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 GlobalEconomicIndicators／定例経済指標レポート 

作成日：2021 年 9 月 22 日(水) 

海外経済指標予測とイベント予定(21 年 9 月 25 日～10 月 3 日) 

(株)第一生命経済研究所 経済調査部 

  (℡：03-5221-5001) 

発表日 

(日本時間) 
イベント(経済指標､講演､等) 

当社 

予想 

コンセンサス､ 

市場予想レンジ 

前月値 

(前回値) 

9.25     

(土)     

9.26  (独)連邦議会選挙   

(日)     

9.27 17:00 (ﾕｰﾛ)8 月Ｍ３(前年比) ＋7.8％ - - ＋7.6％

(月) 20:45 (ﾕｰﾛ)ラガルドＥＣＢ総裁・欧州議会証言   

 21:00 (米)ｴﾊﾞﾝｽ･ｼｶｺﾞ連銀総裁が講演   

 21:30 (米)8 月耐久財受注(前月比､速報値) ＋0.6％ ＋0.7％(▲0.6～＋1.7％) ▲0.1％

 21:30 (米)8 月耐久財受注(除輸送機器､前月比､速報値) ＋0.7％ ＋0.5％(＋0.3～＋1.2％) ＋0.8％

 21:30 (米)8 月非国防資本財受注(除航空機･前月比) ＋0.5％ - - ＋0.1％

 21:30 (米)8 月非国防資本財出荷(除航空機･前月比) ＋0.8％ - - ＋0.9％

 22:00 (米)ｳｲﾘｱﾑｽﾞ･NY 連銀総裁が挨拶   

 1:00 (米)ｳｲﾘｱﾑｽﾞ･NY 連銀総裁が討論会に参加   

 1:15 (米)ﾌﾞﾚｲﾅｰﾄﾞ FRB 理事が講演   

 3:00 (英)ベイリーＢＯＥ総裁講演   

9.28 ※ (英)9 月ネーションワイド住宅価格(前年比) ＋10.2％ - - ＋11.0％

(火) 15:00 (独)10 月ＧfＫ消費者信頼感調査 ▲0.8％ - - ▲1.2

 21:00 (ﾕｰﾛ)ラガルドＥＣＢ総裁講演   

 21:30 (米)8 月卸売在庫(前月比､速報値)  - - ＋0.6％

 21:50 (英)マンＢＯＥ政策委員講演   

 22:00 (米)ｴﾊﾞﾝｽ･ｼｶｺﾞ連銀総裁が挨拶   

 22:00 (米)7 月 S&P･ｺｱﾛｼﾞｯｸ･ｹｰｽｼﾗｰ住宅価格指数(20

都市､前年比) 

＋19.3％ - - ＋19.1％

 22:00 (米)7 月ＦＨＦＡ住宅価格指数(前月比) ＋1.4％ ＋1.6％(＋0.1～＋2.2％) ＋1.6％

 23:00 (米)9 月ＣＢ消費者信頼感指数 114.6 115(111.3～117) 113.8

 23:00 (米)9 月リッチモンド連銀製造業指数 ＋11.2 - - ＋9.0

 4:00 (米)ﾎﾞｽﾃｨｯｸ･ｱﾄﾗﾝﾀ連銀総裁が経済見通しに関す

る討論会に参加 

  

 8:00 (米)ﾌﾞﾗｰﾄﾞ･ｾﾝﾄﾙｲｽ連銀総裁が経済・金融政策に

関する討論会に参加 
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発表日 

(日本時間) 
イベント(経済指標､講演､等) 

当社 

予想 

コンセンサス､ 

市場予想レンジ 

前月値 

(前回値) 

9.29 16:05 (ﾀｲ)金融政策委員会 0.50％ 0.50％(0.25～0.50％) 0.50％

(水)     

 17:30 (英)8 月マネーサプライＭ４(前年比) ＋5.8％ - - ＋6.0％

     

 18:00 (ﾕｰﾛ)9 月サービス業信頼感 ＋18.0 - - ＋16.8

 18:00 (ﾕｰﾛ)9 月経済信頼感 117.7 - - 117.5

 18:00 (ﾕｰﾛ)9 月鉱工業信頼感 ＋13.5 - - ＋13.7

 18:00 (ﾕｰﾛ)9 月消費者信頼感 ▲5.3 - - ▲5.3

     

 23:00 (米)8 月中古住宅販売保留(前月比) ＋1.2％ ＋1％(▲0.5～＋2.5％) ▲1.8％

     

