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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9月17日～9月21日） 発表日:2007年9月14日(金)

 

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 
（9月 17 日～9月 21 日の主なイベント、指標予定） 

 (注) 市場予測は Bloomberg の調査をベースに作成 

 

【注目ポイント】 

18～19 日にかけて金融政策決定会合が行われるが、利上げを見込む向きは皆無に近い。19 日の総裁記者

会見が注目される。前日の米ＦＯＭＣや金融市場動向、米国経済動向などに関する質問が中心になると思わ

れるが、それに対してどう返答するか。慎重なトーンになった場合には、年内利上げが遠のいたと受け取ら

れる可能性も。 

18 日には９月ロイター短観、20 日には７-９月期法人企業景気予測調査が公表される。ロイター短観にし

ろ法人企業景気予測調査にしろ日銀短観の動きとはズレも目立つが、両統計が日銀短観の業況判断ＤＩ予測

をする上での重要指標であることには変わりない。なお、来週中には民間調査機関による９月調査日銀短観

の事前予想が出揃う見込み。 

法人企業景気予測調査では、2007 年度の設備投資計画や収益計画の修正状況の方がむしろ重要である。例

年、７-９月期調査での投資計画修正幅は小さく、今回も大幅な変更が加えられる可能性は大きくないと思

 指標名 当社予測 予測値 予測レンジ 前回結果

9 月 17 日 (月)  敬老の日     

 9 月 18 日 (火) 8:30 

 

8:50 

8:50 

 

10:30 

 

14:00 

 

９月ロイター短観        製造業 DI 

                        非製造業 DI

４～６月期資金循環統計 

７月第３次産業活動指数     （前月比）

                           （前年比）

７月毎月勤労統計・確報   

名目賃金（前年比）

７月建設総合統計 

金融政策決定会合（～19 日） 

― 

― 

 

▲0.8％ 

＋1.0％ 

 

― 

 

 

 

 

▲0.5％

― 

 

― 

 

― 

― 

 

▲0.9％～＋0.3％ 

― 

 

― 

 

30 

14 

 

＋0.1％ 

＋1.4％ 

 

▲1.9％ 

 

 

9 月 19 日 (水) 14:00 

 

14:30 

 

15:00 

15:30 

16:50 

 

７月景気動向指数改訂値   ＤＩ先行指数

ＤＩ一致指数

８月全国百貨店売上高 

（店舗数調整後前年比）

９月金融経済月報 

日銀総裁定例記者会見 

2007 年基準地価    全国平均（前年比）

東京圏（前年比）

大阪圏（前年比）

               名古屋圏（前年比）

                 地方圏（前年比）

60.0 

72.7 

 

― 

 

 

― 

― 

― 

― 

― 

70.0 

72.7 

 

― 

 

 

― 

― 

― 

― 

― 

66.7～70.0 

70.0～72.7 

 

― 

 

 

― 

― 

― 

― 

― 

70.0 

66.7 

 

▲4.3％ 

 

 

▲2.4％ 

＋1.3％ 

＋0.4％ 

＋0.1％ 

▲3.5％ 

9 月 20 日 (木) 8:50 

 

 

16:00 

７-９月期法人企業景気予測調査 

景況判断ＢＳＩ 大企業製造業（前期比）

                 全産業（前期比）

８月コンビニエンスストア統計 

          既存店ベース売上高（前年比）

福井日銀総裁挨拶 

 

― 

― 

 

― 

 

 

― 

― 

 

― 

 

 

― 

― 

 

― 

 

 

▲2.2％ｐｔ

▲0.9％ｐｔ

 

▲0.1％ 

9 月 21 日 (金) 8:50 ７月全産業活動指数         （前月比）

（前年比）

▲0.5％ 

＋0.7％ 

▲0.4％

― 

▲0.7％～＋0.2％ 

― 

＋0.2％ 

＋0.9％ 
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われるが、要注意であることは確か。４-６月期調査での 2007 年度設備投資計画は比較的底堅い結果だった。

今回の調査でも企業の投資意欲の強さが再確認されるのか、あるいは設備投資に何らかの変調がみられるの

か。いずれにしても注目だ。 

その他の指標では、８月の全国百貨店売上高（19 日公表）、コンビニエンスストア統計（20 日公表）、

といった個人消費関連指標で、８月の個人消費動向を占いたいところ。大幅に落ち込んだ７月からどの程度

持ち直せるかが焦点だが、既に発表されている８月の景気ウォッチャー調査（現状判断ＤＩ）で戻りが限定

的だったこともあり、さほど期待は持てない。 

（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】 

７月第３次産業活動指数（前月比） 当社予想：前月比 ▲0.8％ 中央値：同▲0.5％ 

７月の第 3 次産業活動指数は前月比▲0.8％を予想する。梅雨明けの遅れや３連休中の台風などの影響か

ら、衣料品や家電の売り上げが不振であったこと、引き続き新車販売が振るわなかったことなどにより、卸

売・小売業が前月比マイナスとなると見込まれるほか、対事業所サービスでもマイナスとなると思われる。

もっとも、梅雨が明けた８月は一転して猛暑で、エアコンや冷蔵庫、ビール等の夏物商品の売り上げが好調

だった。このため、８月にはプラスに転じると予想される。 

 (エコノミスト：中本泰輔) 

