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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5月28日～6月1日） 発表日:2007年5月25日(金)

～鉱工業生産と消費関連統計が注目～ 

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 
＜5月 28 日～6月 1日の主なイベント、指標予定＞ 
 指標名 当社予測 予測値 予測レンジ 前回結果

5 月 28 日 (月) 8:50 

 

４月企業向けサービス価格指数 （前月比）

（前年比）

福井日銀総裁講演 

― 

― 

 

― 

― 

 

― 

― 

 

＋0.7％ 

＋0.6％ 

 

 5 月 29 日 (火) 8:30 

8:30 

8:30 

 

 

8:50 

 

４月労働力調査        完全失業率 

４月一般職業紹介状況  有効求人倍率 

４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）

４月商業販売統計 

           小売業販売額（前年比）

4.0％ 

1.04 倍 

 

0.0％ 

― 

 

▲0.5％ 

4.0％ 

1.03 倍

 

＋0.2％

― 

 

▲0.4％

3.9～4.1％ 

1.02～1.07 倍 

 

▲1.7～＋1.5％ 

― 

 

▲0.8～＋1.5％ 

4.0％ 

1.03 倍 

 

＋0.1％ 

▲0.3％ 

 

▲0.6％ 

5 月 30 日 (水) 8:50 

 

４月鉱工業生産指数       （前月比）

                    （前年比）

福井日銀総裁挨拶 

＋0.6％ 

＋3.0％ 

 

＋0.5％

＋2.9％

 

▲1.3～＋1.8％ 

＋1.1～＋4.0％ 

 

▲0.3％ 

＋2.0％ 

 

5 月 31 日 (木) 10:30 

14:00 

 

 

４月毎月勤労統計  名目賃金（前年比） 

４月住宅着工統計 

        新設住宅着工戸数（前年比）

                 （季節値年率）

西村日銀審議委員挨拶 

― 

 

▲4.2％ 

128.0 万戸

 

― 

 

▲4.2％

127.9 万戸

 

― 

 

▲7.1～＋3.5％ 

124.0～138.0 万戸 

 

▲0.1％ 

 

＋5.5％ 

130.4 万戸

 

  6 月  1 日 (金) 14:00 

 

14:00 

５月新車販売台数  乗用車  （前年比） 

             軽乗用車 （前年比）

４月家計消費状況調査 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

▲8.6％ 

▲4.8％ 

 
 (注) 市場予測は Bloomberg の調査をベースに作成 

 

【注目ポイント】 

 来週は、重要指標の公表が集中する。４月鉱工業生産（30 日公表）は前月比＋0.5％がコンセンサス。プ

ラスにはなるが予測指数の前月比＋1.5％は下回ると予想されている。４月の輸出が弱めだったためか、控

えめな予想が多い。注目は、５、６月の予測指数。１-３月期が前期比▲1.3％とマイナスになった後の４-

６月期の戻りが弱いようであれば、弱気な見方が増えてくる可能性も。その他では、引き続きＩＴ関連財の

在庫動向に注目。ＩＴ関連財の出荷在庫バランスは前年比でみてここ数ヵ月間底ばい状態にあるが、そろそ

ろ底入れが確認できるかどうか。また、４月の貿易統計では米国向け自動車輸出の不振が目立っていたのだ

が、このことが非ＩＴ部門の生産に悪影響を与えていないかどうかといった点も確認したいところ。 

 ４月家計調査、４月商業販売統計（29 日公表）では、前月並みの数字が見込まれている。１-３月期比で

みればやや弱めといったところか。家計消費状況調査（６月１日公表）の結果も合わせて確認したい。４月

は前半に気温が低めだったことから季節衣料の売れ行きが良くなかったとの声が聞かれている。ＧＷ前半が

好天に恵まれていたことがどこまでサービス消費拡大につながったかがポイントか。先日公表された貿易統

計では４月の輸出が下振れたことが示されたが、仮に４月の消費も低迷した場合には、４-６月期の成長率

鈍化が意識されやすくなるため注意が必要。なお、現在までに公表されている４月の消費関連統計は、新車

販売が弱め、チェーンストア販売と外食売上高はまずまず、百貨店とコンビニ売上はやや弱め、景気ウォッ

チャー調査の家計動向関連はＤＩ小幅悪化となっている。 

 その他、31 日には４月毎月勤労統計が公表される。新卒採用者の初任給引き上げや春闘賃上げなどが所定
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内給与にどの程度反映されてくるか。ベースアップではなくボーナスで利益を還元といった動きが広がって

