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長期金利が乱高下、終値は１・０４５％

　４日の東京債券市場は、長期金利の先行きに対する見方が交錯し、
金利（債券価格）は乱高下した。 

　代表的指標となる新発１０年物国債の流通利回りは、午前の取引で約
１年１か月ぶりとなる１・４％まで急騰（国債価格は急落）した後、午
後には急低下し、前日終値を０・０５５％下回る１・０４５％で取引を
終えた。 

　塩川財務相が午前中の記者会見で、長期金利急騰への対応策として超
長期国債の発行増額を検討すると発言したことを受け、「国債増発によ
る需給悪化」（大手証券）を嫌う投資家が国債売りを加速させた。 

　しかし、午後に入ると、このところの長期金利急上昇で国債価格が割
安な水準まで下がったとの見方から、長期保有目的の生命保険や年金基
金など機関投資家の買いが増え、金利は急低下した。 

 (2003/7/4/19:30　読売新聞　無断転載禁止)
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大手行が固定型住宅ローン金利の引き上
げ検討

　長期金利の急上昇を受け、大手銀各行は４日、固定型住宅ローン金
利を引き上げる方向で検討に入った。みずほコーポレート銀行も、長期
プライムレート（企業向け最優遇貸出金利）を引き上げる見込みだ。長
期金利の上昇は、消費者や企業にも影響を与える見通しとなってきた。 

　大手銀各行とも、住宅ローンの金利は、原則毎月末の１０年物国債の
利回りなどをもとに、翌月１日に金利水準を変更しており、今月は２０
年など長期固定型を中心に引き上げたばかりだ。しかし、その後も長期
金利の上昇傾向が続いているため、１０年固定型なども含めて金利を見
直す。長期金利の上昇ピッチが速い場合、月内に引き上げる可能性もあ
る。 

　みずほ銀行、東京三菱銀行、ＵＦＪ銀行は７月１日から、住宅ローン
金利のうち、７年固定型、１５年固定型を各０・０５％引き上げ、それ
ぞれ年２・８０％、年３・４５％に、２０年固定型を０・１０％引き上
げて年３・７５％にした。 

　利用者に人気の高い１０年固定型は、みずほと東京三菱、三井住友が
年３・００％、ＵＦＪが年２・９５％に据え置いたのをはじめ、比較的
期間の短い固定型も据え置いている。 

　しかし、１０年物国債の利回りが１％を超える水準になったことか
ら、１０年型や２、３、５年型など比較的短期の固定型金利の引き上げ
も検討する。ただ、都銀にとって個人向け住宅ローンは貴重な収益源の
ため、「他行との競争があり、すぐに引き上げられない」（大手都銀）
と慎重な声も出ており、対応が分かれる可能性もある。 

　一方、長プラについては、最終的な引き上げ幅は９日午前の金利水準
をもとに決め、１０日から実施する。長期金利が４日の終値（１・０４
５％）程度で推移した場合、現行の年１・２５％から０・２％―０・
３％程度高くなる見込みだ。引き上げられれば７か月ぶりとなる。 

 (2003/7/4/23:57　読売新聞　無断転載禁止)
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ＮＴＴ接続料上げ、新電電５社が総務省
を提訴へ

　ＫＤＤＩなど新電電５社は５日、新電電がＮＴＴに払う接続料の値
上げを総務省が認可したことについて、総務省を相手取って認可取り消
しを求める行政訴訟を東京地裁に起こす方針を固めた。５社は１７日に
都内で共同で記者会見、正式発表する。 

　ＮＴＴの接続料はアメリカなどの圧力もあって、これまで一貫して、
引き下げられてきたが、総務省は今回、初めて、引き上げを認可した。
規制色が強い通信業界で、事業許可を受けている通信会社が、監督官庁
の総務省を訴えるのは極めて異例だ。 

　訴訟に踏み切るのは、ＫＤＤＩ、日本テレコム、パワードコム、イギ
リス系のケーブル・アンド・ワイヤレス（Ｃ＆Ｗ）ＩＤＣ、フュージョ
ン・コミュニケーションズ。訴訟は併合されて、１本化される見通し
だ。 

　総務省は４月２２日、２００３―０４年度の接続料を平均５％値上げ
するＮＴＴの約款変更を認可した。接続料はＮＴＴの通信回線を使用す
る新電電が払う料金で、接続料が引き上げられると、新電電の料金が上
昇する原因にもなる。 

