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第Ⅰ部
東京経済の概況
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１　概況
（１）　低迷が続く日本経済
　2010年の日本経済は、実質GDP（年率換算、前期比）が第１四半期及び第３四半期にプラスになるなど、
改善の動きがみられましたが、第４四半期には個人消費の落ち込み等によりマイナスに転じました。ま
た、東日本大震災のあった2011年第１四半期はマイナス幅が拡大しています。（図１）　潜在的な生産力
と現実のGDPとの差を示すGDPギャップの推移をみると、2011年第１四半期においてもマイナス3.8％
となっており、縮小傾向にあるものの依然として需要不足が続いていることがわかります。（図２）　ま
た前年に大幅に落ち込んだ輸出は、2005年を上回り、1950年以降４番目となる67.4兆円にまで回復しま
した。なお、東日本大震災後の2011年４月の輸出は、前年同期比で大幅に落ち込んでいます。（図３） 　
株価については、１万円台でスタートした2010年の株価（月末終値）は低迷し、年後半は１万円割れが続
きました。なお、2010年末には１万円台を回復したものの、東日本大震災があった2011年３月には１万
円を再び割り込み、2011年５月末現在9,000円台半ばとなっています。（図４）　また、2010年初頭には90
円前後で推移していた円相場は、年末には80円近くまで円高が進み、2011年５月末現在も80円前後で推
移しています。（図５）
（２）　企業規模によって差がみられる改善のテンポ
　2010年の法人企業の経常利益は、全体では2009年後半からの回復基調が続き、第４四半期には13.2兆
円、さらに2011年第１四半期には13.4兆円まで回復しました。（図６）　しかし、規模別にみると、その回
復度合いには大きな差があります。例えば資本金10億円以上の規模と１千万～５千万円未満の規模を

図３　輸出額・輸入額の推移（全国）

資料　財務省「貿易統計」
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図１　四半期別GDP（年率換算、前期比）
の推移（全国）

注　   2010年１～３月期の２次速報値、季節調整値。
資料　内閣府「国民経済計算」

図２　GDPギャップの推移（全国）

資料　内閣府資料

図４　日経平均株価の推移（全国）

注　 　2002年１月から2011年５月までの各月末終値。
資料　©日本経済新聞社

図５　外国為替市場の円相場の推移（全国）

注　　１ドル当たり。2002年１月から2011年５月までの各月末終値。
資料　日本銀行資料
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比較すると、ともに2010年中は回復傾向を示しているものの、2011年第１四半期の経常利益（４四半期
の後方移動平均）はそれぞれ6.7兆円、2.6兆円であり、リーマンショック後に最も低下した2009年第３四
半期と比べてそれぞれ153％増、65％増となっています。（図７）　
（３）　震災で冷え込む東京の中小企業の業況
　東京の経済成長率をみると、2010年度は前年のマイナスからプラスに転じる予測です。（図８）  また、
2010年の中小企業の業況DIは１月のマイナス49から12月のマイナス36へと悪いながらも改善傾向に
ありました。しかし、東日本大震災後の2011年４月には、マイナス57にまで悪化しました。（図９）
（４）　厳しさ続く雇用
　2009年に急速に悪化した雇用環境は、2010年も十分な改善がみられませんでした。日銀短観の雇用人
員判断（企業の雇用に関する過不足感）をみると、2009年にすべての企業規模で人員が不足から大幅に
過剰となった後、2010年を通じて改善したものの、2011年３月でも過剰とする判断が続いています。（図
10）
（５）　訪日外客数の増減
　2007年、2008年ともに835万人で推移していた訪日外客数は、2009年には679万人にまで落ち込みまし
たが、2010年は増加に転じ、過去最高の861万人に達しました。しかし、東日本大震災後の2011年３月は
対前年同月比でマイナス50.3％、４月はマイナス62.5％と激減しました。（図11）

図10　　企業規模別雇用人員DIの推移（全国）

注　　図９に同じ。
資料　日本銀行「短観」
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図８　経済成長率（実質：連鎖方式）の推移（東京）

注　　国の2004～2008年度は「平成20年度国民経済計算確報
        （支出系列）」、2009年度は「四半期別GDP速報」による値。
資料　東京都「都内経済成長率の予測」

