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先週および今週の我が国主要経済指標から（№241） 

1.先週の動き概要 

〇先週も、コロナ感染が、引き続き世界中に猛威を振るい、1日当たりの感染者数が最高値を更

新する事態になっている。このため、我が国でも、変異株の急速な拡散もあって、25 日には、

東京、大阪、京都、兵庫に再び「緊急事態宣言」が発令されている。 

もっとも、この一方で、米国の経済復興の動きは予想以上で、若干減速気味の中国との間には

格差が広がってきている観がある。ましてや、コロナワクチン接種が遅れている新興国との差は

過去最高になっている。なお、こうした状況を眺め、各国中銀の中（例えばカナダ）には、22

日に現行の緩和政策継続を決めたＥＣＢ（欧州中央銀行）をよそに、大規模な金融緩和策を見直

す動きが出始めており、ここは注意が必要だ。さらに、米国バイデン大統領が、コロナ対策費と

して打ち出している巨額の財政資金（1.9 兆ドル）を裏打ちする形の法人税増税案についても、

市場の中には、この影響は、懸念されているほどには大きくないとの見方も出てきているようだ

が、バイデン大統領は、更に富裕層の株式キャピタルゲインへの課税強化を打ち出しているよう

だ。 

こうした状況から、市況面での動きも大きく、長期金利の上昇は一服したが、高騰し続けてい

たＮＹ株式市場も、週後半は下落に転じ、東京市場は、コロナ再感染拡大やワクチン接種の遅れ

が景気回復の遅れ予想にも繋がり、むしろ下落が目立ったところだ。なお、これを受けて為替も、

一時 107円台にまで円高が進み、金相場も約 2か月ぶりの高値圏入りとなり、ＮＹ原油先物も、

一時 1バレル 64ドルの高値となった。 （なお、コロナ感染再拡大や米国の法人増税の影響等

の詳細については、別添追補参照。） 

 

〇こうした中、米国経済指標については、まずは、先々週には異例の改善を記録し、底打ち感も

出てきたようにも見えた、第 3週「新規失業保険申請件数」（22日）に注目していたが、54.7

万件（前週 58.6万件＜速報値 57.6万件から上方修正＞）と、結局 2週間連続での減少となり、

コロナ感染による経済封鎖が始まって以降の最低水準になった。つれて、同「失業保険継続受給

者数」（22日）も、367.4 万人（前週 370.8万人＜速報値 373.1 万人から下方修正＞）と、

減少継続の格好だ。さらに、景況関連指標の、4月「製造業 PMI」（23日、市場は 60.6と、前

回の 59.1から上昇）は、ほぼ予想通り上昇、4月「サービス業 PMI」（23日、同 63.1と、60.4

から上昇）に至っては、予想（61.3）をやや大きく上回る改善となった。また、3 月「景気先

行指標総合指数」（22 日、同前月比＋1.3％と、‐0.1％＜速報値＋0.2％からマイナスに下方修



 

2 

 

先週および今週の我が国主要経済指標から（№241） 2021.04.26 

正＞と上昇）も、前月は水面下に下方修正されたが、結局、これも、市場予想（＋1.0％）を上

回る改善を果たした格好だ。 

なお、実体経済指標としては、住宅関連のものが中心であったが、3 月「新築住宅販売件数」

（23日、同年率換算 102.1万件と、84.6万件＜速報値 77.5万戸から上方修正＞から大幅増

加）は、強気の予想（88.6万件）をさらに大きく上回る増加となった。ただこの一方で、3月

「中古住宅販売件数」（22日、同 601万件と、624万件＜速報値 622万件から上方修正＞か

ら減少）は、結局、市場予想（619 万件）を上回る減少を余儀なくされており、ここはやや気

掛かりだ。 

 

〇この間、我が国の経済指標については、まずは、景況関連の、4月「製造業・サービス業ＰＭ

Ｉ」（ともに 23 日、Markit Economics）に注目したが、前者が、53.3（前々月 51.4→前月

52.7）と、好調な世界の需要増に支えられ予想（53.8）通りの改善を続けた格好になったが、

この一方で、後者は、48.3（同 46.3→48．3）と、市場の改善予想（49.5）をしり目に横ば

いにとどまった形だ。要するに、「緊急事態宣言」解除以降の高水準の人々の移動も、先行きの

再指定が予測されたのか、結局、回復につながらなかったということだ。 

さらに、気掛りな物価動向については、3月「全国消費者物価指数」（23日、総務省）で確認

したが、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年比＋0.3％（同＋0.1→＋0.2％）と、小幅

