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１　概況
(1)　持ち直し傾向の日本経済

　日本経済は実質GDP（年率換算、前期比）が2008年の第２四半期から４四半期連続でマイナスと

なり、2009年第１四半期にはマイナス15.8％まで落ち込みました。その後上昇に転じ、プラスで推移

しています。背景には世界的な景気後退により、輸出が2009年１月にリーマン・ショック直前である

2008年８月の半分に減少し、その後世界経済の回復により増加に転じたことがあります。（図１、図２）

（2）企業規模によって差がみられる改善のテンポ

　法人企業の経常利益も2009年第１四半期には、前年同期の約33％まで減少したのを底に増加に転じ、2010

年第１四半期には2008年第２四半期の約83％まで回復しています。資本金規模別の経常利益を４四半期後方

移動平均でみると、2001年を100とした指数は、資本金10億円以上ではピーク時の179.0が2009年第３四半

期に54.5、１千万円から５千万円では112.1が50.6まで低下しました。しかしながら、半年後の2010年第１四半

期には資本金10億円以上では93.4と2009年第３四半期と比べ約71％増加した一方で、1千万円から５千万円

では58.0と2009年第３四半期と比べ約15％増にとどまり、改善のテンポには大きな差があります。（図３、図４）

（3)　自律性の弱い回復基調

　また、潜在的な生産力と現実のGDPとの差を示すGDPギャップの推移を見ると、2010年第１四半

第１章 2009年　東京経済の主な動き



3

第

１
章

期でもマイナス4.7％となっており、ここ20年でみても、かつてない大きな需要不足となっているこ

とがわかります。（図５）

　需要不足の続くなかで、投資に対する意欲は冷え込みが続いています。2007年に1万８千円台まで

上昇した株価は、世界的な金融不安の中で急落し、2009年に７千円台まで落ち込みました。その後

下げ止まったものの、2009年の後半からは1万円前後で伸び悩んでいます。さらにユーロなど世界的

な金融市場の不安定な動きに関連して円高が進行しており、輸出関連企業、とりわけ価格競争力の弱

い中小企業の経営を圧迫するなど、景気を下押しするリスクも存在しています。（図６、図７）

（4）　２年連続でマイナスの東京の経済成長率

　東京の経済成長率をみると、2008年度はマイナス2.8％と、国と同様にマイナスに転じる予測です。

2009年度もマイナス2.2％と落ち込む予測となっています。（図８）中小企業の業況DI値は2009年の

４月に、比較できる1996年５月以降の最悪値を更新するマイナス71となった後、上昇傾向となりま

したが、2010年３月時点でマイナス45と、なお低い水準にとどまっています。（図９）

（5）　厳しさ続く雇用

　企業の業績が改善に向かっているとはいえ、企業は人員の増員に慎重になっています。全国の企業

の雇用に関する過不足感をみると、2009年にはすべての企業規模で不足から過剰となり、2010年の

第１四半期においても過剰感が継続しています。過去の景気との関連をみても、景気が上昇に転じた

後も過剰感が続いており、厳しい雇用環境が続くことが懸念されます。（図10）

第１節　概況
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２　世界的な景気後退の影響を受け、大きく落ち込んだ物価・消費

