/japan/composite-pmi 

2019 年 11 月の実質賃金（インフレの影響を調整した賃金）の低下は、10 月の消費税増税や産業・サービス部門の指標全般

の弱さとともに景気後退の懸念を強める要因となっています。 

2019 年 11 月の実質賃金は前年比 0.9%減と、2019 年 7 月以来の大幅な低下となりました。これは、2019 年 10 月の前年比

0.4%減に続く結果となりました。政府は消費税増税による落ち込みと発表していますが、2019 年 11 月の名目現金給与総額

は前年比 0.2%減と、2019 年 10 月と横ばいの結果となりました。賃金は明らかに下降傾向にあり、こちらは経済が減速期に

入る場合によく見られる傾向になります。これは、企業活動の指標と考えられている時間外賃金が、2019 年 11 月には前年比

1.9%減と、10 月の前年比 0.1%減に引き続き減少したことで下降傾向にあることが裏付けられています。 

ソース（英語）: https://tradingeconomics.com/japan/composite-pmi 

                                                           
1 ビジネスの期待と不確実性を測定する新しいデータの詳細に関しては、「Global Economics and Markets Newsletter 2019 年 12 月号」をご

参照ください。前述のデータを作成するために使用した調査票を基に、こちらの分析を作成しております。 

https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-trade-war-tariffs-date-chart
https://macroblog.typepad.com/macroblog/2019/11/new-evidence-points-to-mounting-trade-policy-effects-on-us-business-activity.html
https://macroblog.typepad.com/macroblog/2019/11/new-evidence-points-to-mounting-trade-policy-effects-on-us-business-activity.html
https://tradingeconomics.com/japan/composite-pmi
https://tradingeconomics.com/japan/composite-pmi
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/articles/fc/global-economics-and-markets-newsletter-december2019.html
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大手経済コンサルタント会社であるオックスフォードエコノミクスの最新予測によると、日本経済の成長率は 2019 年に前年比

1%成長したとの予想を踏まえた上で、2020 年には前年比 0.3%程度の成長に減速する見込みだと発表しました。減速の要因

としては、継続的な外部環境の悪化に加え、賃金上昇率の低下、増税と賃金低下に伴う家計消費の低迷が挙げられます。  

2. 米国 

米国の住宅着工件数は、2019 年 12 月に急増し、米国住宅市場が暴落する直前の 2006 年 12 月以来の高水準となりました。

12 月の着工数は前月比 16.9%増、前年比 40.8%増の結果となりました。この増加は、戸建て住宅と集合住宅の両方を含んで

おり、米国全域をカバーした平均値です。大幅増加の要因は 3 点考えられます。第 1 に、住宅データは季節要因が大きく寄与

しており、政府報告の数値はその季節要因を考慮した上で調整されています。通常、12月は寒さと不安定な天候のため下降傾

向にありますが、2019 年 12 月は異常な暖冬であったため、温暖な気候により通常よりも着工件数が多かった可能性がありま

す。第 2 に、米連邦準備制度理事会 （FRB） は 2019 年に 3 回利下げを実施したことにより、インフレ懸念が沈静化し、債券利

回りは低水準で推移しました。この結果、建設業者にとって借入コストが低い、非常に有利な環境となりました。最後に、堅実な

雇用成長と低い失業率を支えに雇用市場が堅調に推移していることが、消費者信頼感を高めました。これに伴い住宅販売が

増加し、建設業者の着工作業への自信につながりました。前述の 3つの要因により、建設業者は旺盛な需要を見込んで建設を

開始しました。     

ソース（英語）: https://www.census.gov/construction/nrc/pdf/newresconst.pdf 

3. 中国 

中国政府は、2019 年の中国経済の成長率は 6.1%と報告しました。これは過去 29 年間で最も低い成長率となっていますが、

政府の成長目標である 6.0%から 6.5%の範囲内には留まっています。2019 年第 4 四半期の経済成長率は前年同期比 6%
と、1992 年以来最低のペースとなりました。中国は現在、米国との貿易摩擦、世界全体での成長鈍化、高水準の債務、投資を

抑制している産業の生産力の向上、消費者の慎重な姿勢、労働人口の減少など、成長への逆風となっている多くの課題に直

面しています。さらに、後者の人口問題は、時間の経過とともに増大する可能性が高いとみられています。政府は、一人っ子政

策を廃止したにもかかわらず、2019 年の出生率が記録を始めて以来、最も低い数値だと発表しました。人口問題は、将来の成

長への逆風となる課題であり、一方、それ以外は比較的短期な課題と言えます。  

ソース（英語）: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202001/t20200117_1723398.html  

