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先週および今週の我が国主要経済指標から（№250） 

１．先週の動き概要 

〇今週も、まずはコロナ感染の行方が気掛かりだ。即ち、ワクチン接種が進捗している国でも再

感染が目立っていることや、「Ｇ７サミット」が開催された英国コーンウォール地方で、その後

に感染が急拡大するなど、オリ・パラ開催を間近に控えた我が国にとって不穏な情報も少なくな

いからだ。ただ、そうした中でも、米欧中心に、経済復興の動きが急拡大しており、ここは一段

の注視が必要とも思われる。いずれにせよ、正直のところ、世界、我が国とも期待先行の観を禁

じ得ないのも事実だ。なお、我が国の場合も、週末の人流は、「蔓延防止等重点措置」に切り替

えられただけの都道府県でも、逆に大きく増加し、この結果、感染リバウンドが一層懸念されて

いる状況でもあり、注意が必要だ。 

この間、市況については、基本的には経済回復への期待を背景に、株式、国際商品の値上がり

が続いており、ＮＹ株式市場は、2日公表の雇用統計が予想以上に好調だったこともあり、再び、

過去最高値を更新して週越えとなった。ただ、その中で我が国の株価は、コロナ再感染拡大の懸

念もあって逆に値下がり基調にあり、週末には僅かに戻しはしたが、ここは注意が必要だ。なお、

我が国の石油会社が産油国から長期契約で輸入する原油が大幅に値上がりしており、サウジアラ

ビア産の 6月船積み価格は、1バレル 73.31ドルと、前月比＋7.6％も上昇し、2年 8か月ぶ

りの高値になっている。この間、為替も 111円台にまで低下しており、気になるところだ。 

 

〇この間、米国の経済指標では、まずは景況関連指標を注目したが、6 月「消費者信頼感指数」

（29日、127.3と、前月の120.0＜速報値117.2から上方修正＞から上昇）は、市場予想（119.0）

以上の改善が進んだが、この一方で、6月「シカゴ購買部協会景気指数」（30日、66.1と、前

月 75.2から低下）、6月「ＩＳＭ製造業景況指数」（1日、60.6と、同 61.2から若干低下予想）

は、ともに慎重な市場予想（各 70.0、61.0）をさらに下回る水準にまで悪化しており、必ずし

も景気が改善一方ではないことには留意が必要だ。なお、第 4 週「新規失業保険申請件数」（1

日、36.4万件と、41.5万件＜速報値 41.1万件から上方修正＞から減少）は、市場予想（39.0

万件）を上回るピッチで減少が続いているが、同「失業保険継続受給者数」（1日、346.9万人

と、341.3万人＜速報値 339.0万人から上方修正＞から増加）は、減少すると見ていた市場予

想（338.2万人）とは逆に増加に転じている。 

ただ、この一方で、雇用指標は、注目の 6月「非農業部門雇用者数変化」（2日、同前月比＋

85.0万人と、＋58.3万人＜速報値＋55.9万人から上方修正＞から大幅増加）は、強気の市場
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予想（＋70.0 万人）をも大きく上回る急増を記録するなど、経済回復を一層鮮明にした形だ。

このため、6月「失業率」（2日、5.9％と、5月 5.8％から上昇）は、市場の改善予想（5.7％）

に反して、僅かに悪化しているものの、6月「平均時給」（2日、前年同月比＋3.6％と、＋1.9％

＜速報値＋2.0％から下方修正＞から大きく上昇）が、大幅改善していることもあり、市場には、

ＦＲＢによる量的緩和縮小が早まるとの観測も出始めているようだ。さらに、5 月「貿易収支」

（2 日、同‐712 億ドルと、‐691 億ドルから赤字幅拡大）も、ほぼ予想通りに、国内需要増を

反映した輸入増を映じて赤字幅を拡大しているほか、5 月「製造業新規受注」（2 日、前月比＋

1.7％と、‐0.1％＜速報値‐0.6％から上方修正＞からプラスに転化）も、予想通りに水面上に浮

上しており、ここにきて、ようやく景況感の改善に、実体経済指標が追いついた格好だ。 

 

