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2012年　東京経済の主な動き第１章

１　概況
（１）　2012年末に上昇に転じた景気動向指数
　日本の景気動向について、内閣府は、2008年２月から2009年３月まで景気の後退局面が続いた後、拡
張局面に転じたとしています。その後の景気の動きを景気動向指数によりみると、2011年３月の東日本
大震災による落ち込みの後、振れを伴いながらも2012年第１四半期ごろまでおおむね上昇傾向でした。
しかし、2012年第２四半期から第４四半期の初めまでは低迷しています。その後、年末の株価の回復や
円安の影響などにより12月に上昇に転じ、2013年１月以降も回復傾向が続いています。（図１）

（２）　GDP成長率も2012年第４四半期に上昇
　GDP成長率（前期比年率）は、2012年第１四半期は主に内需の増加により、プラスとなったものの、
第２四半期は主に輸入の増加に伴う純輸出（輸出－輸入）の減少の影響などにより、マイナスでした。
さらに第３四半期には、純輸出のマイナス幅の拡大に加え、設備投資の大幅な減少や消費支出の減少に
より国内需要も後退し、大幅なマイナスとなりました。しかし、第４四半期は、後半から景気が回復傾
向となり、公的需要に加え住宅投資や消費支出も増加したため、プラスに転じています。また、2013年
第１四半期は、株価の上昇を背景に消費支出が増加したこともあり、大幅に上昇しました。（図２）　　 

（３）　回復しつつも、リーマンショック以前の水準には達しない製造業
　2012年の法人企業の経常利益は、製造業･非製造業ともに第１四半期に比べ第２、第３四半期は減少し
ました。一方、第４四半期及び2013年第１四半期は、製造業では前期に比べ増加したのに対し、非製造
業は低迷しています。しかし、長期的にみると、2013年第１四半期の非製造業はリーマンショック以前
とほぼ同水準であるのに対し、製造業はそこまでの回復がみられません。（図３）

（４）　2012年末に上昇した株価、円安に転じた為替相場
　2012年の株価は、年当初は上昇し３月には終値が１万円を超えたもののその後低迷し、５月から10
月までの終値はおおむね８千円台にとどまりました。11月以降は再び上昇に転じ、年末の終値は１万
円を超えました。2013年に入ってからは日銀の金融緩和の影響もあり、上昇傾向が続き３月の終値は
１万２千円台となっています。（図４）

図１　景気動向指数の推移（全国）

図２　四半期別GDP（年率換算、前期比）の推移
　　　（全国）

図３　製造業･非製造業別法人企業
　　　経常利益の推移（全国）
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　円相場を月中平均値でみると、2012年５月から10月まで70円台後半と円高基調で推移しましたが、11
月から円安傾向となり、年末には80円台前半となりました。2013年に入ると日銀の金融緩和の影響など
により更に円安が進み、２月及び３月は90円台前半となりました。（図５）

（５）　2012年の東京の中小企業の業況は低迷したが、年末に改善
　2012年の東京の中小企業の業況DIは、１月から６月まではマイナス30台で推移していたものの、８月に
４ポイント悪化して以降11月までの４か月間は、マイナス40を下回りました。しかし、年末の景気の回復
を受けて、12月に４ポイント改善してマイナス37となり、さらに2013年３月に大幅に改善し、マイナス30
となりました。なお、業種別にみると、小売業は他の業種に比べて低い数値で推移しています。（図６）　

（６）　リーマンショックからの回復の動きが弱い東京の経済
　都内経済成長率は、2007年度まではプラスであったものの、2008年度、2009年度はリーマンショック
の影響などにより、マイナスとなりました。2010年度には回復に転じたものの、その動きは全国に比べ
弱いものとなっています。（図７）

（７）　第３次産業の比率が高い東京
　都内総生産額は、2007年度を直近のピークとして３年連続で減少し、2010年度は91.1兆円となっていま
す。業種別にみると、 ｢製造業｣、 ｢卸売･小売業｣、 ｢金融･保険業｣ などは減少している一方、 ｢情報通信
業｣ 及び ｢サービス業｣ は横ばい、 ｢不動産業｣ はやや増加しています。なお、総生産額における第３次
産業１の比率は、９割弱と高い水準で推移しています。（図８）
図４　日経平均株価の推移（全国） 図５　外国為替市場の円相場の推移（全国）