ではあるが 3 か月連続での伸び上昇となった。要するに、総じてみれば弱い状況が続いてはい

るが、首都圏を中心に、家具・家事用品（同前月＋2.6→当月＋2.9％）といった耐久財等での

底堅さが続いているほか、教養娯楽（同‐0.2→＋0.4％）がプラスに転じ、光熱・水道（同‐5.8→‐

4.8％）、交通・通信（同‐1.3→‐0.4％）でのマイナス幅縮小が寄与した形だ。なお、生鮮食品

（同 0.0→‐1.5％）は、好天が続いたこともあり再びマイナスに転じたが、エネルギー（同‐7.2→‐

4.3％）については、マイナス寄与がさらに大きく縮小している。 

また、消費周辺の指標として、2月「毎月勤労統計最終」（23日、厚労省）が公表されたが、

前月比‐0.4％（同前々月‐3.0→前月‐1.3→当月速報‐0.2％）と、結局、水面下にとどまり、し

かもその幅をやや拡大している。なお、内訳では、特別給与が、同＋2.8％（同‐5.1→‐20.4→‐

1.0％）と、プラスに転じているのだが、肝心の所定内給与が、同＋0.2％（同‐0.1→＋0.2→

＋0.4％）と、逆に伸び率を低め、これが影響した形になっている。 

最後は、輸出動向だ。これは、3月「貿易統計」（19日、財務省・日銀）で確認したが、輸出

が、前年比＋16.1％（同前々月＋6.4→前月‐4.5％）と、マイナス継続と見ていた市場予想に

反し、2か月ぶりの、しかも大幅なプラスに転じている。この一方で、輸入が、同＋5.7％（同

‐9.5→＋11.8％）と、2 か月連続でのプラス継続となったものの、輸出の伸びを下回ったこと

から、結局、貿易収支は、＋0.66兆円（同‐0.32→＋0.21兆円）と、2か月連続での黒字とな

り、しかもその幅をやや大きく拡大している。なお、輸出動向を地域別に見ると、米国向けが、

同＋4.9％（同‐4.8→‐14.0％）と、5 か月ぶりのプラスに転じたのが目立っている。この一方

で、中国向けは、同＋37.2％（同＋37.5→＋3.4％）と、9 か月連続で、しかも米国を大幅に

上回る増加となっているのが目立つ。なお、同日発表された 2020 年度の総輸出に占める中国

向け比率は、22.9％と 10 年ぶりに過去最高を更新した格好になっている。要するに、輸出先
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としては、米国（同‐16.5％）を抜いて中国（同＋9.6％）が最大の取引先になったということ

であり、米中対立が今後さらに激化する事態になれば、これを、単にコロナ禍故の一過性の事態

として片づけるわけにもいかなくなるわけで、我が国は、難しいかじ取りを迫られる可能性があ

るということだ。なお、2020年度を通してみれば、輸出は、自動車が振るわず、前年比‐8.4％

減となったが、輸入も、原油や液化天然ガスなどが減少し、同‐11.6％減となっている。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、まずは、引き続き、コロナ感染再拡大の動きと、それにもかかわらず、米国中心にし

た景気拡大基調が続いていることや、それに伴う各国中銀の大規模緩和政策に見直しの動きの行

方が注目されるところだ。 

なお、この間、世界的に関心が高まっている温暖化ガスの排出削減について、国際エネルギー

機関（ＩＥＡ）が、2021 年には、逆に、前年比 4.8％増加するとの予測を発表しているなか、

バイデン米政権が「気候変動サミット」を中国をも交える形で主宰し、国連のアントニオ・グテ

ーレス事務総長も、「2040 年までに石炭発電全廃」を主張、さらに菅首相は、2030 年度には

2013年度比 46％削減を宣言するなど、急速に動きが高まっている。こうした中、市場には、

金融機関もこうした動きの埒外（ラチガイ：ある物事の単位の外）にあるわけではない（温暖化

対策と連動させた“グリーン融資”の必要性等を強調）との主張を強めており、先行きの展開に

は注視が必要だ。 

また、ロシアが、22日から、ウクライナとの国境に布陣させていた軍の撤収を始めているが、

これを見極める必要があるし、ミャンマー騒動の行方も気掛かりだ。 

 