〇こうした中、我が国の経済指標については、まずは、日銀短観に注目したが、結局、市場が期

待していたほどではなかったが、製造業の業況感が急ピッチで改善し、コロナ禍前の 2019 年

の水準を超えた格好となった。ただ、この一方で、非製造業は、「緊急事態宣言」の影響が大き

く、小売業は弱く、サービス業も回復も鈍く、緩やかな回復にとどまっている。なお、この間、

経常利益は大幅に改善したほか、設備投資も強気姿勢が目立った格好だ。ただ、物価については、

上昇方向にはあるが弱いままだ。（詳細は、別添追補で補足した上、別途動画でも詳細解説予定。） 

その他の経済指標については、今週は、消費関連のものが中心であるが、最初に、5月「商業

動態統計」（29 日、経産省）で確認すると、小売業売上高前年比＋8.2（同前々月＋5.2→前月

＋11.9＜速報値＋12.0％から下方修正＞）と、市場予想（＋6.8％）を上回りはしたが、4 月

末に発令された「緊急事態宣言」に伴う、大規模小売店等への休業要請効果が大きく、伸びはや

や減速した格好だ。さらに、季節調整済み前月比では、‐0.4％（同＋1.2→‐4.6％）と、市場予

想（‐1.7％）ほどではないが、マイナス継続の格好だ。さらに、6月「消費動向調査」（30日、

内閣府）を見ると、消費者態度指数は、37.4（同 34.7→34.1）と、市場予想（35.5）をも上

回る形で、再び改善に転じている。内訳を見ても、全ての項目で改善しており、特に、「雇用環

境」が、35.0（同 29.1→27.7）と、大幅改善に転じているのが目立っている。ただ、「緊急事

態宣言」解除後も、大都市圏では営業制限が相応に継続しているうえ、東京都では感染リバウン

ドの動きもあり、先行きは再び悪化に転じることが懸念される。また、6月「新車登録台数」（1

日、自販連）も公表されたが、前年比＋9.2％（同＋22.2→＋30.9％）と、高い伸びを継続し

てはいるが減速が目立っているとも言えるところだ。 

さらに、消費周辺指標として、5 月「失業率、有効求人倍率」（ともに 29 日、総務省・厚労

省）も公表されたが、前者が、3.0％（同 2.6→2.8％）と、改善すると見ていた市場予想（2.7％）

を裏切る形で、2か月連続での悪化を余儀なくされた形だ。なお、3％台になったのは、昨年 12

月以来だ。さらに、後者も 1.09倍（同 1.10→1.09倍）と、市場の改善予想（1.10倍）に反

し、横ばいにとどまった。しかも、新規求人数は、コロナ感染前のおととし 5月比では、‐26.9％

もの減少が続いているわけで、市場の回復期待は楽観的過ぎとも思われるところだ。 

また、生産動向については、5月「鉱工業生産指数」（30日、経産省）で確認したが、季節調

整済み前月比‐5.9％（同＋1.7→＋2.9％）と、慎重な市場予想（‐2.0％）をさらに下回る 3か

月ぶりの悪化となった。このため、当月の生産水準は、コロナ感染拡大前の 2020年 1 月の水

準をも下回ることになる。これは、半導体不足の影響も大きいとは思われるものの、対象 15業
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種のうち 13業種が前月比低下しているわけで、ここはやや気になる動きだ。なお、基調判断は、

これも一時的なものとして、「持ち直している」に据え置いている。 

最後は、設備投資動向を、5 月「住宅着工統計」（30 日、国交省）で確認したが、前年比＋

9.9％（同＋1.5→＋7.1％）と、ほぼ市場予想通り（＋10.0％）に、さらに伸びを高める形に

なった。ただ、これも前年同月（同‐12.0％）が極端に低かったことによる面が大きく、例えば、

季節調整済み前月比年率換算で見ると、‐0.9％（同前月＋0.3％）と、5か月ぶりの減少となっ

ており、ここは注意が必要だ。なお内訳を見ると、全ての項目で増加となっているが、特に持ち

家（同前年比前々月＋0.1→前月＋8.8→当月＋16.2％）、給与住宅（同‐40.7→‐45.3→＋

129.9％）での大幅復調が目立っている。従って、2019年の消費増税と 2020年のコロナ感染

による需要減も、そろそろ底打ちと見てもよさそうだ。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、コロナについては、ワクチン接種が進捗し、米欧中心に経済復興の動きは加速してい