（1)　過去最大の下落率となった物価

　企業間で取引される財の物価の変動を示す国内企業物価指数は、2009年は前年比5.2％低下の

103.0と、比較可能な1961年以降最大の下落率となりました。これは、2008年前半に原油価格高騰

の影響などで大幅に上昇した後、2008年後半以降は世界的な金融危機の影響を受け原油や鉄鉱石な

どの需要が大幅に後退し、素材価格が低迷したことなどが影響しています。また、企業間取引の需要

段階別に企業物価をみると、日本では、素原材料の上昇が最終財へあまり波及していないことがわか

ります。2009年後半から、世界経済の持ち直しにより素原材料は再び上昇していますが、最終財は

素原材料の動きにほとんど影響を受けておらず、低迷が続いています。（図１）

　企業間で取引されるサービスの価格動向を示す企業向けサービス価格指数については、国内企業物

価指数と同様、世界的な景気後退の影響を受け、1985年の調査開始以来最大の下落率となりました。

業種別にみると、2008年には原油価格高騰の影響を受け上昇に寄与していた外航貨物輸送や国際航

空貨物輸送などの運輸分野が、一転、大きく減少に寄与しており、その他、広告、リース・レンタル、

情報通信などの内需関連も下落に寄与しています。（図２）

　全国の消費者物価指数について、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数（以下、コア指数）の

動きをみると、企業関連の指数と同じく、2009年は前年比1.3％低下の100.3と、比較可能な1971年

以降最大の下落率となりました。これは、原油価格が高騰した2008年に比べガソリンや灯油等が大

幅に下落したことや、薄型テレビやパソコンなどの耐久消費財が下落したことなどによるものです。

都区部のコア指数をみても、2009年夏以降急落し、前年比1.0％低下の100.0となっています。また、

原油価格の影響を受けない指数である、食料（酒類を除く）及びエネルギーを除く総合指数でみても、

前年比1.0％低下の98.8となっています。（図３）
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(2)　低迷する個人消費

　2009年の家計消費支出について、２人以上の世帯のうち勤労者世帯でみると、前年に比べ名目1.8％

減、物価変動の影響を除いた実質でも0.3％減と、名目、実質ともに減少しています。（図４）

　消費者の意識を表す消費者態度指数をみると、2007年に入ってからの低下傾向が、さらに2008 

年以降急速に悪化しており、特に雇用環境の指標は、2008年後半から2009年初頭にかけて大きく低

下しました。その後、経済対策の効果への期待などを反映し、耐久消費財の買い時判断をはじめとし

て、消費者意識全体について改善がみられたものの、2009年末頃には、急激な円高の進行や株価の

下落などの影響もあり、一時的に消費者意識が落ち込みました。（図５）

　こうした個人消費の低迷を背景として、2009年の大型小売店・外食店販売額は、百貨店を筆頭に、

スーパー、外食店と、軒並み大幅に減少しました。コンビニエンスストアは、taspo（自動販売機で

のたばこ購入時に必要な成人識別カード）導入に伴う店頭販売増加の影響が2009年前半までみられ

たものの、2009年後半には販売額が前年同月比で減少に転じました。（図６）

　東京における乗用車登録台数も、2009年は13.9％減と、景気低迷の影響を受けて、大きく減少

しました。ただし、前年同時期の大きな落込みによる反動、エコカー減税･補助金効果などもあり、

2009年後半以降は、前年同月比でみると増加に転じて推移しています。（図７）

(3)　主要国に比べて低水準の家計貯蓄率

　かつて世界的にも高水準であった日本の可処分所得に占める家計貯蓄率をみると、諸外国に比べて

大きく減少し続けており、2010年には、前年比0.2ポイント減の2.6％となる見通しとなっています。

日本の家計貯蓄率低下の一因として、高齢化の進展が考えられており、貯蓄を行う勤労者世帯が減少

する一方、貯蓄を切り崩す無職世帯が増加していることが懸念されています。（図８）

第２節　世界的な景気後退の影響を受け、大きく落ち込んだ物価・消費
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３　持ち直し始めた生産、回復の動きが鈍い設備投資