 

７月全産業活動指数（前月比） 当社予想：前月比 ▲0.5％ 中央値：同 ▲0.4％ 

 7 月の全産業活動指数は前月比▲0.5％を予想する。天候要因によって卸売・小売業が不振で第３次産業活

動指数が前月比マイナスとなり、鉱工業生産指数も新潟中越沖地震の影響で前月比マイナスに転じたことに

より、全産業活動指数もマイナスになると見込まれる。ただし、両者も一時的である公算が大きく、8 月は、

第３次産業活動指数は猛暑効果もあってプラスに転じると見込まれることや、鉱工業生産指数は予測指数で

も前月比＋6.8％となっていることから、全産業活動指数も持ち直しが期待される。 

 先行きに関して、第３次産業活動指数は雇用・所得環境が改善すると見込まれることから、緩やかに上昇

していくと考えられる。鉱工業生産指数も外需の持ち直しや IT 部門の在庫調整が進みつつあることから回

復が見込まれるため、全産業活動指数も上昇トレンドを辿ると思われる。 

 (エコノミスト：中本泰輔) 

 

図表 

第３次産業活動指数と全産業活動指数
（季調値）
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（出所）　経済産業省「全産業活動指数」「第３次産業活動指数」

 

以上 



  

                                                                                                 
 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。 

3 

 

９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

9/3 4 5 6 7
4～6月期法人企業統計(8:50)
7月毎月勤労統計（10:30）
8月自動車販売（14:00）
8月軽自動車販売（14:00）

（欧）8月製造業PMI（確定値）
（タイ）4-6月期実質GDP

8月マネタリーベース(8:50)
7月家計消費状況調査(14:00)
10年利付国債

（米）8月ISM製造業指数
（米）8月自動車販売
（米）7月建設支出

（米）ベージュブック
（米）7月中古住宅販売保留

（米）4-6月期非農業部門労働
生産性（確）
（米）8月ISM非製造業指数
（欧）ＥＣＢ理事会
（英）ＢＯＥ金融政策決定会合

7月特定サービス産業動態統
計調査(13:30)
7月景気動向指数（14:00）

（米）8月雇用統計

10 11 12 13 14
4-6月期GDP2次速報(8:50)
8月マネーサプライ(8:50)
8月貸出・資金吸収(8:50)
8月景気ウォッチャー（14:00）

（米）7月消費者信用残高

7月機械受注（8:50）
5年利付国債

（米）7月貿易収支

7月国際収支(8:50)
8月企業物価(8:50)
8月消費動向調査（14:00）

7月商業販売統計・確（13:30）

（米）8月財政収支

8月投入・産出物価指数(8:50)
7月鉱工業指数・確(13:30)
9月月例経済報告

（米）8月輸入物価
（米）8月小売売上高
（米）8月鉱工業生産
（米）9月ミシガン大消費者セン
チ（速）
（米）7月企業在庫

17 18 19 20 21
（米）9月ＮＹ連銀製造業指数 9月ロイター短観(8:30)

7月第3次産業活動指数(8:50)
4～6月期資金循環(8:50)
7月毎月勤労統計・確（10:30）
7月建設総合統計（14:00）
金融政策決定会合（～19日）

（米）FOMC
（米）9月NAHB住宅市場指数
（米）7月対米証券投資

7月景気動向指数改訂（14:00）
8月全国百貨店売上高（14:30）
9月金融経済月報(15:00)
日銀総裁定例記者会見(15:30)
2007年基準地価（16:50）

（米）8月消費者物価
（米）8月住宅着工件数
（米）8月建設許可件数

7～9月期法人企業景気予測調
査(8:50)
8月ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ統計(16:00)
20年利付国債
福井日銀総裁挨拶

（米）8月景気先行指標
（米）9月フィラ連銀指数

7月全産業活動指数(8:50)

(欧)9月製造業PMI（速報値）

24 25 26 27 28
8月ＣＳＰＩ(8:50)
8月チェーンストア販売統計
（14:00）
金融政策決定会合議事要旨
（8月22・23日分）

（米）8月中古住宅販売件数
（独）9月ＩＦＯ景況感指数

※8月貿易統計(8:50)

