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8 月 13 日(水)、内閣府より 2008 年 4～6 月期の「四半期別ＧＤＰ速報（１
次ＱＥ）
」が公表される。現段階で入手可能な基礎統計により推計すると、
同期の実質ＧＤＰ成長率は前期比▲0.8％（同年率▲3.1％）と大幅なマ
イナス成長となった模様である。名目ＧＤＰ成長率は前期比▲0.9％（同
年率▲3.7％）と実質成長率を下回ったとみられる。
需要項目別には、前期のうるう年要因の反動と所得環境の悪化により個
人消費が減少に転じた。業績の悪化を受けて企業の投資行動が慎重化し、
設備投資は大幅減となった。住宅投資は増加を維持したが、国内民間需
要全体でみると成長率を大きく押し下げた。公共投資は減少に転じたが、
政府消費が増加に転じたため、公的需要はほぼ横ばいとなった。海外経
済の減速と内需低迷により輸出入はともに大きく減少し、成長率に対す
る外需寄与度はほぼゼロとなった。
4～6 月期のマイナス成長は高成長だった 1～3 月期の反動という側面もあ
り、7～9 月期にはプラス成長に戻るとみられる。しかし、内外需とも力
強い回復は期待しがたく、潜在成長率を下回る低成長にとどまると予想
される。
以上

１．概観
内需・輸出がともに落ち込

8月13日(水)、内閣府より2008年4～6月期の「四半期別ＧＤＰ速報（１次Ｑ

み、4四半期ぶりのマイナス

Ｅ）
」が公表される。現段階で入手可能な基礎統計により推計すると、同期の

成長

実質ＧＤＰ成長率は前期比▲0.8％（同年率▲3.1％）となった模様である（図
表1）。輸出の減少により外需寄与度が低下したことに加え、国内需要が個人
消費・設備投資を中心に大きく落ち込み、4四半期ぶりのマイナス成長となっ
た。
需要項目別にみると、個人消費がうるう年の反動と所得環境の悪化を受け
て大幅減となった。住宅投資は増加が続いたが、伸びは鈍化した。設備投資
も大きく減少したため、国内民間需要の寄与度は▲0.8％Ptと成長率を大きく
押し下げた。政府消費は2四半期ぶりに増加したが、公共投資は道路財源の暫
定税率失効の影響もあって減少に転じたため、公的需要の寄与度は＋0.0％Pt
となった。その結果、実質ＧＤＰ前期比に対する国内需要の寄与度は▲0.8％
Ptの大幅マイナスとなった。内需低迷を受けて輸入が大幅減となったが、輸
出の落ち込みも大きかったため、外需寄与度は▲0.0％Ptと小幅のマイナスに
転じた。
ＧＤＰデフレーターは前年比▲1.5％と1～3月期並みのマイナス幅が見込
まれる。エネルギー・食品を中心に個人消費デフレーターが上昇したことな
どから、国内需要デフレーターは前年比＋0.6％（1～3月期同＋0.4％）とプ
ラス幅が拡大した。しかし、素原材料高の影響で輸入デフレーターの上昇が
続いたため、ＧＤＰデフレーターの低下幅は前期から変わらなかった。4～6
月期の名目ＧＤＰ成長率は前期比▲0.9％（同年率▲3.7％）と実質成長率を
下回った模様である。

【 図表 1：2008年4～6月期1次ＱＥ予測 】
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２．需要項目別の動き
うるう年の反動と所得環境
の悪化で個人消費は減少

4～6月期の個人消費は、前期比▲0.5％（1～3月期同＋0.8％）と2006年7～
9月期以来7四半期ぶりに減少した模様である。ガソリン高を受けて自動車購
入が低迷したほか、衣料品関連の支出が低調だった。ゴールデンウィークの
日並びが悪かったことも、旅行関連などの消費を抑制する要因となった可能
性がある。また、1～3月期の個人消費はうるう年によって＋0.4％Pt程度（み
ずほ総合研究所試算）押し上げられており、その反動が出たことも4～6月期
の個人消費が減少に転じる要因の一つである。
所得面では1～3月期に一時的に高まっていた名目賃金の伸びが6月の特別
給与減少などもあって鈍化したことから、雇用者報酬（名目）は前年比＋0.1％
とほぼ前年並みにとどまったとみられる（図表2）。さらに、エネルギー・食
品を中心とした物価上昇により、実質賃金が足元で大幅マイナスとなるなど、
所得環境は厳しさを増している（図表3）
。
7～9月期の個人消費はうるう年の反動という特殊要因がなくなって増加に
転じるとみられるが、物価上昇による所得環境と消費者マインドの悪化を踏
まえれば低い伸びにとどまる可能性が高い。

