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⽯本 ⼤貴 / ピクテ投信投資顧問 マ
ーケ担当

もし、出版PRのマーケッターだった
ら？

こんにちは、マーケティングオフィサーの⽯
本です。 今⽇は、PR&マーケティングディ
レクターではなく、ピクテという会... 

最新の市場情報 ※営業⽇はリアル更新

⽇経平均株価(円) 22,200.56 +110.44

⽇経平均先物(円)
 ⼤取,19/06⽉ 22,190 -10

TOPIX 1,616.93 +1.96

業績ニュース 株価材料 記者の⽬

⽇経平均先物、夜間取引で下落 10円安の２万2190
円で終了 （4/20 5:42）

ＪＰＸ⽇経400⼤引け 反発、17ポイント⾼の１万
4367 （4/19 15:54）

株価指数先物・オプション⼤引け 先物反発、コール
買われる （4/19 15:52）

東証⼤引け 反発、任天堂急伸で個⼈強気に 週末で
伸び悩み （4/19 15:26）
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⽇経ヴェリタスセレクト

⼤論戦――消費増税、どう影響 
経済と市場の展望を聞く

2019年10⽉の消費増税が迫ってきた。マクロ経済や企業業績、株式市場にはどのような影
響が出るのか。政府は多額の経済対策を講じるが、⼀部には増税延期論もくすぶる。市場関
係者や企業経営者に、消費増税の影響や経済対策の評価などを聞いた。

■マクロ経済〜景気対策 恒久化の恐れも/参院選控え先送りの可能性

政府は10⽉、消費税率を8%から10%に引き上げる予定だ。マクロ経済にはどのような影
響を与えるのか。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、2019年
度下期の実質国内総⽣産（GDP）成⻑率を1.4
ポイント押し下げると試算する。政府は住宅・
⾞の購⼊⽀援のほか、教育無償化や国⼟強靱
（きょうじん）化に向けたインフラ投資といっ
た増税対策を実施するが、それでも成⻑率は
0.9ポイント押し下げられるという。三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券の嶋中雄⼆⽒は「増
税後の景気失速リスクは⼤きく、現状の景気対
策では不⼗分」と指摘。「19年度補正予算の編
成を前倒しするなど、機動的な財政出動が必要
になる」と話す。

消費増税は、⾼齢化で増⼤する社会保障費に対応するためのもので、財政健全化の中核に位
置づけられる。政府は25年度に国と地⽅の基礎的財政収⽀（プライマリーバランス=PB）
を⿊字化する⽬標。財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の委員を務める慶応義塾⼤学の
⼟居丈朗⽒は「税負担の世代間格差を是正し、安定的な社会保障制度を構築するために不可
⽋」と消費増税の意義を強調する。

それだけに歳出を押し上げる景気対策には批判も聞かれる。野村総合研究所の⽊内登英⽒は
「過剰な対策で健全化の効果をかなり損ねてしまった。増税後に景気が悪化すれば恒久措置
になる可能性もある」と懸念する。SMBC⽇興証券の宮前耕也⽒も「⼀時的な需要先⾷いで
対策終了時の反動減が⼤きくなるうえ、必ずしも財政再建につながらない」と語る。
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検索急増

１:任天堂

２:ヤマトＨＤ

３:コシダカＨＤ

４:ホシデン

５:セブン＆アイ

６:ユーグレナ

７:ソニー

８:パナソニック

９:ハウス

10:モバファク

11:ミネベア

12:⽇本郵政

13:ＬＩＸＩＬグ

50位まで表⽰

＋15.62%

＋15.03%

＋14.12%

＋13.73%

＋10.12%

値上がり率 東証1部

１:モバファク

２:ホシデン

３:任天堂

４:ＴＯＷＡ

５:オプトラン

50位まで表⽰

－10.49%

－7.74%

－7.09%

－5.82%

－5.06%

値下がり率 東証1部

１:ヤマトＨＤ

２:ＬＩＸＩＬグ

３:東洋

４:モロゾフ

５:ハウス

50位まで表⽰

[PR] ⼀覧はこちら

伊藤洋⼀さんの注⽬コラム
FRB、利下げまで視野に★政治的圧⼒
も増す中、年内利下げはあるか★⾦融
そもそも講座

資産形成応援プロジェクト
⼈⽣100年時代のマネー 今こそ資産
形成を考えよう！

注⽬ランキング

注⽬ランキングをもっと⾒る

税率10%への引き上げは本来、15年10⽉に予定していた。ただ安倍晋三⾸相はこれまで2
度にわたり延期した。今回、安倍⾸相は「リーマン・ショック級の事態が起きない限り予定
通り増税する」と繰り返している。