図６　中小企業の業種別業況ＤＩの推移（東京）

図７　経済成長率（実質：連鎖方式）の推移
　　　（東京・全国）

図８　経済活動別都内総生産額（名目）・
　　　第３次産業比率の推移（東京）

注１　第３次産業は、第１次産業（農林水産業）、第２次産業（鉱業、製造業、建設業）以外のすべての産業を含む。
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２　低調だが持ち直しの動きもみられる消費、デフレ傾向にある物価
（１）　低調だが持ち直しの動きもみられる消費
　消費者の意識を表す消費者態度指数は、東日本大震災後の急激な落ち込みの後、振れを伴いながらも
緩やかに回復し、2012年４月には震災前に近い水準となりました。５月から11月までは、やや下落傾向
となりましたが、12月以降は改善しています。（図１）
　家計消費支出は、2011年は東日本大震災の影響などにより、東京都区部、全国ともに減少しましたが、
2012年は、ともに前年より増加しています。（図２）
　2012年の東京都区部の百貨店販売額の前年同月比は、前年の震災による落ち込みの反動があった３月、
４月を除き、低調に推移しました。しかし、11月の気温低下を背景にした衣料品の好調などから、年間
販売額は前年をやや上回りました。スーパーについては年間を通して低調に推移し、年間販売額は前年
を下回りました。一方、コンビニエンスストアの年間販売額は前年を上回りました。月別にみると、５
月までの前半（前年の震災の影響の反動がある３月を除く）はプラス５～ 10％程度で推移し、６月以降
の後半はやや水準を落とし１～３％程度で推移しました。（図３）
　2012年の乗用車登録台数は、2011年12月に開始されたエコカー補助金の影響で、８月までは前年同月
に比べ大幅に増加していましたが、補助金受付終了（事業用は７月上旬、自家用は９月下旬）により、
９月以降は低調に推移しています。（図４）
　2012年の家庭用電気機器の出荷台数をみると、薄型テレビ、電気洗濯機が低迷しています。特に薄型
テレビは、2011年７月の地上アナログ放送終了後に大幅に減少した後、低迷が続き、2012年の年間出荷
台数は前年と比べ６割以上も下落しました。（図５）

図１　消費者態度指数の推移（東京） 図２　家計消費支出の推移（都区部･全国）

図３　大型小売店･コンビニエンスストア販売額の
　　　前年比・前年同月比の推移（東京都区部･広域関東圏）

図４　乗用車登録台数の推移（東京）
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第２節　低調だが持ち直しの動きもみられる消費、デフレ傾向にある物価

（２）　デフレながら2013年に入り、一部上昇がみられる物価
　2012年の消費者物価指数（天候に左右されて振れの大きい生鮮食品の影響を受けない「生鮮食品を除
く総合指数」）をみると、東京都区部、全国ともに４年連続の下落となりました。月別では、４月までは
やや上昇しましたが、５月に石油製品やテレビの値下がり等の影響で下落し、８月、９月はやや上昇し
ています。この上昇は石油製品価格の高騰や電気代値上げの影響が大きく、電気代、ガソリン代等の影
響を受けない「食料（酒類を除く）及びエネルギーを除く総合指数」でみた上昇幅は小幅になっています。
両指数とも11月以降は、都区部、全国ともに下落傾向にありましたが、2013年３月は上昇しました。（図６）
　 2012年の国内企業物価指数（企業間で取引される財に関する物価の変動を表す指数）は、海外経済の
減速による需要低迷を受け、２年ぶりに下落し、100.6となりました。品目別では、鉄鋼、非鉄金属、情
報通信機器等が下落しています。企業物価指数（国内品のほか、輸入品を含む。）を需要段階別にみると、
素原材料の価格が上昇する一方、中間財、最終財は前年と比べてやや低下しており、原材料等の価格の
上昇が最終財の価格に波及していないことがわかります。なお、素原材料の指数の上昇は主に輸入品に
よるものです。（図７）
　2012年の企業向けサービス価格指数（企業間で取引されるサービスの価格変動を表す指数）は、前年
比で0.4％下落し、４年連続の下落となりました。2012年の指数は95.8であり、これは1985年の統計開始
以来最も低い値となっています。類別にみると、不動産、リース･レンタル、情報通信などが下落しまし
た。（図８）

