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無味乾燥に見られがちな経済指標も着色して並べて見ると急に表情豊か

になる。そして、自然に心に届くようになる。 

偶然このことに気づいたのは住宅市場の動向を知るために毎月作成 

している住宅市場天気図（※1）のおかげだ。この天気図なるものは住宅市場

に関係すると考えられる 23 前後の経済指標（建設物価建築費や住宅着工

数等）の動向を要注意は赤、注意は黄色、普通は緑と色分けして示している。

住宅市場を一目でわかるために 2 年前から月一回のペースでつくりはじめた。

そのためには各種指標を定期的に集めることが必要だ。各指標がばらばらに

公表されるので、集めるのも大変だ。さらに、色分けするのもなかなか難しい。

毎月、部下に手伝ってもらってなんとかやってきた。 

努力の甲斐があり今年 4 月にようやく 2 年を超えた。すると成果を実感した

いという子供じみた思いがふつふつと湧き上がり、全部並べてみたくなった。

（次頁参照）するとどうだろう。リーマンショックを含む激動の住宅市場が表情

豊かに目に飛び込み、記憶に働きかけてくるではないか。これには正直驚い

た。 

解説風に述べよう。2008 年 4 月はうす緑が目立つ。その後、真っ赤が少し

増え、リーマンショック後の 2009 年 1 月頃から全体が真っ赤の火だるま状態。

10 月ぐらいまで延々とそれが続く。12 月から色が徐々に薄まり、現在はうす緑

とうす黄色が目立つ春らしいほんのりした状態だ。 

このように経済指標も色づけをして表情を与えると、もはや数字の羅列では

ない。見る者に表情を持って饒舌に語りかけ、その時々の記憶も鮮烈によみ

がえってくる。とかく面白みに欠けると敬遠されがちなデータや経済指標だが、

色づけをして並べるというちょっとしたひと工夫でぐっと心に届くようだ。 

以 上 

※1：住 宅 市 場 天 気 図 http://www.jyuseikatsu. jp/backnumber/report.html 

 

※本 ページの内 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。 

住宅市場データ 
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2010 年 4 月 30 日版 

このレポートは、住宅市場の把握に欠かせない各種データや経済指

標により親しみを感じていただくためのものです。気軽にお読みい

ただければ幸いです。 

経済指標を心に届けるひと工夫   住宅市場研究室 小間幸一  

                   kouichi-koma@toshinjyuken.co.jp 
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住宅市場研究室

■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。

要注意

注意

普通または良

※09年第2四半期の数値は修正

10月→11月
（前月比）

総合　▲12→+19 （+6.7ポイント） （+7.4%）
分譲戸建　▲38→▲13 （+5.9ポイント） （+8.1%）

地方経済天気 平均路線価
11月→12月 対前年変動率

関東 東京圏
下げ止まり 08年7/1 総数
→持ち直し →09年7/1 持家

貸家
+1.6% 分譲戸建

→▲6.5% マンション
東海 名古屋圏

下げ止まりの動き 08年7/1 総数

→持ち直し →09年7/1 持家
貸家

+1.5% 分譲戸建
→▲4.5% マンション

近畿 大阪圏

下げ止まり 08年7/1 総数
→持ち直し →09年7/1 持家

貸家

1.0% 分譲戸建
→▲4.2% マンション

メゾネットパーク 東新住建分譲住宅 タイルダグラス
21.6%

3.9%
8.1%
25.2%

住宅市場天気図　（NO.22　１月号　2010.1.22）　※出典は次ページ参照　東新住建　住宅市場研究室　小間、小崎

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。

③マンションは契約率、価格とも安定

すまいの買い時はいつ？

⑤注文、次いで貸
家見通しが強気。
分譲はマイナス幅
が縮小。総合でも
プラスへ。

土地売買移転登記件数

（前期比：＋1.5）

4,500→3,729
（+1.2%→▲4.9%）

1,008→893

今年中

S&Pケース・シラー住宅価格指標
前期比

2009年第2四半期→2009年第3四半期

+3.1%→+3.1%

1,161（▲61.2%）→1,337（▲64.4%）

1,289（+1.1%）→1,200（▲3.5%）

3,367（+1.8%）→3,329（+15.1%）

3,363（▲34.3%）→3,484（▲31.3%）

10,746（▲21.8%）→9,998（▲19.8%）

⑦給与水準は横ばい

■愛知県住景気（①～⑨）
・現状

景気全般は持ち直し傾向とはいえ、高失業率と給与水準低調の中、土地取引数や着工数の減少が目立ち、力強さに欠ける点は否めない。
・今後
愛知県の人口、世帯の増加傾向、トヨタの更なる回復や政府各種施策（住宅版エコポイント等）等の好材料はあるものの、今後の推移を注意深く見守る必要が
ありそう。