（米）8月耐久財受注

2年利付国債
須田日銀審議委員挨拶

（米）4-6月期実質ＧＤＰ（確定
値）
（米）8月新築住宅販売件数
（米）8月求人広告指数

8月消費者物価・全(8:30）
9月消費者物価・都(8:30）
8月労働力調査(8:30)
8月一般職業紹介状況(8:30)
8月家計調査(8:30)
8月鉱工業指数(8:50)
8月商業販売統計（8:50）
8月住宅着工統計（14:00）

（米）8月個人所得・消費
（米）8月ＰＣＥデフレーター
（米）9月シカゴＰＭＩ
（米）9月ミシガン大センチ（確）
（米）8月建設支出
（欧）9月消費者物価（速）

(※）印は期日が未定のもの
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10 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

10/1 2 3 4 5
9月日銀短観(8:50)
8月毎月勤労統計（10:30）
9月自動車販売（14：00）
9月軽自動車販売（14：00）

（米）9月ＩＳＭ製造業景況指数
（欧）9月製造業ＰＭＩ（確定値）

9月短観業種別計数及び調査全
容(8:50)
9月マネタリーベース（8:50）
8月家計消費状況調査（14:00）
10年利付国債

（米）9月自動車販売
（米）8月中古住宅販売保留

（米）9月ＩＳＭ非製造業景況指
数

10年物価連動国債
岩田日銀副総裁挨拶

（米）8月製造業受注指数
（欧）ＥＣＢ理事会
（英）ＢＯＥ金融政策決定会合

8月景気動向調査（14:00）

（米）9月雇用統計
（米）8月消費者信用残高

8 9 10 11 12
※（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）7-9月期実質
GDP

9月景気ウォッチャー

（米）ＦＯＭＣ議事録（9/18）

8月特定サービス産業動態統
計調査(13:30)
金融政策決定会合（～11日）

※（米）9月財政収支

8月機械受注（8:50）
8月国際収支(8:50)
9月マネーサプライ(8:50)
9月貸出・資金吸収（8:50）
10月金融経済月報(15:00)
日銀総裁定例記者会見(15:30)
※10月月例経済報告

（米）9月貿易収支
（米）9月輸入物価

9月企業物価(8:50)
9月消費動向調査（14:00）
5年利付国債

（米）9月小売売上高
（米）10月ミシガン大消費者セ
ンチ（速）
（米）8月企業在庫

15 16 17 18 19
8月鉱工業指数・確(13:30)
8月商業販売統計・確（13:30）

（米）10月ＮＹ連銀製造業指数

9月投入・産出物価指数(8:50)
30年利付国債

（米）9月鉱工業生産
（米）10月NAHB住宅市場指数
（米）8月対米証券投資

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

（米）ベージュブック
（米）9月消費者物価
（米）9月住宅着工件数
（米）9月建設許可件数

10月ロイター短観(8:30)

（米）9月景気先行指標
（米）10月フィラ連銀指数
※（中国）7-9月期実質GDP

8月全産業活動指数(8:50)
※9月全国百貨店売上高
（14:30）

（英）7-9月期実質GDP

22 23 24 25 26
※9月チェーンストア販売統計
（14:00）
9月ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ統計(16:00)

※（韓国）7-9月期実質GDP

※10月主要銀行貸出アンケート
調査（8:50）

※9月貿易統計(8:50)

（米）9月中古住宅販売件数

9月ＣＳＰＩ(8:50)
20年利付国債

（米）9月耐久財受注
（米）9月新築住宅販売件数
（米）9月求人広告指数
（独）10月Ｉfo景況感指数

9月消費者物価・全(8:30）
10月消費者物価・都(8:30）
9月鉱工業指数(8:50)

（米）10月ミシガン大センチ
（確）

29 30 31 11/1 2
9月商業販売統計（8:50） 9月労働力調査(8:30)

9月一般職業紹介状況(8:30)
9月家計調査(8:30)
2年利付国債

9月毎月勤労統計（10:30）
9月住宅着工統計（14:00）
10月BOJ展望レポート(15:00)
日銀総裁定例記者会見(15:30)
金融政策決定会合

（米）FOMC
（米）7-9月期実質ＧＤＰ（速報
値）
（米）7-9月期雇用コスト指数
（速）
（米）10月シカゴＰＭＩ
（米）9月建設支出
（欧）10月消費者物価（速）

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

（米）9月個人所得・消費
（米）9月ＰＣＥデフレーター
（米）10月ISM製造業指数
（米）10月自動車販売
（米）9月中古住宅販売保留

9月家計消費状況調査(14:00)
10月マネタリーベース（8:50）

（米）10月雇用統計
（米）9月製造業受注
（欧）10月製造業ＰＭＩ（確定値）

(※）印は期日が未定のもの
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