図５　家電製品出荷台数前年比･前年同月比の
　　　推移（全国）

図６　消費者物価指数の推移（都区部･全国）

図７　需要段階別企業物価指数の推移（全国） 図８　企業向けサービス価格指数前年比・
　　　類別寄与度の推移（全国）
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３　世界経済減速等の影響で低迷が続いた2012年の生産、自動車等で高い海外設備投
資計画

（１）　中国･欧州景気の減速等により落ち込んだ生産指数
　2005年を100とした2012年の東京の生産指数は、２月に上昇したのち５月までは85以上の水準で推移し
ました。しかし、６月に低下し、それ以降は欧州景気の減速や日中関係の悪化に伴う輸出の減少などに
より、年末まで80前後の水準に低迷しました。全国の生産指数も同様に、年の半ば頃から低下し、９月
に90を割り込んで以降は年末まで80台が続きました。その結果、2012年の暦年の生産指数は、東京は前
年を上回ったものの2010年の水準には回復せず、また全国は前年の水準を下回りました。しかし、全国
は2012年12月頃から、東京は2013年１月頃から回復の動きがみられ、東京の３月の生産指数は前月比で
2.2％上昇しました。（図１）
　2012年の東京の生産指数を業種別に前年と比べると、エコカー補助金の影響で生産が大きく増えた輸
送機械が31％、情報通信機械が19％、精密機械が５％それぞれ上昇した一方、一般機械がマイナス14％、
電子部品･デバイスがマイナス13％、電気機械がマイナス８％とそれぞれ減少しました。（図２）

（２）　製造業からの機械受注は前年に比べ減少
　民間設備投資の先行きを示すといわれる機械受注額は、2012年は３年ぶりに前年を下回りました。内
訳をみると、非製造業（船舶･電力を除く）からの受注は前年比で3.7％増加しました。一方、製造業から
の受注は前年比で7.0％減少し、中でも非鉄金属、電気機械等は前年比で特に減少率が高くなっています。
2013年の動きは、１月に製造業を中心に大きく減少したものの、２月以降は増加しています。（図３）
　金属等の加工を行うマザーマシンともいわれる工作機械の受注額は、アジアを中心とした外需の比重
が大きく、特にこの３年間は需要総額の約７割を占めています。2012年の前年比は、内需がマイナス
10.9％、外需がマイナス7.5％といずれも前年より落ち込みました。2013年に入っても内需、外需とも前
年同月比の減少が続いています。（図４）

図１　生産･在庫･出荷指数の推移（東京･全国） 図２　業種別生産指数の推移（東京）

図３　機械受注額･前年比･前月比の推移（全国） 図４　工作機械受注額･前年比･前年同月比の推移
　　　（全国）
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第３節　世界経済減速等の影響で低迷が続いた 2012 年の生産、自動車等で高い海外設備投資計画

