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 GlobalEconomicIndicators／定例経済指標レポート 

作成日：2021 年 10 月 14 日(木) 

海外経済指標予測とイベント予定(21年 10 月 16 日～10 月 24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) 

10.16 23:00 (ﾕｰﾛ)ラガルドＥＣＢ総裁講演    

(土)      

10.17      

(日)      

10.18 ※ (米)9 月財政収支(10億ドル) ▲180 ▲180(▲332.5～▲59) ▲170.6 

(月) 8:01 (英)10月ライトムーブ住宅価格(前年比) ＋5.6％ - - ＋5.8％ 

      

 11:00 (中国)7-9 月期ＧＤＰ(前年比) ＋5.0％ ＋5.0％(＋4.5～＋5.8％) ＋7.9％ 

 11:00 (中国)7-9 月期ＧＤＰ(前期比､季節調整値) ＋0.1％ ＋0.4％(▲0.4％～＋1.4％) ＋1.3％ 

 11:00 (中国)9月鉱工業生産(前年比) ＋3.5％ ＋3.9％(＋2.5～＋6.2％) ＋5.3％ 

 11:00 (中国)9月鉱工業生産(年初来前年比) ＋12.2％ ＋12.3％(＋12.1～＋12.4％) ＋13.1％ 

 11:00 (中国)9月小売売上高(前年比) ＋3.1％ ＋3.5％(＋1.8～＋5.5％) ＋2.5％ 

 11:00 (中国)9月小売売上高(年初来前年比) ＋16.2％ ＋16.4％(＋16.3～＋16.7％) ＋18.1％ 

 11:00 (中国)9月固定資産投資(年初来前年比) ＋7.6％ () ＋8.9％ 

      

 22:15 (米)9 月鉱工業生産(前月比) ＋0.3％ ＋0.2％(▲0.6～＋0.3％) ＋0.4％ 

 22:15 (米)9 月設備稼働率 76.4％ 76.5％(76～76.6％) 76.4％ 

 3:15 (米)ｶｼｭｶﾘ・ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ連銀総裁が討論会に参加    

10.19  (ｲﾝﾄﾞ)休場    

(火) 18:00 (ﾕｰﾛ)8月建設支出(前月比) ＋0.3％ - - ＋0.1％ 

 20:10 (ﾕｰﾛ)エルデルソンＥＣＢ理事講演    

 21:00 (ﾕｰﾛ)パネッタＥＣＢ理事講演    

 21:05 (英)ベイリーＢＯＥ総裁講演    

      

 21:30 (米)9 月住宅着工件数(千件) 1620 1615(1545～1635) 1615 

 21:30 (米)9 月建設許可件数(千件) 1688 1660 1721 

 23:00 (ﾕｰﾛ)レーンＥＣＢ理事講演    

 0:00 (米)ﾃﾞｲﾘｰ・ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ連銀総裁が挨拶    

  (米)ﾎﾞｳﾏﾝ FRB理事が講演    

 3:50 (米)ﾎﾞｽﾃｨｯｸ・ｱﾄﾗﾝﾀ連銀総裁がｲﾝﾀﾋﾞｭｰ    



2/3 

 

 

 

 GlobalEconomicIndicators／定例経済指標レポート 

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) 

10.20 15:00 (英)9 月消費者物価(前年比) ＋3.3％ - - ＋3.2％ 

(水) 17:00 (ﾕｰﾛ)8月経常収支(10 億ﾕｰﾛ) ＋21.0 - - ＋21.6 

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

      

 1:00 (米)ﾎﾞｽﾃｨｸ、ｶｼｭｶﾘ、ｴﾊﾞﾝｽ、ﾌﾞﾗｰﾄﾞ地区連銀総

裁が人種差別と経済についてのｲﾍﾞﾝﾄに参加 

   

 3:00 (米)ﾍﾞｰｼﾞｭﾌﾞｯｸ    

10.21 15:45 (仏)10月ＩＮＳＥＥ企業景況感 105 - - 106 

(木)      

 20:00 (ﾄﾙｺ)金融政策委員会(1週間物レポ金利) 17.00％ - - 18.00％ 

      

 21:30 (米)10月ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ連銀製造業景況感指数 ＋25.2 ＋24(＋22～＋25) ＋30.7 

 21:30 (米)新規失業保険申請件数(千件､10/16 終了週) 310   

 23:00 (米)9 月中古住宅販売件数(百万件) 6.1 6.05(5.75～6.35) 5.88 

 23:00 (米)9 月景気先行指数(前月比) ＋0.5％ ＋0.5％(＋0.3～＋0.5％) ＋0.9％ 

      

 23:00 (ﾕｰﾛ)10月消費者信頼感 ▲3.8 - - ▲4.0 

10.22  (APEC)財務相会合(ｵﾝﾗｲﾝ)    

(金) 15:00 (英)9 月小売売上高(除く自動車燃料､前月比) ＋0.4％ - - ▲1.2％ 

 16:15 (仏)10 月ＰＭＩ製造業(速報値) 54.8 - - 55.0 

 16:15 (仏)10 月ＰＭＩサービス業(速報値) 56.0 - - 56.2 

 16:30 (独)10 月ＰＭＩ製造業(速報値) 58.0 - - 58.4 

 16:30 (独)10 月ＰＭＩサービス業(速報値) 55.8 - - 56.2 

 17:00 (ﾕｰﾛ)10 月ＰＭＩ総合(速報値) 56.0 - - 56.2 

 17:00 (ﾕｰﾛ)10 月ＰＭＩ製造業(速報値) 58.4 - - 58.6 

 17:00 (ﾕｰﾛ)10 月ＰＭＩサービス業(速報値) 56.2 - - 56.4 

 17:30 (英)9 月ＰＭＩ製造業(速報値) 56.8 - - 57.1 

 17:30 (英)9 月ＰＭＩサービス業(速報値) 55.2 - - 55.4 

      

 19:30 (ﾛｼｱ)主要金利 7.00％ 7.00％(7.00～7.25％) 6.75％ 

 22:45 (米)10 月ＰＭＩ製造業(速報値) 60.5 - - 60.7 

 22:45 (米)10 月ＰＭＩｻｰﾋﾞｽ業(速報値) 55.8 - - 54.9 

 22:45 (米)10 月ＰＭＩ総合(速報値) 55.9 - - 55.0 

 23:00 (米)ﾃﾞｲﾘｰｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ連銀総裁が気候変動のリスク

の討論会に出席 
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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) 

10.23      

(土)      

10.24  (ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ)大統領選挙    

(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 

 

 

 

 