①物価下落は継続

0.9%

0.0%

②トヨタは回復基調継続

④建売は契約率が今一歩、価格も安定せず

⑧愛知県は人口、世帯数も増加

来年3月ごろ
ここ1年以内は買い時ではない

09年10月調査

0%

→6.3%
ここ１年はどちらとも 言えない

09年4月調査

09年10月調査

0%

→1.8% 好感度 10.5%

（▲16.5→+2.9%）

東新住建に非常に期待するか

認知率

東京都

奈
良

09年4月調査

1,527→1,395
（▲12.6→▲2.1%）

5,871→5,107
（▲10.3→+7.9%）

10,460→8,027
（+0.3%→▲1.5%）

神

奈

川

6,284→5,497
（▲15.9%→+3.3%）

愛

知

内閣府

▲0.1%→▲0.2%

▲1.7%

総務省
完全失業率

景気は持直してきているが、自律性に
乏しく、失業率が高水準にあるなど依然

として厳しい状況にある。
（デフレ宣言継続）

（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）

4,792→4,281
（▲10.9%→+0.7%）

首都圏　11月→12月（前年同月比）　不動産経済研究所

4,275（▲1.9%）→4,101（+10.0%）

09年4～6月→7～9月

Home's掲載物件総数

11/23→1/21

7,360→6,135
（▲10.7%→▲2.0%）

（前期比：+0.4）

10月→11月（前年同月比）

東
京

東
京

都

292,832円→288,069円

4.8%→5.2%

大阪府

6.2%→7.7%

（前年同月比：▲4.87%）

（前期比：▲0.1）

290,487円→276,351円

08年10月→09年10月

商品ブランド

マンション

（前年同月比：▲2.13%）
愛知県

5.1%→5.0%

（+4.6%）

完全失業率

1,393,339件→1,457,805件

（前月比：+1.64%）

349,457円→342,028円

1,591（+15.3%）→1,518（+6.3%）

24.0%

ザ･借家

49.0%

8,841,961→8,841,903

住宅ブランドに関する調査（2009年10月）住宅市場研究室　愛知県web調査

2,053（▲11.6%）→1,859（▲7.6%）

1,783（▲38.9%）→1,230（▲47.5%）

人口

（前年同月比：▲1.63%）

東京都

5,869（▲1.1%）→6,127（+6.1%）

656（▲1.9%）→611（+7.6%）

2,045（+2.8） →1,800（▲1.3%）

愛知県
8,925（▲33.6%）→8,343（▲29.9%）

3,496（▲51.7%）→3,140（▲49.4%）

954（▲9.2%）→875（+1.3%）

9,092（▲17.9%）→8,050（▲33.4%）

4,364（▲19.0%）→3,976（▲29.0%）

1,080（▲32.5%）→876（▲46.3%）

1,076（▲4.7%）→933（+1.4%）

4,808（▲33.9%）→4,246（▲36.8%）

135（▲57.3%）→121（▲79.7%）

1,940（▲54.6%）→1,714（▲53.5%）

1,381（▲46.0%）→1,577（▲24.9%）

大阪府

1,042（+11.9%）→876（+18.2%）

4,744（▲23.9%）→4,295（▲21.1%）

37.2%

6.3%

東京都

135（▲80.5%）→216（▲79.0%）

近畿圏

DUP（デュープレックス）

5.7%

（前月比：▲480人）

6,247,680→6,246,351

首都圏

1.8%

（前月比：+789人）

7,415,342→7,416,131

2,949,026→2,950,127

74.3%

（前月比：+1,695世帯）
3,826,933→3,828,628

（前月比：+1,101世帯）

（前月比：▲58人）

▲7.7%→▲12.0%（前年比）

推計人口、世帯数

契約率

68.8%→68.6%
57.6%→58.1%

4647万円→4597万円

5 229.5万円→4938 .5万円

中部圏

3,756（▲6.0%）→4,014（▲0.8%）

平均価格

1,602（▲73.5%）→2,260（▲66.0%）

10,233（▲25.2%）→10,426（▲16.2%）

22,273（▲25.1%）→22,868（▲21.6%）

建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）

（前月比　11月→12月）

▲1.84%→▲3.72%

+0.02%→▲1.85%

トヨタ自動車新車販売台数（自販連）

141.3%→155.6%

（11月→12月）

（前年同月比　11月→12月）

（前年同月比）

11月

（前月比：10月→11月）

国土交通省　着工数
10月→11月（対前年同月比）

1.674%

（±0.000→▲0.006）

▲1→▲5

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　10月→11月）

個人

愛
知

エ
リ
ア

景
気

・
エ
リ

ア
住
景

気
大

阪

東新住建から購入を検討するか

1,736→1,546

（▲9.1→▲8.2%）
岐
阜

埼

玉

兵

庫

三
重

貸家　▲30→+18

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

企業

（前年同月比）

国内銀行貸出約定平均利率
日銀（ストック）

▲10→▲13
08年→09年12月

貸出残高

日銀（総貸出平残前年比）

住団連景況感調査　見通し
21年第３四半期→第４四半期

11月→12月

金

融
+0.1%→▲1.2%

倒産件数

帝国データバンク

注文　▲3→+30

+0.1ポイント

景気ウオッチャー調査　12月
内閣府

景気は下げ止まっていたものの、引き
続き弱い動きがみられる

5.1%→5.2%

▲6.5%→+2.1%

物

価
▲5.0%→▲3.9%

日銀

▲1.0%→▲11.0%

（前年同月比　11月）
11月→12月）

（前年同月比

人口

住
景

気

マ
ク
ロ

国内企業物価指数

景
気

月例経済報告　1月

消費者物価指数

（前月比）
11月→12月

（前月比　10→11月）

愛知県

人口

建売住宅

常用労働者の1人平均
月間給与総額

08年10月→09年10月

09年　9月→10月

11月→12月（増減）

（前月比：▲1,329世帯）

12,993,920→12,993,440

世帯数

09年　9月→10月
286,481円→288,069円

（前月比：+0.55%）

大阪府

339,419円→342,028円

世帯数

（前月比：+0.77%）

⑥土地取引が減少傾向

愛

知
県

09年　9月→10月
271,904円→276,351円

08年10月→09年10月

大
阪
府

世帯数

⑨前月比では全
般的に低調、
前年同月比で分
譲戸建のみがか
ろうじてプラス

要注意

注意

普通または良

※09年第3四半期の数値は修正

11月→12月

（前月比）

総合　+19→+54 （+6.1ポイント） （▲0.8%）

分譲戸建　▲13→+15 （+23.4ポイント） （▲11.0%）

地方経済天気 基準値標準価格

12月→2月 対前年変動率

関東 東京圏
持ち直し 08年7/1 総数

→一進一退 →09年7/1 持家
貸家

+1.6% 分譲戸建
→▲6.5% マンション

東海 名古屋圏

持ち直し 08年7/1 総数
→一進一退 →09年7/1 持家

貸家
+1.5% 分譲戸建

→▲4.2% マンション

近畿 大阪圏
持ち直し 08年7/1 総数

→一進一退 →09年7/1 持家

貸家
1.0% 分譲戸建

→▲4.5% マンション

メゾネットパーク 東新住建分譲住宅 タイルダグラス

7.4%
10.5%
6.8%

17.7%

すまいの買い時はいつ？

今年3月ごろ

S&Pケース・シラー住宅価格指標

前期比

2009年第3四半期→2009年第4四半期

+3.3%→▲1.1%

1,337（▲64.4%）→1,727（▲47.0%）

1,200（▲3.5%）→1,362（+15.9%）

3,329（+15.1%）→3,111（+4.9%）

3,484（▲31.3%）→3,175（▲38.0%）

⑤注文、分譲戸
建、貸家ともに強

気の見通し

⑦給与はやや増加へ

住宅市場天気図　（NO.23　２月号　2010.2.26）　東新住建　住宅市場研究室　小間、小崎

■愛知県住景気（①～⑨）　（文責：小間幸一）
●現状
愛知県ではトヨタ自動車の好調を背景に給与水準は前月比で増加が見られる。又、土地取引や着工数も増加傾向を見せはじめている。
●今後