(1)　年の半ばから持ち直し始めた生産

　2008年の後半から世界的な金融危機を受けて急激な落ち込みとなった全国の生産は、2009年３

月以降改善に転じており、2009年２月に71.4であったものが2010年３月には94.8まで回復していま

す。一方東京も2009年６月以降改善傾向で推移し、2009年5月に65.8であったものが2010年３月に

は89.3まで回復していますが、全国に比べその動きは弱くなっています。（図１）

(2)　回復の動きが鈍い一般機械

　業種別に生産の状況をみると、輸送機械の改善が著しく、2009年2月に39.8まで減少したものが年

末には102.9とほぼ金融危機前の規模に戻っています。一方、一般機械は2009年６月からは回復基

調にあるとはいえ、輸送機械等に比べると回復の水準は低く、2009年３月の38.4が2010年３月では

63.5となっています。（図２）

(3)　大きく落ち込んだ2008年度の設備投資

　2008年度の設備投資の実施状況をみると、東京は前年に比べ15.2％減と大きな落ち込みとなって

おり、全国と比べてもその値は大きくなっています。2009年度の計画ではわずかながら東京ではプ

ラスとなっていますが、全国では引き続きマイナスになっています。(図３）

(4)　非製造業のウェイトが高い東京の設備投資

　2009年度の設備投資計画を業種別にみると、東京では非製造業で９割を占めており、その構成で

は運輸業が31.9％と最も大きな割合を占め、２位の不動産を引き離しています。一方、全国では製造

業が４割、非製造業が６割であり、非製造業のなかでは電力や通信・情報、運輸などがほぼ同じ割合

となっており、東京と全国の設備投資の産業構成には違いがみられます。(図４）
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　2009年度設備投資計画の対前年度伸び率をみると、製造業では輸送用機械が45％を超える大幅な

減少となっているのをはじめ、食品、化学でも20％を超える減少となっており、製造業全体として

19.9％の減少となっています。一方非製造業では運輸が14.4％、ガスが11.2％と、ともに10％を超

える増加となっており、非製造業での伸び率にプラスに寄与していることがわかります。(図５）

(5)　低い水準で推移する機械受注

　2009年の全国の機械受注額は前年の約７割の水準まで落ち込んでいます。製造業では特に落ち込

みが大きく前年比42.3％の減少となりました。１年間の動きをみると、2010年に入りやや持ち直し

がみられるものの、低い水準のまま推移しています。（図６）

　機械受注額を機種別に見た場合、工作機械での受注額は、2009年４月以降拡大傾向になっていま

すが、内需、外需別にみると、内需の伸びは小さく、おおむね外需の伸びによるものであることがわ

かります。(図７）

(6)　落ち込みの激しい都内中小製造業の設備投資

　東京の中小企業の設備投資は2007年後半から落ち込みが続いています。特に製造業では2006年に

29.0％まで上昇しましたが、2007年第Ⅳ四半期以降下落に転じ、2008年後半にはさらに大きく低下

して2009年の第４四半期には15.5％まで落ち込んでいます。サービス業や卸売業でも同様に落ち込

みがみられ、小売業では10％前後の低い水準のまま推移しています。（図８）

第３節　持ち直し始めた生産、回復の動きが鈍い設備投資
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４　低迷する建築着工・不動産市場

(1)　収益性の高い不動産業

　全国の2009年度の売上高経常利益率をみると、不動産業は第３四半期に5.7％にまで下降しました

が、第４四半期には8.4％と上昇に転じました。不動産業は2009年度も全産業平均より高く推移して

おり、その収益性は依然として高くなっています。また建設業では第１四半期はわずかにマイナスで

したが、その後上昇して第４四半期は3.6％となり、全産業平均を若干上回りました。（図１）

(2)　低下に転じた地価と大きく減少した住宅着工

　東京の全用途の地価は、前年平均変動率で1991年から15年間減少が続いていましたが、2006年に

増加に転じ、2008年まで増加が続きました。しかし、2009年に景気悪化の影響を受け、再び減少に

転じました。地価下落の要因としては、金融情勢、企業業績等で厳しい状況が続いたことや、海外経

済の低迷を背景に不動産投資市場において、取引時価総額が減少したことが挙げられます。（図２）

　東京の2009年の新設住宅着工数は、景気の後退による雇用・所得情勢の悪化や不動産業界の資金

調達難などにより、前年から31.0％減の10.8万戸となりました。これは改正建築基準法の影響を受け

着工数が大きく減少した2007年を下回り、45年ぶりの低水準となっています。利用関係別では、前

年と比べて持家が4.0％増とわずかに増えましたが、貸家で24.7％減、分譲住宅のうちマンションで

56.4％減、戸建等で24.5％減と大きく減少しました。（図３）

　東京の事務所や店舗、工場などの非居住用の建築物着工床面積をみると、居住用が減少しているに

も関わらず、毎年５百万㎡前後と一定の値で推移しています。2009年は前年からわずかに増加し5.7

百万㎡となりました。（図４）
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(3)　在庫調整が進んだマンション販売市場

