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　株式会社浜銀総合研究所調査部副主任研究員鹿庭雄介
氏をお迎えして、「新年の景気展望」という標題で卓話を
して頂きました。卓話の構成は、２つの観点からなされ
ました。１つめは景気の大きな流れの説明、２つめはマー
ケットの予測です。
　まず、景気についてですが、世界の経済の景気動向は
緩やかな成長を継続傾向にあることをデータに基づいて
説明をし、それを踏まえた上で、では日本の景気動向は？
という問いにデータで説明をしていく方式がとられました。
世界の経済のトップバッターは、なんといっても米国経済
です。トランプ政権誕生後、17年７～９月期経済成長率
は３％台達成、17 年 12月失業率 4.1％、ＩＭＳ指数 50
超と、米国経済は成長を続け、雇用・所得、企業業績
の面からも好景気であることを説明して頂きました。
　セカンドバッターは、ユーロ圏の景気です。緩やかな
回復傾向であることを実質ＧＤＰ成長率のデータで説明
をして頂きました。各国で概ね、17 年 7～ 9月で 0.3 ～

「新年の景気展望」
卓 話 報 告
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(株)株浜銀総合研究所　調査部　
副主任研究員　鹿庭雄介様

0.8％でした。
　ラストバッターは、中国経済です。17年 7～ 9月の成
長率はやや減速傾向にあることが説明されました。但し、
中国の経済統計については、算定根拠が明確でないこと
も補足として説明されました。
　これら世界の情勢を踏まえた上で真打ち、日本経済の
登場です。予想としては、経済成長率 17 年度＋1.7％、
18年度＋1.3％成長の予測が説明されました。前提として、
日本のＧＤＰ７～９月期はプラス成長、７四半期連続の
プラス成長があります。
　企業収益が成長を牽引し、特に米国、アジア圏の輸出
が好調であり、世界経済の緩やかな回復による下支え、
半導体需要の増加による追い風、インバウンド消費の緩
やかな増加等輸出面の好調さを説明して頂きました。
　また、日本国内に目を向けると企業の設備投資の高め
予想、個人消費は雇用・所得の情勢の改善見込み、耐久
消費財の潜在買換需要、公共投資の減少等様々な現状を
説明して頂きました。
　これらの景気分析に加えて、世界の金利情勢のデータ
も説明していただき、日本のマーケットを予測していただ
きました。ズバリ、18年度の日経平均株価は約25,000円
とのことです。（但し、ＥＰＳが（１株当たりの純利益）
10％増益、ＰＥＲ（株価収益率）が 15倍の場合）とても
為になる卓話でした。内容は言うまでもありませんが、
特に事柄のとらえ方がスゴイと思いました。様々な事柄を
大きくとらえた上で、１つの事柄を相対的にとらえる一方
で、その主張したい事が、様々なデータで裏付けられて
いき、より強固な主張になっていく過程を勉強させていた
だきました。
　また、遊び心も学ばせていただきました。今年は、戌
年であり、戌年にまつわる相場格言として「戌笑い」や
「犬も歩けば棒にあたる（数打てば当たる）」等があり、戌
年の相場は様々な災難のなかから幸運に出会う年か？だ
そうです。（笑）こんな遊び心も大切にしながら、心の余
裕を持って無事に１年間過ごせると良いですね。

卓話

鹿庭雄介様
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1月25日（木）
2月01日（木）

レーシングドライバー　柳田真孝様
新会員記念卓話　梅干野修司会員

現在ございません

・雑誌委員会　委員長　西村裕子
　ロータリーの友 2018 年第 66 巻第１号（縦書きＰ17）
　メークアップ時はぜひ、お仲間に足利東ＲＣ石井道康さ
　んの記事紹介。メークアップにきてくれた他クラブの会員
　の迎え方に一考をしてみてはということでした。

・インターアクト　委員会　森誠司委員長
　地区のインターアクト、ローターアクト委員会の活動報告
　をして頂きました。

◎1月11日のニューイヤーコンサートにご出演して頂い
　た髙橋香緒里様より「皆様温かい雰囲気で聴いて頂き
　とても演奏しやすく、感謝申し上げます。」というお
　礼のメールを頂きましたので、ご報告いたします。

◎2017-18年度第8グループIM（ホストクラブ:平塚南RC）
　の出欠確認をいたします。
　スケジュールを申し上げます。
　日時：2018 年 2月10日（土）　
　受付登録　　　　  13:30　　
　7クラブ合同例会　14:00
　I.M. 本会議  　         14:25 点鐘

名　　前：鹿庭雄介（かにわ　ゆうすけ）様
生年月日：昭和 56 年 5月 28 日生まれ
職　　 業：株式会社 浜銀総合研究所 調査部
　　　　　副主任研究員

卓話者ご紹介

　一般公開　　　　  15:30 各クラブ紹介
　基調講演 : 斉藤栄　熱海市市長
　テーマ：『“まちに活力を” 地域の魅力をみつけよう』　
　
　I.M. 懇親会　　      17:15 ～ 18:45　　
　会場：平塚プレジール 6階「若松の間」
　　　　（懇親会は 5階「高砂の間」
　本日出欠をご記入いただきます。

◎「第二回新会員研修セミナー」を開催致します。
　日時：2018 年 2月8日（木）　18 時 30 分より
　場所：平塚商工会議所第二会議室
　会費：食事代として3,000 円（一部クラブ負担有）
　対象：今回は特別に大谷ガバナーがご出席され、
　　　　ロータリーについての講話となりますので、入会
　　　　年数に関係なく全会員の方を対象といたします。
　締切は 1月 31 日 ( 水 ) ですが、出席可能の方は本日
　事務局までご連絡をください。

◎トロント国際大会に出席される会員に現地での日本人
　親善朝食会のご案内が来ています。
　日時：2018 年 6月24日 (日 )
　場所：ハイアット・リージェンシー・トロント
　会費：一人 10,000 円
　締切は 2月28日 ( 水 )です。
　クラブより成瀬、升水一義、牧野、清水孝一、清水雅広
　会員の 5名が出席されます。

講話が終わり片野会長と記念写真です

髙橋烈雄様（平塚湘南 RC）

株式会社  浜銀総合研究所　鹿庭　雄介様

平成 19 年 3月
平成 19 年 4月

平成 21 年 4月

平成 23 年 4月
平成 27 年 1月
平成 28 年 4月

早稲田大学大学院 商学研究科 
修士諌程修了住友信託銀行
（現三井住友信託銀行）入社
法人業務部に配属
調査部付きにて
（公社） 日本経済研究センターヘ出向
調査部へ復帰
リスク統括部へ転勁
株式会社 浜銀総合研究所入社
同社調査部副主任研究員
　　　　　　　　　　　（現在に至る）

日本経済や海外経済（新興国含む）、金融など幅広く担
当。また、浜銀総研「はまぎん金融・経済レポート」や「週
間マーケット情報」などの作成にも携わる。  F M ヨコハ
マ「ちょうどいいラジオ」の経済コーナーにも出演中。