いるため、目立った改善にはならない可能性も高いが、いずれにしても注目しておきたい。 

（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】 

４月完全失業率／有効求人倍率 当社予想： 4.0％／1.04 倍 中央値： 4.0％／1.03 倍 

失業率は足元で下げ止まっているものの、就業者数、雇用者数は増加傾向にあり、良好な雇用環境は続い

ている。足元の失業率の下げ止まりは、景気回復を背景に労働力人口が増加してきたためで、雇用環境の悪

化を示すものではない。企業が積極的に採用を推し進めていることもあり、雇用環境は今後も緩やかに改善

傾向を辿る見込みである。足元で回復の遅れている賃金も、こうした労働需給の逼迫により徐々に上昇圧力

を高めてくるだろう。（エコノミスト：結城良彦） 

 

４月家計調査（農林漁家世帯を含む） 当社予想：前年比 0.0％ 中央値：同 ＋0.2％ 

 ４月の実質消費支出は前年比＋0.0％を予想する。気温が低めに推移したため季節衣料の動きが鈍かった

こと、新車販売も芳しくなかったこと等から横ばい圏での推移を見込む。１－３月期のＧＤＰ個人消費は前

期比＋0.9％と 10－12 月期に引き続き高い伸びとなったが、４－６月期は伸びが鈍化する公算は大きいと考

える（副主任エコノミスト：長谷山則昭） 

 

４月小売業販売額（前年比） 当社予想：前年比 ▲0.5％ 中央値：同 ▲0.4％  

 ４月は気温が低かったため、季節物衣料の動きが鈍かった模様。また自動車販売についても軽自動車の新

車販売が一巡したことにより、売れ行きは低調だった。週末の天候は良かったため、ある程度の消費押し上

げ効果はあったとみられるが、全体としてはマイナス材料の方が強かったと考えられる。小売業販売額は前

年比▲0.5％を予測する。（エコノミスト：結城良彦） 

 

４月鉱工業生産指数（前月比） 当社予想：前月比 ＋0.6％ 中央値：同 ＋0.5％ 

 前月比＋0.6％を予想。予測指数では＋1.5％が見込まれているが、それを下回るだろう。４月の輸出や大

口電力使用量が低調だったことなどが根拠。 

注目されるのは、５、６月の予測指数。仮に４－６月期の生産見込みがプラスになれば、一定の安心感が得

られるだろう。逆にマイナスであれば、２四半期連続の減少が視野に入ってくるため、生産が増加基調との

見方が揺らいでしまう。その他では、引き続きＩＴ関連財の在庫動向が注目される。ＩＴ関連財の出荷在庫

バランスは前年比でみてここ数ヶ月間、底ばい状態にあるため、これが改善してくるようであれば好材料。

（主任エコノミスト：新家義貴） 

 

４月新設住宅着工戸数（前年比） 当社予想：前年比 ▲4.2％ 中央値：同 ▲4.2％ 

 ４月の住宅着工戸数は前年比▲4.2％、年率換算済み季節調整値 128.0 万戸を予測する。前月に分譲が大

幅に増加していることから反動減が見込まれること、前年同月の水準が高かったことから前年比ではマイナ

スを見込む。このところ持家着工が水準を落とすなど一部でやや弱めの動きも見られるが、基調としては、

住宅着工は雇用・所得環境の改善やなお低い金利などから先行きも底堅く推移する見込みである。（副主任

エコノミスト：長谷山則昭） 
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5 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

30 5/1 2 3 4
（米）3月個人所得・消費
（米）4月シカゴPMI
（米）3月建設支出
（欧）4月消費者物価（速）

3月毎月勤労統計(10:30)
4月自動車販売（14：00）
4月軽自動車販売（14：00）
4月BOJ展望レポート（全文）
(14:00)

（米）3月中古住宅販売保留
（米）4月ISM製造業指数

4月マネタリーベース(8:50)

