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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10月29日～11月2日） 発表日:2007年10月26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 
（10 月 29 日～11 月 2 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】 

 31 日に日本銀行から発表される「経済・物価情勢の展望」（展望レポート）が最大の注目。福井総裁のこ

れまでの発言などを踏まえれば、４月の展望レポートにおける標準シナリオは維持される可能性が高そうだ。

成長率や消費者物価についても、民間調査機関の現時点でのコンセンサスと大差ないものになると思われる

（ＥＳＰフォーキャスト 10 月調査では、実質ＧＤＰが 07 年度：＋1.77％、08 年度＋2.06％、ＣＰＩコアが

07 年度：＋0.03％、08 年度＋0.34％）。下振れリスクをどの程度打ち出すかが注目だが、あまり下振れを

強調しすぎると、しばらく利上げは無理と受け取られる可能性が高くなる。それは日銀としては避けたい展

開だろう。 

 経済指標にも重要なものが多い。９月小売業販売額、家計調査の消費関連統計は、前月から悪化が予想さ

れる（前年比でみれば家計調査は改善かも）。残暑の影響で秋物衣料が不振を極め、足を引っ張ったと予想

される。一方、天候自体は悪くなかったため、サービス消費に関してはまずまずだった可能性がある。財消

費の悪化をサービスがどの程度カバーできたがポイントだが、全体としてみれば８月から水準を落とす可能

性が高いと予想する。なお、現在までに公表されている９月の消費関連統計は、新車販売が８月の反動から

減少、百貨店とチェーンストア販売は残暑の影響で悪化、コンビニ売上はまずまず、外食売上高は好調、景

気ウォッチャー調査の家計動向関連はＤＩ悪化となっている。個人消費は、７月に落ち込み８月にリバウン

ド、９月は再び弱め（？）と、振れの激しい展開になったが、結局７-９月で均してみれば横ばいもしくは

小幅マイナス程度の動きにとどまった可能性が高そうだ。夏場の消費はぱっとしなかった。 

 ９月住宅着工も注目されている。足元では、分譲戸建や持家などの小規模物件については確認作業も徐々

に流れ始めているとの声も聞かれているが、分譲マンションや賃貸用マンション等の大規模物件では未だ落

 指標名 当社予測 予測値 予測レンジ 前回結果

10 月 29 日 (月) 8:50 

 

９月商業販売統計 

小売業販売額（前年比）

 

＋0.3％ 

 

▲0.7％

 

▲1.2％～＋0.6％ 

 

＋0.5％ 

 10 月 30 日 (火) 8:30 

8:30 

8:30 

９月労働力調査          完全失業率

９月一般職業紹介状況    有効求人倍率

９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）

3.7％ 

1.06 倍 

 

＋2.2％ 

― 

3.7％ 

1.06 倍

 

＋1.4％

― 

3.7％～3.8％ 

1.05 倍～1.07 倍 

 

▲0.2％～＋2.7％ 

― 

3.8％ 

1.06 倍 

 

＋1.6％ 

＋3.6％ 

10 月 31 日 (水) 10:30 

14:00 

 

 

15:00 

15:30 

９月毎月勤労統計    名目賃金 （前年比）

９月住宅着工統計 

         新設住宅着工戸数（前年比）

     （季節値年率）

10 月日銀展望レポート 

日銀総裁定例記者会見 

金融政策決定会合 

― 

 

▲28.6％

92.9 万戸

― 

 

▲33.0％

85.8 万戸

― 

 

▲50.0％～▲16.2％

76.1 万戸～107.8 万戸

 

＋0.6％ 

 

▲43.3％ 

72.9 万戸

11 月 1 日 (木) 14:00 10 月新車販売台数  乗用車   （前年比）

軽乗用車 （前年比）

― 

― 

― 

― 

― 

― 

▲4.9％ 

▲5.4％ 

11 月 2 日 (金) 8:50 

14:00 

10 月マネタリーベース       （前年比）

９月家計消費状況調査 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

＋0.7％ 
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ち込みに歯止めがかかっていない状況のようだ。９月もかなりの低水準が予想されるが、どの程度で着地す