〇この間、米国の経済指標としては、まずは、第 4 週「新規失業保険申請件数」（29 日）に注

目したいが、市場は、55.8 万件（前週 54.7 万件）と、底打ちした後での上昇に転じると見て

いる。ただ、同「失業保険継続受給者数」（29日）は、359.0万人（同 367.4万人）と、減少

が未だ続くとの見方だ。なお、その他の景況指標としては、4月「消費者信頼感指数」（27日、

市場は、112.0 と、前月の 109.7 から上昇予想）、4 月「ミシガン大学消費者態度指数」（30

日、同 87.5と、84.9から上昇予想）、4月「リッチモンド連銀製造業指数」（27日、同 22と、

17から上昇予想）と、改善を予想するものが目立つが、その中でも、4月「シカゴ購買部協会

景気指数」（30日、同 64.3と、66.3から低下予想）のように悪化を見込むものもあり、地域

格差はある程度残りそうな気配だ。 

さらに実体経済指標についても、第 1 四半期「ＧＤＰ・速報値」（29 日、市場は、前期比年

率＋6.6％と、前期の＋4.3％から伸び上昇予想）、3月「個人消費支出」（30日、同前月比＋4.1％

と、‐1.0％からプラス転化予想）、3月「個人消費支出デフレーター・コア＜除く食品・エネル

ギー＞」（30 日、同前年比＋1.8 と、＋1.4％から伸び上昇予想）、3 月「個人所得」（30 日、

同前月比＋20.0％と、‐7.1％から大幅プラス転化予想）、同「3月「耐久財受注」（26日、同前

月比＋2.4％と、‐1.2％＜速報値‐1.1％から下方修正＞からプラスに復帰予想）と、いずれの指

標も、大きく改善すると予想している。 
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〇この間、我が国経済については、まずは、26～27日開催の日銀金融政策決定会合について注