図６　法人企業経常利益の推移（全国）

注　　季節調整値。
資料　財務省「法人企業統計調査」

図９　中小企業の業況DIの推移（東京）

注　　色の付いている部分は景気後退期。
資料　東京都「中小企業の景況」

図７　資本金規模別法人企業経常利益の推移（全国）

注　　原数値の４四半期後方移動平均。
資料　図６に同じ

図11　訪日外客数・出国日本人数の推移（全国）

注　　2011年４月の値は推計値。
資料　日本政府観光局「訪日外客数・出国日本人数」
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２　弱い動きの個人消費、低迷した消費者物価
（１）　百貨店、スーパー販売額をはじめとして不振が続く個人消費
　消費者の意識をあらわす消費者態度指数をみると、2008年後半からの悪化と、2009年中の改善を経て、
2009年末頃には、円高や株価下落などにより再び落ち込み傾向にあり、2010年１月には40.1にまで低下
していました。その後、2010年前半は、薄型テレビの需要増加等を背景とした「耐久消費財の買い時判
断」の指標の持ち直しや、「雇用環境」の指標の改善が見られ、消費者態度指数は５月には指数45.4まで
上昇を続けました。しかし、2010年後半は、海外経済減速や円高進行による景気減速懸念の高まりなど
により、12月の指数は42.1にまで低下しました。さらに東日本大震災発生後の2011年４月には32.7にま
で急激に落ち込みました。（図１）
　こうした消費者意識等を背景として、2010年の東京都区部の百貨店、スーパーの販売額は低迷しまし
た。2009年の販売額を上回ったのは、百貨店で10月、11月、スーパーで10月のみで、それ以外の月は前年
同月比で減少しました。一方、コンビニエンスストアは、2010年11月以降は前年同月比で増加が続いて
います。なお、東日本大震災があった2011年３月には百貨店の販売額は前年同月比で21.8％減と急激に
落ち込む一方、コンビニエンスストアの販売額は同プラス12.2％と大幅な増加を示しましたが、４月は
前月に比べ落ち着いた動きを示しています。（図２）
　乗用車登録台数は、2010年８月までは前年同月を上回って推移しましたが、エコカー補助金の受付終
了（事業用は８月、自家用は９月）後は大幅に減少し、東日本大震災が発生した2011年３月及び発生後の
2011年４月には対前年同月比で再び大幅に減少しました。（図３）
　2009年５月以降に購入した省エネ家電等を対象とした、家電エコポイント制度により、対象となる家
電の2010年の出荷台数は大幅に増加しました。地上デジタルテレビは、地上アナログ放送終了を2011年
７月に控えていたこともあり、前年比で85.5％増、ルームエアコンは猛暑効果もあり前年比で14.2％増、
冷蔵庫も前年比で12.6％増となりました。2011年１月以降は、家電エコポイント制度の対象製品の縮小
や震災の影響もあり、前年同月比で減少又は増加幅が縮小しました。（図４）

第１章　2010年 東京経済の主な動き

図１　消費者態度指数の推移（東京）

注　　一般世帯、原数値。今後半年間の見通しの５段階評価での回答を
点数化。50が指数の善し悪しの判断目安となっている。
値は消費者態度指数の値。

資料　内閣府「消費動向調査」

図３　乗用車登録台数の推移（東京）

資料　関東経済産業局資料

図２　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）

注　　百貨店、スーパーは既存店。コンビニエンスストアは全店。
広域関東圏は、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、
長野、静岡の１都10県。

資料　経済産業省「商業販売統計」

図４　家電製品出荷台数前年比・前年同月比の推移
　　（全国）

資料　（社）電子情報技術産業協会、（社）日本電機工業会
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（２）　素原材料が上昇する企業物価、低迷した消費者物価
　国内企業物価指数（企業間で取引される財の物価の変動を表す指数）は、資源価格の高騰による2008
年の上昇と、世界的な景気後退を背景とする2009年の下落を経て、2010年は前年比0.2％下落の102.8と
２年連続で前年比マイナスとなりました。下落率は、過去最大だった2009年（前年の108.7から103.0へと
前年比で5.2％下落）に比べると、大幅に縮小しています。これは、新興国の需要増加などを背景とした
原油などの価格の上昇に伴い、石油・石炭製品や非鉄金属などの価格が上昇し、それにより、情報通信機
器や電機機器などの製品価格の下落の影響が一定程度相殺されたためです。なお、素原材料の価格が大
幅に上昇する一方、中間財はほぼ横ばい、最終財はむしろ前年より低下しており、素原材料の価格の上
昇が最終財の価格に波及していないことがわかります。（図５）
　2010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1.3％下落の97.1と、1985年の統計開始以降で最低水準となりました。前年比マイナスは２年連続で、
下落率は、過去最大となった2009年（下落率マイナス2.7％）に比べると縮小しましたが、企業向けサー
ビスの価格が依然として低迷していることがわかります。類別にみると、不動産、リース・レンタルなど
の下落率が大きい一方、運輸は国際航空貨物輸送や外航貨物輸送などの上昇により、前年の下落から上
昇に転じました。（図６）
　東京都区部の消費者物価指数は、４月実施の高校授業料無償化や家具・家事用品の下落等により、値
動き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」が前年比1.2％減の98.8、原油価格
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」が前年比1.1％減の97.7となりま
した。ただし、10月のたばこ増税実施による諸雑費の上昇などにより、年後半には対前年同月比の下落
率の縮小が見られました。なお、2011年4月には、授業料無償化後１年経過による前年同月比への影響終
了や、エネルギー価格の高騰に加え、東日本大震災に伴う品不足の影響もあり、「生鮮食品を除く総合指
数」は東京都区部が99.0と２年１ヶ月ぶりに、全国は99.8と２年４ヶ月ぶりにそれぞれ前年同月比でプ
ラスになりました。（図７、図８）