トヨタ自動車の好調を背景とした給与やボーナス水準の上昇の推移、さらには住宅版エコポイントがどの程度好影響を及ぼすのかを注意深く見守る必要があり
そう。

①物価下落は継続

1.92%

0.00%

②トヨタは回復基調継続

④建売は契約率が今一歩、価格も安定せず

⑧愛知県は人口、世帯数も減少

今年9月以降
ここ1年は買い時ではない

10年2月調査

22.23%

→23.22%
ここ1年は「買い

09年10月調査

10年2月調査

1.80%

→1.86% 好感度 12.50%

（＋1.5）

3,729→4,817

（▲4.9%→▲11.5%）
893→1,167

（+2.9%→▲0.8%）

東新住建に期待する

認知率

奈

良

（+0.4）

4,281→5,196

（+0.7%→+0.1%）

土地売買移転登記件数

神

奈

川

5,497→6,631
（+3.3%→+2.5%）

6,135→7,221
（▲2.0%→▲15.1%）

愛

知

09年10月調査

1,395→1,941
（▲2.1%→+15.1%）

5,107→6,874
（+7.9%→▲3.3%）

三

重

月例経済報告　2月

▲0.2%→▲0.1%

▲1.3%

総務省
完全失業率

景気は持直してきているが、自律性に

乏しく、失業率が高水準にあるなど依然
として厳しい状況にある。

（デフレ宣言継続）

（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）

（前年同月比　12月）

埼
玉

兵

庫 08年11月→09年11月

298,978円→289,532円

4.8→5.2

大阪府

6.2→7.7

（▲5.68%）

（▲0.1）

Home's掲載物件総数
1/21→2/25

マンション

（▲2.64%）

（+1.07%）

11月→12月（前年同月比）

東

京

8,027→10,596
（▲1.5%→+6.0%）

東京都

28.85%

ザ･借家

37.50%

8,841,903→8,841,767

住宅ブランドに関する調査（2010年2月）住宅市場研究室　愛知県web調査

1,859（▲7.6%）→1,996（▲11.2%）

1,230（▲47.5%）→1,141（▲50.5%）

人口

（▲3.16%）

商品ブランド

9,998（▲19.8%）→9,948（▲21.8%）

3,140（▲49.4%）→4,074（▲31.4%）

875（+1.3%）→936（▲2.9%）

8,050（▲33.4%）→8,483（▲24.8）

3,976（▲29.0%）→3,664（▲30.4%）

1,518（+6.3%）→1,610（+12.2%）

4,014（▲0.8%）→3,910（+7.5%）

東京都

6,127（+6.1%）→5,687（+6.1%）

611（+7.6%）→644（▲5.6%）

1,800（▲1.3%）→1,868（+3.0%）

愛知県

8,343（▲29.9%）→9,453（▲18.7%）

2,260（▲66.0%）→3,163（▲42.6%）

10,426（▲16.2%）→9,200（▲26.7%）

4,101（+10.0%）→4,137（+4.8%）

中部圏

876（▲46.3%）→645（▲61.5%）

933（+1.4%） →955（▲10.7%）

4,246（▲36.8%）→5,029（▲22.3%）

121（▲79.7%）→248（▲56.6%）

1,714（▲53.5%）→2,265（▲32.8%）

1,577（▲24.9%）→1,594（▲21.8%）

大阪府

876（+18.2%）→860（+8.4%）

4,295（▲21.1%）→4,557（▲18.4%）

27.27%

7.27%

東京都

216（▲79.0%）→248（▲60.1%）

近畿圏

DUP（デュープレックス）

5.77%

（▲2,198人）

6,246,351→6,244,060

首都圏

平均価格

1,457,805件→1,473,470件
（前年比）

推計人口、世帯数

契約率

68.6%→70.3%

58.1%→55.7%

4597万円→4138万円

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　11月→12月）

完全失業率

個人▲11.0%→▲17.9%

トヨタ自動車販売台数（自販連）

155.6%→146.0%

（12月→1月）

▲12.0%→▲3.9%
4 938.5万円→4081 .8万円貸家　+18→+45

22,868（▲21.6%）→22,407（▲17.7%）

12月

（前月比：11月→12月）

国土交通省　着工数
11月→12月（対前年同月比）

1.655%

（▲0.006→▲0.019）

▲1→▲5

愛
知

エ
リ

ア
景

気
・
エ

リ
ア
住

景
気

大

阪

東新住建から購入を検討するか

1,546→1,897

（▲8.2%→▲12.9%）

岐

阜

09年4～6月→7～9月

愛知県

5.1→5.0

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

企業

（前年同月比）

国内銀行貸出約定平均利率
日銀（ストック）

▲10→▲13
09年→10年1月

貸出残高
日銀（総貸出平残前年比）

住団連景況感調査　見通し
21年第４四半期→22年第１四半期

注文　+30→+43

物
価

▲5.0%→▲3.9%→▲2 .1%

（前年同月比

11月→12月→1月）

（2005年＝100）

（前月比　11→12月）

+2.1%→▲7.1%

▲0.1ポイント

景気ウオッチャー調査　1月

景気は下げ止まっていたものの、引き
続き弱い動きがみられる

5.2%→5.1%

帝国データ
倒産件数

住

景
気

マ
ク

ロ

国内企業物価指数

景

気

内閣府

消費者物価指数

（前月比）
12月→1月

12月→1月（増減）

東
京
都

12月→1月

金
融

▲1.2%→▲1.7%

（前年同月比　12月→1月）

首都圏　12月→1月（前年同月比）　不動産経済研究所

③マンションは契約率、価格とも安定

常用労働者の1人平均

月間給与総額

08年11月→09年11月

09年　10月→11月

308,816円→291,286円

（▲2,291世帯）

12,993,440→12,991,242
人口

（+5.40%）

368,717円→358,983円

世帯数

342,028円→358,983円

愛知県

人口

09年　10月→11月
288,069円→289,532円

（▲614世帯）

（▲1,154人）

7,416,131→7,414,977

2,950,127→2,949,513

（+0.51%）

大阪府

⑥岐阜を除き土地取引が増加

3,828,628→3,829,708
世帯数

（▲136人）
大
阪

府

3.74%

69.22%

（+1,080世帯）

愛
知

県

09年　10月→11月
276,351円→291,286円

08年11月→09年11月

（前年同月比）

世帯数

（+4.96%）

建設物価建築費
（個人住宅工事原価W125㎡）

（前月比　12月→1月）

▲3.72%→▲3.29%

▲1.85%→+0.01%

建売住宅

⑨前月比では全
て増加。
持家は対前年比
でもプラスへ。

■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。

要注意

注意

普通または良

※09年第3四半期の数値は修正

12月→1月
（前月比）

総合　+19→+54 （+9.0ポイント） （▲1.1%）
分譲戸建　▲13→+15 （+4.5ポイント） （▲2.8%）

地方経済天気 地価公示

2月→3月 住宅地

関東 東京圏
一進一退 09年1/1 総数

→一進一退 →10年1/1 持家
貸家

分譲戸建

マンション
東海 名古屋圏

一進一退 09年1/1 総数
→一進一退 →10年1/1 持家

貸家

分譲戸建
マンション

近畿 大阪圏

一進一退 09年1/1 総数
→一進一退 →10年1/1 持家

貸家
分譲戸建
マンション

※1 平成21年12月の完全失業率は改定

※2 大阪府の完全失業率はデータ確認中

東京都

5,687（+6.1%）→5,750（+12.9%）

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。

住宅市場天気図　（NO.24　３月号　2010.3.24）　※出典は次ページ参照　東新住建　住宅市場研究室　小間、小崎

S&Pケース・シラー住宅価格指標
前期比

（前年同月比）
09年→10年2月

日銀（総貸出平残前年比）

物

価

650,958円→604,019円

（前期比：▲0.4）

2009年第3四半期→2009年第4四半期

+3.3%→▲1.1%

1,727（▲47.0%）→2,244（▲33.6%）

1,362（+15.9%）→1,217（+9.5%）

8,483（▲24.8）→9,304（▲6.3%）

3,664（▲30.4%） →4,073（▲0.6%）

1,610（+12.2%）→1,542（+26.0%）

3,910（+7.5%）→4,036(+10.3%）⑤注文、分譲戸
建、貸家ともに強
気の見通し

※2

▲4.4%
→▲4.9%

▲2.8%

→▲2.5%

▲2.0%
→▲4.8%

－

5,196→4,083

（+0.1%→+8.3%）

愛

知

1,941→1,318

■愛知県住景気（①～⑨）　（文責：小間幸一）

●現状
トヨタ自動車販売台数は引続き好調。一方で住景気は、土地販売件数が前月比では減少で前年同月比では増加、着工数が前年同月比ではマイナスが目立つが前月比では増加が目立つな

ど、一進一退の状況といえるだろう。

●今後
トヨタ自動車の動向（春闘、販売台数等）や住宅版エコポイントの効果などで上向きのきっかけをつけめるかどうかが注目される。

①物価下落は継続

②トヨタは回復基調継続

④建売の契約率は低調、価格も毎月上下し安定せず

⑧人口、世帯数も減少

4,817→3,523
（▲11.5%→+5.7%）

1,167→835
（▲0.8%→▲3.7%）

奈

良

神

奈

川

6,631→4,713
（+2.5%→+0.6%）

7,221→5,670
（▲15.1%→▲4.3%）

埼

玉

内閣府

▲0.1%→▲0.6%

▲1.3%

総務省

完全失業率

景気は、着実に持直してきているが、な
お自律性は弱く、失業率が高水準にあ

るなど厳しい状況にある。
（デフレ宣言継続）

（生鮮食品除総合指数）

（前月比　12→1月）

（前年同月比　1月）

08年11月→09年11月

5.2%→4.8%

大阪府
（前年同月比：▲11.34%）

（前期比：▲0.8）

08年12月→09年12月

愛知県

5.0%→4.2%

Home's掲載物件総数

2/25→3/19

マンション

（前年同月比：▲6.49%）

（▲2.05%）

12月→1月（前年同月比）

東
京

10,596→7,383
（+6.0%→▲0.8%）

東京都

3,829,708→3,828,909
世帯数

8,841,767→8,838,704

1,996（▲11.2%）→1,996（+24.3%）

1,141（▲50.5%）→1,531（▲15.0%）

人口
（前月比：▲3,063人） 3,111（+4.9%）→2,650（+10.9%）

3,175（▲38.0%）→3,191（▲18.1%）

1,868（+3.0%）→1,574（+8.6%）

愛知県

9,453（▲18.7%）→4,907（▲19.9%）

（前年同月比：▲7.21%）

9,948（▲21.8%）→9,405（▲4.1%）

4,074（▲31.4%）→3,801（▲26.5%）

936（▲2.9%）→790（▲6.6%）

（前月比：▲799世帯）

09年　11月→12月
289,532円→604,019円

3,163（▲42.6%）→4,907（▲18.4%）

9,200（▲26.7%）→11,319(+2.6%）

4,137（+4.8%）→3,595（+2.0%）

中部圏

645（▲61.5%）→425（▲67.9%）

955（▲10.7%）→1,146（+33.1%）

5,029（▲22.3%） →5,084（▲6.7%）

248（▲56.6%）→431（▲43.4%）

2,265（▲32.8%） →2,512（▲2.4%）

1,594（▲21.8%）→1,356（▲21.4%）

大阪府

860（+8.4%）→929（+23.7%）

4,557（▲18.4%）→3,860（▲17.3%）

644（▲5.6%）→544（▲6.4%）

東京都

248（▲60.1%）→474（▲61.2%）

近畿圏

（前月比：▲1,516人）

6,244,060→6,243,486

首都圏

（前月比：▲672世帯）

（前月比：▲1,238人）

2,949,513→2,948,841

人口

平均価格

1,473,470件→1,443,168件
（前年比）

推計人口、世帯数

契約率

70.3%→70.7%
55.7%→55.1%

4138万円→4772万円

土地売買移転登記件数

貸家　+18→+45

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　12月→1月）

完全失業率

個人▲17.9%→▲14.6%

トヨタ自動車販売台数（自販連）

146.0%→150.6%

（1月→2月）

▲3.9%→▲6.6%
4 081.8万円→4709 .0万円

22,407（▲17.7%）→26,269（+1.2%）

2月

（前月比：1月→2月）

国土交通省　着工数
12月→1月（対前年同月比）

1.649%

（▲0.019→▲0.006）

▲1→▲5

09年7～9月→10～12月

エ
リ

ア
景
気

・
エ
リ

ア
住

景
気

大

阪

1,897→1,312
（▲12.9%→▲19.9%）

岐
阜

兵

庫

6,874→4,283
（▲3.3%→▲7.3%）

三
重 （+15.1%→▲14.6%）

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

企業

国内銀行貸出約定平均利率
日銀（ストック）

▲10→▲13

貸出残高

住団連景況感調査　見通し
21年第４四半期→22年第１四半期

（前年同月比
▲2.1%→▲1.5%

▲7.1%→+1.8%

日銀

倒産件数

帝国データバンク

1月→2月）

▲0.2ポイント

景気ウオッチャー調査　２月

景気は下げ止まっていたものの、引き

続き弱い動きがみられる
※1 5.2%→4.9%

住

景
気

マ
ク
ロ

国内企業物価指数

景
気

月例経済報告　3月

消費者物価指数

（前月比）
1月→2月

注文　+30→+43

1月→2月（増減）

東

京
都

1月→2月

金

融
▲1.7%→▲1.6%

（前年同月比　1月→2 月）

首都圏　1月→2月（前年同月比）　不動産経済研究所

③マンションは契約率は安定、価格は毎月上下し安定せず

常用労働者の1人平均
月間給与総額

659,696円→584,903円

（前月比：▲574世帯）

12,991,242→12,989,726
人口

（前月比：+100.80%）

792,544円→741,115円

世帯数

358,983円→741,115円

愛知県

08年12月→09年12月

7,414,977→7,413,739

大
阪

府

建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）

（前月比　1月→2月）

▲3.29%→▲3.20%

+0.01%→▲0.04%

（前月比：+108.62%）

大阪府

09年　11月→12月

⑦給与はボーナス効果で前月比やや増加

　前年同月比はマイナス

（前年同月比）

世帯数

（前月比：+106.45%）

建売住宅

愛
知
県

09年　11月→12月

291,286円→584,903円

⑨前月比では
総数、貸家、マン
ションで増加。
前年比では持家を

除き減少。
⑥愛知・埼玉は3ヶ
月連続で前年比増
加

■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。

要注意

注意

普通または良

42.1(2月）→47.4（3月） 住宅 ※09年第3四半期の数値は修正

（前月差+5.3） 現状DI

1月→2月 44.8（2月）→47.0（3月） 住宅

（前月比） （前月差+2.2） 先行きDI

総合　+19→+54
分譲戸建　▲13→+15

景気ウオッチャー調査 地価公示

2月→3月（前月差） 住宅地
南関東 東京圏

・現状判断DI（各分野計） 09年1/1 総数
38.8→45.0（+6.2） →10年1/1 持家

・先行き判断DI（各分野計） 貸家
43.9→46.2（+2.3） 分譲戸建

マンション
東海 名古屋圏

・現状判断DI（各分野計） 09年1/1 総数
43.9→47.8（+3.9） →10年1/1 持家

・先行き判断DI（各分野計） 貸家
42.4→46.0（+3.6） 分譲戸建

マンション
近畿 大阪圏

・現状判断DI（各分野計） 09年1/1 総数
44.6→49.5（+4.9） →10年1/1 持家

・先行き判断DI（各分野計） 貸家
47.2→48.9（+1.7） 分譲戸建

マンション

メゾネットパーク 東新住建分譲住宅 タイルダグラス
7.4%
10.5%
6.8%
17.7%

※1 平成22年2月の企業物価指数は改訂

※2 大阪府の完全失業率はデータ確認中

物
価

（前月差+0.3）

（前月差+7.9）

0.1%→0.2%

▲1.6%→▲1.3%

すまいの買い時はいつ？

291,826円→284,600円

6,631→4,713

内閣府

▲0.6%→±0.0%

▲1.2%

（前月差▲263 .3 万円、前年同月比+3 .7 %）

2,650（+10.9%）→2,914(+5 .2%）

③トヨタ自動車は回復基調が継続

39.7（２月）→47.6（３月）

中部圏

790（▲6.6%）→985（+58.9%）

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。

暫定版住宅市場天気図　（NO.25　４月号　2010.4.16）　※出典は次ページ参照。今回より全国地方銀行協会の地方経済天気図に替えて内閣府の景気ウオッチャー調査の景気判断DIを加えました。　東新住建　住宅市場研究室　小間、小崎