目したいが、市場は、大きな変更はない（あるいは打ち出せる手段に乏しく動きにくい）と見て

おり、金融政策面での、コロナ化に対応した企業の資金繰り支援や市場の安定に向けた大規模な

金融緩和策は、引続き長期継続するとの見方だ。さらに、ここにきて、2021年度の物価見通し

を引き下げる検討に入ったと見ているようだ。要するに、コロナ感染再拡大の中で、米欧に比し

て、我が国の景気下振れ懸念が高まっているほか、携帯電話料金の引き下げが物価を大幅に押し

下げると見ており、新たに示す 2023年の物価見通しは、2％に届かないことを予測せざるを得

ないとしているとの見方だ。 

さらに、経済指標としては、まずは、気掛かりな消費動向であるが、これは、3月「商業動態

統計」（28日、経産省）で確認することになるが、市場は、小売業売上高前年比＋4.5％（同前々

月‐2.4→＋0.9）と、前月にプラス回帰した後、さらに急回復すると見ている。これは、「緊急

事態宣言」解除に伴う経済活動の活発化から、これまで低調だった百貨店をも含め売り上げ回復

が見込まれているためだ。ただし先行きは、「同宣言」が、主要 4都府県で再々適用されること

から、落ち込みが懸念されている。 

なお、消費周辺指標としても、3 月「失業率・有効求人倍率」（ともに 30 日、各総務省、厚

労省）が公表されるが、市場は、前者が、2.9％（同 2.9→2.9％）と、後者も、1.09 倍（同

1.10→1.09倍）と、ともに横ばいで推移すると見ている。ただし、これについては昨年末から

の改善傾向が続いていると見方であり、先行きは、「緊急事態宣言」再々指定がどう影響するか

気掛かりだ。前回発令時に政府が確約した時短営業に伴う協力金の支給大幅遅れも指摘されてい

るだけになおさらだ。 

さらに、物価動向は、4月「東京都区部消費者物価指数」（30日、総務省）で確認するが、市

場は、コア（除く生鮮食品・エネルギー）が、前年比＋0.2％（同＋0.2→＋0.3％）と、若干な

がらも伸び低下すると見ている。これは、経済は回復基調にあり、インフレ基調も上昇方向にあ

るとの見方もあるなかで、通信大手の携帯電話通信料引き下げ（‐0.2％ポイント）の影響が大

きく寄与するとの見方だ。なお、エネルギ―価格については、引き続きマイナス寄与度縮小を見

込んでいる。 

この他、3月「企業向けサービス価格指数」（26日、日銀）も公表されるが、市場は、前週（同

‐0.4→‐0.1％）まで、5 か月連続で続くマイナスが、一時的にせよ、ここでプラスに転じるか

否かを注視している。 

また、生産動向は、3月「鉱工業生産・速報」（30日経産省）で確認したいが、市場は、前月

比‐1.4％（同＋3.1→‐1.3％）と、マイナス基調が続くとの見方だ。これは、世界需要は堅調な

ものの、年明け以降の中国景気の緩やかな鈍化が確認されていることや、半導体等の中間財の供

給不足によって、自動車等での生産活動の一部停止が続いているためだ。 

最後は、設備投資関連の 3 月「住宅着工統計」（30 日、国交省）の動きだ。市場は、前月比

＋2.0％（同＋2.2→＋0.8％）と、3か月連続でのプラスになると見ているが、これを前年比で

見ると、‐5.0（同‐3.1→‐3.7％）と、1年半以上のマイナスが継続しているのが現状で、結局、

住宅市場については、「弱い状況が続いているが、底打ちの兆しが表れてきている」といった状

況か。 
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３．来週および来来週の公表予定経済指標 

〇来週は、連休中のためお休みとさせていただき、次回は、5月 10日付けでのリリースとさせ

ていただきたい。なお、それに伴い、ここでは 2 週間分の公表予定指標をあげたい。いずれに

せよ、コロナ禍が予想以上の長期にわたって猛威を振るう可能性があるだけに、この間の経済面

への影響をも含め、注意深いウォッチを継続したい。 

 

・景況関連；4月「景気ウォッチャー調査」（13日） 

       4月「サービス業ＰＭＩ」（7日） 

・消費関連；3月「消費活動指数」（12日） 

       4月「新車登録台数」（6日） 

・消費周辺；3月「毎月勤労統計」（7日） 

・輸出関連；3月「国際収支」（13日） 

・貸出関連；4月「貸出預金動向」（13日） 

 

以 上 
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先週および今週の我が国主要経済指標から(No241－追補) 

―― 世界的なコロナ感染再拡大の動きについて 

および米国の法人税増税等を巡る動き 

 