　2009年の東京のマンション発売戸数は、前年からわずかに減少し19.7千戸となりました。地域別で

は都区部が5.0％増、都区部以外が24.0％減となり、郊外地域での発売が減少しています。発売が抑え

られた要因は、不動産業界の資金繰り悪化や新規供給よりも在庫処分を優先した影響とみられ、2009

年の販売残戸数は前年から４割減の3.6千戸となりました。（図５）

　2009年のマンション平均価格をみると、都区部では前年に引き続き低下し、前年まで上昇していた

都区部以外でも低下に転じました。マンション価格が低下したことにより、2009年の契約率は都区部、

都区部以外ともに前年から上昇し、都区部では、売れ行きの好不調を判断する基準といわれる７割を

上回り、71.3％となりました。(図６)

(4)　上昇が続くオフィス空室率

　東京の主要５区におけるオフィス市場をみると、オフィス空室率は2008年から急速に悪化し、

2009年の12月には6.6％を記録しました。これは多数の大規模オフィスビルが完成し、供給超過とな

り空室率が上昇した2003年に近い値となっています。また、オフィス空室率の上昇に伴い、2009年

の平均募集賃料は前年より低下しました。企業が経費削減のため行ったオフィスの統合・縮小や、よ

り安価なビルへの移転が、空室率上昇と賃料低下が進んだ一因となりました。(図７)

　オフィス市場への影響が大きい大規模オフィスビル（延床面積１万㎡以上）の状況をみると、2009

年の都区部の供給量(竣工）は前年より増加したものの、過去平均の103万㎡を下回りました。今後は

2010年が2009年と同じ水準となり、その後2011年と2012年は過去平均を上回る水準で供給されると

見込まれています。(図８)

第４節　低迷する建築着工・不動産市場
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５　厳しさ続く中小企業の資金環境、増加した倒産件数
(1)　依然厳しい中小企業の資金繰り

　法人企業が金融機関から借り入れている資金の割合をみると、資本金の大きな企業では比率が小さ

くなっており、近年さらに低下傾向となっています。これは大企業を中心に資金を社債などで直接調

達することが増えているためです。一方、資本金の小さな企業では近年低下傾向とはいえ、大企業に

比べると比率は高く、2008年度では調達の４割以上を金融機関借入に頼っています。しかし、2008

年から2009年にかけての世界的な金融不安により、大企業でも一時的に社債等の発行が困難になり、

国内銀行の貸出金残高の前年同月比は増加しました。一方で中小企業向け銀行貸出残高は減少が続い

ています。（図１、２）

　金融機関の貸出金利は近年低下しており、2010年３月末では国内銀行のストック分で1.623％、信

用金庫でも2.406％ですが、都内中小企業の借入金利をみると、３％以上の企業が４分の１強ありま

す。借入企業の規模別でみると、規模が小さいほど金利が高くなる傾向があり、小規模では１割弱の

企業が４％以上の金利を負担しています。（図３、４）

　中小企業の資金繰りDIをみると、2008年に急速に低下し、2009年第１四半期にはマイナス39.9ま

で落ち込みました。その後、2009年は低水準のまま推移しましたが、2010年第１四半期にはマイナ

ス35.0になりました。国は2008年後半の急激な資金環境の悪化に対処するため、同年10月末に緊急

保証制度を創設し、東京でも保証申込が急増しました。（図５、６）
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(2)　年間３千件を超えた倒産件数

　2009年の東京の倒産件数は3,005件となり、大きく増加した前年を3.6％上回りました。年間で

３千件を上回ったのは、2003年以来６年ぶりとなりました。一方、全国では1.0％減とわずかですが、

４年ぶりに減少に転じました。月別にみると、年の前半は前年同月比で大きく増加しましたが、後半

に進むにつれ、前年に件数が多かった反動や緊急対策等の効果もあり、倒産件数は減少しました。（図

７）

　2009年の東京の倒産における負債総額は2.6兆円と、大幅に増加した前年から65.7％減となり、ま

た全国の負債総額も前年比で43.6％減少しました。月別にみると、２月に事業者向け貸金業者や不動

産業者などの大型倒産が発生し、前年同月比で約10倍と大幅に増加しました。その後、大型倒産が

減少するにつれ、負債総額も月１千億円以下で推移するようになりました。2010年に入ると航空会

社と同関連会社の倒産を受け、負債額が再び大幅に増加し、１～３月の３か月間で2009年の負債総

額を超えています。(図８)