第２節　弱い動きの個人消費、低迷した消費者物価

第
１
章

図５　需要段階別国内企業物価指数の推移（全国）

資料　日本銀行「国内企業物価指数」

図７　消費者物価指数の推移（都区部・全国）

資料　総務省「消費者物価指数」

図６　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）

注　　棒グラフは寄与度。2005年のウェイト。指数は2005年平均=100。
資料　日本銀行「企業向けサービス価格指数」

図８　費目別消費者物価指数の推移（都区部）

資料　図７に同じ
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３　低迷が続く生産、設備投資額
（１）　大きく落ち込んだ生産指数
　2008年から減少し始めた全国と東京における生産指数は、2009年に最も落ち込み、2010年はやや回復
しました。月別にみると、東京の生産指数は2010年５月に78.4まで低下し、その後一進一退で推移して
いましたが、東日本大震災によるサプライチェーンの寸断により、2011年３月に大きく落ち込みました。
全国の生産指数は東京より高い値のまま、緩やかに増減しながら推移していましたが、震災の影響で東
京と同様に大きく落ち込みました。（図１）
　業種別に、東京の生産指数の推移をみると、2010年は電子部品・デバイスを除き、上昇に転じました。
しかし、いずれも2005年平均を下回っています。震災以降に落ち込んだ生産指数ですが、業種別にみる
と、自動車などの輸送機械や電子部品・デバイスが大幅に落ち込む一方で、電気機械などは４月に上昇
しており、業種により差がみられます。（図２）
（２）　伸び悩む機械受注額、外需が牽引する工作機械受注額
　企業の設備投資状況を把握するための一つの目安となる機械受注額をみると、近年は減少が続いて
いましたが、2010年はやや増加しました。月別では、2010年８月に7.9千億円となったものの、それ以外
は６千億円台後半から７千億円台前半で推移し、2011年４月は7.1千億円となりました。前年同月比を
みると、製造業、非製造業ともに伸び悩んでいることがうかがえます。（図３）
　機械受注のなかでも、機械部品を作り出す工作機械の受注額は、2009年の大幅な減少から急回復し、
2010年は9,786億円となりました。受注総額に占める外需の割合は約７割となり、外需の牽引による受
注額の回復が浮き彫りとなっています。月別に前年同月比をみると、円高や海外経済の減速により、外
需の増加率は縮小したものの、2011年になっても外需、内需ともにプラスが続きました。（図４）

