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Economic Indicators               定例経済指標レポート 

指標名:主要経済指標予定（2007年2月26日～3月2日） 発表日:2007年2月23日(金)

～重要指標が目白押し。ＣＰＩはゼロ％にまで鈍化か～ 

第一生命経済研究所  経済調査部 
担当 日本経済短期チーム 

 TEL: 03-5221-4528 
＜2月 26 日～3月 2日の主なイベント、指標予定＞ 
 

 指標名 当社予測 市場予測 予測レンジ 前回結果

2 月 26 日 (月) 14:00 金融政策決定会合議事要旨 

（1 月 17・18 日分） 

    

 2 月 27 日 (火)       

2 月 28 日 (水) 8:50 

 

8:50 

 

14:00 

1 月鉱工業生産指数（前月比） 

              （前年比） 

1 月商業販売統計 

   小売業販売額（前年比） 

1 月住宅着工統計  

    新設住宅着工戸数（前年比） 

              （季調値年率） 

水野日銀審議委員講演 

▲1.8％ 

＋3.9％ 

 

▲0.4％ 

 

＋1.9％ 

128.7 万戸

 

▲1.8％ 

＋3.6％ 

 

＋0.1％ 

 

＋4.0％ 

130.0 万戸 

 

▲3.0～＋1.4％ 

＋2.1～＋6.0％ 

 

▲2.3～＋0.5％ 

 

＋1.9～＋8.0％ 

125.5～135.0 万戸

 

＋0.9％ 

＋4.8％ 

 

▲0.2％ 

 

＋10.2％ 

130.0 万戸

 

3 月 1 日 (木) 14:00 

 

2 月新車販売台数･乗用車  （前年比） 

軽乗用車 （前年比） 

福井日銀総裁講演 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

▲10.3％ 

＋2.4％ 

  3 月 2 日 (金) 8:30 

 

8:30 

 

8:30 

 

 

8:30 

8:30 

8:50 

10:30 

1 月消費者物価指数･全国コア（前年比） 

全国総合（前年比） 

2 月消費者物価指数･東京コア（前年比） 

東京総合（前年比） 

1 月家計調査（農林漁家世帯を含む） 

実質消費支出･全世帯（前年比） 

実質消費支出･勤労者世帯（前年比） 

1 月労働力調査       完全失業率 

1 月一般職業紹介状況  有効求人倍率 

2 月マネタリーベース（前年比） 

1 月毎月勤労統計   名目賃金（前年比）

 0.0％ 

 0.0％ 

＋0.1％ 

＋0.1％ 

 

＋0.3％ 

― 

4.0％ 

1.07 倍 

― 

― 

 0.0％ 

 0.0％ 

＋0.1％ 

＋0.1％ 

 

▲0.4％ 

― 

4.1％ 

1.08 倍 

― 

― 

▲0.2～＋0.1％ 

▲0.1～＋0.5％ 

▲0.1～＋0.2％ 

▲0.2～＋0.4％ 

 

▲2.9～＋1.1％ 

― 

4.0～4.1％ 

1.06～1.09 倍 

― 

― 

＋0.1％ 

＋0.3％ 

＋0.2％ 

＋0.1％ 

 

▲1.9％ 

▲3.3％ 

4.1％ 

1.08 倍 

▲21.1％ 

▲0.1％ 
  (注)市場予測は Bloomberg 調査をベースに作成 

 