①物価下落の勢いは
弱くなりつつある

43.4（２月）→43.7（３月）

②総合は現状、先行きともにプラス。
住宅は現状は大幅プラスだが先行きは微増。

総合現状判断DI

・前月比2月→3月

S&Pケース・シラー住宅価格指標
前期比

2009年第3四半期→2009年第4四半期

+3.3%→▲1.1%

→23.22%

09年10月調査

ここ1年はどちらとも 言えない

09年10月調査

10年2月調査

1.80%

→1.86% 好感度 12.50%（+2.00）

28.85%（+4.85）

▲4.4%
→▲4.9%

▲2.8%
→▲2.5%

▲2.0%
→▲4.8%

－

⑤建売は安定せず

⑧人口、世帯数ともに前年同月差は増加、前月差では減少

今年9月以降
ここ1年は買い時ではない

27.27%（▲9.93）
今年3月ごろ

3,191（▲18.1%）→2,915（▲26.7%）

3,801（▲26.5%）→2,893（▲21.0%）

4772万円→5070万円

3,595（+2.0%）→3,641（+5 .4%）

604,019円→284,600円

■愛知県住景気（①～⑨）　（文責：小間幸一）
●現状
愛知県ではトヨタ自動車の販売台数は好調で、それが景況感の現状DIのプラス傾向に寄与していると思われる。それらのことは、月間給与総額、推計人口や世帯数の前年同月比増からもうかがえる。但

し、着工数が貸家の低調に引きずられる形で前年同月比減になるなど、回復基調だが力強さに今一歩といえるだろう。

●今後
全国の住宅関連景況感の先行きDIも+0.3で、総合先行きDIの+2.2と比べて見劣りする状況だ。東海エリアの景況感（各分野計）の先行きもプラスとはいえ50には届いていない。経済がこれといった決め
手に欠く現状では、トヨタ自動車の動向（売上げや賃金等の動向に加え、特にリコール問題の影響）や住宅版エコポイントの効果を引き続き注視する必要があると思われる。

1.92%（+1.92）

0.00%10年2月調査

4,817→3,523

※21,167→835
（▲0.8%→▲3.7%）

東新住建に期待する

（▲15.1%→▲4.3%）

認知率

奈

良

（前期比：▲0.4）

5,196→4,083
（+0.1%→+8.3%）

愛

知

（+2.5%→+0.6%）

埼

玉 09年 1月→10年 1月

三

重

22.23%

（▲11.5%→+5.7%）

1,941→1,318
（+15.1%→▲14.6%）

兵

庫 09年 1月→10年 1月

5.2%→4.8%

大阪府

（前年同月比：+0.86%）

（前期比：▲0.8）

6,874→4,283
（▲3.3%→▲7.3%）

（前年同月比：▲1.52%）

（▲2.87%）

12月→1月（前年同月比）
東

京

10,596→7,383
（+6.0%→▲0.8%）

東京都

土地売買移転登記件数

神

奈

川

7,221→5,670

ザ･借家

37.5%（▲11.5）

8,838,704→8,836,345

住宅ブランドに関する調査（2010年2月）住宅市場研究室　愛知県web調査

1,996（+24.3%）→1,924（+15.3%）

1,531（▲15.0%）→1,280（▲44.7%）

人口

（前年同月比：▲2.48%）

商品ブランド

9,405（▲4.1%）→9,607（▲11.9%）

9,304（▲6.3%）→6,936（▲21.2%）

4,073（▲0.6%）→2,852（▲21.2%）

1,542（+26.0%）→1,444（+12.4%）

4,036(+10 .3%）→3,879（+27.7%）

東京都

5,750（+12.9%）→5,170（+6.9%）

544（▲6.4%）→718（+62.8%）

1,574（+8.6%）→1,694（+4.7%）

愛知県
4,907（▲19.9%）→8,162（▲2.9%）

4,907（▲18.4%）→2,272（▲58.4%）

11,319(+2.6%）→7,131（▲9.7%）

2,244（▲33.6%）→1,197（▲56.5%）

1,217（+9.5%）→1,381（+26 .9%）

（前月差：+562、前年同月差：+12,922） 425（▲67.9%）→659（▲33.6%）

1,146（+33.1%）→941（+13.5%）

5,084（▲6.7%）→4,669（▲6.3%）

431（▲43.4%）→631（+19.3%）

2,512（▲2.4%）→1,623（▲30.9%）

1,356（▲21.4%）→1,031（▲55.1%）

大阪府

929（+23.7%）→897（+14.7%）

3,860（▲17.3%）→3,641（▲26.5%）

7.27%（+0.97）

東京都

474（▲61.2%）→635（+8.2%）

近畿圏

DUP（デュープレックス）

5.77%（+0.07）

（前月差：▲5,066、前年同月差：+75,804）

愛知県

6,243,486→6,240,937

首都圏

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　1月→2月）

（前年比）
マンション 70.7%→82.8%（前月差+12.1、前年同月差+4.5）

契約率 平均価格

（前月差+298万円、前年同月比+6.8%）

完全失業率

個人▲14.6%→▲5.6%

▲6.6%→▲7.3%

（２～3ヶ月先）

4709.0万円→4445.7万円

厳しいながらも下げ止まってい

る/2月

→厳しいながらも持直しの動き

が見られる/3月

トヨタ自動車販売台数（自販連）

日銀

総合先行き判断DI

貸家　+18→+45

26,269（+1.2%）→18,572（▲13.4%）

2月

（前月比：1月→2月）

国土交通省　着工数
1月→2月（対前年同月比）

1.641%

（▲0.006→▲0.008）

▲1→▲5

愛
知

エ
リ
ア
景
気
・
エ
リ
ア
住
景
気

大

阪

東新住建から購入を検討するか

1,897→1,312
（▲12.9%→▲19.9%）

岐

阜

09年7～9月→10～12月

愛知県

5.0%→4.2%

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

企業

（前年同月比）

国内銀行貸出約定平均利率
日銀（ストック）

▲10→▲13
09年→10年3月

貸出残高
日銀（総貸出平残前年比）

2月→3月

住団連景況感調査　見通し
21年第４四半期→22年第１四半期

注文　+30→+43

Home's掲載物件総数
3/19→4/13

1,443,168件→1,401,638件

・前年同月比2月→3月

景気は、着実に持直してきているが、な

お自律性は弱く、失業率が高水準にあ

るなど厳しい状況にある。

（デフレ宣言継続）

（前月比　1→2月）

（前年同月比　2月）

（生鮮食品除総合指数）

±0.0ポイント

4.9%→4.9%
景気ウオッチャー

調査（３月）
総務省

完全失業率

倒産件数
帝国データバンク

住
景
気

マ

ク
ロ

国内企業物価指数※1

景
気

月例経済報告　3月

消費者物価指数

（前月比）
+1.8%→+18.8%

首都圏　2月→3月　不動産経済研究所

常用労働者の1人平均
月間給与総額

（2月→3月）

建売住宅 55.1%→49.5%（前月差▲5.6、前年同月差▲2.7）

推計人口（単位：人）、世帯数

2月→3月

金
融

▲1.6%→▲2.0%

（前年同月比　2月→3月）

大
阪
府

3.74%（+1.94）

69.22%（▲5.08）

建設物価建築費
（個人住宅工事原価W125㎡）

（前月比　2月→3月）

▲3.20%→▲2.83%

▲0.04%→▲0.10%

（前月比：▲52.88%）

大阪府

愛
知
県

09年 12月→10年 1月
584,903円→282,618円

09年 12月→10年 1月

09年 1月→10年 1月

280,210円→282,618円

（前月比：▲51.68%）

349,644円→344,335円

741,115円→344,335円
東
京
都

　・前月比の大幅マイナスは、前月にボーナスが含まれているため

世帯数

（前月比：▲53.54%）

3,828,909→3,829,471
世帯数

（前月差：▲2,359、前年同月差：+4,023）

人口
7,413,739→7,411,956

09年 12月→10年 1月

（前月差：▲763、前年同月差：+1,452）

（前年同月比） 150.6%→153.4%

⑦給与は前年同月比で増加

（前月差：▲1,783、前年同月差：+10,045）

2,948,841→2,948,078
世帯数

（前月差：▲2,549、前年同月差：▲2,80 2）

12,989,726→12,984,660
人口

2月→3月（前月差、前年同月差）

⑨前月比では
持家、分譲戸建、マン
ションで増加。
前年同月比では総数
で微減、貸家で大幅
減。
全体としては回復の力
強さは今一歩。

4/22

4/25

4/16

⑥景況感は現状、先行き

ともにプラス

※今回より地方経済天

気に替えて掲載

④マンションは契約率も80％台へ、価格も上昇。

全国 ▲1.5 →▲0 .9 （前月比）
南関東 ▲1.7→▲1.3 6月→7月
東海 ▲1.8→▲0.6 （前年同月比）
近畿 ▲1.9→▲0.7 07年→08年7月

