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＜FOCUS＞
回復示す企業の投資スタンス、残る財政のハードル

¾ 企業の投資スタンスは改善してきている。フィラデルフィア連銀・製造業景況調査におけ
る資本支出 DI は均してみれば改善傾向にあるほか、ビジネス・ラウンドテーブルによる
CEO サーベイでも、第 1 四半期の資本支出 DI は前期から大きく上昇している。一方、回
復期の水準としてはまだ若干低く、コア資本財受注の伸びも弱めである。昨年後半にかけ
て弱含んだ設備投資は回復方向にある一方、持続的増加を見込むには投資スタンスのもう
一段の改善を確認する必要がある。
¾ 設備投資の持続力を示すものとして、資本支出 DI における回答割合の変化は注目しても
いいだろう。フィラデルフィア連銀調査における、設備投資を「現状維持」とした回答割
合は、1980 年代に 50%を超える水準にあったが、1990 年代以降、企業の投資行動積極化
を反映し 40%台前半で推移、2000 年代後半以降、再び上昇し、ここ数年は緩やかな低下
傾向にある。設備投資計画を据え置きとする回答割合は、金融危機後の設備投資に対する
企業の様子見姿勢の強まりと、その後の緩やかな改善傾向を示すものといえるだろう。
¾ 3 月の同連銀調査では、設備投資を増やさない理由として「期待売上の伸びが低い（54%）」
や「設備稼働率が低い（46%）」との回答が多い。慎重な投資姿勢の背景の多くは、前回
景気後退が厳しかったことの反映と捉えられ、今後も景気回復が続けば、循環的に解消す
ることが期待される。一方、やや構造的な投資抑制要因として、財政政策に対する不透明
感が作用している可能性には留意が必要であろう。デューク大・CFO サーベイでは、企業
経営上の懸念材料として、連邦政府の政策や政府債務拡大への懸念が強まっている。
¾

実際、政府支出対 GDP 比率と設備投資を現状維持とする回答割合の推移は、両者が必ず
しも無相関ではないことを示しているようだ。1980 年代前半には財政赤字を背景とした高
金利が民間投資のクラウディングアウトに繋がった一方、財政健全化が進んだ 1990 年代
には、低インフレ・低金利が投資活性化と生産性上昇に寄与した。景気底入れから 4 年弱
が経過し、企業セクターの強さがより明確化すべきタイミングであるが、財政政策の迷走
が重石として残るなか、設備投資の改善は民間部門の生き残りにかけた投資意欲や歴史的
低金利に依存する形で緩やかに進んでいくとみるのが妥当であろう。
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第1図：設備投資サーベイと資本財受注
非国防資本財受注（除く航空機）（右目盛）
フィラデルフィア連銀・資本支出DI（左目盛）
CEOサーベイ・資本支出DI（左目盛）
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（注）資本支出DIは今後6ヵ月の投資計画。
（資料）フィラデルフィア連銀、ビジネスラウンドテーブル、商務省より
三菱東京UFJ銀行経済調査室作成

第2図：フィラデルフィア連銀製造業調査
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（注）実線はHPフィルターによるトレンド。
同比率は 1980 年代に 50%を超える水準に
（資料）フィラデルフィア連銀より三菱東京UFJ銀行経済調査室作成
あったが、1990 年代以降、企業の投資行動積
極化を反映し 40%台前半で推移、2000 年代後半以降、再び上昇し、ここ数年は緩やかな低下
傾向にある。「増加割合」−「減少割合」で計算される DI には、こうした微妙な変化は明確
には反映されないが、設備投資計画を据え置きとする企業の割合は、金融危機後の設備投資に
対する様子見姿勢の強まりと、その後の緩やかな改善傾向を示すものといえるだろう。

企業経営上の懸念は低成長と財政
3 月のフィラデルフィア連銀調査では、設備投資を増やさない理由を聞いているが、「期待
される売上の伸びが低い（54%）」や「設備稼働率が低い（46%）」、「（IT 関連以外の）設
備更新の必要性が低い（43%）」との回答が多い。慎重な投資姿勢の背景の多くは、前回の景
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（前年比、％）
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（回答割合、％）

上向く投資スタンス
企業の投資スタンスは改善基調にある。3
月フィラデルフィア連銀・製造業景況調査に
おける資本支出 DI は 6.8 へ低下したが、均し
てみれば改善傾向にあるほか（第 1 図）、ニ
ューヨークやリッチモンドなど他の連銀調査
における資本支出 DI も総じて上向きである。
ビジネス・ラウンドテーブルによる CEO サー
ベイでも、直近第 1 四半期の資本支出 DI は前
期の 7.0 から 23.0 へ大きく改善している（同
図）。
一方、水準自体はまだ若干低い。今回回復
局面におけるフィラデルフィア連銀・資本支
出 DI の平均は 12.8、CEO サーベイは 31.9 で
ある。こうしたなか、コア資本財受注も上向
いてきているものの、伸びは若干弱めである
（同図）。昨年後半にかけて弱含んだ設備投
資は足元で回復方向にある一方、その持続的
増加を見込むには、今後、投資スタンスのも
う一段の改善を確認する必要がある。

（回答割合計、％）

気後退が厳しかったことの反映と捉えられる。今後、景気回復が続いていけば、循環的に解消
することが期待できるであろう。
一方で、やや構造的な投資抑制要因として、
第3図：デューク大CFO調査：経営上の懸念材料
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財政政策は当面迷走脱せず
実際、政府支出の対 GDP 比率と、前述の設
備投資を現状維持とする回答割合の推移は、両
第4図：政府支出と設備投資・現状維持回答割合
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府支出の高まりや財政赤字が設備投資の抑制
（注）年平均ベース。
（資料）商務省、フィラデルフィア連銀資料より三菱東京UFJ銀行
要因ではなく、逆に、企業の投資が抑制されて
経済調査室作成
いるから政府支出が相対的に大きくなってい
るとの解釈も可能である。
ただ、問題は、高齢化や格差拡大などもあって社会保障制度を巡る与野党や国民間の対立構
造が明確となるなか、目指すべき財政政策に関する議論前進が当面は期待し難いことである。
両者の因果関係は今後の設備投資動向で判断できるとも言えるだろう。景気回復から既に 4
年弱が経過し、財政政策の不透明感が払拭できれば、企業セクターの強さがより明確化しても
おかしくないタイミングであるが、今後も財政政策の迷走が続くとみられるなか、設備投資の
改善は、民間部門の生き残りにかけた投資意欲や歴史的低金利に依存する形で、時間をかけな
がら緩やかに進んでいくとみるのが妥当ではないか。
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（注）上位3つの外的懸念材料とした回答割合の合計。
直近調査で回答割合の多かった上位6項目を比較したもの。
（資料）デューク大資料より三菱東京ＵＦＪ銀行経済調査室作成
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The information herein is provided for information purposes only, and is not to be used or considered as an offer or the
solicitation of an offer to sell or to buy or subscribe for securities or other financial instruments. Neither this nor any
other communication prepared by The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (collectively with its various offices and
affiliates, "BTMU") is or should be construed as investment advice, a recommendation to enter into a particular
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warranty regarding such accuracy and shall not be responsible for any inaccuracy in such statements or assumptions.
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