（３）　自動車や非鉄金属で高い海外設備投資計画
　東京の2011年度の設備投資実施額は、製造業、非製造業ともに減少したため、対前年度比で7.9％減と
２年ぶりにマイナスでした。2012年度計画では、非製造業は引き続き減少する一方、製造業が増加する
ため、2.2％増と２年ぶりに増加に転じる見込みです。全国は2011年度実績で1.1％減と４年連続で減少し
ましたが、2012年度計画では、５年ぶりの増加を見込んでいます。（図５）
　2012年度の設備投資計画の金額は、東京が２兆2,641億円、全国が17兆3,883億円です。業種別では、東京
は運輸、不動産の２業種で５割強を占めているほか、その他も合わせて非製造業が大部分を占め、製造業
は15.9％にとどまっています。一方、全国は、製造業の割合が37.3％と東京に比べて高くなっています。（図６）
　東京における中小企業の設備投資の実施割合は、2009年頃からほぼ横ばいとなっており、2012年第
４四半期以降にやや上昇しました。2013年第１四半期は、製造業、小売業、サービス業は前期より上昇し、
卸売業は横ばいです。（図７）
　全国における製造業の設備投資の動機をみると、「能力増強」の割合は2012年度計画でも依然最も高い
ものの、年々低下しています。一方、「維持･補修」の割合は上昇し、2012年度計画では、「能力増強」とほ
ぼ並んでいます。（図８）
　日本企業の海外における設備投資は、2012年度計画では2011年度の実績と比べて大きく増加していま
す。新興国の需要拡大等を受けて、多くの業種で増加の計画です。地域別ではすべての地域で増加計画
となっており、特に北米や中国を除くアジアで高い伸びが見込まれています。（図９）　2012年度計画に
おける国内設備投資を100％とした場合の海外設備投資の比率は、自動車や非鉄金属では８割～９割と高
く、国内と同じような規模の設備投資が海外で計画されています。（図10）

図５　設備投資額対前年度増減率の推移
　　　（東京･全国）

図６　業種別設備投資額構成比（東京･全国、2012年度計画）

図７　中小企業の設備投資実施割合の推移
　　　（東京） 図８　製造業の設備投資動機ウエイトの推移（全国）

図９　海外における設備投資額（全国） 図10　海外／国内設備投資比率（全国、2012年度計画）
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４　回復傾向にある建築･不動産市場
（１）　下げ止まり感がみられる東京の地価
　東京の地価は、2009年以降４年連続して下落しています。しかし、2012年は住宅地、商業地ともにマ
イナス幅が縮小しており、下げ止まり感がみられます。（図１）

（２）　都内の住宅着工床面積は３年連続で増加
　都内の着工建築物床面積は、産業用建築物に比べて住宅が大きくなっています。住宅の床面積は2009
年まで減少傾向にありましたが、2010年以降は３年連続で増加しています。また、産業用建築物の合計
の床面積は、2010年、2011年と減少が続き、2012年には増加に転じています。（図２）

（３）　新規供給が相次いだオフィスビル市場
　2012年は、丸の内や渋谷地区などの再開発にともなって大規模オフィスビルの竣工が相次ぎ、都区部
で供給される大規模オフィスビルの供給量は175万㎡と高水準になりました。（図３）
  主要５区のオフィス空室率は、７％前後と高い水準が続いているものの、2012年後半からはやや低下傾
向にあります。一方、平均募集賃料は低下が続いています。（図４）

図１　用途別対前年平均変動率、基準地
　　　平均価格の推移（東京）

図２　用途別着工建築物床面積の推移（東京）

図３　大規模オフィスビル供給量の推移（都区部） 図４　オフィス空室率･平均募集賃料の推移
　　　（主要５区）
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第４節　回復傾向にある建築･不動産市場

（４）　新設住宅着工戸数は３年連続で増加
　都内の新設住宅着工戸数は、低金利や国の住宅購入支援策などの下支えもあり、３年連続で増加しま
した。内訳をみると、持家、貸家、分譲住宅ともに増加し、リーマンショックが起きた2008年に近い水
準まで回復しつつあります。（図５）　

（５）　都区部の新築マンション市場の初月契約率は７割超
　2012年の新築マンション発売戸数は、建築基準法改正の影響を受けて大幅減となった2007年や日本経
済が低迷した2008 ～ 2009年を上回ったものの、2006年以前の水準に比べると低い水準にとどまっていま
す。一方、初月契約率は、2009年以降、好不調の分岐点とされる70％を上回って推移しています。（図６）
　都区部における新築マンションの㎡当たり単価は、2007年に大きく上昇し2009年にやや低下したもの
の、首都圏や近畿圏に比べて比較的高水準で推移しています。2012年の都区部、首都圏、近畿圏におけ
る新築マンションの㎡当たり単価は、前年と比べてほぼ横ばいです。（図７）