【 図表 2：雇用者報酬の推移 】

【 図表 3：実質賃金の推移 】
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4～6月期の住宅投資は前期比＋1.5％（1～3月期同＋4.6％）と2四半期連続
で増加したものの、伸びは鈍化した。昨年夏場の建築基準法改正による落ち
込みからの持ち直しによって2四半期連続の増加となったが、足元では資材高
の影響などから住宅需要が低迷し、着工も弱含んでいる。7～9月期以降、住
宅投資は再び減少に向かうと予想される。

業績悪化を受けて企業の投
資行動は慎重化

4～6月期の民間設備投資は前期比▲3.3％（1～3月期同＋0.2％）の大幅減と
なった模様である。資本財出荷が大幅に減少したほか、建設投資も低迷が続
いた。業績の悪化に伴って企業は投資に対する慎重姿勢を強めるとみられ、
当面の設備投資は傾向が続くとみられる。

在庫寄与度は▲0.0％Pt

4～6月期の民間在庫投資の寄与度は▲0.0％Ptになったとみられる。基礎統
計からみて製品在庫はやや積み増し幅が拡大する一方、流通在庫の積み増し
幅が縮小した模様である。
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公共投資は暫定税率失効の
影響もあって減少

4～6月期の公共投資は前期比▲1.7％（1～3月期同＋1.3％）と減少に転じた
とみられる。暫定税率の失効を受けて一時的に工事発注を見合わせた地方自
治体が多かったことなどが影響した。政府消費は前期比＋0.5％（1～3月期同
▲0.4％）と増加に転じ、公的需要全体の前期比寄与度は＋0.0％Pt（1～3月
期同▲0.0％Pt）とわずかながらプラスとなった模様である。
7～9月期以降、公共投資は微減、政府消費は微増という傾向が続き、公的部
門は成長率に対してほぼニュートラルの状況が続くと予想される。

外需寄与度は大きく低下

4～6月期の財貨・サービスの輸出は前期比▲2.9％（1～3月期同＋4.0％）
の大幅減となった模様である。欧州向け輸出が自動車などを中心に減少した
ほか、ＩＴ関連を中心にアジア向け輸出も低調だった。内需の低迷を受けて
財貨・サービスの輸入も前期比▲3.9％（1～3月期同＋1.4％）と大きく落ち
込んだため、外需寄与度が大幅マイナスとなることはなかった。しかし、4～
6月期の実質ＧＤＰ前期比に対する外需寄与度は▲0.0％Ptと1～3月期の同＋
0.5％Ptと比べると大きく低下した。
景気減速感が強まっている欧米向けの輸出は今後も低迷が予想される。さら
に、世界的なインフレの進行などから新興国の成長率も徐々に鈍化し、7～9
月期以降の輸出も弱含みが予想される。内需低迷に伴う輸入の減少傾向も続
くため、外需寄与度が大幅マイナスになることはないとみられるが、これま
でのように成長率を押し上げることは期待できない。7～9月期も外需寄与度
はほぼゼロになると予想される。

7～9月期の実質ＧＤＰは前

以上みてきたように、4～6月期の成長率は個人消費・設備投資を中心とした

期比増に転じるが、低成長

国内需要の落ち込みにより、大幅なマイナス成長となった。4～6月期のマイ

にとどまる見込み

ナス成長は高成長だった1～3月期の反動という側面もあり、7～9月期はプラ
ス成長に戻るとみられる。しかしながら、資源高を背景とした企業業績の悪
化と物価上昇が国内需要を押し下げ、海外経済の減速によって輸出の持ち直
しも期待できないため、潜在成長率（年率1％台後半）を下回る低成長にとど
まると現時点では予想している。
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