るかは筆者には予想がつかない。また、住宅以外の非住宅の建築着工の動向も、設備投資への影響を探る上

で重要だ。本日公表された９月の鉱工業生産でも、建設関連財への悪影響が顕在化しつつあることが確認で

きた。長い目でみれば、今回の法改正に伴う混乱が景気に与える悪影響は徐々に薄れていくと考えられるが、

当面の内需下振れ要因であることは間違いない。 

 そのほかでは、賃金動向を確認する意味で９月毎月勤労統計も重要。なお、今月は 07 年夏季賞与の結果

が同時に公表される。 

（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】 

９月小売業販売額（前年比） 当社予想：前年比 ＋0.3％ 中央値：同 ▲0.7％  

９月の小売業販売額は前年比＋0.3％、前月比では▲1.7％を見込む。すでに公表されている百貨店売上高

は前年比▲2.5％と秋物商材の不振を背景に前年を下回った。また、コンビニの既存店売上高は前年比＋

0.1％とほぼ前年並みだったが、チェーンストアは前年比▲1.0％とやや弱め。休日が前年よりも多いことは

押し上げ要因となったものの記録的な残暑が財消費を抑制し、小売業販売額は前月から落ち込んだと考える。

（副主任エコノミスト：長谷山則昭） 

 

９月完全失業率／有効求人倍率 当社予想： 3.7％／ 1.06 倍 中央値： 3.7％／ 1.06 倍 

 これまでの雇用の改善ペースが非常に速かった影響で、８月は失業率がいったん上昇したが、雇用の改善

基調は続いており９月は前月から持ち直すと予想する。 

先行きについても、景気回復の持続を背景に雇用の改善基調が続くと考える。ただし、４―６月期の景気

減速の影響などで、改善ペースに一服感が出る可能性があることには注意が必要である。（副主任エコノミ

スト：柵山順子） 

 

９月家計調査（農林漁家世帯を含む） 当社予想：前年比 ＋2.2％ 中央値：同 ＋1.4％ 

９月の実質消費支出は前月比▲0.3％、前年比＋2.2％を予測する。ガソリン価格が高止まりしていること、

一部の食料品価格が上昇したこと、株価が軟調なことなどから消費マインドはあまり芳しくない。加えて、

９月は残暑が厳しかったことから秋物衣料の売れ行きが良くなかった。好天が消費のプラスに働いた８月か

らは若干減少することを見込む。ただし、今年の９月は前年と比較すると休日が２日多い。３連休も２回あ

り、曜日要因によってサービス消費などが押し上げられたと考えられ、前年比ではやや高めの伸びになった

と考える。（副主任エコノミスト：長谷山則昭） 

 

９月新設住宅着工戸数（前年比） 当社予想：前年比 ▲28.6％ 中央値：同 ▲33.0％ 

 ９月の住宅着工戸数は前年比▲28.6％、季節調整済年率換算値 92.9 万戸を予想する。改正建築基準法施

行の影響で今月も大幅なマイナスとなる見込みである。もっとも、８月の住宅着工統計と同時に発表された

建築確認件数は、小規模建築物である４号建築物が前年比▲15.0％とほぼ６月（同▲14.3％）の水準を取り

戻しており、持家や戸建の着工は施行前の水準に近づいてくると予想する。一方で、比較的大きい建築物で

ある１～３号建築物の建築確認件数は前年比▲43.5％（７月同▲49.5％）と、依然として落ち込みは大きい。

貸家、マンション着工の弱含みはまだ続くと考えられる。（エコノミスト：中本泰輔） 
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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月景気動向指数（14:00）

（米）9月雇用統計
（米）8月消費者信用残高

8 9 10 11 12
9月景気ウォッチャー調査(14:00)

（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
（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）7-9月期実質GDP

8月機械受注統計（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)

（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)
9月全国百貨店売上高（14:30）

（米）9月景気先行指標
（米）10月フィラ連銀指数

8月全産業活動指数(8:50)
武藤日銀副総裁挨拶

（英）7-9月期実質GDP

22 23 24 25 26
10月主要銀行貸出アンケート
調査（8:50）
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)
10月月例経済報告