（米）4月自動車販売台数総計
（米）3月製造業受注
（欧）4月製造業ＰＭＩ

（米）4月ISM非製造業指数
（米）1-3月期非農業部門労働
生産性

（米）4月雇用統計

7 8 9 10 11
金融政策決定会合議事要旨
（3月19・20日分）(14:00)

3月家計消費状況調査(14:00)
10年利付国債

（米）3月卸売在庫

3月景気動向指数(14:00)

（米）ＦＯＭＣ

4月マネーサプライ(8:50)
4月貸出・資金吸収(8:50)
4月景気ウォッチャー(16:00)
福井日銀総裁講演

（米）3月貿易収支
（米）4月輸入物価
（米）4月財政収支
（欧）ＥＣＢ理事会
（英）BOE金融政策委員会

（米）4月生産者物価
（米）4月小売売上高
（米）3月企業在庫

14 15 16 17 18
3月国際収支(8:50)
4月企業物価(8:50)

3月機械受注(8:50)
5年利付国債

（米）4月消費者物価
（米）5月ＮＹ連銀製造業指数
（米）3月対米証券投資
（米）5月ＮＡＨＢ住宅指数
（欧）1-3月期実質ＧＤＰ
（独）1-3月期実質ＧＤＰ
（仏）1-3月期実質ＧＤＰ
（伊）1-3月期実質ＧＤＰ

（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）1-3月期実質GDP

4月投入・産出物価指数(8:50)
07年3月市街地価格指数
(10:00)
3月鉱工業指数・確(13:30)
3月商業販売統計・確(13:30)
4月消費動向調査(14:00)
金融政策決定会合（～17日）

（米）4月住宅着工件数
（米）4月建設許可件数
（米）4月鉱工業生産

5月ロイター短観（8:30）
1-3月期GDP速報(8:50)
5月金融経済月報(15:00)
日銀総裁定例記者会見(15:30)

（米）4月景気先行指数

3月第3次産業活動指数(8:50)
3月毎月勤労統計･確（10:30）
3月建設総合統計(14:00)
3月景気動向指数改訂(14:00)
4月全国百貨店売上高（14:30）

（米）5月ﾐｼｶﾞﾝ大ｾﾝﾁ（速）
（香港）1-3月期実質GDP

21 22 23 24 25
4月ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ統計(16:00) 金融政策決定会合議事要旨

（4月9・10日分）
4月ﾁｪｰﾝｽﾄｱ販売統計（14:00）
15年変動利付国債
5月月例経済報告

（台湾）1-3月期実質GDP

3月全産業活動指数(8:50) 20年利付国債
4月貿易統計(8:50)

（米）4月耐久財受注
（米）4月新築住宅販売件数
（米）4月中古住宅販売件数
(独）ifo景況感指数

4月消費者物価・全(8:30）
5月消費者物価・都(8:30）

28 29 30 31 6/1
4月ＣＳＰＩ(8:50)
福井日銀総裁講演

4月労働力調査(8:30)
4月一般職業紹介状況(8:30)
4月家計調査(8:30)
4月商業販売統計(8:50)
2年利付国債

4月鉱工業指数(8:50)
福井日銀総挨拶

（マレーシア）1－3月期実質
GDP

4月住宅着工統計(14:00)
4月毎月勤労統計(10:30)
西村日銀審議委員挨拶

（米）1-3月期実質ＧＤＰ（改定
値）
（米）5月シカゴＰＭＩ
（米）4月建設支出
（米）4月求人広告指数
（欧）5月消費者物価（速）
（インド）1-3月期実質GDP
（フィリピン）1-3月期実質GDP

5月自動車販売（14：00）
5月軽自動車販売（14：00）
4月家計消費状況調査(14:00)

（米）4月個人所得・消費
（米）4月ＰＣＥデフレーター
（米）4月中古住宅販売保留
（米）5月ＩＳＭ製造業指数
（米）5月ﾐｼｶﾞﾝ大ｾﾝﾁ（確）
（米）5月自動車販売
（米）5月雇用統計

(※）印は期日が未定のもの
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6 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