るかにも見えるが、この一方で、ワクチン接種に反対する勢力が台頭しているかにも見えるほか、

インドネシアのように、ここにきて感染が急拡大している先もあり、感染収束がなかなか見通せ

ない事態が続いていることも事実だ。特に我が国は、東京では再び「緊急事態宣言」発令に相当

する、感染第 4 ステージに戻りつつあるだけに、現行の「蔓延防止等重点措置」を継続するか

否かの判断を今週中にする必要があることはもとより、オリ・パラを無観客化するか否かをも含

めた議論が再度高まる可能性も高く、ここは注意が必要だ。なお、市場では、各国の物価状況を

一段と気にし出しているようだ。 

この間、市況については、先週の米国雇用統計の大幅改善も、市場では、ＦＲＢ（連邦準備制

度理事会）も金融緩和の縮小を急ぐほどではないと受け止めていると見ていることから、長期金

利は安定した動きが続くとの見方が大勢だ。このため、先週高騰した米国株式相場も、結局は底

堅い展開に終始すると見られており、我が国市場も上値は重そうだ。ただ、為替市場は、ドル買

いが進み、さらなる円安へと向かう可能性が高いと見られている。この間、原油相場は、「ＯＰ

ＥＣ（石油輸出国機構）プラス」が、当初の 1日から 5日に延期されて開催の予定だが、予定

通りに、減産幅の縮小で合意するにしても、世界経済回復に伴う需要増が大きく、結局、相場押

し上げに働くと市場は見ているようだ。 

 

〇こうした中、米国の経済指標については、まずは、景況指標の、6月「サービス業ＰＭＩ」（6

日、市場は、64.8 と、前月の 70.4 から低下予想）、6 月「ＩＳＭ非製造業景況指数」（6 日、

同 63.6 と、64.0 から低下予想）に注目したいが、市場は、ここでやや改善一服するとの慎重

な見方だ。なお、第 5週「新規失業保険申請件数」（8日、同 35.0万件と、36.4万件から減少

予想）、同「失業保険継続受給者数」（8 日、332.5 万人と、346.9 万人から減少予想）は、と

もに順調に減少するとの見方だ。 

その他の実体経済指標では、5月「卸売在庫」（9日、前月比＋1.1％と、4月＋0.8％から伸

び上昇予想）が公表予定であるが、内需の復調に伴う在庫積み増しの動きが予想されている。 
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〇なお、我が国の経済指標については、まずは、景況関連の 6 月「景気ウォッチャー調査」（8

日、内閣府）に注目したいが、市場は、季節調整済み現状判断ＤＩが、40.0（同前々月 39.1→

前月 38.1）と、緊急事態宣言の解除に伴う営業制限の一部緩和を受けて、再び改善すると見て

いる。ただ、解除後も一部の営業制限は残り、6月末からは感染者数のリバウンドが見られてい

ることから、足元の改善幅は小幅にとどまっているうえ、先行きは予断が許されないと見たほう

が良さそうだ。さらに、6月「サービス業ＰＭＩ」（5日、Markit Economics）も公表されるが、

市場は、47.2（前月 46.5→当月速報 47.2）と、とりあえず改善が進んだ後は横ばいにとどま

るとの見方だ。 

さらに、消費周辺指標として、5 月「毎月勤労統計」（6 日、厚労省）が公表されるが、市場

は、現金給付総額が、前年比＋2.1％（同前々月＋0.6→前月＋1.4％）と、やや大きく伸びを高

めると見ている。これは、そもそも年明け以降の現金給付総額は改善方向にあるわけで、「緊急

事態宣言」も、この基調を阻害するには至らないと見ているということだ。また、もともと前年

自体が急減しているわけで、その反動という面もありそうだ。なお、5 月「消費活動指数」（7

日、日銀）も公表されるが、市場は、前月（同前月比＋1.7→‐0.8％）にマイナスに転じた後、

少しなりともプラスに再び戻るか否かを注目している。 

また、輸出動向については、5 月「国際収支」（8 日、財務省・日銀）で確認することになる

が、市場は、輸出は増加しても、輸入が円安進行に因る価格上昇もあって、これを上回る増加に

なると見ており、この結果、貿易収支は、黒字幅の縮小を余儀なくされ、季節調整済み経常収支

も、1.52兆円（同 1.69→1.55兆円）と、小幅ながらもさらに黒字縮小すると見られている。 

最後は、貸出動向を、6月「貸出預金動向」（8日、日銀）で確認することになるが、市場は、

総貸出平残が、前月（同前年比＋4.8→＋2.9％）に、都銀等（同＋3.9→＋0.2％）中心に伸び

鈍化した勢いがいくらかでも回復するか否かに注目している。なお、預金平残（同＋9.5→＋

8.0％）についても同様の見方だ。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週は、まずは、日銀政策決定会合（15～16日）に注目したい。なお、公表予定の主な経済