9月貿易統計(8:50)

（米）9月中古住宅販売件数
(欧)10月製造業PMI（速報値）

9月企業向けサービス価格指数
(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
（中国）7-9月期実質GDP
（韓国）7-9月期実質GDP

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月日銀展望レポート(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

10月マネタリーベース（8:50）
9月家計消費状況調査(14:00)

（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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11 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 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月日銀展望レポート(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）8月中古住宅販売保留

10月マネタリーベース（8:50）
9月家計消費状況調査(14:00)

（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）

5 6 7 8 9
金融政策決定会合議事要旨
（9月18・19日分）(8:50)
福井日銀総裁挨拶

（米）10月ISM非製造業指数

9月景気動向指数（14:00）
40年利付国債

（米）9月消費者信用残高
（米）7-9月期非農業部門労働
生産性（速）

9月機械受注統計（8:50）
10月マネーサプライ（8:50）
10月貸出・資金吸収（8:50）
9月特定サービス産業動態統計
調査（13:30）
10月景気ウォッチャー調査
（16:00）
5年利付国債

（欧）ECB理事会
（英）BOE金融政策決定会合

9月鉱工業指数・確(13:30)

（米）9月貿易収支
（米）10月輸入物価
（米）11月ミシガン大消費者セ
ンチ（速）

12 13 14 15 16
10月企業物価(8:50)
9月国際収支(8:50)
10月消費動向調査（14:00）
金融政策決定会合（～13日）

7-9月期GDP1次速報（8:50）
9月商業販売統計・確（13:30）
11月金融経済月報(15:00)
日銀総裁定例記者会見(15:30)
※11月月例経済報告

（米）10月財政収支
（独）7-9月期実質ＧＤＰ
（伊）7-9月期実質ＧＤＰ

10月投入・産出物価指数(8:50)

（米）10月小売売上高
（米）9月企業在庫
（仏）7-9月期実質ＧＤＰ
（欧）7-9月期実質ＧＤＰ

9月第3次産業活動指数(8:50)
15年変動利付国債

（米）10月消費者物価
（米）11月NY連銀製造業指数
（米）11月フィラ連銀指数
※（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）7-9月期実質GDP

金融政策決定会合議事要旨
（10月10・11日分）(8:50)
9月毎月勤労統計・確（10:30）
9月建設総合統計（14:00）
9月景気動向指数改訂（14:00）

（米）9月対米証券投資
（米）10月鉱工業生産
（香港）7-9月期実質GDP

19 20 21 22 23
※10月全国百貨店売上高
（14:30）

（米）11月NAHB住宅市場指数

10月ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ統計(16:00)

（米）10月住宅着工件数
（米）10月建設許可件数
※（台湾）7-9月期実質GDP

9月全産業活動指数(8:50)
※10月貿易統計(8:50)
20年利付国債

（米）ＦＯＭＣ議事録（10/31）
（米）10月景気先行指標
（米）11月ミシガン大センチ
（確）

※07年9月市街地価格指数
(10:00)
※10月チェーンストア販売統計
（14:00）

※（ﾏﾚｰｼｱ）7-9月期実質GDP

(欧)11月製造業PMI（速報値）

26 27 28 29 30
※（独）11月Ｉｆｏ景況感指数 10月企業向けサービス価格指数

(8:50)
10月商業販売統計（8:50）

（米）ベージュブック
（米）10月耐久財受注
（米）10月中古住宅販売件数

10月鉱工業指数(8:50)
2年利付国債

（米）7-9月期実質ＧＤＰ（改定
値）
（米）10月新築住宅販売件数
（米）10月求人広告指数
（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ）7-9月期実質GDP

10月消費者物価・全(8:30）
11月消費者物価・都(8:30）
10月労働力調査(8:30)
10月一般職業紹介状況(8:30)
10月家計調査(8:30)
10月住宅着工統計（14:00）

（米）11月シカゴＰＭＩ
（米）10月建設支出
（米）10月個人所得・消費
（米）10月ＰＣＥデフレーター
（欧）11月消費者物価（速）
（インド）7-9月期実質GDP

(※）印は期日が未定のもの
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