第１章　2010年 東京経済の主な動き

図１　生産・在庫・出荷指数の推移（東京・全国）

注　　年は原指数、月々の数値は季節調整済指数。東京の4月は速報値。
年の在庫指数は各年12月の値。

資料　東京都「工業指数」、経済産業省「鉱工業指数」

図２　業種別生産指数の推移（東京）

注      年は原指数、月々の数値は季節調整済指数。東京の4月は速報値。
資料　東京都「工業指数」

図３　機械受注額・前年比・前年同月比の推移（全国）

注　　船舶・電力を除く民需。
資料　内閣府「機械受注統計調査報告」

図４　工作機械受注額・前年比・前年同月比の推移（全国）

資料　（社）日本工作機械工業会「工作機械統計」
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（３）　持ち直しが見込まれる設備投資額
　東京の2010年度計画の設備投資額は、産業全体で２兆9,727億円となり、非製造業が91.0％と高い割合
となっています。内訳をみると、運輸、不動産、通信・情報がそれぞれ２割以上を占め、この３業種で全体
の７割を占めています。製造業で最も割合が高いのは電気機械ですが、その割合は全体の2.0％とわず
かになっています。一方全国をみると、非製造業が62.7％、製造業が37.3％と、東京に比べて製造業の割
合が大きくなっています。全国では通信・情報、電力、運輸がそれぞれ１割を超え、製造業は輸送用機械、
電気機械が最も高く、ともに7.6％となっています。（図５）
　設備投資額の対前年度増減率の推移をみると、東京は2008年度に15.2％減と急激に減少しました。し
かし2009年度には減少幅が5.3％減まで縮小し、2010年度計画では5.2％増まで回復する見通しとなって
います。一方、全国は2008年度から２年連続で減少しており、2009年度は17.4％減まで落ち込みましたが、
2010年度計画では東京を上回る6.0％増まで回復する計画となっています。（図６）
　東京における2010年度設備投資計画の対前年度増減率を業種別にみると、製造業全体では15.3％増、
非製造業全体では4.3％増といずれも増加する計画となっています。特に電気機械、その他製造業、リー
スは50％以上の高い増加率となっています。一方で鉄鋼は39.4％減と最も減少率が高く、それ以外にも
食品、運輸、ガスなどが減少する計画となっています。（図７）
　東京の中小企業の設備投資実施割合の推移をみると、中小企業全体では2007年の第４四半期から９
期連続で減少し、その後横ばいで推移しました。産業別では、製造業で大きく落ち込みましたが、中小企
業全体と同様に2010年以降はほぼ横ばいとなっています。（図８）

第３節　低迷が続く生産、設備投資額
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図５　業種別設備投資額構成比（東京・全国、2010年度計画）

注　   農業、林業、金融保険業、医療業等を除く全業種で、原則として
資本金１億円以上の民間法人企業。

資料　（株）日本政策投資銀行「首都圏設備投資計画調査」

図６　設備投資額対前年度増減率の推移
　　　　　　　　（東京・全国）

注、資料　図５に同じ

図７　設備投資額の業種別増減率
（東京、2010年度計画／2009年度）

注　　農業、林業、金融保険業、医療業等を除く全業種で、原則として資
本金１億円以上の民間法人企業。製造業、非製造業、各設備投資
額上位6位までを掲載。

資料　図５に同じ

図８　中小企業の設備投資実施割合の推移（東京）

資料　東京都「都内中小企業の設備投資、資金繰り等の状況」
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４　2009年度の反動増が一部でみられた建築･不動産市場
（１）　減少する建築物着工床面積
　東京の建築物着工床面積について、最近の推移をみると、2003年度をピークに減少傾向となっていま
したが、2007年に施行された改正建築基準法の影響により、2007年度には大きく落ち込みました。翌年
度には反動で増加したものの、金融危機を発端とする景気後退により2009年度には再び減少し、2007年
度の水準をも下回りました。2010年度には、居住用で前年を上回ったものの、低迷する経済状況を反映
して非居住用が減少しています。（図１）
　東京の建物床面積は、増加傾向にあります。用途別にみると、住宅・アパートが約７割、事務所・店舗等
が約２割を占めており、いずれも増加し続けています。一方、工場・倉庫ではわずかながら減少傾向と
なっています。（図２）
（２）　持ち直しの動きがみられる新設住宅着工
　東京における新設住宅着工の動きについて前年同月比をみると、３月までマイナスで推移していま
したが、６月以降は上昇傾向となり、かつ全国よりも大きな上昇幅で推移しました。この結果、2010年は、
前年比10.6％増となりました。なお、東日本大震災が発生した2011年３月には前年同月比が大きく落ち
込み、マイナスに転じたものの、４月にはわずかながらプラスに戻しました。（図３）
　東京のマンション着工戸数について、2000年度からの推移をみると、2003年度まで増加した後、低調
に推移していましたが、景気の後退を受け、2009年度には三大都市圏、首都圏、東京のいずれにおいても
大きく落ち込みました。2010年度は、前年度の大きな落ち込みの反動増もあり、前年度比94.7％増とな
りましたが、着工戸数は3.7万戸と、依然として2008年度以前の水準を下回っています。（図４）