（６）　新規登録件数は増加傾向、成約件数はほぼ横ばいの中古マンション
　首都圏における中古マンションの新規登録件数は、2009年度に大きく減少したものの、長期的には増
加傾向にあり、2012年度には17.6万件と、2000年代前半に比べて高水準です。また、成約件数はほぼ横ば
いで推移しています。なお新築戸建についても、中古マンションより市場規模は小さいものの、同様の
傾向がみられます。（図８）

図５　利用関係別新設住宅着工戸数の推移（東京） 図６　新築マンション発売戸数･年末残戸数･
　　　初月契約率の推移（都区部）

図７　地域別新築マンション㎡あたり単価の推移
　　　（全国）

図８　中古マンション、中古戸建、新築戸建
　　　流通状況の推移（首都圏）
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５　低迷が続いた企業の資金需要
（１）　金融機関からの借入金の割合は低下傾向
　企業の資金調達手段は、金融機関等からの借入、株式や社債の発行などによる金融市場からの調達、
出資など様々な方法があります。これらの資金調達手段の中で、金融機関からの借入は多くの企業が行っ
ています。
　「負債及び純資産合計に対する金融機関の借入金割合」は、資本金規模が大きくなるにつれ低下してい
ます。資本金規模が大きい企業ほど、様々な資金調達手段がある一方で、資本金規模が小さい企業は、
金融機関からの借入の比重が高いことがうかがえます。なお、2001年度からの推移をみると、いずれの
資本金規模においてもおおむね低下しており、企業の資産運用や金融市場からの資金調達、設備投資な
ど様々な状況の変化が要因として考えられます。（図１）
　東京の中小企業の主な取引金融機関は、中小規模以上の企業で都市銀行との取引割合が過半数を超え
ています。一方、小規模企業では都市銀行との取引割合が最も高いものの、信用金庫との取引割合も４
割超と高くなっています。（図２）
　国内銀行における中小企業への貸出残高は、2000年代後半以降、ほぼ横ばいで推移しています。内訳
をみると、個人経営に対しては増加しているものの、法人に対しては減少しています。（図３）
　国内銀行や信用金庫の企業への貸出金利は、2009年以降低下傾向が続いています。また、東京におけ
る中小企業の借入金金利の水準を2008年と2012年で比較すると、いずれの規模においても低下している
企業の割合が高まっています。また、規模が小さいほど金利負担が高い傾向にあり、2012年では、４％
以上の金利を負担している企業の割合は、小規模中小企業では7.6％ですが、大規模中小企業では１％未
満です。（図４、５）

図１　資本金規模別負債及び純資産合計に占める
　　　金融機関借入金割合の推移（全国）

図２　従業者規模別中小企業の主な取引金融機関
　　　（東京、2012年）

図３　国内銀行個人･法人別中小企業向貸出残高
　　　の推移（全国）

図４　貸出金利の推移（全国）

図５　中小企業の規模別借入金の金利水準状況
　　　（東京、2008･2012年）
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第５節　低迷が続いた企業の資金需要