指標は、以下の通りだ。 

 

・景況関連；7月「ロイター短観」（15日） 

・物価関連；6月「企業向けサービス価格指数」（12日） 

・設備関連；5月「機械受注」（12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(No250－追補) 

――6月日銀短観は、製造業中心に大きく改善したが、市場予想を下回り、特に先行き 

に慎重姿勢を残した格好 

――米国経済は、復興の急回復が目立つも、この一方で、巨額の財政赤字を計上予定 

――中国経済に、やや不安な動き 

 

１．6月短観は、製造業中心に大きく改善したが、市場予想を下回り、特に先行きに慎重姿勢を

残した格好 

〇6 月日銀短観については、コロナ感染の収束も、景気見通しもいまひとつ不分明な中で、「製

造業が大幅改善」、「非製造業は、やや遅れて改善」と、方向としては、市場が予測していた通り

になっているが、改善幅は予想比小幅で、しかも、先行きの改善期待も、中小企業・非製造業中

心に裏切られた様にも見えるところだ。 

さらに、縮小方向と見られていた、大企業・中小企業、製造業・非製造業の格差も、総じて拡

大の方向となっている。 

 

〇即ち、日銀短観の基調判断指標となる、「大企業製造業の業況判断ＤＩ」（前回 5→同先行き 4→

今回市場予測 19→今回実績 14→同先行き 13）は、前回から大きく改善したが、市場予測に満

たず、しかも先行きは若干ではあるが悪化方向を余儀なくされている。さらに、「同非製造業」

（同-1→-1→2→1→3）は、改善方向ではあるもののかなり小幅だ。しかも、先行きは、前者

が若干悪化を見込んでいるのに、後者は改善を見込んでおり、「コロナ感染」の先行き不透明を

勘案すれば、ここはやや腑に落ちないところでもある。 

なお、中小企業においては、製造業（同-13→-12→0→-7→ -6）・非製造業（同-11 →-16 

→‐9→‐9→‐12）とも、大企業同様に改善方向にはあるが、それも市場予想を下回ったばかりか、

依然として水面下にとどまることを余儀なくされており、しかも、非製造業は、先行きさらなる

悪化を見込むなど、ここは「コロナ感染」を正直に懸念しており、大企業とは異なるところだ。

いずれにせよ、「世界経済回復」と「コロナ禍」の影響度合いの差が、大企業・中小企業、製造

業・非製造業の格差を、ここにきて拡大しているように見えるところだ。 

なお、市場が特に注目していたのは、設備投資動向だ。要するに、前回調査ですでに異例とで

も言えるほど好調だった出足に、どの程度上積みされるか、さらには、これが非製造業にどう波

及するかが焦点であったが、大企業全産業の今年度設備投資計画は、前年比＋9.6％（同前年実

績見込み‐8.3％）と、強気の市場予想（＋6.1％）をも大きく上回る増加計画となった。さらに

は、中小企業も、＋0.9％（同‐8.5％）と、この時点でプラスになるのは、短観が中小企業を調

査・収集し始めた 1984 年以降で初めてのことでもあり、強い姿勢が窺われる結果となった形

だ。 

さらに、今回のもう一つの市場の関心事は、「インフレ期待」と、「企業採算」に直結する「仕

入れ価格の上昇がどこまで進み、それをどこまで販売価格へ転化できるか」であったが、これは、

結局期待外れにとどまった格好だ。即ち、大企業・中小企業問わずに、製造業の「仕入れ価格判
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断」（大企業；前回 15→同先行き 18→今回 29→同先行き 27、中小企業；同＋29→＋36→＋