第１章　2010年 東京経済の主な動き

図１　用途別建築物着工床面積の推移（東京）

注　　居住専用及び居住産業併用を居住用として算出。
資料　国土交通省「建築着工統計調査」

図３　利用関係別新設住宅着工戸数・前年比・前年同月
比の推移（東京）

注　　給与住宅は会社等が社員等を居住させる目的で建築するもの。
資料　図１に同じ

図２　用途別建物床面積の推移（東京）

注　　各年１月１日現在。
資料　東京都「東京の土地」

図４　新設マンション着工戸数・前年度比の推移
　　　　　　　　（東京）

資料　図１に同じ
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（３）　回復基調にあるマンション販売
　東京の新規マンションの発売戸数を地域別にみると、都区部での発売が８割を超えているため、都区
部での動向が、東京全体の新規マンション市場に大きな影響を及ぼすことがわかります。2007年には都
区部において、2008年には都下において発売戸数が大幅減となり、東京全体における新規マンション発
売戸数は大きく落ち込みました。2009年も引き続き低調でしたが、2010年には大きく増加に転じ、都区部
では20.4千戸、都下では3.4千戸となりました。一方、販売残戸数は、2009年から２年連続で減少しており、
東京におけるマンション市場において回復の兆しがみられます。（図５）
　都区部を中心に急激に高騰していた新規マンションの平均価格は、経済不安による消費者の買い控
えや販売戸数の増加による供給超過、土地価格の下落などを受け、2009年は都区部、都下ともに低下し
ました。2010年は、贈与税の非課税枠の拡大や住宅ローン減税、住宅版エコポイントなどの政策の影響
により需要が拡大し、2010年の初月（売出を開始した月）契約率は、都区部で76.9％、都下で83.3％と、好
不調の目安とされる70％を超えています。（図６）
（４）　上昇を続けるオフィス空室率
　千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区の主要５区におけるオフィス空室率は、オフィスビルの供給
超過や企業の経費節減によるオフィスの統合などの影響を受け、2008年以降上昇が続いており、2010年
には7.7％と、2000年以降最も高い値となりました。また平均募集賃料は、空室率の上昇を受け、2009年
には一坪あたり14.5千円と低下しています。（図７）
（５）　下落幅が縮小した基準地標準価格１の平均変動率
　土地取引価格の目安のひとつとなる基準地標準価格は、商業地では2005年から、住宅地及び全用途では
2006年から、それぞれ2008年まで上昇していましたが、2009年にいずれも下落に転じ、2010年においても引
き続き下落しました。なお、2010年の対前年平均変動率については、2009年に比べて縮小しています。（図８）

注１　国土利用計画法施行令第９条に基づき、都道府県知事が毎年７月１日における調査地点の正常価格を不動産鑑定士の鑑定評価を求めた上で判定す
るもので、1㎡(林地は10アール)あたりの土地価格。

第４節　2009年度の反動増が一部でみられた建築･不動産市場

第
１
章

図５　地域別新規マンション発売戸数・販売残戸数の
推移（東京）

注　　販売残戸数は、各年末時の総残戸数。
資料　（株）不動産経済研究所「首都圏マンション市場動向」

図７　オフィス空室率・平均募集賃料の推移（主要５区）

注　　主要５区は千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区。
平均空室率は各年12月時点。

資料　シービー・リチャードエリス総合研究所（株）
「オフィスマーケットリポート」「不動産白書」

図６　地域別新規マンション平均分譲価格・初月契約率
の推移（東京）

注　　初月契約率＝契約戸数／販売戸数×100
資料　図５に同じ

図８　用途別基準地標準価格・対前年平均変動率の推移
　　（東京）

資料　東京都「東京都基準地価格」
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第１章　2010年 東京経済の主な動き

５　厳しさ続く中小企業の資金環境、減少した倒産件数
（１）　依然厳しい中小企業の資金繰り
　資本金規模別に、法人企業における金融機関借入金比率をみると、おおむね資本金規模が大きいほど
比率が小さくなっています。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
ことが一因として考えられます。なお、いずれの規模においても、比率は低下傾向となっています。（図１）
　金融機関の貸出金利は近年低下しており、2010年３月末のストック１ベースでみると国内銀行で
1.519％、信用金庫で2.300％となっています。なお、都内中小企業の借入金利の状況をみると、「３％台」
以上の企業が２割強を占めています。企業規模別でみると、規模が小さいほど高い金利で借り入れてい
る傾向がみられ、小規模企業では１割弱の企業が「４％台」以上の金利を負担しています。（図２、３）
　都内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
で落ち込みましたが、2010年第４四半期にはマイナス30.3までに回復しました。しかし、2011年第１四
半期には再び低下しています。（図４）　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。保証申込件数・金額ともに2008年
12月をピークに徐々に減少する傾向にありましたが、2011年２月には、保証申込件数・金額ともに前年
同月比がプラスに転じました。（図５）