6月 1.910% 企業 ▲2→▲9
（前月比：5月→6月） （▲0.003→▲0.003） 個人 ▲3→▲1

（前月比　6→7月） 0.2%上昇 （前年同月比 （前月比　7月→8月） 0.28%→0.24% 「現在を一年前と 85.9%（3月調査） 「上がる」と回答 26.7%→22.4%
（前年同月比　7月） 2.3%上昇 5月→6月→7月） （前年同月比　7月→8月） 1.9%→2.2％ 比べると上がった」 →92.1%（6月） 「変わらない」と回答 44.5%→45.5%

6月→7月 4.1%→4.0% 景況感D.I. ▲67.3
（前月比） -0.1ポイント

総合　18→9 注文　19→16 売買数 ▲52,340件（前日比） 64.7%→53.5% （▲20.6ポイント） 4638万→5309万円 （▲0.08%）
分譲戸建　4→13 貸家　23→15 賃貸総流通数 ▲36,470件（前日比） 37.6%→37.5% （▲16.9ポイント） 4623.9万円→4682.8万円 （ ▲8.5%）

東京都 神奈川県
東京圏 14.7% 総数 ▲6.5%→21.7% ▲4.6%→32.7% ▲0.5%→▲18.5%

先行き判断DI 31.3 東京 ▲37.4%→▲21.7% 東京 17.4% 持家 1.1%→21.9% ▲13.8%→45.2% 2.4%→▲14.1%
（前月との差） （+0.3） 埼玉 ▲16.7%→▲11.8% 神奈川 7.8% 貸家 2.8%→31.7% 5.5%→64.6% 0.5%→▲30.7%

横浜 ▲19.4%→▲3.9% 埼玉 6.3% 分譲戸建 ▲9.7%→▲3.2% ▲12.2%→26.5% 1.8%→▲28.8%
マンション ▲22.6%→24.5% ▲12.2%→▲1.3% ▲3.3%→5.3%

愛知県
総数 ▲8.2%→5.7% ▲12.5%→34.3%

先行き判断DI 32.6 愛知 ▲14.7%→▲6.2% 名古屋圏 10.9% 持家 ▲5.9%→16.5% ▲20.2%→49.4%
（前月との差） （+1.6） 岐阜 3.1%→▲2.1% 愛知県 10.8% 貸家 ▲7.5%→0.0% ▲13.5%→34.0%

三重 ▲10.9%→▲8.5% 岐阜県 0.0% 分譲戸建 ▲12.7%→38.0% ▲19.7%→64.3%
マンション ▲14.1%→38.8% 6.6%→240.0%

大阪府
大阪圏 7.4% 総数 ▲30.1%→21.9% ▲34.8%→21.1%

先行き判断DI 34.8 大阪 ▲22.9%→▲4.6% 大阪 8.6% 持家 ▲10.3%→44.5% 2.2%→20.5%
（前月との差） （+2.3） 神戸 ▲18.6%→▲5.0% 兵庫 5.0% 貸家 ▲26.7%→17.4% ▲35.9%→9.1%

奈良 ▲17.0%→14.4% 奈良 1.7% 分譲戸建 ▲14.0%→34.4% ▲10.3%→25.4%
マンション ▲58.3%→▲0.7% ▲56.7%→52.6%

尾張 66.60% どちらとも言えない 69%→30％ 社名認知率 60.5%→57.5%
名古屋市内 65.20% 10～12月 6%→33% 好感度 4.8%→4.4%

西三河 73.30% 買い時ではない 13%→15％ 2007年10月 2500～3000万円未満 2007年10月 家賃　5～6万円 広告視認率 29.8%→28.3%
東三河 36.40% 　　　→2008年4月 3000～3500万円未満 　　　→2008年4月 家賃　7～8万円

8月

7月

不動産関連　広告折込枚数首都圏　6月→7月（前年同月比）　不動産経済研究所

消費者物価指数

製造業

非製造業+23.6%→+3.4% ▲2.0

読売IS（首都圏　6月→7月）

地方経済天気（景況）　6月→7月

関東

平均価格契約率

首都圏

全地銀協
国土交通省　着工数

（対前年同月比　7月→8月）

→景気回復に足踏み

関東
景気回復に足踏み

中部圏名古屋圏　住宅地東海

マンション
建売住宅

（前年比） ▲7.6%→▲7.8%

土地売買移転登記件数
（前年同月比　5月→6月）

104.0→80.4

自動車国内販売数（自販連）
（7月→8月）

（前年同月比）

トヨタ自動車販売台数（自販連）
（6月→7月）

105.4→85.1 （前年同月比）

６ヶ月定点Web消費者調査
１９年１０月・２０年４月　比較

大阪 近畿圏

住み替えに関する調査（07年10月と08年4月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

大阪圏　住宅地
景気回復に足踏み

07年10月と08年4月の比較　経営研究所の愛知県ウェブ調査

→景気回復に足踏み

買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

物
価

景
気

5.7%→7.3%→7.2%

（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）
国内企業物価指数

景気の現状は厳しい

金
融

日銀（総貸出平残前年比）
主要銀行貸出動向アンケート

マ
ク
ロ

日銀（ストック） （日銀7月）今後3ヶ月の資金需要見通

内閣府

貸出残高

7月→8月 2.0%→2.0%

企業短観
景況感（前月比）　7月

帝国データ帝国データバンク
月例経済報告 倒産件数 日銀大企業業況判断DI　3月→6月変化幅

+6.2%→▲10.0% ▲6
足踏み状態にあるがこのところ一

部に弱い動きが見られる。

生活意識アンケート・先行きの地価動向（日銀）

2008.3月→6月
生活意識アンケート・物価（日銀）

2008.6月調査

愛知県　不動産会社景況感　4月　経営研究所調べ

・今後半年間悪化と回答
愛
知

景気ウオッチャー調査　8月
内閣府

東海

近畿

南関東

エ
リ
ア
景
気
・
エ
リ
ア
住
景
気

住
景
気

20年第二四半期→第三四半期

景気ウオッチャー調査　8月
生活意識アンケート（日銀）

2008.6月

（前回比▲9.6）
インターネット公開取引状況（いえーい）

完全失業率
総務省

2008.9.12　12時30分現在

住替実現者の比率 08年4月　5.9 5%（▲0.5 %）

過去１年以内の 07年10月　6.54%→

このところ弱含ん
でいる

東海

東京圏　標準宅地

2008.1.1時点　路線価格対前年変動率

国税庁　7月1日発表

住団連景況感調査　見通し

国内銀行貸出約定平均利率

（2005年＝100）
建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）

回答者の中で も多く支持された価格帯
購入 賃貸

回復の動きが減速
→景気回復に足踏み

住まいの買時・価格アンケート/８月中旬～９月上旬 住替えに関する調査

関西

全国 ▲0.9 →▲1 .0 （前月比）
南関東 ▲1.3→▲1.4 8月→9月
東海 ▲0.6→▲2.0 （前年同月比）
近畿 ▲0.7→▲0.9 07年→08年9月

8月 1.908% 企業 ▲2→▲9
（前月比：7月→8月） （▲0.003→▲0.002） 個人 ▲3→▲1

（前月比　7→8月） 0.3%上昇 （前年同月比 （前月比　8月→9月） +0.24%→+0.32% 「現在を一年前と 92.1%（6月調査） 「上がる」と回答 22.4%→19.6%
（前年同月比　8月） 2.1%上昇 5月→6月→7月） （前年同月比　8月→9月） +2.20％→2.33% 比べると上がった」 →94.6%（9月） 「変わらない」と回答 45.5%→40.3%

6月→7月 4.0%→4.2% 景況感D.I. ▲80.4
（前月比） +0.2ポイント

総合　18→9 注文　19→16 売買数 ▲4,719件（前日比） 53.5%→70.9% （+5.3ポイント） 5309万円→4799万円 （+21.0%）
分譲戸建　4→13 貸家　23→15 賃貸総流通数 ▲19,888件（前日比） 37.5%→31.6% （▲1 1.6ポイント） 4682.8万円→4974.7万円 （ +7.9%）

東京都 神奈川県
東京圏 14.7% 総数 21.7%→77.2% 32.7%→56.0% ▲18.5%→130.6%

先行き判断DI 30.8 東京 ▲21.7%→▲7.5% 東京 17.4% 持家 21.9%→53.0% 45.2%→52.8% ▲14.1%→99.5%
（前月との差） （▲0.5） 埼玉 ▲11.8%→▲7.4% 神奈川 7.8% 貸家 31.7%→68.8% 64.6%→34.6% ▲30.7%→116.9%