　2009年の東京の倒産企業における総従業員数は32.2千人となりました。倒産件数は増加したもの

の、大規模企業の倒産が少なかったため、倒産企業における総従業員数では減少に転じています。ま

た、全国比も前年より減少し、22.6％となっています。（図９）

　2009年は上場企業の倒産が全国で20件発生しており、そのうち東京は13件と件数は減少したものの、

全体に占める割合は上昇しています。また、負債総額10億円以上の大型倒産件数は年の前半に多発

した後沈静化し、年間では2008年と同数の241件となりました。（図10）

第５節　厳しさ続く中小企業の資金環境、増加した倒産件数
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(3)　増加した不況型倒産

　2009年の東京における倒産件数を産業別にみると、卸売業，小売業が最も多く25.9％を占めていま

す。次いで製造業が15.2％、建設業が13.8％、情報通信業が12.2％と続き、この４産業で全体の６割

を占めています。全国と比較すると、建設業の割合が低く、情報通信業、学術研究，専門・技術サー

ビス業の割合が高くなっています。(図11)

　2009年の東京の不況型倒産（販売不振、既往のしわ寄せ（赤字累積）、売掛金等回収難の合計）の

件数は2.6千件となり、前年より増加しました。また、倒産件数に占める割合も86.8％と前年を上回

りました。東京は全国より販売不振による倒産の割合が高くなっており、そのため不況型倒産の占め

る割合も全国より高くなっています。(図12)

　倒産を形態別に分類すると、会社更生法や民事再生法など事業を継続し債務を返済しながら再建を

図る「再建型」と、破産や特別清算など財産を債権者に分配して会社を消滅させる「消滅型」に分け

られます。また、６か月以内に２回不渡りを起こすと「銀行取引停止処分」となり事実上の倒産とな

ります。東京の形態別倒産件数の構成比をみると、消滅型が最も多く７割以上を占めており、その割

合は増加しています。一方、次に多い銀行取引停止処分の割合は低下が続いています。(図13)

　業暦別に倒産件数構成比を比較すると、業暦10年未満の若い企業の割合が上昇しており、2009年

には、約３割を占めています。（図14）
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第５節　厳しさ続く中小企業の資金環境、増加した倒産件数／第６節　急速に悪化した雇用情勢