　新電電側は「規制緩和によって料金値下げを目指してきた従来の競争
政策に逆行する」（大手通信会社幹部）と反発、今回の認可で、１社当
たり最大で数十億円規模の負担増が強いられると見ている。 

　●行政訴訟　国や地方自治体などの行政機関が行った処分などに法律
違反があり、国民の権利が損なわれた場合、その誤りを是正するための
訴訟。行政事件訴訟法に基づき、処分の取り消しや無効確認などを求め
ることができる。 

 (2003/7/5/14:37　読売新聞　無断転載禁止)
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ハンバーガー８０円に　日本
マクドナルド
　日本マクドナルドは９日、現在５９円で販売し
ているハンバーガーの価格を、７月１日から８０
円に値上げすると発表した。

　同社は、昨年２月にハンバーガーの平日半額
セールを中止して８０円に戻した。しかし、値上
げ効果は一時的にとどまり、既存店売上高の減少
傾向が続いたため、同年８月には現在の５９円に
再値下げするなど、価格戦略が“迷走”してい
た。

　マクドナルドの「５９円バーガー」は、デフレ
経済を象徴する存在として注目されてきたが、２
００２年１２月連結決算で２９年ぶりに赤字に転
落するなど業績不振から脱却できず、値上げに踏
み切らざるを得なくなった。

　同社は今後、低価格路線を改め、メニューの多
様化や店舗のリニューアルなどを図り、顧客の増
加を目指す考えだ。

　マクドナルドは、７月から毎月値引きするハン
バーガーを１種類に絞り込み、ポテトなどとの
セット販売では値引き幅を広げるキャンペーンを
始め、客単価の上昇を狙う方針だ。
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マクドナルド、価格戦略手探り　値下げ対象品を入れ替え

マクドナルドは10日からチーズバー
ガーなどを値上げする

　値上げ値下げをめまぐるしく繰り返す日本マクド
ナルドの価格戦略の腰が定まらない。同社は10日か
らチーズバーガーなど２品目を値上げし、新たに現
在220円のダブルチーズバーガーを179円に引き下げ
る。59円の格安バーガーは据え置く。「２、３カ月
ごとに値下げ品目を見直し新味を出す」（同社）と
説明するが、業績の低落傾向に歯止めがかからず迷
いにもみえる。 

　主力商品のチーズバーガーは現在の79円から定価
の120円に、フランクバーガーは75円から同150円に
戻す。ただ値上げ後のチーズバーガーの価格はハン
バーガーの２倍以上となり、チーズの有無でこの価
格差は割高感がある。 

　マック離れをくい止めるため単品より利幅の大きいセットメニューに客を誘導する。バー
ガー類とドリンク、ポテトなどを組み合わせて注文できるセットメニュー「マックチョイス」
（価格は500円と550円）に、ハンバーガーとチーズバーガーを加え、それぞれ369円、430円で
販売する。 

　同社は昨年８月、消費者の納得のいく価格という意味を込めて「なっ得バリュー」と銘打
ち、従来価格を「定価」として残しながらハンバーガーなど３品目を値下げした。値下げ対象
品目は、昨年11月中旬と今年１月初旬にも見直した。 

　フランクバーガーだけで見ると８月に定価150円を75円に値下げ、11月中旬に150円に戻し
た。さらに今年１月初旬に再び75円に値下げ、それで今回150円と実に約５カ月で４回も価格
が変わった。 

　値下げ商品の入れ替えは、低価格戦略の変更ではなく状況に応じた修正だ。ただ「定価」と
いう逃げ道を残しながら、明確に期間を区切らない「値下げセール」は、消費者の反応をうか
がいながら、価格戦略を決めていこうという「手探り」の姿勢、言い換えると自信のなさが垣
間見える。 

　かつて同社は期間を定めた「マックシェイク半額セール」などを設定、効果的に集客してき
た。ただ最近は以前と違って、期間を区切らない低価格セールも重視しているため、いきなり
価格を定価に戻す時に、客が「値上げ」の印象を持つようになっている。 

　同社の１月の既存店売上高は前年同月比５―10％程度減ったもようで、前年実績割れは16カ
月連続。前12月期決算で29年ぶりに最終赤字に転じた同社は、年末までに不採算の176店を閉
鎖する方針。価格の見直しで営業面でも、てこ入れするが、消費者の支持が得られるかどうか
は不透明だ。 