（２）　厳しさが続く中小企業の資金繰り状況
　2012年における、中小企業の資金需要増加分の調達手段をみると、借入（融資）と自己資金が４割強、
金融機関からの融資以外の借入や社債等を含むその他が１割強となっています。2007年には約６割を占
めていた借入（融資）の割合が大きく低下した一方、自己資金の割合は上昇しており、2011年以降、借
入（融資）とほぼ同水準となりました。（図６）
　中小企業の資金繰りDIは、製造業、卸売業、サービス業において、2008年から2009年にかけて低下し
たものの、その後はゆるやかな改善傾向にあります。小売業は他の業種に比べ差が大きく開いたまま、
低迷が続いていましたが、2012年第４四半期以降やや改善し、他の業種との差は縮小しました。（図７）
　信用保証協会は、中小企業が金融機関から融資を受ける際に、スムーズに融資を受けられるよう信用
を補完するなど、中小企業の資金繰りの円滑化を図っています。2002年以降の東京信用保証協会の信用
保証承諾件数、承諾金額は、金融危機が発生した2008年に増加したものの、その後は企業の金融機関か
らの借入の低下等もあり減少しています。（図８）
　東京証券取引所の上場会社数は2002年以降、横ばいで推移しています。上場会社の株式発行による資
金調達額をみると、2009年に大きく増加しました。金融機関や企業の公募増資が活発化したことが要因
と考えられます。（図９）
　無担保で迅速に短期資金を調達できるCP（コマーシャルペーパー）１の銀行等引受分は、2008年以降減少
しています。普通社債の発行額は、2009年まで増加傾向が続きましたが、2010年に減少に転じ、2011年以
降は東日本大震災の影響を受け、電力債の起債が減少したこと等に伴い減少が続いています。（図10）
　企業間信用取引のひとつである手形の発行枚数、交換高は年々減少が続いています。情報化の進展に
ともなう決済手段の多様化や、企業が手形・小切手の発行・管理に関するコストや信用リスクに敏感になっ
ていることなどが背景として考えられます。（図11）

図６　中小企業の資金需要増加分の調達手段
　　　の推移（東京）

図７　業種別中小企業資金繰りDIの推移（東京）

図８　東京信用保証協会信用保証承諾件数･
　　　金額の推移（東京）

図９　上場会社数･株式による上場会社資金
　　　調達額の推移（東京証券取引所）

図10　ＣＰ銀行等引受分･普通社債発行額の推移
　　　（全国）

図11　手形交換高金額･枚数の推移（全国）

注１　CPとは、企業が短期資金調達を目的として振り出すことのできる無担保の約束手形のこと。電子CPは、企業が短期資金調達を目的として発行する短
期社債等。

注２　ABCPとは、資産担保CP。
注３　デュアルカレンシーとは債払い込みと利払いは円で、償還はドル等外貨でおこなうもの。リバースデュアルカレンシー債はその逆。
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６　倒産件数は減少したものの厳しい経営が続く中小企業
（１）　３年連続で前年を下回った東京の倒産件数
　2012年は、円高や世界経済の減速、電気料金の値上げなどにより、企業にとって厳しい経営環境が続
きました。しかし、東京の企業倒産件数は、 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置
に関する法律（以下、中小企業金融円滑化法）」や、それにともなう中小企業等への金融･経営支援策な
どもあり、2,470件と３年連続で前年を下回りました。（図１）
　また、2012年の東京では、負債総額1,000億円以上の大型倒産が１件にとどまりました。このため、年
間の負債総額は、過去20年で最も少なかった前年よりは増加したものの、引き続き低い水準になりまし
た。月別では、負債を多く抱えた企業の倒産が数件発生した２月と、大型倒産が発生した７月に高くなっ
ています。（図２）
　倒産の原因で多くを占めるのが、販売不振、既往のしわ寄せ（赤字累積）、売掛金等回収難を含めた、
いわゆる不況型倒産です。東京の倒産件数に占める不況型倒産の割合は、1993年以降80％を超えています。
全国における不況型倒産の割合は、1991年は全体の半分以下でした。しかしその後増加し、2010年以降
には80％を超えています。なお、東京の不況型倒産の原因では、販売不振が約９割を占めています。（図３）
　東京の倒産件数を形態別にみると、1990年代は、手形･小切手が６か月以内に２回不渡りになった場合
の「銀行取引停止処分」が８割以上を占めていましたが、2000年以降は、手形取引件数の減少に伴い縮
小しました。一方、 「破産」の件数は、少額の予納金で迅速に処理が可能な「法人の少額管財手続」が東
京地裁で開始されたことなどにより、大幅に増加しています。（図４）
　東京の倒産企業における総従業員数は、2012年では19,303人となりました。なお全国比は、東京で大企
業の倒産が発生した2010年を除き、おおむね２割弱から３割弱の間で推移しています。（図５）