【注目ポイント】 

 来週は重要指標が多く公表されるが、 大の注目は３月２日公表の消費者物価指数。全国ＣＰＩのコンセ

ンサスは前年比ゼロ％と、前月から伸びが鈍化する見通しになっている（マイナス予想の機関もある）。こ

の場合、物価の番人である日銀が利上げを決定した翌週にＣＰＩの前年比伸び率が消失するという、なんと

も皮肉な結果になる。石油製品価格の上昇寄与が縮小することや、前年の水準が高めであることなどが伸び

鈍化の背景。石油情報センターが公表している週次のガソリン・灯油価格をみると、２月も下落が続いてお

り、当面、石油製品価格が物価の下押し要因になる状況は変わらない。仮にコンセンサス通り１月全国がゼ

ロ％となり、２月東京都区部も伸びを鈍化させた場合には、２月の全国ＣＰＩ（コア）がマイナスに転じる

という見方が広がってくる可能性がある。 

 １月の鉱工業生産（28 日公表）は、前月比▲1.8％と比較的大きな減少がコンセンサス。重要なのは２、

３月の予測指数からみた１-３月期の生産見込み。１-３月期に前期比マイナスに転じること自体は既に織り

込まれているが、問題はその幅。現時点で予測指数（1 月▲2.8％、２月＋0.1％）を元に１-３月期の生産を

計算すると、前期比▲1.8％となる。日本銀行は金融経済月報で「本系列と予測指数のカバレッジの違いな
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どに起因する誤差が大きくなっていることや、企業からの聞き取り調査などを踏まえると、減少幅はこれよ

り小さなものとなる可能性が高い。」としているが、果たしてどうなるか。また、ＩＴ関連財の在庫動向に

も引き続き注目が集まる。ＩＴ関連財の出荷在庫バランスは、11 月に小幅改善したものの 12 月には再び悪

化しており、まだ底打ちが明確化していない。仮に１月の出荷在庫バランスが明確に改善するようであれば、

ＩＴ部門の在庫調整は軽微かつ短期間で終了するという見方が優勢になってくるだろう。 

 １月の商業販売統計（28 日公表）、家計調査（２日公表）は、前月から改善が予想されている。先に公表

されている百貨店販売が予想以上に好調だったことなどがその根拠。ただし、景気ウォッチャー調査など悪

化している指標もあり、実際に改善となるかどうかについては不透明感も強い。個人消費は 2006 年７-９月

期と 10-12 月期を均せば横ばい圏内という評価が多いが、仮に１月の消費が好調ということになった場合、

消費は意外に健闘しているのではないかという評価も増えてくる可能性がある。 

 １月の毎月勤労統計は注目。毎月勤労統計では１月と７月の年２回、第二種事業所（５～29 人規模事業

所）の調査対象事業所入れ替え（三分の一ずつ）が行われ、往々にして伸び率の非連続的な低下や上昇がみ

られる。実際、2006 年１月以降はこの影響で賃金上昇率（特に所定内給与）が押し下げられている。だが、

この要因による下押しは 2007 年１月には一巡するため、１月の所定内給与は改善する可能性があることに

注意。「賃金は弱め」という見方が浸透しているだけに、思わぬポジティブサプライズになるかもしれない。

もちろんこれはあくまで統計上の問題であり、実態として何かが変わるわけではない（どの程度影響がある

かも不明）が、賃金に対する現状認識に変更を迫る可能性があるだけに重要である。 

（副主任エコノミスト 新家義貴） 

 

【重要指標の当社予測とコメント】 

１月鉱工業生産指数（前月比） 当社予想：前月比 ▲1.8％ 中央値：同 ▲1.8％ 

 1 月の鉱工業生産指数は前月比▲1.8％を見込む。予測指数は前月比▲2.8％と比較的大きいマイナスが見

込まれているが、生産の参考指標である大口電力使用量は前月比▲0.8％（季節調整は当社）とマイナス幅

は小幅なこと、輸出数量は同プラスだったこと、 近では実現率がプラスになる月もみられること等を踏ま

えて、生産は予測指数ほどには落ち込まないと判断する。注目点は引き続きＩＴの在庫動向および１－3 月

期の生産の見通しに変化があるかどうかだ。ＩＴについては液晶分野での在庫増がみられるが、同分野を中

心に出荷・在庫バランスが改善するのかどうかが重要である。改善した場合は先行きのＩＴ分野での調整懸

念が緩和されることになろう。1－3 月期の生産については、現状では 1～2％程度マイナスとなることが見

込まれるが、1 月の実績および 2,3 月の予測指数で修正があるのかについても見ておきたい。なお、基調と

しては、海外経済の下振れリスクが低下する下、生産は先行きも底堅く推移することを見込む。 

（副主任エコノミスト・長谷山則昭） 

 