世界の株式相場は、中国人民銀行（PBOC）が商業銀行の預金準備率（RRR）を 50 ベーシスポイント引き下げたことを受け、

2020 年 1 月初めに上昇しました。その結果、約 1,150 億米ドルが市場へ供給されることになります。新たな RRR として大銀行

は 12.5%、中小銀行は 10.5%程度で済むことになっています。2018 年初頭以降、景気が減速している時にクレジット市場の活

動を刺激するために、RRR は 8 回引き下げられました。その他にも、中国政府は、旧正月の連休に現金の需要が増えることを

想定し、RRR の引き下げを実施しました。PBOC の措置は、米国との「フェーズ 1」合意に関して、中国政府が大きな経済効果

を期待していないことを示唆しているのかもしれません。  

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/us-china-capex/china-capex-growth-hits-three-year-low-as-weak-
economy-trade-war-drag-idUSKBN1Y809F  

4. ユーロ圏 

ユーロ圏では、2019 年 12 月のサービス業 PMI は 52.8 と 4 カ月ぶりに高水準を記録しました。現在のところ、サービス業の成

長が製造業の低迷を相殺し、ユーロ圏経済の成長はゆっくりではありますが継続しています。2019 年 9 月に最低値 50.1 を記

録した統合 PMI は、10 月と 11 月の 50.6 から 12 月は 50.9 に上昇しました。サービス業が最も成長したのはスペインとアイル

ランドでした。ユーロ圏で製造業の業績が最も悪いドイツでは、サービス業 PMI が 11 月の 51.7 から、12 月の 52.9 と、4 カ月

ぶりの高水準へと上昇しました。ユーロ圏におけるサービス業の新規受注は増加しているものの、輸出受注は減少を続けてい

ます。その中でも、通信サービス業、観光業、ホスピタリティ業が大きく成長に寄与しています。 

ユーロ圏の製造業は、ドイツを中心に非常に低水準で推移しています。ユーロ圏製造業 PMI は 2019 年 11 月の 46.9 から 12
月は 46.3 に低下し、11 カ月連続で 50 を下回りました。これは活動が急激に低迷していることを示しています。特に、ドイツの

12 月製造業 PMI は 43.7 と、ユーロ圏において最も低い水準で推移しており、活動が大幅に減少していることを示しています。

一方、オランダ は 48.3、イタリアは 46.2 と、製造業 PMI は 80 か月ぶりの水準に落ち込みました。スペインも同様に低く、12
月の製造業 PMI は 47.4 となりました。ユーロ圏主要国の内、製造業 PMI が好調なのはフランスの 50.4 のみでした。ユーロ圏

で生産のサブ指数の減少幅がここまで膨らんだのは 7 年ぶりです。新規受注は 7 年間で最も大きく減少しました。したがって、

Markit では「成長への復帰はまだまだ先の話だ。」と結論付けています。また、Markit は「12 月には家計部門だけが需要を回

復させており、個人消費がここ数カ月間、景気後退の脱却に如何に寄与してきたかが浮き彫りになった。」と記載されています。

このことから、消費財の生産に過度に依存しているフランスの製造業の相対的な強さを説明できます。ドイツの下落は欧州の資

本財部門の不振を反映しており、資本財の不振は主に貿易不安と世界経済の低迷によるものと言えます。 

ソース（英語）: https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/39dc7f18e8f04b16b790298e7dbbd06e  

https://www.census.gov/construction/nrc/pdf/newresconst.pdf
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202001/t20200117_1723398.html
https://www.reuters.com/article/us-china-capex/china-capex-growth-hits-three-year-low-as-weak-economy-trade-war-drag-idUSKBN1Y809F
https://www.reuters.com/article/us-china-capex/china-capex-growth-hits-three-year-low-as-weak-economy-trade-war-drag-idUSKBN1Y809F
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/39dc7f18e8f04b16b790298e7dbbd06e
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ドイツの鉱工業生産は、2019 年 11 月も低迷が続き、鉱工業受注は前月比 1.3%、前年同月比 6.5%の減少となりました。外

需は 3.1%減と、2 月以来の大幅減となりましたが、内需は 1.6%増加しました。10 月の指数は前回発表の 0.4%減少から

0.2%増加へと上方修正されました。 

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/us-germany-economy-industrial-orders/german-misery-continues-as-
industrial-orders-fall-unexpectedly-idUSKBN1Z70W3 