〇まず最初に注目したいのは、引き続きコロナ感染拡大を巡る問題だ。即ち、収束の気配が見え

ないばかりか、再び、世界の新規感染者数が過去最多を更新し、24日には、世界の新規感染者

は、892.6 千人（累計 145544.6 千人―ただし露、英、スペインを含まないベース）、死者が

13.9千人（同 3088.1千人）にも達している模様だ。 

しかも、これまでは、ワクチン接種の進行度の違いが、コロナ感染拡大の国別格差の背景に大

きく影響しているとの見方が根強く、確かに、ワクチン接種先進国の英国やイスラエルでは感染

が落ち着いてきてはいるが、その他の米国、欧州の国々では感染の動きがやまず、これまで落ち

着いているかに見えた中国や韓国でも増加が目立っている。さらには、振興国や途上国で猛威を

振るっており、インド、トルコでは病院の収容人数を超えており、ブラジルでは死者が急増して

いるといった状況だ。このため、世界で感染拡大の「第 4 波」が鮮明になっているとの指摘が

増えている。なお、米国では、ここにきて、「渡航中止勧告」対象国を、世界の 8割に急拡大さ

せている。 

さらに、期待のワクチンにしても、ジョンソン・エンド・ジョンソンやアストラゼネカ製ワク

チンで、一部に投与後に「血栓」が出来る症例が報告されたため、先週末には解除する国もあっ

たが、接種の一時停止・制限をかける国（米国、英国、ベルギー、デンマーク、オーストラリア）

も出始めていたところでもあり、ここも気になるところだ。 

こうした中、主要国でワクチン接種が最も出遅れた国とされている我が国でも、「緊急事態宣

言」解除後にも、10都府県に、新たに「蔓延防止等重点措置」が発令されていたが、コロナへ

の慣れや自粛疲れがあるのか、人流の増加が止まらず、新規感染者は大阪中心にむしろ急増、結

局、25日には、東京、大阪、京都、兵庫に、3度目の「緊急事態宣言」（酒類を提供する飲食店

および生活必需品売り場を除く大型商業施設・テーマパーク・映画館・美術館等には休業要請、

ホテル・旅館の宴会スペース等の使用制限、学校でのオンライン授業併用等）が発令される事態

になった。なお、同宣言発令後も、人の流れは、大幅減少の先もあるが、この一方でむしろ増加

しているところもあり、結局、エンドとされる来月 11日には収まりそうもないと懸念する声も

少なくないのが実情だ。 

こうした状況から、我が国では、期待の連休を間近に控えた時期でもあり、先進他国に比べ目

立っている経済回復の遅れが追加されるのではないかとの懸念が高まっていることも事実であ

り、さらには、オリ・パラ開催を危ぶむ声もあるわけで、ここは、コロナ禍問題が再び新たな段

階を迎えるものとして、経済復興の動きと合わせ、一段と注意深くウォッチしていく必要がある

と思われる。 

〇次は、バイデン政権が打ち出した、2兆ドル（直前には、1兆 9000億ドルのコロナ追加対策

費を計上）にも上るとされる多額なインフラ投資の原資として、大規模な法人増税案（現行の

21％を 28％に引き上げ）が打ち出され、「税の季節が再び」と称されてもいる事案に対する市

場の反応だ。 
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本件に関しては、米国企業家の 98％が反対を唱えているとの報告もあるところであるが、現実

的には、25％までの増税にとどまり、しかも仮に、28％にまで増税されてもその影響はそう大

きくはないとの有力説もあるようだ。 

この主張のポイントは、以下の４点である。 

① 一般的に、法人税の増税は主に設備投資意欲を削ぐ形で景気に悪影響を及ぼすと言われてい

るが、現実には、米国法人税制においては、設備投資は、「損金算入」されるため、資本コ

ストにほとんど影響を及ぼさない。 

② また、かつて、トランプ前大統領により、法人税が、35％から 21％に引き下げられた時も、

実は、設備投資活発化の兆しはほとんどなかったわけで、逆に言えば、今回の増税時にも

さほどの変化はないと推測される。 

③ 米国法人税率は、今回増税が実施されれば、世界最高水準に戻る形になるが、そもそも米国

では、法人税のほかにも企業から徴収している税があり、仮に、法人税率が、28％にまで

引き上げられたとしても、法人からの全税収を、0.5％ポイント若干上回る程度しか増加さ

せない計算になる。しかもこの額は、トランプ前大統領の法人減税額とほぼ同額である。 

④ 法人税が全税収に占める割合は、先進国で低く、新興国で高い傾向にあるが、米国で最も高

いウエイトを占めるのは、個人所得に占める税収の割合が最も高く、消費やエネルギーから

の税収割合も低い。そしてどの国よりも不動産税の比率が高く、法人税収の割合は低い。 

 

なお、こうした中、バイデン大統領は、さらに、富裕層（年収 100万ドル以上）を対象にし

た、株式等の売却益への課税率を引き上げる（現行の２０％を 39.6％に）方針をも示しており、

さすがに、これまで高値が続いていたＮＹ株式市場も、22日以降は下落し始めているのが実情

だ。 

いずれにしても、我が国の場合は、先進国の中で財政状況が断トツに悪く、しかも、今後、コ

ロナ対策として、財政支出をさらに増加させなければならない状況に追い込まれているわけであ

り、こうした米国の事例も参考に、何らかの工夫・解決策を急ぎ講じる必要があるようにも思え

るのだが、どうだろうか。 

                                             

以 上 

 

筆者紹介 鈴木 茂（すずき しげる） 

山形県出身、(株)さわやかリサーチ特別参与。昭和 49

年日本銀行入行。主に考査畑を歩み、特に金融バブル

発生、崩壊時には一貫して最前線で処理対応に活躍。

その後北九州市助役、メリルリンチ上席顧問を経て、

現在コンサルタント会社を経営。民事調停委員を兼任。

この間、各種政府委員としても活躍。 