１月小売業販売額（前年比） 当社予想：前年比 ▲0.4％ 中央値：同＋0.1％ 

 1 月の小売業販売額は前年比▲0.4％を予想。マイナス幅は前月から拡大するが、これは前年の水準が高い

ためであり、前月比でみれば 12 月から改善がみられるだろう。先に公表されている１月の百貨店売上高は

良好な結果となっており、小売業販売額でもそうした動きが確認できると思われる。 

（副主任エコノミスト 新家義貴） 

 

１月新設住宅着工戸数（前年比） 当社予想：前年比 ＋1.9％ 中央値：同 ＋4.0％ 

 １月の住宅着工戸数は前年比＋1.9％、年率換算済み季節調整値 128.7 万戸を予測する。 

10-12 月期の新設住宅着工戸数は分譲マンションの堅調な伸びに支えられ、年率換算で 130 万戸を超える高

い水準となった。１月はマンションにおいて反動減が出るとみられるため、再び 120 万戸台まで低下すると

考えられるが、持家が底堅い動きを見せていることもあり、前年比ではプラスを維持することとなるだろう。
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（エコノミスト：結城良彦） 

 

１月全国消費者物価指数（生鮮食品除く総合） 当社予想：前年比 0.0％ 中央値：同 0.0％ 

 全国ＣＰＩコアは前年比ゼロ％を予想。石油製品価格の押し上げ寄与が縮小することが 大の要因。その

他の品目についても、大きく改善することはないだろう。石油製品価格についてはこの先も下押し要因にな

るとみられる。２月にはＣＰＩコアがマイナス転化する可能性も高いだろう。 

（副主任エコノミスト：新家義貴） 

 

１月完全失業率／有効求人倍率 当社予想：4.0％／1.07 倍 中央値：4.1％／1.08 倍 

 12 月は失業率が上昇したが、トレンドとしては回復基調にある。企業の採用意欲も強いことから雇用環境

は今後も緩やかに改善を続けるとみられ、１月の失業率は 0.1 ポイント改善の 4.0％を予測する。ただ、年

前半に見込まれる景気の減速により、製造業を中心として採用が鈍化してくる恐れがあることには注意して

おく必要があるだろう。 

有効求人倍率はやや改善に頭打ちがみられるようになってきていたが、12 月は 0.02 ポイントの改善を見せ

た。基調としては緩やかな改善傾向にあるといえるが、１月は若干反動が出ると見込まれ、0.01 ポイント悪

化の 1.07 倍を予想する。 

（エコノミスト：結城良彦） 
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図表 5   図表 6  
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2 月の経済指標公表スケジュール 
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

29 30 31 2/1 2
12月商業販売統計(8:50) 12月労働力調査(8:30)

12月家計調査(8:30)
12月職業紹介状況(8:30)
12月鉱工業生産(8:50)
2年利付国債

12月毎月勤労統計(10:30)年平
均同時公表
12月住宅着工統計(14:00)

（米）10-12月期GDP（速)
（米）FOMC
（米）10-12月期雇用コスト指数
（米）1月シカゴＰＭＩ
（米）12月建設支出
（欧）1月消費者物価（速）

（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ）10-12月期実質GDP

1月自動車販売（14：00）
1月軽自動車販売（14：00）
10年利付国債

（米）12月個人所得・消費
（米）12月ＰＣＥデフレーター
（米）12月中古住宅販売保留
（米）1月ＩＳＭ製造業景況指数
（欧）1月製造業ＰＭＩ

1月マネタリーベース(8:50)
12月消費状況調査(14:00)

（米）1月自動車販売台数
（米）1月雇用統計
（米）12月製造業受注
（米）1月ﾐｼｶﾞﾝ大ｾﾝﾁ（確）

5 6 7 8 9
（米）1月ＩＳＭ非製造業景況指
数

12月景気動向指数(14:00)
10年物価連動国債

（米）12月消費者信用残高 1月マネーサプライ(8:50)
1月貸出・資金吸収(8:50)
1月景気ウォッチャー(16:00)
5年利付国債
岩田日銀副総裁講演
春日銀審議委員講演

（欧）ECB理事会
（英）BOE金融政策委員会

12月機械受注(8:50)