28 29 30 31 6/1
4月ＣＳＰＩ(8:50)
福井日銀総裁講演

4月労働力調査(8:30)
4月一般職業紹介状況(8:30)
4月家計調査(8:30)
4月商業販売統計(8:50)
2年利付国債

4月鉱工業指数(8:50)
福井日銀総挨拶

4月住宅着工統計(14:00)
4月毎月勤労統計(10:30)
西村日銀審議委員挨拶

（米）1-3月期実質ＧＤＰ（改定
値）
（米）5月シカゴＰＭＩ
（米）4月建設支出
（米）4月求人広告指数
（欧）5月消費者物価（速）
（インド）1-3月期実質GDP
（フィリピン）1-3月期実質GDP

5月自動車販売（14：00）
5月軽自動車販売（14：00）
4月家計消費状況調査(14:00)

（米）4月個人所得・消費
（米）4月ＰＣＥデフレーター
（米）4月中古住宅販売保留
（米）5月ＩＳＭ製造業指数
（米）5月ﾐｼｶﾞﾝ大ｾﾝﾁ（確）
（米）5月自動車販売
（米）5月雇用統計

4 5 6 7 8
1～3月期法人企業統計(8:50)
5月マネタリーベース(8:50)

（米）4月製造業受注
（タイ）1-3月期実質GDP

10年利付国債
（米）5月ISM非製造業指数

4月景気動向指数(14:00)

（米）1-3月期非農業部門労働
生産性（確）
（欧）ＥＣＢ理事会

10年物価連動国債

（英）BOE金融政策委員会

4月機械受注(8:50)
5月マネーサプライ(8:50)
5月貸出・資金吸収(8:50)
5月景気ウォッチャー(14:00)

（米）4月貿易収支

11 12 13 14 15
1-3月期GDP2次速報(8:50) 5年利付国債

5月企業物価(8:50)
5月消費動向調査(14:00)

（米）5月財政収支

4月国際収支(8:50)
4月商業販売統計・確(13:30)
4月鉱工業指数・確(13:30)

（米）ベージュブック
（米）輸入物価
（米）小売売上高
（米）企業在庫

5月投入・産出物価指数(8:50)
金融政策決定会合（～15日）

4月第3次産業活動指数(8:50)
1～3月期資金循環(8:50)
4月毎月勤労統計・確(10:30)
4月景気動向指数改訂(14:00)
6月金融経済月報(15:00)
日銀総裁定例記者会見(15:30)
※6月月例経済報告

（米）5月消費者物価
（米）6月NY連銀製造業指数
（米）4月対米証券投資
（米）5月鉱工業生産
（米）6月ﾐｼｶﾞﾝ大消費者ｾﾝﾁ
（速）

18 19 20 21 22
4月建設総合統計(14:00)

（米）6月NAHB住宅市場指数

6月ロイター短観（8:30)
※5月全国百貨店売上高

（米）5月住宅着工件数
（米）5月建設許可件数

4月全産業活動指数(8:50)
4～6月期法人企業景気予測調
査(8:50)
金融政策決定会合議事要旨
（4月27日／5月16・17日分）
5月ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ統計(16:00)
武藤日銀副総裁挨拶

20年利付国債
※5月貿易統計(8:50)

（米）5月景気先行指標総合指
数
（米）6月ﾌｨﾗ連銀指数

※5月ﾁｪｰﾝｽﾄｱ販売統計

（独）6月ifo景況感指数

25 26 27 28 29
（米）5月中古住宅販売件数 2年利付国債

5月ＣＳＰＩ(8:50)

（米）5月新築住宅販売件数

5月商業販売統計(8:50)

（米）5月耐久財受注
（欧）6月消費者物価（速）

5月鉱工業指数(8:50)

（米）FOMC
（米）1-3月期実質GDP（確）
（米）5月求人広告件数

5月消費者物価・全(8:30）
6月消費者物価・都(8:30）
5月労働力調査(8:30)
5月一般職業紹介状況(8:30)
5月家計調査(8:30)
5月住宅着工統計(14:00)

（米）5月個人所得・消費
（米）6月シカゴPMI
（米）5月建設支出
（米）6月ﾐｼｶﾞﾝ大消費者ｾﾝﾁ
（確）
（米）6月ISM製造業指数

(※）印は日時が未定のもの
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