神奈川 ▲3.9%→▲9.4% 埼玉 6.3% 分譲戸建 ▲3.2%→32.3% 26.5%→53.3% ▲28.8%→102.1%
マンション 24.5%→193.6% ▲1.3%→93.0% 5.3%→399.5%

愛知県
総数 5.7%→45.7% 34.3%→49.0%

先行き判断DI 34.2 愛知 ▲6.2%→3.6% 名古屋圏 10.9% 持家 16.5%→46.5% 49.4%→53.1%
（前月との差） （+1.6） 岐阜 ▲2.1%→▲9.3% 愛知県 10.8% 貸家 0.0%→48.5% 34.0%→50.3%

三重 ▲8.5%→8.1% 岐阜県 0.0% 分譲戸建 38.0%→36.1% 64.3%→54.1%
マンション 38.8%→40.5% 240.0%→12.1%

大阪府
大阪圏 7.4% 総数 21.9%→37.4% 21.1%→26.4%

先行き判断DI 34.4 大阪 ▲4.6%→▲6.3% 大阪 8.6% 持家 44.5%→47.1% 20.5%→44.4%
（前月との差） （▲0.4） 兵庫 ▲5.0%→▲1.2% 兵庫 5.0% 貸家 17.4%→36.6% 9.1%→0.5%

奈良 14.4%→▲1.4% 奈良 1.7% 分譲戸建 34.4%→25.2% 25.4%→27.5%
マンション ▲0.7%→42.3% 52.6%→69.7%

尾張 66.60% どちらとも言えない 30%→36% 社名認知率 60.5%→57.5%
名古屋市内 65.20% 10～12月 33%→30% 好感度 4.8%→4.4%

西三河 73.30% 買い時ではない 15％→25% 2007年10月 2500～3000万円未満 2007年10月 家賃　5～6万円 広告視認率 29.8%→28.3%
東三河 36.40% 　　　→2008年4月 3000～3500万円未満 　　　→2008年4月 家賃　7～8万円

回答者の中で も多く支持された価格帯
購入 賃貸

景気回復に足踏み
→足踏み基調が強まる

住まいの買時・価格アンケート/８月中旬～９月上旬 住替えに関する調査

関西

このところ弱含ん
でいる

東海

東京圏　標準宅地

2008.1.1時点　路線価格対前年変動率

国税庁　7月1日発表

住団連景況感調査　見通し

国内銀行貸出約定平均利率

（2005年＝100）
建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）

住替実現者の比率 08年4月　5.9 5%（▲0.5 %）

過去１年以内の 07年10月　6.54%→

住
景
気

20年第二四半期→第三四半期

景気ウオッチャー調査　9月
生活意識アンケート（日銀）

2008.9月

（前回比▲13.1）
インターネット公開取引状況（いえーい）

完全失業率
総務省

2008.10.10　13時30分現在

・今後半年間悪化と回答
愛
知

景気ウオッチャー調査　8月
内閣府

東海

近畿

南関東

エ
リ
ア
景
気
・
エ
リ
ア
住
景
気

2008.3月→6月
生活意識アンケート・物価（日銀）

2008.9月調査

愛知県　不動産会社景況感　4月　経営研究所調べ

土地売買移転登記件数
（前年同月比　6月→7月）

80.4→92.9

自動車国内販売数（自販連）
（8月→9月）

（前年同月比）

月例経済報告 倒産件数 日銀大企業業況判断DI　9月（6月→9月変化幅）

▲10.0%→+10.2% ▲3（▲8）
このところ弱含ん

でいる

日銀短観
景況感（前月比）　7月

帝国データ帝国データバンク

金
融

日銀（総貸出平残前年比）
主要銀行貸出動向アンケート

マ
ク
ロ

日銀（ストック） （日銀7月）今後3ヶ月の資金需要見通

内閣府

貸出残高

8月→9月 2.0%→1.8%

物
価

景
気

5.7%→7.3%→7.2%

（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）
国内企業物価指数

景気の現状は厳しい

６ヶ月定点Web消費者調査
１９年１０月・２０年４月　比較

大阪 近畿圏

住み替えに関する調査（07年10月と08年4月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

大阪圏　住宅地
景気回復に足踏み

07年10月と08年4月の比較　経営研究所の愛知県ウェブ調査

→足踏み基調が強まる

買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

トヨタ自動車販売台数（自販連）
（8月→9月）

85.1→94.7 （前年同月比）

マンション
建売住宅

（前年比） ▲7.8%→▲4.5%

→足踏み基調が強まる

関東
景気回復に足踏み

中部圏名古屋圏　住宅地東海

読売IS（首都圏　6月→7月）

地方経済天気（景況）　7月→9月

関東

平均価格契約率

首都圏

全地銀協
国土交通省　着工数

（対前年同月比　8月→9月）※1

9月

8月

不動産関連　広告折込枚数首都圏　7月→8月（前年同月比）　不動産経済研究所

消費者物価指数

製造業

非製造業+3.4%→42.9% 1（▲9）

生活意識アンケート・先行きの地価動向（日銀）

全国 ▲1.0 →▲2.8 （前月比）
南関東 ▲1.4→▲2.8 9月→10月

東海 ▲2.0→▲3.3 （前年同月比）

近畿 ▲0.9→▲2.8 07年→08年10月

8月 1.908% 企業 ▲9→▲13
（前月比：7月→8月） （▲0.003→▲0.002） 個人 ▲1→▲8

（前月比　8→9月） ±0.0% （前年同月比 （前月比　9月→10月） +0.32%→+0.10% 「現在を一年前と 92.1%（6月調査） 「上がる」と回答 22.4%→19.6%
（前年同月比　9月） 2.1%上昇 7月→8月→9月） （前年同月比　9月→10月） +2.33%→+2.29 比べると上がった」 →94.6%（9月） 「変わらない」と回答 45.5%→40.3%

8月→9月 4.2%→4.0% 景況感D.I. ▲80.4
（前月比） ▲0.2ポイント

総合　9→▲18 注文　16→▲3 売買数 +5,402件（前日比） 70.9%→60.1% （▲5.8ポイント） 4799万円→4467万円 （▲0.3%）

分譲戸建　13→▲21 貸家　 15→5 賃貸総流通数 +11,818件（前日比） 31.6%→34.4% （▲7.9ポイント） 4974.7万円→4628.2万円 （ ▲5.6%）

東京圏 14.7% 総数 77.2%→101.0%

先行き判断DI 24.7 東京 ▲7.5%→▲18.9% 東京 17.4% 持家 53.0%→31.0%
（前月との差） （▲6.1） 埼玉 ▲7.4%→▲18.9% 神奈川 7.8% 貸家 68.8%→96.1%

神奈川 ▲9.4%→▲22.8% 埼玉 6.3% 分譲戸建 32.3%→4.6%

マンション 193.6%→497.1%

総数 45.7%→48.4%

先行き判断DI 27.2 愛知 3.6%→▲16.5% 名古屋圏 10.9% 持家 46.5%→35.4%
（前月との差） （▲7.0） 岐阜 ▲9.3%→▲21.3% 愛知県 10.8% 貸家 48.5%→80.0%

三重 8.1%→▲10.4% 岐阜県 0.0% 分譲戸建 36.1%→▲10.8%

マンション 40.5%→36.3%

大阪圏 7.4% 総数 37.4%→51.1%

先行き判断DI 27.9 大阪 ▲6.3%→▲15.1% 大阪 8.6% 持家 47.1%→28.0%
（前月との差） （▲6.5） 兵庫 ▲1.2%→▲0.2% 兵庫 5.0% 貸家 36.6%→80.9%