注１　当該月末時点において残高のあるすべての貸出。

図１　資本金規模別金融機関借入金比率の推移（全国）

注　　金融業、保険業を除く法人企業。
金融機関借入金比率＝｛金融機関借入金（流動・固定負債）／
負債及び純資産合計｝×100。         

資料　財務省「法人企業統計」

図３　規模別・借入金利別中小企業数構成比
　　　　　　　　（東京、2011年）

注　　製造業、卸売業、小売業、サービス業が調査対象。
小規模： １～９人（ 製造業、卸売業、サービス業）、 １～２人（小売業）
中小規模： 10～19人（ 製造業、卸売業、サービス業）、 ３～４人（小売業）
中規模： 20～49人（ 製造業、卸売業、サービス業）、 ５～ 19 人（小売業）
大規模： 50 人以上（ 製造業、卸売業、サービス業）、 20 人以上（小売業）

資料　東京都「都内中小企業の事業資金に関する調査（平成23 年５月調査）」

図４　中小企業資金繰りＤＩの推移（東京）

注　　Ⅰ～Ⅳは四半期を示す。製造業、卸売業、小売業、サービス業が調査対象。
資料　東京都「都内中小企業の設備投資、資金繰り等の状況」

図２　国内銀行・信用金庫・長期プライムレート・
短期プライムレートの金利の推移（全国）

注　　2005年１月から2011年３月まで掲載。月末の値。プライムレー
トとは、銀行が優良企業向けの貸出に適用する最優遇金利のこと。
うち長期とは、１年以上の長期貸出に適用する最優遇金利。短期
とは、１年未満の短期貸出に適用する最優遇金利。

資料　日本銀行資料

図５　信用保証申込件数・保証申込金額・
前年同月比の推移（東京）

資料　東京信用保証協会資料
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第５節　厳しさ続く中小企業の資金環境、減少した倒産件数

第
１
章

（２）　５年ぶりに前年を下回った倒産件数　
　2010年の東京の倒産件数は、「景気対応緊急保証制度」や「中小企業金融円滑化法」など政策の効果も
あり、５年ぶりに前年を下回り2,686件となりました。全国の倒産件数も２年連続で減少し、13,321件と
なりました。（図６）
　2010年の東京の倒産における負債総額は、前年と比べて73.5％増加し、4.6兆円となりました。負債総
額が大幅に増加した理由は、１月の航空会社とその関連会社２社の倒産によるもので、この３社の合計
の負債額だけで2010年の東京の負債総額の半分以上を占めています。（図７）
　2010年の東京における倒産企業の総従業員数は、前年より24.0％増加して39,886人となり、全国に対
する比率も上昇し、３分の１を上回りました。１月に倒産した航空会社とその関連会社２社の従業員数
が、倒産企業の従業員数全体の約40％を占めています。（図８）
　一方、上場企業の倒産件数は、東京、全国いずれにおいても2008年に急増しましたが、その後減少して
います。2010年は全国で10件、東京では８件となりました。東京における負債総額10億円以上の大型倒
産は、2008年に大幅に増加した後高止まりしていましたが、2010年は158件となり４年ぶりに減少しま
した。（図９）