通常
版／
週末
版切
り替
えタ
ブ 

http://www.nikkei.co.jp/weekend/news/03020700020700363000.html (1/2) [2003/07/05 21:35:22]

http://www.nikkei.co.jp/weekend/
http://www.nikkei.co.jp/weekend/
http://weekend.nikkei.co.jp/kiko/
http://weekend.nikkei.co.jp/kentei/
http://weekend.nikkei.co.jp/digi/
http://parts.nikkei.co.jp/parts/net2/switchtab_we.html
http://parts.nikkei.co.jp/parts/net2/switchtab_we.html
http://parts.nikkei.co.jp/parts/net2/switchtab_we.html
http://parts.nikkei.co.jp/parts/net2/switchtab_we.html
http://parts.nikkei.co.jp/parts/net2/switchtab_we.html
http://parts.nikkei.co.jp/parts/net2/switchtab_we.html
http://parts.nikkei.co.jp/parts/net2/switchtab_we.html


NIKKEI NET ウイークエンド版

２月１０日の価格変更のポイント

単品

ハンバーガー ５９円→据え置き

チーズバーガー ７９円→１２０円

フランクバーガー ７５円→１５０円

ダブルチーズバーガー ２２０円→１７９円

マックチョイス

ハンバーガーセット ３６９円（新設）

チーズバーガーセット ４３０円（同）

[2003年2月6日/日経ＭＪ]

 激安・低価格家電で熱い戦い　「余分な機能不要」の層をつかむ

 今週の記事

・ 激安・低価格家電で熱い戦い　「余分な機能不要」の層をつかむ
・ インフルエンザ猛威　45都道府県に「警報」、年明けから急拡大
・ 今年のバレンタイン商戦、「手作り」「友チョコ」が注目株
・ マクドナルド、価格戦略手探り　値下げ対象品を入れ替え
・ 確定申告は自宅で　国税庁のウェブサービスに100万アクセス
・ 春節イベント、各地で開催　観光客集めに知恵
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ｅ株リポート
藤田田・日本マクドナルド社長の「インフレ宣言」 

　デフレ経済まっただ中と言われる中、日本マクドナルドの藤田田社長がイ

ンフレへの転換を予言している。しかもそれは、この２月14日、マクドナル

ドによるハンバーガーの値上げをもって始まるのだという。『週刊エコノミ

スト』２月19日号（２月９日発売）から転載する。 　

(2002/02/08) 

「デフレは終わった。２月14日がインフレへの転換点とな
る」 

渡辺　精一 わたなべ　せいいち

エコノミスト編集部記者 

　デフレ経済の「勝ち組」企業として、外食産業をリードしてきた日本マク
ドナルドが独自の低価格戦略の修正に乗り出した。２年前から実施してきた
ハンバーガーの半額セール（通常価格１３０円、平日は65円）を打ち切り、
平日・休日を通じて80円に統一するなどの価格改定を２月14日に実施する。
結果的に客単価の上昇を見込み、実質的な値上げとなる。狂牛病の発生によ
る売り上げ落ち込みに加え、年末からの急速な円安による輸入原材料のコス
ト増加で、同社を取り巻く環境は厳しくなっている。「デフレは終わった。
これからはインフレになる」と主張する藤田田社長に、同社の新戦略などを
聞いた。

――　なぜ、この時期に価格改定か。

藤田社長　昨年末から急速な円安が進行しているが、これには日米政府の密
約があるのではないかと考えている。当面は、景気回復へのカンフル注射だ
ろうが、これは効くだろう。また、日本政府は６００兆円規模の債務がある
が、この借金を返すにはインフレを起こすしか手段はない。米国にとって
も、日本経済を活性化させないと世界経済に波及しかねず、円安誘導してい
るのではないか。ともかく、日本がインフレに向かうことははっきりしてい
る。

　この円安局面で、輸入商品の価格は２割高になった。うちのように、輸入
食材をすぐにハンバーガーなどにして売っているところは別だが、一般に
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は、この為替変動が末端消費の製品に転嫁されるまで２～３年かかる。つま
り、２～３年後にはかなりのインフレになるとみている。

　ただ、うちはこれまで１ドル＝１０５円で為替予約してきたが、それが、
同１４０円になれば、誰が考えても値上げするしかない。昨年から、外食業
界は「価格を上げろ、上げろ」とわーわー言ってきた。僕は「もうちょっ
と」と言ってきたが、為替がこうなれば、辛抱できない。そこで、２年前に
半額セールを導入したのと同じ２月14日に価格改定することにした。

　外食産業は青息吐息だ。しかも、「65円ハンバーガー」で、昼食の価格が
抑えられて困っている。ここでうちがガッと値上げすれば、待ってましたと
ばかり、価格を上げてくる。うちが導火線になって、インフレになってくる
と思う。