43→＋45）は、海外の資源価格高騰や円安を映じて、さらに大きく上昇したが、この一方で、

「販売価格判断」（大企業；同-2→‐2→＋4→＋5、中小企業；同 0→＋2→＋5→＋8）への上

乗せは極く小幅にとどまり、結局、大幅「インフレ期待」はさほど高まらなかったばかりか、企

業は、大幅な採算割れに見舞われているのが実情だ。しかも、この点での苦境は、内需依存度の

高い中小企業に特に顕著といえるわけで、ここは大いに問題だ。 

最後に、企業金融の動きも大いに気になるところであったが、ここは、これまでの緩和状況に

大きな変化はなかった。ただ、この間、金融機関経営がさらに悪化の方向にあり、ここは大いに

気になるところだ。 

 

〇いずれにしても、今回短観結果では、財政・金融当局に何らかの対応を早急に迫るものではな

かったことは事実としても、「コロナ感染」の先行き次第では、新たな方策を講じる必要が生じ

ることも、また覚悟する必要がありそうだ。 

 

２．米国経済は、急回復が目立つも、この一方で、巨額の財政赤字を計上予定 

〇米国経済は、「先週および今週の我が国主要経済指標から（№250）」本文でも解説したように、

先行して回復が目立っていた景況感に、実体経済指標がある程度追いつき始めているように見え

るところだが、こうした状況下、米議会予算局（CBO）は、1日に、2021年の実質成長率を、

＋6.7％（前年‐3.5％）と、1984年以来の高い伸びになるとの見解を表明している。なお、国

際通貨基金（ＩＭＦ）も同日、米国の成長率見通しも通しを＋7.0％（4月時点では、＋6.4％）

と上方修正している。 

ただ、この一方で、米議会予算局が同時に公表した、中期財政見通しによれば、2021年会計

年度（20年 10～21年 9月）の財政赤字は、3兆 30億ドル（前回 3月時点での予測比 1.3倍）

と、前年度（3 兆 1290 億ドル）からは減少するとは言え、コロナ危機前の 3 倍に膨らむ見込

みとなり、対ＧＤＰ比率も、13.4％（同前年 14.9％）と、前年に続いて戦後 2 番目の高率に

なる形だ。これは、3 月にバイデン大統領が成立させた 1 兆 9000 億ドルのコロナ対策資金の

影響を反映させた結果でもあるが、これで、いずれにせよ、戦時を除けば例のない赤字水準が 2

年連続で続くことになる。 

なお、この間、政府債務は 2021 年度に 23 兆ドルまで積み上がり、対ＧＤＰ比率は 103％

と、第 2 次世界大戦直後の 1946 年（106％）に匹敵する過去最高水準にまで膨れ上がる計算

だ。こうした債務は、景気回復に伴う税収増で賄い、2022年度には、財政赤字も、1兆 1530

億ドルと、半減すると見てはいるが、この一方で、高齢化や社会保障費の増大、あるいはインフ

レ懸念（特に 4月の住宅価格は、前年比＋15.7％と急騰している）といった問題をも抱え込む

ことにもなるわけで、バイデン政権としては、経済復興を享受するばかりではなく、一段と難し

いかじ取りを迫られることも覚悟する必要がありそうだ。 
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３．中国経済にやや不安な動き 

〇中国経済については、米国とともに世界経済を牽引する存在と見られているが、この一方で、

幾度もその陰りを指摘する声も少なくなく、こうした中、6 月「製造業ＰＭＩ」（30 日、50.9

と、前月 51.0 から低下）が、3 か月連続での悪化となっており、懸念する向きが増えている。

なお、これも、半導体や電力の供給不足が生産の重荷になっているためとみられており、一時的

との見方もなくはないが、この一方で、中国の社債の債務不履行が、増加の一途を辿っており、

今年上半期ですでに約 2兆円（このうち約 4割は国有企業）と過去最高を記録しているとの指

摘もあるわけで、ここは目が離せない状況とも思えるところだ。 

こうした中、今週公表予定の、6月「消費者物価指数」（9日、市場は、前年比＋1.3％と、前

月＋1.3％から伸び横ばい予想）、同「生産者物価指数」（9日、同＋8.7％と、＋9.0％から伸び

低下予想）の行方が注目されている。なお、さらには、消費者・生産者間の物価乖離が、足元若

干縮小が見込まれるとはいえ、依然としてかなり大幅であることから、ここは、中国政府の何ら

かの操作も感じられるところでもあり、注視が必要だ。 

                                           

以 上 
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