 1:30 (ﾕｰﾛ)ラガルドＥＣＢ総裁講演   

 3:00 (米)ﾎﾞｽﾃｨｯｸ･ｱﾄﾗﾝﾀ連銀総裁が挨拶   

9.30 10:00 (中国)8 月ＰＭＩ製造業 49.8 - - 50.1

(木) 10:45 (中国)8 月財新ＰＭＩ製造業 49.5 - - 49.2

 15:45 (仏)9 月消費者物価(前年比､速報値) ＋2.4％ - - ＋1.9％

 16:55 (独)9 月失業率 5.5％ - - 5.5％

 17:30 (英)4-6 月期ＧＤＰ(前期比､確定値) ＋4.8％ - - ＋4.8％

 18:00 (ﾕｰﾛ)8 月失業率 7.5％ - - 7.6％

 21:00 (独)9 月消費者物価(前年比､速報値) ＋4.2％ - - ＋3.9％

 21:30 (米)4-6 月期ＧＤＰ(前期比年率､確定値) ＋6.6％ ＋6.8％(＋6.6～＋7％) ＋6.6％

 21:30 (米)新規失業保険申請件数(千件､9/25 終了週) 312  

 22:45 (米)9 月シカゴＰＭＩ 65.6 65.3(63～67) 66.8

 23:00 (米)下院金融ｻｰﾋﾞｽ委員会が FRB、財務省のﾊﾟﾝ

ﾃﾞﾐｯｸへの対応に関する公聴会を開催 

  

 23:00 (米)ｳｲﾘｱﾑｽﾞ･NY 連銀総裁が Fed のﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸに対

する対応についてのｳｪﾋﾞﾅｰで冒頭挨拶 

  

0:00 (米)ﾎﾞｽﾃｨｯｸ･ｱﾄﾗﾝﾀ連銀総裁が経済の流動性に関

する討論会に参加 

  

1:30 (米)ｴﾊﾞﾝｽ･ｼｶｺﾞ連銀総裁が経済見通しに関する

討論会に参加 

  

2:05 (米)ﾌﾞﾗｰﾄﾞ･ｾﾝﾄﾙｲｽ連銀総裁が挨拶   

3:00 (ﾒｷｼｺ)金融政策委員会 4.75％ 4.75％(4.75～4.75％) 4.50％

 4:30 (米)ﾊｰｶｰ･ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ連銀総裁が規制、持続可能

な資産、金融市場に関する討論会に参加 
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本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所調査研究本

部経済調査部が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変

更されることがあります。また、記載された内容は、第一生命保険ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。 
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発表日 

(日本時間) 
イベント(経済指標､講演､等) 

当社 

予想 

コンセンサス､ 

市場予想レンジ 

前月値 

(前回値) 

10.1  (中国､香港)休場   

(金)     

 ※ (米)9 月自動車販売台数(百万台) 13.3 13.4(13～13.5) 13.1

     

 15:00 (独)8 月小売売上高(前月比) ＋0.8％ - - ▲5.1％

 16:45 (伊)9 月ＰＭＩ製造業 60.4 - - 60.9

 16:50 (仏)9 月ＰＭＩ製造業(確報値) 57.3 - - 57.5

 16:55 (独)9 月ＰＭＩ製造業(確報値) 62.4 - - 62.6

 17:00 (ﾕｰﾛ)9 月ＰＭＩ製造業(確報値) 61.2 - - 61.4

 17:30 (英)9 月ＰＭＩ製造業(確報値) 60.0 - - 60.3

 18:00 (ﾕｰﾛ)9 月消費者物価(前年比､速報値) ＋3.4％ - - ＋3.0％

      

 21:30 (米)8 月個人所得(前月比) ＋0.2％ ＋0.2％(▲1～＋0.5％) ＋1.1％

 21:30 (米)8 月個人消費(前月比) ＋0.6％ ＋0.6％(＋0.3～＋1％) ＋0.3％

 21:30 (米)8 月ＰＣＥデフレータ(前月比) ＋0.4％ ＋0.3％(＋0.2～＋0.4％) ＋0.4％

 21:30 (米)8 月ＰＣＥデフレータ(前年比) ＋4.2％ - - ＋4.2％

 21:30 (米)8 月ＰＣＥコアデフレータ(前月比) ＋0.3％ ＋0.2％(＋0.1～＋0.4％) ＋0.3％

 21:30 (米)8 月ＰＣＥコアデフレータ(前年比) ＋3.6％ ＋3.6％(＋3.57～＋3.7％) ＋3.6％

 21:30 (米)9 月実質個人消費(前月比) ＋0.2％ - - ▲0.1％

 23:00 (米)10 月ﾐｼｶﾞﾝ大学消費者信頼感指数(速報値) 70.9 - - 71

 23:00 (米)9 月ＩＳＭ製造業景気指数 60.6 59.8(59.2～64.5) 59.9

 23:00 (米)8 月建設支出(前月比) ＋0.4％ ＋0.3％(▲0.1～＋0.5％) ＋0.3％

 0:00 (米)ﾊｰｶｰ･ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ連銀総裁が経済見通しに関

する討論会に参加 

   

 0:30 (ﾕｰﾛ)シュナーベルＥＣＢ理事講演    

 2:00 (米)ﾒｽﾀｰ･ｸﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ連銀総裁が物価と雇用に関

する討論会に参加 
  

10.2     

(土)     

10.3     

(日)     

上記以外に､毎週火曜日に米国週間小売統計､毎週水曜日に米国住宅ローン申請件数が発表される。 

(注 1)網掛けは市場が大幅に変動する可能性のあるイベント･経済指標､青太字は重要イベント･経済指標  

(注 2)市場予想は Bloomberg(本レポート作成時の数値であり､公表までに数値は変化する可能性がある) 

(注 3)※は発表時期未定 