図７　負債総額の推移（東京・全国）

注、資料　図６に同じ　

図９　上場企業倒産件数・大型倒産件数の推移
　　　　　　　　（東京・全国）

注　　負債額1,000万円以上。上場廃止後の倒産を除く。
資料　東京都｢東京の企業倒産状況」（㈱東京商工リサーチ調べ）

 ㈱東京商工リサーチ「全国企業倒産白書」

図６　倒産件数の推移（東京・全国）

注　　負債額1,000万円以上。
資料　東京都「東京の企業倒産状況」（㈱東京商工リサーチ調べ）　　

図８　倒産企業総従業員数・全国比の推移（東京）

注、資料　図６に同じ　
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（３）　小規模企業の占める割合の高い東京の倒産　
　倒産企業件数の大部分は中小企業であり、2010年は東京、全国のいずれにおいても、中小企業の倒産
件数が全体に占める割合は99％を超えています。一方小規模企業の倒産件数が全体に占める割合をみ
ると、2004年は東京、全国ともに約80％でしたが、その後全国では年々低下し2010年には60％近くになっ
ています。これに対し東京では横ばい傾向で推移し、2010年は80％を上回っており、全国との差が大き
くなっています。（図10）
　2010年の東京における倒産件数を地域別にみると、港区が最も多く、全体の１割弱を占めており、次
いで中央区が全体の約８％を占めています。続いて新宿区、渋谷区、千代田区の順になっており、いずれ
も６％台を占めています。（図11）
　2010年の倒産件数を産業別にみると、東京で最も多いのは卸売業,小売業で全体の４分の１以上を占
めています。次に多いのは建設業の倒産件数ですが、全体に占める割合は約15％と全国よりも低くなっ
ています。また東京では、情報通信業の倒産件数が、全体の10％以上と全国と比べて高くなっているの
が特徴です。（図12）
　東京における不況型倒産（販売不振、赤字累積、売掛金等回収難）の件数は、2010年に５年ぶりに減少
し、2,363件となりました。しかしながら、不況型倒産が総数に占める割合は、東京、全国いずれにおいて
も２年連続で増加しています。（図13）

図10　小規模企業の倒産件数が全体に占める
割合の推移（東京・全国）

注　　負債額1,000万円以上。
小規模企業は、従業員が商業・サービス業は5人以下、
製造業その他は20人以下とする。　　　　　　　　

資料　図９に同じ

図12　産業別倒産件数構成比（東京・全国、2010年）

注　　図６に同じ。
資料　図９に同じ

図11　地域別倒産件数構成比（東京、2010年）

注、資料　図６に同じ　

図13　不況型倒産件数・総数に占める
割合の推移（東京・全国）

注　　負債額1,000万円以上。
不況型は販売不振、赤字累積、売掛金等回収難。

資料　図９に同じ

第１章　2010年 東京経済の主な動き
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第５節　厳しさ続く中小企業の資金環境、減少した倒産件数／第６節　冷え込み続く雇用情勢

第
１
章

６　冷え込み続く雇用情勢
（１）　２年連続で悪化した完全失業率
　長引く不況のため、東京の雇用情勢は厳しい状況が続いています。東京の完全失業者数は２年連続で
増加し、2010年は男性で23万８千人、女性で15万１千人となっています。また2010年の東京の完全失業
率は、全国を上回り年平均で5.5％となりました。（図１）
　事業主都合による離職者数は、2009年に大幅に増加し、2010年は前年よりも減少しましたが、16万６千
人と依然として高い数字となっています。事業主都合による離職者が離職者全体に占める割合も、４割
以上で高止まりしています。（図２）
　雇用者数を前年と比較して、増減数、増減率をみると、産業によってばらつきがあることがわかりま
す。製造業や建設業では雇用者の減少が特に大きく、製造業では５万１千人、建設業では４万３千人減
少しています。これに対して情報通信業では３万７千人、医療,福祉では２万４千人増加しています。（図
３）
　2010年の東京における就職率は、４年ぶりに上昇し、19.4％となりました。就職者数を雇用形態別にみ
ると、2008年は正社員が非正社員を上回っていましたが、2009年から逆転し、2010年は正社員が６万８千
人、非正社員が７万９千人となっています。（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）

注　　2011年１～３月期の全国の値は岩手県、宮城県及び
福島県を除く。

資料　東京都、総務省「労働力調査」

図３　産業別雇用者数増減数・対前年増減率
　　　　　　（東京、2010／2009年）

資料　東京都「労働力調査」

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）

注　　新規求職者のうち、前職が雇用者の離職者。
資料　東京労働局業務統計

図４　就職者数・就職率の推移（東京・全国）　

注　　就職率は、就職者数の新規求職者数に占める割合。
資料　東京労働局、厚生労働省業務統計

図５　中小企業の雇用人員DIの推移（東京）

注　   ＤＩ=「不足」とする企業の割合ー「過剰」とする企業の割合。
資料　東京都「東京都中小企業の景況」
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第１章　2010年 東京経済の主な動き