――　価格改定は消費者に受け入れられるか。

藤田社長　受け入れられる。実質的には客単価は上がるが、現在、お客は平
日と土日で半々だ。土日に利用していた半分の人は「安くなる」とみるか
ら、平均すれば、同じだろう。

　僕は、誰もデフレと言っていなかった95年に「絶対デフレになる」と考
え、低価格化を進めてきた。ところが、狂牛病問題で、昨秋から売り上げが
２割減となった。８割がコストで、２割が利益だが、それがかっ飛ばされて
いるから儲からない。近く発表する２００１年12月期決算も数字はよくな
い。

　イギリス、ドイツなどのマクドナルドと情報交換しているが、欧州では狂
牛病の影響が消えるまで約１年半かかった。日本でも今年いっぱいは影響は
残る。

――　一般にインフレを実感するのはいつごろか。

藤田社長　消費者は衣食住の価格に敏感だ。外食の価格が上がれば、インフ
レであるという認識は徐々に広がる。マスコミも現在はデフレと騒いでいる
が、２月14日がターニングポイントになるだろう。

――　雪印食品事件の影響は。

藤田社長　うちは取引はなく関係ないが、消費者の食に対する不安感を生じ
させたことになる。食品産業全体に影響があるだろう。

――　３月に社長を退き、会長として、新規事業を推進する。

藤田社長　近く、あっと驚くことをやる。「マクドナルドは、昔ハンバー
ガーをやっていましたね」ということになるだろう。 

このページの先頭へ ｅ株リポート目次へ

¦ Home ¦ 毎日の視点 ¦ アジアの目 ¦ くらし･娯楽 ¦ 教育 ¦ ウーマン ¦ スポーツ ¦ 芸能 ¦ DIGITAL ¦ 

http://www.mainichi.co.jp/life/eco/spcl/020208.html (2/3) [2003/07/05 21:37:19]

http://www.mainichi.co.jp/life/eco/spcl/menu.html
http://www.mainichi.co.jp/index.html
http://www.mainichi.co.jp/eye/index.html
http://www.mainichi.co.jp/asia/index.html
http://www.mainichi.co.jp/life/index.html
http://www.mainichi.co.jp/edu/index.html
http://www.mainichi.co.jp/women/index.html
http://www.mainichi.co.jp/sports/index.html
http://www.mainichi.co.jp/entertainments/index.html
http://www.mainichi.co.jp/digital/index.html

	www.yomiuri.co.jp
	長期金利が乱高下
	固定型住宅ローン金利引き上げか
	NTT接続料上げ

	www.sankei.co.jp
	マクドナルドのハンバーガー80円に

	www.nikkei.co.jp
	マクドナルドの価格戦略

	www.mainichi.co.jp
	マクドナルド社長の「インフレ宣言」


	DGPGMFCJPCBGAIPDMBFMFMJMIGIOBOMMJL: 
	form1: 
	x: 
	f1: [コーナー▼]


	form2: 
	x: 
	f1: [コーナー▼]


	form3: 
	x: 
	f1: [コーナー▼]


	form4: 
	x: 
	f1: [コーナー▼]


	form5: 
	x: 
	f1: [コーナー▼]



	PPMILKMCGDPGJCBENECCFMAHIFHPACEKMB: 
	form1: 
	x: 
	f1: [コーナー▼]


	form2: 
	x: 
	f1: [コーナー▼]


	form3: 
	x: 
	f1: [コーナー▼]


	form4: 
	x: 
	f1: [コーナー▼]


	form5: 
	x: 
	f1: [コーナー▼]



	PKNGMBHDDHLGHHIPCCNDKABAMPMNJKKM: 
	form1: 
	x: 
	f1: [コーナー▼]


	form2: 
	x: 
	f1: [コーナー▼]


	form3: 
	x: 
	f1: [コーナー▼]


	form4: 
	x: 
	f1: [コーナー▼]


	form5: 
	x: 
	f1: [コーナー▼]



	GFEOOPHMCBJHMMBPFNCKIHNNFFCPKEBI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f3: 0
	f4: 0
	f5: 50
	f6: normal
	f7: date:late
	f8: info
	f9: nat
	f10: spo
	f11: pol
	f12: bus
	f13: int
	f14: bun
	f15: 1m
	f16: per
	f17: mov
	f18: hst
	f19: es
	f20: clm
	f21: dead
	f22: edit
	f23: book
	f24: seiron
	f25: web
	f26: per

	f2: 




