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住宅市場天気図
2012年２月号
東新住建株式会社 住宅市場研究室では表記の資料を作成しま
したのでご案内申し上げます。
■住宅市場天気とは
住宅市場天気図は、住宅市場の動向を総合的に見る上で必要な指標を毎月まと
めたものです。マクロ景気、物価、エリアの住景気等の各種指標をまとめて表示する
とともに、「赤：要注意、黄色：注意、緑：普通又は良」という具合に色分けで表示して
おりますので、一目でチェックできます。エリアについても全国、関東圏、東海圏、近
畿圏と広範に扱っております。ぜひ、ご活用ください。

■２月の愛知県住景気（①～⑯）

●現状／景気ウォッチャー調査（東海）の現状判断DIはマイナスになった
ものの、先行き判断DIはプラスとなり、失業率もさらに低下した。着工数も
前月比では増加傾向で、減少傾向も一服感が漂う。
このような動きは、トヨタ自動車販売台数の大幅増等の輸送機器産業の
生産回復による影響と考えられる。
●今後／トヨタ自動車の生産増による賃金上昇や人口・世帯増加などの
市場の基礎条件の改善に加えて、魅力ある省エネ住宅等の新商品投入
による市場開拓に期待したい。
※本稿の内容はあくまで執筆者の個人的見解に基づくもので、当社としての正式見解と必ずしも一
致するものではありません。予めご了承願います。

（文責：小間幸一）
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※出典は次ページ参照。 東新住建株式会社 住宅市場研究室 小間、小崎

■住宅市場天気図は次ページ記載のインターネットサイトに定期的に掲載されるデータをもとに東新住建株式会社 住宅市場研究室で作成しました。色分けに関しては各指標の変化に応じ、「要注意」、「注意」、「普通又は良」に分けております。
全体を見渡したときに「要注意」の赤が多ければ住宅市場が厳しいといえます。逆に緑が目立てば、「普通又は良」の状態ですので住宅市場は安心できる状態といえます。
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⑧米国の住宅価格は
前期比プラスに

⑥先行きはやや改善
住宅景気は現状、先行き共にプラスへ
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47.0→44.1
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景気先行き判断DI

44.4→47.1
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（前月差 +2.7）

マンション
建売住宅

東
京
都

78.9%→71.1%（前月差▲2.2、前年同月差▲7.8）
48.1%→23.4%（前月差▲24.7、前年同月差▲15.9）

常用労働者の1人平均
月間給与総額
11年 10月→11月
343,423円→355,287円
（前月比：+3.45%）

10年 11月→11年 11月
361,804円→355,287円

愛
知
県

11年 10月→11月
280,046円→288,375円
（前月比：+2.97%）

10年 11月→11年 11月
288,942円→288,375円
（前年同月比：▲0.20%）

（前期差：－）

⑫前月比プラス、前年同月比マイナスへ

⑨トヨタ自動車は
前年同月比大幅プラ
ス

⑦マンションは契約率は70%を上回ったが、建売住宅は大
幅減、価格は建売で大幅下落

現状判断DI

（前年同月比：▲1.80%）

43.1→46.3（+3.2） 三
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40.5→44.2
（前月差 +3.7）

41.5→46.6
（前月差 +5.1）

大
阪
府

11年 10月→11月
289,676円→291,528円
（前月比：+0.64%）

10年 11月→11年 11月
287,381円→291,528円
（前年同月比：+1.44%）

4582万円→4309万円
4385.9万円→4475.2万円

推計人口（単位：人）、世帯数※
12月→1月（前月差、前年同月差）
東京都
13,188,423→13,184,161
人口 （前月差：▲4,262、前年同月差：+23,192）
世帯数

人口
世帯数

人口
世帯数

6,437,435→6,435,688
（前月差：▲1,747、前年同月差：+44,192）

愛知県
7,424,220→7,422,898
（前月差：▲1,322、前年同月差：+10,562）

2,963,093→2,962,544
（前月差：▲549、前年同月差：+25,663）

大阪府
8,866,308→8,864,228
（前月差：▲2,080、前年同月差：▲627）

3,867,553→3,867,870
（前月差：+317、前年同月差：+30,942）

※推計人口、世帯数は平成22年国勢調査（確報値）
を元に遡って修正。

総数
持家
貸家
分譲戸建
マンション
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景気動向指数 05年＝100
愛知県景気動向指数
先
11月→12月 内閣府
10月→11月
行
CI先行指数 93.7※→94.3
指
CI先行指数 99.9→97.3
標
（前月差）
+1.0※→+0.6
※景気動向指数11月の値は速報値から修正