12 13 14 15 16
（米）1月財政収支 1月企業物価(8:50)

1月消費動向調査(14:00)

（米）12月貿易収支
（欧）10-12月期実質ＧＤＰ
（独）10-12月期実質ＧＤＰ
（仏）10-12月期実質ＧＤＰ
（伊）10-12月期実質ＧＤＰ

12月国際収支(8:50)
12月鉱工業指数・確(13:30)
12月商業販売統計・確(13:30)

（米）1月小売売上高
（米）12月企業在庫
（米）バーナンキFRB議長議会
証言

2月ロイター短観(8:30)
10-12月期GDP速報(8:50)
1月交易条件(8:50)
15年変動利付国債

（米）1月鉱工業生産
（米）1月輸入物価
（米）2月ＮＹ連銀製造業指数
（米）12月対米証券投資
（米）2月フィラ連銀指数
（米）2月ＮＡＨＢ住宅指数
（米）バーナンキFRB議長議会
証言

（台湾）10-12月期実質ＧＤＰ

12月第3次産業活動指数(8:50)
12月毎月勤労統計・確(10:30)
年平均同時公表
12月景気動向指数改訂(14:00)
12月建設総合統計(14:00)

（米）1月生産者物価
（米）1月住宅着工件数
（米）1月建設着工件数
（米）2月ﾐｼｶﾞﾝ大ｾﾝﾁ（速）

（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）10-12月期実質ＧＤ
Ｐ

19 20 21 22 23
2月月例経済報告
1月全国百貨店売上高(14:30)

1月ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ統計(16:00)
金融政策決定会合（～21日）

2月金融経済月報(15:00)
日銀総裁定例記者会見(15:30)

（米）1月消費者物価
（米）1月景気先行指数

1月貿易統計(8:50)
1月ﾁｪｰﾝｽﾄｱ販売統計(14:00)
20年利付国債

（米）1月求人広告件数

※ （ﾏﾚｰｼｱ）10-12月期実質Ｇ
ＤＰ

12月全産業活動指数(8:50)
1月ＣＳＰＩ(8:50)

（独）2月Iｆｏ景況感指数

26 27 28 3/1 2
金融政策決定会合議事要旨
（1月17・18日分）(14:00)

2年利付国債

（米）1月耐久財受注
（米）1月中古住宅販売件数
（米）2月リッチモンド連銀指数

1月鉱工業生産(8:50)
1月商業販売統計(8:50)
1月住宅着工統計(14:00)
水野日銀審議委員講演

（米）10-12月期実質ＧＤＰ
（米）2月シカゴＰＭＩ
（米）1月新築住宅販売件数

（インド）10-12月期実質GDP
（香港）10-12月期実質ＧＤＰ

2月自動車販売（14：00）
2月軽自動車販売（14：00）
10年利付国債
福井日銀総裁講演

（米）1月個人所得・消費
（米）2月ＩＳＭ製造業指数
（米）1月ＰＣＥデフレーター
（米）1月建設支出
（欧）2月製造業ＰＭＩ
（欧）2月消費者物価（速）

1月消費者物価・全（8:30）
2月消費者物価・都(8:30）
1月家計調査(8:30)
1月労働力調査(8:30)
1月一般職業紹介状況(8:30)
2月マネタリーベース(8:50)
1月毎月勤労統計(10:30)

（米）2月ﾐｼｶﾞﾝ大ｾﾝﾁ（確）
（米）2月自動車販売台数

(※)印は期日が未定のもの

 

 



  

                                                                                                 
 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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3 月の経済指標公表スケジュール 
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

26 27 28 3/1 2
金融政策決定会合議事要旨
（1月17・18日分）(14:00)