　2010年の中小企業の雇用人員ＤＩは、全業種でゆるやかながら「過剰」感が弱まってきています。2009
年に特に「過剰」感の強かった製造業でも、マイナス10程度まで「過剰」感が弱まりました。（図５）
（２）　回復の動きが鈍い有効求人倍率
　東京における2010年の有効求人倍率は、前年よりも0.02ポイント低下して0.65倍となり、2009年から
引き続いて１倍を下回る状態が続いています。１年を通じての動きをみると、2010年１月は0.59倍でし
たが、その後はゆるやかな上昇傾向となっています。原数値でみても、2011年１月～４月の月間の有効
求人数は前年同月を上回り、有効求職者数は下回っています。（図６）
　景気の影響を受けて、全国における雇用状況も大きく変化しました。地域間でばらつきのあった有効
求人倍率ですが、2008年から2009年にかけては、それまで１倍を上回っていた地域も含めすべての地域
で大幅に落ち込み、0.4～0.6倍前後となっています。2010年は全体的にわずかに上昇しましたが、全国平
均で0.52倍となお厳しい状況です。（図７）
　東京における有効求人数（常用）の推移を年齢別にみると、60歳以上以外のすべての年齢層で、2009年
度は2005年度と比べて減少しており、全年齢層の合計では約半分になりました。特に20～29歳層及び30
～39歳層では減少幅が大きく、2009年度は2005年度の約３分の１となっています。有効求職者数を年齢
別にみると、2009年度は2005年度と比べてすべての年齢層で増加しています。最も増加幅が大きいのは
40～49歳層で、2009年度は2005年度のおよそ1.6倍となりました。（図８）
　求人広告掲載件数は、ハローワークを介さない求人状況を把握する際に、参考となる指標の一つで
す。2009年の関東甲信越地方における求人広告掲載件数は、年間を通しての月平均が前年の約半分の約
９万4,400件に減少しました。その後も低い水準で推移し、2010年は月平均が約８万4,800件となりまし
た。しかし、月別に見ると、2010年９月以降は前年同月比でプラスとなる月が多くなっており、ゆるやか
ながらも回復傾向にあると考えられます。（図９）

図７　地域別有効求人倍率の推移（全国）

資料　厚生労働省業務統計

図９　求人広告掲載件数の推移（関東甲信越）

注　　 有料求人情報誌、フリーペーパー、折込求人紙の合計。
資料　（社）全国求人情報協会資料

図６　有効求人求職者数・有効求人倍率の推移
　　　　　　　　　（東京・全国）

資料　図４に同じ

図８　年齢別有効求人数・求職者数の推移（東京）

資料　東京労働局「職業安定業務年報」



15

第６節　冷え込み続く雇用情勢

第
１
章

（３）　増加に転じた賃金、労働時間
　東京における2010年の月間現金給与総額をみると、景気悪化の影響で落ち込んだ2009年から前年比
0.8％増の41.5万円となり、わずかながら増加しました。また、全国においても同様にわずかながら増加
に転じました。2010年の月別の動きをみると、３月以降前年同月比でプラスが続いた全国に比べ、東京
は増減しながら推移しました。2011年の動きをみると、東京、全国ともに、１～２月は前年同月比でプ
ラスでしたが、３～４月はマイナスとなり、特に東京の４月はマイナス4.8と大きく低下しました。なお、
６月と12月はボーナス等の賞与が支給される企業が多く、現金給与総額は他の月よりも大きくなって
います。（図10）
　東京における賞与支給額の対前年比をみると、大きく落ち込んだ2009年から、夏季ではプラスに転じ
たものの、冬季では依然マイナスとなり、落ち込みが続いています。（図11）
　2010年の総実労働時間をみると、賃金同様、景気悪化の影響で落ち込んだ2009年から増加に転じまし
た。東京では所定内、所定外ともに増加し、合わせて前年の145.2時間から1.8時間増の147.0時間となり
ました。景気の動きに左右されやすい所定外労働時間の2010年の月別の動きをみると、東京では３月に
前年同月比でプラスに転じ、その後は前年同月比６％未満の増加が続きました。全国では東京に先駆け
てプラスとなり、また増加幅も大きかったのですが、年後半には東京とほぼ同じ増加幅となりました。
2011年は、東京、全国ともに１～２月は前年同月比横ばい又はプラスで推移しましたが、３～４月はマ
イナスとなり、特に東京の４月はマイナス8.0と大きく低下しました。（図12）
　産業別に５年前からの推移をみると、横ばいや、やや減少した産業が多いなか、医療,福祉と金融業,保
険業は増加傾向となっています。特に医療,福祉では４年連続で増加しており、５年前に比べて8.7時間
増となりました。（図13）

図11　賞与支給額対前年比の推移（東京）

注　　事業所規模30人以上。
資料　東京都「毎月勤労統計調査」

図13　産業別月間総実労働時間の推移（東京）

注　　図10に同じ。
資料　図11に同じ

図10　月間現金給与総額の推移（東京・全国）

注　　事業所規模５人以上。
資料　東京都、厚生労働省「毎月勤労統計調査」

図12　月間総実労働時間の推移（東京・全国）

注、資料　図10に同じ

～～
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