2019 年のドイツの実質 GDP 成長率は前年比 0.6%でした。ドイツ経済は 10 年連続で成長したことになり、統一後としては最

長の成長期間となっています。過去 2 年間の実質 GDP 成長率は、2017 年には 2.5%、2018 年には 1.5%、と遥かに高い水

準でしたが、2019 年には鈍化しています。過去 10 年の平均（+1.3%）と比較しても、2019 年のドイツの成長率は低い状態で

す。このような低い成長率にもかかわらず、失業率は 3.1%と統一後の最低水準であり、賃金の伸び率も 2019 年 9 月の前年

比 1.9%と一般的水準ですが、7 月の 1.2%や 8 月の 1.3%から上昇しています。ドイツの問題は、前述の産業部門の減速が主

に影響しています。  

ソース（英語）: 
https://www.destatis.de/EN/Press/2020/01/PE20_018_811.html;jsessionid=2C3341BFA4ACAEF4C94BCA54683FB16
6.internet732  

5. 英国 

デロイトが実施した英国企業の CFO を対象とした 2019 年第 4 四半期の調査結果では、2019 年 12 月の総選挙の結果が景

況感にプラスの影響を与えたことを示しています。この調査からここ数年の政治的な不確実性により、景気の先行きが不透明

であったため、経済全体の設備投資が減少していたことが窺えます。楽観的な見通しは 11 年に渡る調査期間の中でも最大の

広がりを見せ、過去最高レベルに達したと報告されています。2009 年の金融危機の際に行われた金利引き下げ施策、2012
年にユーロ圏を救うために 「できることは何でもする」 という欧州中央銀行の総裁の公約等の、これまでの事象よりも信頼が高

まっています。2016 年の EU 離脱の国民投票以来、英国を悩ませてきた不確実性は、今や解消されつつあります。外部の不

確実性に対する CFO の関心は、過去最高水準から平均的水準まで低下しました。EU 離脱投票以来、Brexit の話題が CFO 
の懸念点のトップでしたが、2019 年第 4 四半期には 3 位にまで落ちました。今や上位 2 つのリスクは 「英国の需要低迷」 と 
「世界的な地政学的リスクの上昇」 となっています。 

英国の EU からの正式な離脱方法とタイミング、ないしは将来の貿易協定の締結、が明確になったことで、CFO の楽観姿勢が

強まりました。圧倒的な議席数を占める政党が選出され、急進的な労働党政権の可能性が消えたことで、政治的不確実性はさ

らに低下しました。設備投資を 4 年ぶりに増加検討している英国企業の CFO 内では、Brexit の懸念が払拭されました。 

ソース（英語）: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/finance/deloitte-uk-cfo-survey-2019-q4-
report.pdf   

イングランド銀行が最近実施した CFO 調査は、不確実性が投資に悪影響を及ぼすということを裏付けています。不確実性が

減少したことで、CFO の投資活動に対する期待は大きく回復しました。これが今年の企業活動の活発化に繋がるかどうかは、

市場心理と不確実性が引き続き改善するかどうかに掛かっています。しかし、すべてを鑑みても、CFO は 2020 年に入り、過去

3 年間では想像もできなかったような期待感を持っています。 

ソース（英語）: https://www.bankofengland.co.uk/speech/2019/michael-saunders-speech-at-barnsley-and-rotherham-
chamber-of-commerce  

6. シンガポール 

シンガポールの実質 GDP 成長率は、2017 年の 3.7%、2018 年の 3.1%に続き、2019 年には前年比 0.7%となりました。四半

期ベースでは、2019 年第 4 四半期の GDP 成長率は前年同期比 0.8%と、第 3 四半期の 0.7%、第 2 四半期の 0.2%を上回

る成長をしています。総貿易額が GDP の 300%を超え、シンガポール経済は世界経済に連動する形となっており、貿易・製造

業・投資の減速は、シンガポール経済へ影響を与えています。2019 年第 2 四半期には、前四半期に比べ成長率は 2.6%減少

しました。前年比では成長率が改善していますが、前四半期対比では大きく成長しておらず、2019 年第 4 四半期の前四半期

対比の GDP 成長率は 0.1%でした。  

ソース（英語）: https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/advgdp4q2019.pdf  