2年利付国債

（米）1月耐久財受注
（米）1月中古住宅販売件数
（米）2月リッチモンド連銀指数

1月鉱工業生産(8:50)
1月商業販売統計(8:50)
1月住宅着工統計(14:00)
水野日銀審議委員講演

（米）10-12月期実質ＧＤＰ
（米）2月シカゴＰＭＩ
（米）1月新築住宅販売件数

（インド）10-12月期実質GDP
（香港）10-12月期実質ＧＤＰ

2月自動車販売（14：00）
2月軽自動車販売（14：00）
10年利付国債
福井日銀総裁講演

（米）1月個人所得・消費
（米）2月ＩＳＭ製造業指数
（米）1月ＰＣＥデフレーター
（米）1月建設支出
（欧）2月製造業ＰＭＩ
（欧）2月消費者物価（速）

1月消費者物価・全（8:30）
2月消費者物価・都(8:30）
1月家計調査(8:30)
1月労働力調査(8:30)
1月職業紹介状況(8:30)
2月マネタリーベース(8:50)
1月毎月勤労統計(10:30)

（米）2月ﾐｼｶﾞﾝ大ｾﾝﾁ（確）
（米）2月自動車販売台数

5 6 7 8 9
10～12月期法人企業統計
(8:50)

（米）2月ＩＳＭ非製造業景況指
数

（タイ）10-12月期実質ＧＤＰ

1月消費状況調査(14:00)

（米）1月中古住宅販売保留
（米）1月製造業受注

1月景気動向指数(14:00)
岩田日銀副総裁講演

（米）ベージュブック
（米）1月消費者信用残高

2月マネーサプライ(8:50)
2月貸出・資金吸収(8:50)
2月景気ウォッチャー
5年利付国債

（欧）ＥＣＢ理事会
（英）ＢＯＥ金融政策委員会

1月機械受注(8:50)

（米）1月貿易収支
（米）2月雇用統計

12 13 14 15 16
10～12月期GDP2次速報
（8:50）
1月国際収支(8:50)
2月企業物価(8:50)
2月消費動向調査(14:00)

（米）2月財政収支

（米）2月小売売上高
（米）1月企業在庫

2月交易条件(8:50)
1月鉱工業指数・確(13:30)
1月商業販売統計・確(13:30)

（米）2月輸入物価指数

20年利付国債

（米）2月生産者物価
（米）3月ＮＹ連銀製造業景気指
数
（米）1月対米証券投資
（米）3月フィラ連銀指数

1月第3次産業活動指数(8:50)
1月建設総合統計(14:00)
1月景気動向指数改訂(14:00)

（米）2月消費者物価
（米）2月鉱工業生産
（米）3月ﾐｼｶﾞﾝ大ｾﾝﾁ（速）

19 20 21 22 23
3月ロイター短観(8:30)
金融政策決定会合（～20日）
※3月月例経済報告

（米）3月ＮＡＨＢ住宅指数

3月金融経済月報(15:00)
日銀総裁定例記者会見(15:30)
2月ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ統計(16:00)

（米）2月住宅着工件数
（米）2月建設許可件数

（米）ＦＯＭＣ 1～3月期法人企業景気予測調
査(8:50)
※2月貿易統計(8:50)
※2月ﾁｪｰﾝｽﾄｱ販売統計

（米）2月景気先行指数

1月全産業活動指数(8:50)
10～12月期資金循環(8:50)
2年利付国債
※公示地価

（米）2月中古住宅販売件数

26 27 28 29 30
金融政策決定会合議事要旨
（2月20・21日分）(14:00)

（米）2月新築住宅販売件数

2月ＣＳＰＩ(8:50)

（米）3月リッチモンド連銀指数
（独）3月Ｉfo景況感指数

（米）2月耐久財受注 2月商業販売統計(8:50)

（米）10-12月期実質ＧＤＰ（確
定値）
（米）2月求人広告件数

2月消費者物価・全（8:30）
3月消費者物価・都(8:30）
2月家計調査(8:30)
2月労働力調査(8:30)
2月一般職業紹介状況(8:30)
2月鉱工業指数(8:50)
1月毎月勤労統計・確(10:30)
2月毎月勤労統計(10:30)
2月住宅着工統計(14:00)

（米）2月個人所得・消費
（米）2月ＰＣＥデフレーター
（米）3月シカゴＰＭＩ
（米）2月建設支出
（米）3月ﾐｼｶﾞﾝ大ｾﾝﾁ（確）
（欧）3月消費者物価（速）

(※）印は期日が未定のもの
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