S&Pケース・シラー住宅価格指標
前期比
2011年第2四半期→第3四半期

（前年同月比）

+3.8%→+0.1%

122.1%→146.3%

※2011年第2四半期の数値は修正

⑩プラスへ

不動産関連 広告折込枚数
読売IS（首都圏 11月→12月）

（前月差▲273万円、前年同月比+1.7%）
（前月差+89.3万円、前年同月比+17.5%）

⑭先行きやや改善

※

トヨタ自動車販売台数（自販連）
（12月→1月）

首都圏 12月→1月 不動産経済研究所
契約率
平均価格

東京都

先行き判断DI（各分野計）

東海

（前年同月比 12月→1月）

（▲0.78%）

土地売買移転登記件数

45.3→43.5（▲1.8） 埼

現状判断DI（各分野計）

1.437%

+0.5%→+0.7%

建設物価建築費
（個人住宅工事原価W）

Home's掲載物件総数
1/16→2/14
3,845,510件→3,815,375件

12月→1月（前月差） 10月→11月（前年同月比）
東
9,677→9,403
南関東
(▲7.6%→+8.6%)
現状判断DI（各分野計） 京

⑪景況感は先行きでや
や改善

12月
12月→1月

主要銀行貸出動向アンケート
（日銀1月）今後3ヶ月の資金需要見通

（前月比：11月→12月） （▲0.005→▲0.032）

国内企業物価指数
日銀

住団連景況感調査 見通し
住
第４四半期→第１四半期
景
気 総合 +50→+39 注文 +44→+28
分譲戸建 +21→+17 貸家 +36→+45

エ
リ
ア
景
気
・
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リ
ア
住
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金
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国内銀行貸出約定平均利率
日銀（ストック）

▲0.3%→±0.0% （前月比 12月→1月） ±0.0%※→+0.1% （前月比 12→1月） +0.30%→±0%

完全失業率※
総務省
4.5%→4.6%
10月→11月
（前月比）
+0.1ポイント

景気ウオッチャー調査

貸出残高
日銀（総貸出平残前年比）

②ややプラスへ

（前年比）

+2.0%→▲0.1%

要注意
注意
普通または良

国土交通省 着工数
11月→12月（対前年同月比）
首都圏
東京都
27,411（+6.6%）→23,186（▲12.5%）
10,796（+2.9%）→9,288（▲11.7%）
5,794（▲3.8%）→5,341（▲14.1%）
1,553（▲5.5%）→1,356（▲24.5%）
4,586（+11.5%）→3,536（▲6.8%）
9,003（▲2.9%）→8,163（▲11.3%）
4,769（+4.0%）→4,796（▲0.5%）
1,445（+3.2%）→1,595（+3.4%）
6,630（+14.7%）→4,784（▲22.0%）
2,986（▲9.8%）→2,753（▲16.1%）
愛知県
中部圏
7,942（▲12.3%）→8,152（▲12.0%）
4,199（▲24.2%）→4,632（▲6.1%）
4,078（▲6.6%）→3,946（▲11.6%）
1,870（▲14.6%）→1,869（▲10.8%）
2,213（▲22.1%）→2,663（▲11.4%）
1,348（▲26.4%）→1,650（▲2.3%）
1,067（+3.1%）→1,231（+2.1%）
756（+5.3%）→831（+0.1%）
545（▲27.4%）→266（▲44.4%）
223（▲70.3%）→266（▲11.0%）
近畿圏
大阪府
10,492（+4.8%）→11,281（▲3.0%）
5,038（+12.5%）→4,508（▲12.9%）
3,155（▲9.9%）→3,080（▲10.3%）
941（▲7.5%）→858（▲8.8%）
3,026（▲7.6%）→3,329（▲9.5%）
1,672（+12.7%）→1,557（▲6.6%）
2,090（+1.7%）→2,150（▲4.2%）
1,021（▲4.3%）→1,127（+3.3%）
1,396（+53.6%）→893（▲39.0%）
2,169（+99.0%）→2,558（+13.2%）

⑬愛知県は人口、世帯数共に前月差マイナス、前年同月差共にプラス。

■愛知県住景気（①～⑯） （文責：小間幸一）
●現状／景気ウォッチャー調査（東海）の現状判断DIはマイナスになったものの、先行き判断DIはプラスとなり、失業率もさらに低下した。着工数も前月比では増加傾向で、減少傾向も一服感が漂う。
このような動きは、トヨタ自動車販売台数の大幅増等の輸送機器産業の生産回復による影響と考えられる。
●今後／トヨタ自動車の生産増による賃金上昇や人口・世帯増加などの市場の基礎条件の改善に加えて、魅力ある省エネ住宅等の新商品投入による市場開拓に期待したい。

※本稿の内容はあくまで執筆者の個人的見解に基づくもので、当社としての正式見解と必ずしも一致するものではありません。予めご了承願います。

⑭前月比では持家のほぼ
横ばいを除き全てプラス、
前年同月比では分譲戸建
以外は全てマイナスとなっ
た。
反転増加のきっかけをつか
んだのかどうかは慎重に見
守る必要がありそう。
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