奈良 ▲1.4%→▲9.6% 奈良 1.7% 分譲戸建 25.2%→15.7%

マンション 42.3%→103.6%

どちらとも言えない 36%→36% 社名認知率 57.5%→69.8%
10～12月 30%→21% 好感度 4.4%→9.5%

買い時ではない 25%→32% 2008年4月 3000～3500万円未満 2008年4月 家賃　7～8万円 広告視認率 28.3%→26.7%

→2008年10月 2500～3000万円未満 →2008年10月 家賃　6～7万円

平均価格

（対前年同月比　8月→9月）※1

神奈川県
130.6%→86.7%

首都圏

53.1%→33.3%

49.0%→43.7%

99.5%→37.4%

116.9%→72.8%

102.1%→14.0%
399.5%→1,060.3%

愛知県
93.0%→349.2%

53.3%→32.3%

69.7%→136.2%

12.1%→63.9%
大阪府

26.4%→53.8%

44.4%→16.1%

54.1%→▲1.5%

50.3%→61.9%

生活意識アンケート・先行きの地価動向（日銀）

2008.3月→6月

0.5%→64.2%

27.5%→12.4%

34.6%→153.2%

▲6.7%→▲2.4%

52.8%→57.9%

56.0%→174.9%
東京都

国土交通省　着工数

10月

9月

首都圏　8月→9月（前年同月比）　不動産経済研究所

消費者物価指数

製造業

非製造業+42.9%→+13.7% 1（▲9）

地方経済天気（景況）　9月→10月

関東
全地銀協

関東

→足踏み基調が強まる

足踏み基調が強まる

中部圏名古屋圏　住宅地東海

物

価

景

気

7.3%→7.2%→6.8%

（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）
国内企業物価指数

景気の現状は厳しさを増している

生活意識アンケート・物価（日銀）

金
融

日銀（総貸出平残前年比）
主要銀行貸出動向アンケート

マ
ク

ロ

日銀（ストック） （日銀7月）今後3ヶ月の資金需要見通

内閣府

貸出残高

8月→9月 1.8%→2.5%

日銀短観
景況感（前月比）　10月

帝国データ帝国データバンク
月例経済報告 倒産件数 日銀大企業業況判断DI　9月（6月→9月変化幅）

+10.2%→+9.7% ▲3（▲8）このところ弱含ん
でいる

2008.9月調査

土地売買移転登記件数
（前年同月比　7月→8月）

94.7→86.9%

マンション

建売住宅

契約率

足踏み基調が強まる

→足踏み基調が強まる

住ま いの買時・価格アンケ ート/10月中旬～11月上旬 住替えに関する調査

大阪
足踏み基調が強まる

92.9→85.6

自動車国内販売数（自販連）
（9月→10月）

（前年同月比）

トヨタ自動車販売台数（自販連）
（9月→10月）

（前年同月比）

愛
知

景気ウオッチャー調査　8月
内閣府

東海

近畿

南関東

エ
リ

ア

景
気

・

エ
リ

ア

住
景

気

買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

住
景

気

20年第三四半期→第四四半期

景気ウオッチャー調査　9月 生活意識アンケート（日銀）
2008.9月

（前回比▲13.1）

インターネット公開取引状況（いえーい）

完全失業率
総務省

2008.11.13　11時30分現在

住替実現者の比率 08年10月　5.51%（▲0.42）

過去１年以内の 08年4月　5.93%→

景気は、弱まって
いる

東海

東京圏　標準宅地

2008.1.1時点　路線価格対前年変動率

国税庁　7月1日発表

住団連景況感調査　見通し

国内銀行貸出約定平均利率

（2005年＝100）
建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）

回答者の中で も多く支持された価格帯
購入 賃貸

近畿圏

住み替えに関する調査（2008年4月と10月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

大阪圏　住宅地

６ヶ月定点Web消費者調査
2008年4月→10月　比較

関西

2008年4月10月の比較　経営研究所の愛知県ウェブ調査

→足踏み基調が強まる

前期比

S&Pケーズ・シラー住宅価格指標

2008年第1四半期→第2四半期

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　7月→8月）

▲4.5%→▲11.4%（前年比）

全国 ▲2.8 →▲2.0 （前月比）
南関東 ▲2.8→▲2.1 10月→11月

東海 ▲3.3→▲2.4 （前年同月比）

近畿 ▲2.8→▲2.0 07年→08年11月

10月 1.906% 企業 ▲9→▲13
（前月比：9月→10月） （+0.005→▲0.007） 個人 ▲1→▲8

（前月比　9→10月） ▲0.1% （前年同月比 （前月比　10月→11月） +0.10%→▲0.13% 「現在を一年前と 92.1%（6月調査） 「上がる」と回答 22.4%→19.6%
（前年同月比　10月） 1.7%上昇 9月→10月→11月） （前年同月比　10月→11月） +2.29→+1.87% 比べると上がった」 →94.6%（9月） 「変わらない」と回答 45.5%→40.3%

9月→10月 4.0%→3.7% 景況感D.I. ▲80.4
（前月比） ▲0.3ポイント

総合　9→▲18 注文　16→▲3 売買数 ▲14,564件（前日比） 63.0%→63.2% （▲0.8ポイント） 4467万円→5018万円 （+7.1%）

分譲戸建　13→▲21 貸家　15→5 賃貸総流通数 ▲152,501件（前日比） 30.0%→45.4% （+7.4ポイント） 4722.8万円→4957.1万円 （+10.8%）

東京圏 14.7% 総数 101.0%→40.9%

先行き判断DI 24 東京 ▲18.9%→3.7% 東京 17.4% 持家 31.0%→9.2%
（前月との差） （▲0.7） 埼玉 ▲18.9%→▲0.7% 神奈川 7.8% 貸家 96.1%→63.0%

神奈川 ▲22.8%→8.9% 埼玉 6.3% 分譲戸建 4.6%→▲9.5%

マンション 497.1%→124.6%

総数 48.4%→11.7%

先行き判断DI 23.4 愛知 ▲16.5%→23.1% 名古屋圏 10.9% 持家 35.4%→▲7.3%
（前月との差） （▲3.8） 岐阜 ▲21.3%→▲12.4% 愛知県 10.8% 貸家 80.0%→45.1%

三重 ▲10.4%→17.0% 岐阜県 0.0% 分譲戸建 ▲10.8%→▲8.1%

マンション 36.3%→▲31.8%

大阪圏 7.4% 総数 51.1%→24.6%

先行き判断DI 27.1 大阪 ▲15.1%→9.8% 大阪 8.6% 持家 28.0%→▲3.9%
（前月との差） （▲0.8） 兵庫 ▲0.2%→17.1% 兵庫 5.0% 貸家 80.9%→51.5%

奈良 ▲9.6%→31.7% 奈良 1.7% 分譲戸建 15.7%→▲10.5%

マンション 103.6%→82.2%

尾張 66.60% どちらとも言えない 36%→46%
名古屋市内 65.20% 10～12月 21%→31% 2008年4月 3000～3500万円未満 2008年4月 家賃　7～8万円

西三河 73.30% 買い時ではない 32%→0% 家賃　6～7万円

東三河 36.40% 及び　7～8万円
→2008年10月 2500～3000万円未満 →2008年10月

2008年4月10月の比較　経営研究所の愛知県ウェブ調査 回答者の中で も多く支持された価格帯
購入 賃貸

住替実現者の比率 08年10月　5.52%（▲0.43）

過去１年以内の

136.2%→9.8%

64.2%→120.9%

12.4%→▲9.8%

前期比

S&Pケース・シラー住宅価格指標

2008年第2四半期→第3四半期

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　9月→10月）

▲11.4%→▲6.1%

国内銀行貸出約定平均利率

（2005年＝100）
建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）

主要銀行貸出動向アンケート
日銀（ストック） （日銀10月）今後3ヶ月の資金需要見通

国内企業物価指数

住団連景況感調査　見通し
住
景

気

20年第三四半期→第四四半期

11月

世界経済が一段と
減速する中で、下

押し圧力が急速に
高まっている。

金
融

日銀（総貸出平残前年比）

マ
ク

ロ

内閣府

貸出残高

2008.12.11　16時30分現在

愛
知

景気ウオッチャー調査　11月
内閣府

東海

近畿

南関東

→足踏み基調が強まる

エ
リ

ア

景
気

・

エ
リ

ア

住
景

気
大阪

トヨタ自動車販売台数（自販連）
（10月→11月）

（前年同月比）

足踏み基調が強まる

生活意識アンケート（日銀）
2008.9月

（前回比▲13.1）

インターネット物件状況（いえーい）

東海

自動車国内販売数（自販連）

足踏み基調が強まる

買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

住み替えに関する調査（2008年4月と10月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

大阪圏　住宅地関西 近畿圏

→足踏み基調が強まる

2008.1.1時点　路線価格対前年変動率

国税庁　7月1日発表

中部圏名古屋圏　住宅地東海

→停滞

足踏み基調が強まる
東京圏　標準宅地

（10月→11月）

85.6→71.8（前年同月比） 86.9%→72.7%

マンション

建売住宅

契約率

月例経済報告 倒産件数 日銀大企業業況判断DI　12月（9月→12月変化幅）

+9.7%→▲18.0% ▲24（▲21）

日銀短観
景況感（前月比）　11月

帝国データ帝国データバンク

10月→11月 2.3%→3.6%

物

価

景

気
景気の現状は厳しさを増している

景気ウオッチャー調査　11月完全失業率
総務省

関東
全地銀協

関東

地方経済天気（景況）　10月→11月 土地売買移転登記件数
（前年同月比　8月→9月）

首都圏　10月→11月（前年同月比）　不動産経済研究所

消費者物価指数

製造業

非製造業+13.7%→+11.5% ▲9（▲10）

生活意識アンケート・物価（日銀）
2008.9月調査

6.8%→5.0%→2.8%

（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）

▲1.5%→▲14.6%

61.9%→49.7%

生活意識アンケート・先行きの地価動向（日銀）

2008.3月→6月

153.2%→41.8%

▲2.2%→▲3.5%

57.9%→10.5%

174.9%→38.2%
東京都

国土交通省　着工数

63.9%→▲43.4%
大阪府

53.8%→27.3%

16.1%→▲8.9%

33.3%→▲5.6%

43.7%→12.9%

37.4%→24.8%

72.8%→84.5%

14.0%→▲1.3%
1,060 .3%→577.9%

愛知県
349.2%→100.7%

32.3%→▲2.4%

平均価格

（対前年同月比　9月→10月）

神奈川県
86.7%→68.3%

首都圏

（前年比）

広告視認率

57.5%→69.8%
4.4%→9.5%

28.3%→26.7%

愛知県　不動産会社景況感　4月　経営研究所調べ

・今後半年間悪化と回答

社名認知率
好感度

住ま いの買時・価格アン ケート/11月中旬～10月上旬 住替えに関する調査

08年4月　5.95%→

６ヶ月定点Web消費者調査
2008年4月→10月　比較

全国 ▲1.1→▲0 .7 （前月比）
南関東 ▲0.8→▲1.0 1月→2月

東海 ▲1.5→▲0.1 （前年同月比）

近畿 ▲1.8→▲0.9 08年→09年2月

1月 1.824% 企業 ▲13→+20
（前月比：12月→1月） （▲0.024→▲0.041） 個人 ▲8→▲11

（前月比　12→1月） ▲0.6% （前年同月比 （前月比　1月→2月） ▲0.25%→▲0.16 「現在を一年前と 94.6%（9月調査） 「上がる」と回答 19.6%→15.0%
（前年同月比　1月） ±0% 12月→1月→2月） （前年同月比　1月→2月） +1.10%→+0.74% 比べると上がった」 →86.6%（12月） 「変わらない」と回答 40.3%→37.8%