図１　倒産件数の推移（東京･全国） 図２　負債総額の推移（東京･全国）

図３　原因別不況型倒産件数･総数に占める割合
　　　の推移（東京、全国）

図４　形態別倒産件数の推移（東京）
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第６節　倒産件数は減少したものの厳しい経営が続く中小企業

　2012年の産業別倒産件数構成比は、東京、全国ともに「卸売業,小売業」が約４分の１を占めています。
また東京には、 「情報通信業」、 「学術研究,専門･技術サービス業」の事業所が集積していることもあり、
倒産件数に占めるこれらの業種の割合も全国に比べ高くなっています。（図６）

（２）　増加し始めた中小企業金融円滑化法関連倒産
　中小企業等への貸し渋り･貸しはがし対策の一つとして、2009年12月に中小企業金融円滑化法が施行
されました。この法律は、2011年３月に終了予定だったものの、東日本大震災の発生や厳しさが続く経
済情勢を受け、2013年３月までに２度の延長がされました。これにより金融機関は、貸付条件の変更や
円滑な資金供給などに努めるとともに、国からは経営相談･指導や、事業再生等のコンサルティング機能
を発揮するよう求められました。このため、2010年以降中小企業の倒産が抑制されていました。しかし
2012年に入り、同法を利用したものの事業改善が進まず、倒産する企業が増加しています。なお、最近
では、同法の終了に伴い、地域経済活性化支援機構や中小企業再生支援協議会と金融機関との連携強化や、
事業再生ファンドの相次ぐ設立など、中小企業支援の取組が進んでいます。（図７）
　企業の活動停止には、倒産のほか、休廃業･解散があります。東京における休廃業･解散件数は、倒産
件数より多く約３千件で推移しており、2011年度は、休廃業が1,498件、解散が1,558件で計3,056件となり
ました。業種別にみると、 「サービス業」が29.4％と最も高く、続いて「卸売業」、 「建設業」、 「製造業」が
それぞれ10％を超えており、これらの業種で全体の約４分の３を占めています。（図８）

図５　倒産企業総従業員数･全国比の推移（東京） 図６　産業別倒産件数構成比（東京･全国、2012年）

図７　中小企業金融円滑化法関連倒産の推移（全国） 図８　休廃業･解散企業数の推移、業種別構成比
　　　（東京）
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７　持ち直しの動きがみられる雇用情勢
（１）　完全失業率は改善傾向
　雇用関係の代表的な指標である完全失業率は、 「労働力人口」に占める「完全失業者」の割合を表しま
す。また、完全失業者とは、15歳以上人口のうち、 「仕事がなく調査週間中に少しも仕事をしなかった」、 

「仕事があればすぐ就くことができる」、 「調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしてい
た」の３つの条件を満たす者をいいます。東京における完全失業者数と完全失業率は、いずれもリーマ
ンショック後の不況の影響等で2009年、2010年と悪化が続きました。しかし、2011年、2012年はともに
改善しています。なお、2010年以降、東京の完全失業率は全国より高い値で推移しています。（図１）
　「事業主都合による離職者数」及び「離職者全体に占める割合」は、ともに2009年に大幅に悪化した後、
2010年から2012年まで３年連続で改善しています。しかし、どちらも悪化前の2008年以前の水準には戻っ
ていません。（図２）

（２）　増加する非正社員への就職者
　東京のハローワークによる就職者数は４年連続で増加しています。内訳をみると、正社員としての就
職者はほぼ横ばいである一方、非正社員としての就職者数は増加しており、就職者全体に占める非正社
員の割合は高くなっています。また、東京の就職率も３年連続で増加しており、2012年は23.7％となりま
した。（図３）

（３）　雇用不足感が高くなったサービス業
　都内中小企業の雇用人員DIをみると、2012年は、製造業と卸売業で「過剰」感が高まった一方、小売
業とサービス業では「不足」感が高まりました。特に、サービス業は第４四半期のDI値が12.1と「不足」
感が高まっています。（図４）
図１　男女別完全失業者数･完全失業率の推移