資本市場 

イランで 2 番目に権力のある人物と考えられていたカセム・ソレイマニ将軍が米国政府によって暗殺された後、各国の金融市

場の反応は非常に不安定となりました。更に、サウジアラビアの石油施設への無人機攻撃等にも伴い、原油先物価格は 9 月

以来の最高値圏にまで上昇し、安全資産である金を中心に他のコモディティ商品も同様に上昇しました。これを受けて、原油関

連や防衛関連企業の株価を除き、株価や債券利回りは下落しました。 

  

https://www.reuters.com/article/us-germany-economy-industrial-orders/german-misery-continues-as-industrial-orders-fall-unexpectedly-idUSKBN1Z70W3
https://www.reuters.com/article/us-germany-economy-industrial-orders/german-misery-continues-as-industrial-orders-fall-unexpectedly-idUSKBN1Z70W3
https://www.destatis.de/EN/Press/2020/01/PE20_018_811.html;jsessionid=2C3341BFA4ACAEF4C94BCA54683FB166.internet732
https://www.destatis.de/EN/Press/2020/01/PE20_018_811.html;jsessionid=2C3341BFA4ACAEF4C94BCA54683FB166.internet732
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/finance/deloitte-uk-cfo-survey-2019-q4-report.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/finance/deloitte-uk-cfo-survey-2019-q4-report.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/speech/2019/michael-saunders-speech-at-barnsley-and-rotherham-chamber-of-commerce
https://www.bankofengland.co.uk/speech/2019/michael-saunders-speech-at-barnsley-and-rotherham-chamber-of-commerce
https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/advgdp4q2019.pdf
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1. 株式 

2020 年 1 月 8 日に、イランがイラクにある 2 つの米・イラク両空軍基地にミサイルを発射して 「報復」 しましたが、その後すぐ

に、双方共に状況を悪化せぬよう行動しました。トランプ大統領は反撃を指示せず、イラン当局者も緊張状態の進展を望んでい

ないと明言しました。緊張緩和の結果、ナスダック指数及び S&P500 種株価指数はともに過去最高値を更新しました。 

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/usa-stocks/us-stocks-sp-500-nasdaq-hit-record-highs-as-us-iran-
escalation-fears-fade-idUSL4N29D3WV  

Google の親会社である Alphabet は、2020 年 1 月 16 日に、時価総額 1 兆米ドル超えを達成した 4 番目の米国企業となりま

した。このような偉業を達成した他の米国企業は、Apple、Amazon.com、Microsoft となっています。   

ソース（英語）: https://www.reuters.com/article/us-usa-funds-google/which-company-just-hit-1-trillion-google-it-
idUSKBN1ZF2SH   

2. コモディティ（商品先物） 

石油価格も緊張緩和に反応し、2020 年 1 月 8 日に 5%下落しました。米国の原油指標である WTI は、前営業日比 3.09 米ド

ル安（5%安）の 59.61 米ドルで取引を終えました。WTI が 60 米ドルを割ったのは、昨年 12 月半ば以来です。前日には、イラン

が米・イラク両空軍基地を攻撃したとのニュースを受けてアジアの取引時間中に石油価格が上昇し、2019 年の年初来高値で

ある 65.65 米ドルを付けました。原油の世界的な指標であるブレント原油は、EST 15:30（GMT 20:30）までに 2.47 米ドル

（3.6%）下落し、65.80米ドルで取引を終えました。この直前に 64.94米ドルまで下落し、支持線である 65米ドルを割り込みまし

た。ブレント原油は、イランのミサイル攻撃のニュースを受けて、1 月 7 日には一時 71.28 米ドルの高値を付けていました。  

ソース（英語）: https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-slumps-5-as-trump-stands-down-on-iran-us-
inventories-shock-2055049  
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ファミリーコンサルティングサービスでは、事業資産及び資産を所有及び管理する家族に 4 つのサービスを提供しています。 
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https://www.investing.com/news/commodities-news/oil-slumps-5-as-trump-stands-down-on-iran-us-inventories-shock-2055049


6 

 

 国際税務・資産コンサルティング 
 ファミリー企業コンサルティング 
 承継相談 
 国境を越えた継承・再編支援 
 家族統治とオーナー家族のための評議会支援 
 

詳しくは Web サイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp 

 

過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp 
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file://jpxto2611.atrapa.deloitte.com/Dept_TAX/Tokyo/Everyone/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF/FC/04.%20Newsletter/2019.12/%E2%96%A0%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/BM&C%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF/www.deloitte.com/jp/family-consulting-jp
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