６　急速に悪化した雇用情勢

(1)　大幅に上昇した完全失業率

　東京の2009年の完全失業率は、景気後退の影響を受け、4.7％と大きく上昇しました。2005年の

4.7％から２年かけて3.8％に低下したのに対し、今回は１年で3.8％から4.7％へ上昇しました。四半

期別でみると、第３四半期に5.2％となり、その後やや低下しましたが、2010年の第１四半期は5.0％

と未だに高水準となっています。全国の完全失業率も悪化しており、年平均は過去最大の上昇幅で

ある1.1ポイント増の5.1％となりました。月別では７月に過去最悪の5.6％を記録しています。また、

東京の完全失業者数は男女ともに増加し、前年から約６万人増の33.4万人となるなど、雇用情勢は急

速に悪化しました。（図１）

　東京の2008年から2009年にかけての雇用者数の増減をみると、１年間で約12万人減少しました。

運輸業, 郵便業（3.2万人増）、情報通信業（2.7万人増）などで増加した一方、サービス業（4.6万人減）、

製造業（4.5万人減）、卸売業, 小売業（4.4万人減）などで減少しました。減少率でみると、不動産業, 

物品賃貸業で7.9％減と最も大きくなっており、サービス業（7.7％減）、建設業（6.4％減）と続いて

います。（図２）

　ハローワークの求職票による事業主都合の離職者をみると、2008年に増加に転じた後、2009年に

急増し前年からほぼ倍増の18.2万人となりました。離職者合計に占める割合も44.3％と急上昇し、倒

産や解雇などによる離職者は大幅に増加しました。（図３）

　東京の中小企業の雇用人員DIは、2008年第４四半期に大きく落ち込んだ後、多くの産業でほぼ横

ばいで推移し、人員過剰の状態が続きました。特に製造業での過剰感が強く、2009年第４四半期には、

ＤＩのマイナス幅が全体より２倍近い落ち込みとなりました。しかし、2010年第１四半期には全業

種で過剰感がやや弱まりました。（図４）



第１章　2009年　東京経済の主な動き

14

(2)　落ち込みが続く有効求人倍率

　2009年の東京の有効求人倍率は、前年の1.25倍から0.67倍と約２分の１に急落しました。月別に

みると、１月は求人が求職を上回っていましたが、その後は逆転し求職が求人を上回る仕事不足の状

況が続きました。2010年２月以降有効求人倍率はわずかながら上昇傾向にありますが、0.60倍前後

にとどまり、低水準が続いています。（図５）

　雇用形態別に新規の求人・求職状況をみると、パートの新規求人倍率は一般よりも高くなっており、

2009年は1.77倍と１倍を超えました。一般とパートを合わせた新規求職者数は2002年をピークに減

少していましたが、2009年は大きく増加しました。一方、新規求人数は2005年をピークに減少が続

いています。2009年の新規求人・求職状況は、全体では求人が求職を上回ったものの、一般では求

人が不足しており、仕事不足となりました。（図６）

　ハローワーク以外の求人状況が確認できる求人広告の掲載件数をみると、2009年は前年の約半分

の月平均94.4千件と大きく減少しました。月別では、前年同月比で減少が続いており、2010年に入っ

ても落ち込んだまま横ばいで推移しています。（図７）

　雇用情勢が悪化するなか、2009年の就職者数は前年からわずかに増加し、13.8万人となりました。

しかし、内訳をみると正社員が減少し非正社員が増加しています。また、就職者が増加したにも関わ

らず、求職者がそれを上回って増加したため、就職率は低下しました。（図８）
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第６節　急速に悪化した雇用情勢

(3)　減少に転じた賃金、短縮化された労働時間

　景気の急速な後退は、所得環境にも悪影響を及ぼしました。東京の月間現金給与総額の推移をみる

と、近年は43万円前後で推移していましたが、2009年は前年比3.9％減の41.1万円と減少しました。

全国も同様に前年比3.8％減と落ち込んでいます。月別の動きでは東京、全国ともに年間をとおして

前年同月を下回りました。2010年３月に双方とも増加に転じ、東京では18か月ぶりの増加となりま

した。

　６月と12月の現金給与総額が他の月に比べ金額が大きいのはボーナス等の賞与が支給されているた

めですが、その賞与の支給額も大きく減少しました。東京における賞与支給額は、夏季・冬季ともに

前年比で一桁台で増減していましたが、2009年は夏季17.5％減、冬季13.5％減と大きく減少しました。

（図９、10）

　東京における月間総実労働時間の推移をみると、近年の所定内労働時間は137 ～ 138時間で推移

していましたが、2009年は134.1時間と前年から3.5時間減少しました。また、所定外労働時間も４

年ぶりに減少に転じました。東京の所定外労働時間を月別にみると、2009年２月以降は前年同月比

で減少が続きました。その後、2010年３月にようやく増加に転じ、14か月ぶりの増加となりまし

た。一方、全国では東京よりも落ち込みが大きく、2009年の間は前年同月比で減少が続きましたが、

2010年１～３月は増加となりました。（図11）

　産業別の月間総実労働時間は、2008年から2009年にかけて減少する産業が多いなか、金融・保険

業と医療, 福祉では増加しました。特に医療, 福祉では３年連続での増加となりました。一方、製造業

や飲食店, 宿泊業での減少が目立ち、2005年から４年間で製造業は6.1時間、飲食店, 宿泊業は19.5時

間の減となっています。（図12）