　　　　（東京･全国）
図２　事業主都合による離職者数･離職者全体
　　　に占める割合の推移（東京）

図３　就職者数･就職率の推移（東京･全国） 図４　中小企業の雇用人員ＤＩの推移（東京）
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第７節　持ち直しの動きがみられる雇用情勢

（４）　１倍を超えた東京の有効求人倍率
　2012年の東京の有効求人倍率は、２年連続で改善して1.08倍となり、４年ぶりに１倍を超えました。月
別に有効求職者数と有効求人数をみると、有効求職者数は減少傾向、有効求人数は増加傾向です。その
差は徐々に拡大しており、有効求人倍率は回復基調が続いています。全国でも、有効求人倍率は回復傾
向にあり、2012年は３年連続で改善し、0.80倍となっています。（図５）
　雇用形態別の新規求人倍率をみると、2012年は、一般、パートともに上昇し、パートは2.54倍、一般は
1.56倍となりました。また、2012年の新規求職者数と新規求人数は、リーマンショック以前の2007年の水
準に回復しています。（図６）

（５）　職業別、産業別で大きく異なる求人･求職状況　
　職業別の新規求人数と新規求職申込件数は、 「専門的･技術的職業」や「販売の職業」等では新規求人
数が新規求職申込件数を上回っているのに対し、 「事務的職業」、 「生産工程･労務の職業」では下回ってい
ます。有効求人倍率でみても、 「保安の職業」は4.76倍、 「運輸･通信の職業」は1.85倍と高い一方、「事務的
職業」は0.23倍、 「生産工程･労務の職業」は0.58倍と低迷しており、職種による雇用のミスマッチが発生
していることがうかがえます。（図７）
　東京における産業別の新規求人数の構成比は、 「サービス業」が最も高く、 「医療,福祉」、 「卸売業,小売
業」が続いています。また、東京は全国と比較して「情報通信業」の割合が高いのが特徴的です。なお、
東京の新規求人数は9.5万人で全国の約８分の１を占めています。（図８）

図５　有効求人求職者数･有効求人倍率の推移
　　　　（東京･全国）

図６　雇用形態別新規求人倍率･求職者数･求人数
　　　の推移（東京）

図７　職業別新規求人･求職状況（東京、2011年度） 図８　産業別新規求人数構成比
　　　 （東京･全国、2012年）
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（６）　減少に転じた賃金、労働時間
　東京における月間現金給与総額は、2009年に景気悪化の影響で減少し、2010年にはわずかに増加した
ものの、2011年は東日本大震災の影響等により再び減少しました。そして2012年においても、前年比マ
イナスとなりました。なお、全国においても同様の動向がみられます。
　東京の2012年の月別の動きをみると、前年同月比は一進一退を繰り返しています。なお、６月と12月
の現金給与総額については、ボーナス等の賞与を支給する企業が多く、他の月よりも金額が大きくなっ
ています。（図９）
　東京における賞与支給額は、2009年では夏季、冬季ともに大きく落ち込みましたが、2010年は夏季、
2011年は夏季、冬季ともに前年比でプラスとなりました。2012年には夏季、冬季ともにマイナスに転じ
ました。（図10）
　東京の総実労働時間は、2009年に減少し、2010年には増加しましたが、2011年は震災等の影響により
再び落ち込みました。しかし2012年には増加に転じ、所定内、所定外ともに前年から増加しています。
　景気の動きに左右されやすい所定外労働時間の2012年の月別の動きをみると、東京は、１月から８月
までは前年同月比でプラスで推移し、９月、12月はマイナスとなりました。なお、全国においては、１
月から６月までは前年同月比でプラスで推移し、９月から12月まではマイナスで推移しました。（図11）
　東京における産業別の月間総実労働時間を、2005年と比較すると、 「建設業」などでは増加し、 「製造業」
や「運輸業,郵便業」では減少しています。（図12）

図９　月間現金給与総額の推移（東京･全国） 図10　賞与支給額の推移（東京）

図11　月間総実労働時間の推移（東京･全国） 図12　産業別月間総実労働時間の推移（東京）
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