今回は"三度⽬の正直"となるのか。政府は4⽉の⽉例経済報告で景気は「緩やかに回復して
いる」との総括判断を維持した。ただ輸出や⽣産は「⼀部に弱さもみられる」としている。
⾃⺠党の萩⽣⽥光⼀幹事⻑代⾏は18⽇、消費増税に関し6⽉の⽇銀企業短期経済観測調査
（短観）次第では「違う展開はある」と述べ、増税延期の可能性に触れた。これについて菅
義偉官房⻑官は改めて「リーマン・ショック級の出来事が起こらない限り予定通り引き上げ
る」として増税延期を否定した。

増税の有無を巡って市場関係者が注⽬するのは海外経済の動向だ。三菱UFJモルガン・スタ
ンレー証券の嶋中⽒は「中国の製造業購買担当者景気指数（PMI）など海外の先⾏指標は底
⼊れしつつあり、海外景気の先⾏きからみて増税延期は考えにくい」と読む。また、慶応義
塾⼤学の⼟居⽒は「今の時点で既に、10⽉以降に商品を引き渡す契約は新税率の10%にし
なければならないことが法令で決まっている。撤回しにくいだろう」と話す。

ただ今夏には参院選を控える。政治情勢を理由とした延期論もくすぶる。

1度⽬も2度⽬も延期直後の国政選挙で与党は⼤勝した。SMBC⽇興証券の宮前⽒は「いず
れも増税の延期・中⽌を公約に掲げた野党との明確な争点を失わせたことが与党の勝利につ
ながった」と振り返る。今回も「予定通りの増税がメインシナリオだが、安倍⾸相が再々延
期を表明する可能性を否定できない」と話す。野村総合研究所の⽊内⽒も参院選に触れ「メ
インシナリオではないが、先送りの可能性はある」と指摘する。

■マーケット〜百貨店株 ⾼額品離れ重荷に/五輪需要 株⾼後押し

消費増税で国内の株式市場はどう動くのか。1989年4⽉の消費税導⼊、97年4⽉の5%への
増税、2014年4⽉の8%増税時の⽇経平均株価の推移をみると、いずれも上昇した後は⽅向
感の分かれる展開になっている。

⼤和証券の⽯⿊英之⽒は「⼀般的に個⼈投資家が持ちやすい『増税=株安』というイメージ
は間違い」と断⾔する。海外投資家などからは財政再建路線を好感した買いも⾒込まれ、相
場全体が⼀⽅向に傾く展開にはなりにくい。⽯⿊⽒は10⽉の10%への引き上げについても
「⽇本株への影響は限定的」とみている。

問題は、⼩売業など消費関連株の動向だ。個⼈消費はGDPの6割を占める。それだけに増税
の個⼈消費への影響は無視できない。

⽇経チャンネルマーケッツ

⽇経チャンネルマーケッツでは、マーケット・経済専⾨チャンネル
⽇経CNBCの番組をライブ配信。配信中の番組から注⽬のトピック
スをお届けします。

「鈴⽊亮の視界亮⾏」
4⽉19⽇（⾦）14:20

任天堂 「スイッチ」を中
国で発売へ テンセントと
協業
パイオニアが希望退職者を募集
リストラに着⼿
4⽉19⽇（⾦）13:00

売買⾼  検索急増  予想PER低位
東証売買代⾦  時価総額上位  PBR低位
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今回の消費増税では、新たに軽減税率が導⼊さ
れる。この制度では⽇常⽣活に⽋かせない飲⾷
料品などは8%のまま税率を据え置く。⾷品ス
ーパー⼤⼿、ヤオコー（8279）会⻑である⽇
本スーパーマーケット協会の川野幸夫⽒は
「8%への増税時と⽐べて相対的に上げ幅が⼩
さいうえ、軽減税率の効果も⼤きい」とし、
「10⽉の増税による企業業績へのマイナス影響
は⼩さい」と強調する。

⼀⽅、政府が消費下⽀え策の柱と位置づけるキ
ャッシュレス決済へのポイント還元制度につい

ては、⾒⽅が分かれている。これはクレジットカードや電⼦マネー、スマートフォンで読み
取るQRコードなどキャッシュレスで決済した消費者に対し、中⼩の飲⾷店や⼩売店などの
買い物の場合は5%分、フランチャイズ店では2%分をポイントで還元するものだ。

慶応義塾⼤学の⼟居⽒は「消費者に直接還元するという点で反動減対策には⾮常に有効。キ
ャッシュレス化の進展も⼀⽯⼆⿃で期待できる」と評価する。ただ、ポイント還元は⼤企業
の直営店などが対象外だ。⽇本スーパーマーケット協会の川野⽒は「ポイント還元が適⽤さ
れない企業は値下げで対抗せざるを得ず、結局は泥沼の消耗戦になる」と懸念する。そのう
えで「企業間の健全な競争環境をゆがめ、9カ⽉間のポイント還元終了後は余⼒がない中⼩
企業の淘汰が進む」とみている。

消費マインドへの影響については「⾼額品などは⼀定の落ち込みがあるのではないか」
（SMBC⽇興証券の宮前⽒）との声が多く、百貨店などの株価の重荷となりそうだ。ただ
「増え続けるインバウンド（訪⽇外国⼈）は増税に左右されない。国内の消費を下⽀えして
いく」（⼤和証券の⽯⿊⽒）との⾒⽅も出ており、堅調なインバウンド需要が消費関連株の
カギを握っている⾯もある。

今のところ市場全体では増税後の株⾼を⾒込む声が多い。三菱UFJモルガン・スタンレー証
券の嶋中⽒は「国内外の投資家は増税後の追加の景気対策まで織り込んでおり、東京五輪・
パラリンピックなどイベント需要も相まって⽇経平均は増税後に緩やかに上昇していく」と
読む。市場では英国の欧州連合（EU）離脱問題や⽶中通商協議への進展期待も⾼まりつつ
ある。⼤和証券の⽯⿊⽒は「19年後半にかけて海外景気も回復し、増税後は輸出関連株が
けん引する形で⽇経平均は2万4000円の上値を試していく局⾯に⼊る」とみる。

慶応義塾⼤学の⼟居⽒は「マーケットのポジション（持ち⾼）は増税後の景気腰折れリスク
に⾝構えて⼀時的に伸び悩むかもしれないが、それが杞憂（きゆう）だと分かれば過剰にリ
スク回避した分は戻ってくる」と先⾏きを楽観視する。

ただ、景気下振れリスクはくすぶる。世界経済が悪化すれば消費増税と相まって⽇本経済の
下押し圧⼒は強まる。野村総合研究所の⽊内⽒は「世界経済の状況がもっと厳しくなると⽇
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定期購読・試読の申し込みはこちら

本政府は財政拡張に動き、⽇銀も追加緩和を迫られる」と読む。しかし「追加緩和は効果が
⼩さく（⾦融機関の収益圧迫などの）副作⽤が⼤きい」とも指摘し、市場のかく乱要因にな
ることを警戒している。

阿部真也、逸⾒純也が担当した。

［⽇経ヴェリタス2019年4⽉21⽇号］

⽇経ヴェリタス
経済・マーケットの今を深く知る。資産運⽤ビギナーから投資のプロまで、投資にかかわる
すべての⽅に「確かなモノサシ」となる情報を発信します。

⽇経ヴェリタスセレクトをMyニュースでまとめ読み

 補選・同⽇選・野党対策… 増税延期発⾔、臆測呼ぶ （2019/4/20付）

 ⿇⽣財務相、消費増税「社会保障に必要」 （2019/4/19 12:38）

 消費増税「予定通り」 官房⻑官、萩⽣⽥⽒の発⾔を否定 （2019/4/18 21:10更新）

 消費増税は6⽉景況感次第 ⾃⺠・萩⽣⽥⽒ （2019/4/18 11:55）

 10⽉の消費増税まで半年 何が変わる？ （2019/3/29付）

 ⾸相「増税延期はリスク」 消費税上げに覚悟 （2019/3/28付）

 ⽇経ヴェリタス 購読・試読の申し込みはこちら

電⼦版トップ マーケットトップ

PR いまの私にできること。ファンズアイではじめよう。／野村アセット

PR FRB、利下げまで視野に★伊藤洋⼀さんの注⽬コラム☆⾦融そもそも講座★

PR 【春割】⽇経産業新聞ビューアーが5⽉末まで無料！申込はこちら

PR 渋⾕エリアに10カ所以上 ⽇経OFFICE PASSなら⽉額14,980円で⾃由席が使い放題

PR 「企業からのお知らせ」掲載企業をこちらでご確認いただけます
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