12月→1月 4.3%→4.1% 景況感D.I. ▲81.9

（前月比） -0.2ポイント

総合　▲18→▲25 注文　▲3→▲25 64.2%→61.7% （+1.6ポイント） 4172万円→4823万円 （+1.2%）
分譲戸建　 ▲21→▲42 貸家　5→▲23 32.3%→50.6% （+16.7ポイント） 4587.3万円→4845.9万円 （+9.3%）

東京圏 4.8%→1.6% 総数 3.8%→▲19.4%
先行き判断DI 24.7 東京 ▲19.0%→▲21.9% 東京 9.9%→1.9% 持家 ▲2.7%→▲8.3%

（前月との差） （+3. 1） 埼玉 ▲22.7%→▲22.1% 神奈川 3.2%→2.6% 貸家 21.6%→▲11.9%

神奈川 ▲22.8%→▲17.7% 埼玉 1.7%→0.9% 分譲戸建 ▲25.7%→▲28.5%

マンション 6.4%→▲29.9%

名古屋圏 2.4%→1.5% 総数 ▲8.9%→▲4.3%
先行き判断DI 26.9 愛知 ▲15.3%→▲15.7% 愛知県 2.5%→1.7% 持家 ▲10.7%→▲13.1%

（前月との差） （+5. 4） 岐阜 ▲16.0%→▲14.8% 岐阜県 ▲2.1%→▲1.2% 貸家 ▲10.5%→▲5.9%

三重 ▲10.7%→▲17.3% 三重県 ▲2.3%→▲1.8% 分譲戸建 ▲16.0%→▲31.9%

マンション 31.8%→201.5%

大阪圏 2.9%→1.0% 総数 ▲8.3%→▲23.7%
先行き判断DI 29.3 大阪 ▲25.4%→▲14.7% 大阪 2.8%→0.8% 持家 ▲8.2%→▲21.9%

（前月との差） （+3.3） 兵庫 ▲13.1%→▲2.0% 兵庫 0.8%→0.1% 貸家 10.5%→▲24.6%

奈良 ▲21.0%→▲19.3% 奈良 0.5%→0.0% 分譲戸建 ▲11.6%→▲29.6%

マンション ▲31.6%→▲21.2%

尾張 66.60% どちらとも言えない 23%→50%
名古屋市内 65.20% 1～3月 31%→20% 2008年4月 3000～3500万円未満 2008年4月 家賃　7～8万円

西三河 73.30% 買い時ではない 8%→20% 家賃　6～7万円

東三河 36.40% 及び　7～8万円
→2008年10月 2500～3000万円未満 →2008年10月

2008年4月10月の比較　経営研究所の愛知県ウェブ調査 回答者の中で も多く支持された価格帯
購入 賃貸

住替実現者の比率 08年10月　5.52%（▲0.43）

過去１年以内の

13.0%→▲9.5%

16.2%→▲37.8%

▲29.0%→▲23.8%

前期比
S&Pケース・シラー住宅価格指標

2008年第3四半期→第4四半期

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　12月→1月）

▲9.7%→▲9.8%

国内銀行貸出約定平均利率

（2005年＝100）
建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）

主要銀行貸出動向アンケート
日銀（ストック） （日銀1月）今後3ヶ月の資金需要見通

国内企業物価指数

住団連景況感調査　見通し
住

景
気

20年第４四半期→21年第１四半期

2月
景気は、急速な悪
化が続いており、厳

しい状況にある

金

融
日銀（総貸出平残前年比）

マ
ク

ロ

内閣府

貸出残高

※

愛

知

景気ウオッチャー調査　2月
内閣府

東海

近畿

南関東

→後退

エ

リ

ア
景

気

・
エ

リ

ア
住

景

気
大阪

トヨタ自動車販売台数（自販連）
（1月→2月）

（前年同月比）

停滞色が一段と濃化

生活意識アンケート（日銀）
2008.12月

（前回比▲1.5）

インターネット物件状況（いえーい）

東海

自動車国内販売数（自販連）

停滞色が一段と濃化

買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

住み替えに関する調査（2008年4月と10月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

大阪圏　住宅地関西 近畿圏

→後退

都道府県地価調査（7月1日時点）　変動率

平成19年→20年（対前年比）

中部圏名古屋圏　住宅地東海

→後退
停滞色が一段と濃化

東京圏　住宅地

（1月→2月）

76.1%→67.0%（前年同月比） 72.1%→67.6%

マンション
建売住宅

契約率

月例経済報告 倒産件数 日銀大企業業況判断DI　12月（9月→12月変化幅）

+0.8%→▲2.2% ▲24（▲21）

日銀短観
景況感（前月比）　2月

帝国データ帝国データバンク

1月→2月 4.0%→3.8%

物
価

景

気 極めて厳しいものの、このところ悪化

のテンポが緩やかになっている

景気ウオッチャー調査　2月
完全失業率

総務省

関東

全地銀協

関東

地方経済天気（景況）　1月→2月 土地売買移転登記件数
（前年同月比　11月→12月）

首都圏　1月→2月（前年同月比）　不動産経済研究所

消費者物価指数

製造業

非製造業+30.2%→+21.0% ▲9（▲10）

生活意識アンケート・物価（日銀）
2008.12月調査

1.1%→▲0.3%→▲1.1%

（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）

▲26.3%→▲30.8%

▲19.5%→▲9.7%

生活意識アンケート・先行きの地価動向（日銀）

2008.9月→12月

33.4％→▲10.7%

▲3.5%→▲7.2%

8.5%→▲0.9%
15.5%→▲14.8%

東京都

国土交通省　着工数

▲33.3%→97.7%
大阪府

0.1%→▲25.7%
▲16.4%→▲18.0%

▲13.2%→▲18.6%
▲19.8%→▲8.8%

▲14.1%→0.1%

▲3.0%→▲7.4%

▲32.5%→▲18.9%
13.7%→▲44.5%

愛知県
11.9%→▲20.9%

▲19.3%→▲25.2%

平均価格

（対前年同月比　12月→1月）

神奈川県
▲11.1%→▲22.2%

首都圏

（前年比）

広告視認率

57.5%→69.8%
4.4%→9.5%

28.3%→26.7%

愛知県　不動産会社景況感　4月　経営研究所調べ

・今後半年間悪化と回答

社名認知率
好感度

住まいの買時・価格アンケート/1月中旬～2月上旬 住替えに関する調査

08年4月　5.95%→

６ヶ月定点Web消費者調査
2008年4月→10月　比較

大企業業況判断DI 近（３ヶ月前差） 先行き（ 近との差）

全国 ▲0.7 →+0.8 （前月比）
南関東 ▲1.0→+0.9 2月→3月

東海 ▲0.1→+0.2 （前年同月比）

近畿 ▲0.9→+1.1 08年→09年3月

2月 1.795% 企業 ▲13→+20
（前月比：1月→2月） （▲0.041→▲0.029） 個人 ▲8→▲11

（前月比　1→2月） ▲0.6%→▲0.1% （前年同月比 （前月比　1月→2月） ▲0.16%→▲0.50% 「現在を一年前と 86.6%（12月調査） 「上がる」と回答 15.0%→15.6%
（前年同月比　2月） ±0% 1月→2月→3月） （前年同月比　1月→2月） +0.74%→+0.31 比べると上がった」 →66.6%（3月） 「変わらない」と回答 37.8%→34.4%

1月→2月 4.1%→4.4% 景況感D.I. ▲88.9
（前月比） +0.3ポイント

総合　▲18→▲25 注文　▲3→▲25 61.7%→78.3% （+13.1ポイント） 4823万円→4747万円 （▲5.2%）

分譲戸建　 ▲21→▲42 貸家　5→▲23 50.6%→52.2% （+8.5ポイント） 4845.9万円→4287.0万円 （▲11.5%）

東京圏 4.8%→1.6% 総数 ▲19.4%→▲30.5%

先行き判断DI 35.3 東京 ▲21.9%→+8.2% 東京 9.9%→1.9% 持家 ▲8.3%→▲8.4%
（前月との差） （+10.6） 埼玉 ▲22.1%→▲7.7% 神奈川 3.2%→2.6% 貸家 ▲11.9%→▲28.5%

神奈川 ▲17.7%→▲4.3% 埼玉 1.7%→0.9% 分譲戸建 ▲28.5%→▲33.5%

マンション ▲29.9%→▲44.3%

名古屋圏 2.4%→1.5% 総数 ▲4.3%→▲27.3%

先行き判断DI 35.4 愛知 ▲15.7%→▲22.2% 愛知県 2.5%→1.7% 持家 ▲13.1%→▲17.4%

（前月との差） （+8.5） 岐阜 ▲14.8%→▲1.3% 岐阜県 ▲2.1%→▲1.2% 貸家 ▲5.9%→▲24.6%

三重 ▲17.3%→+29.0% 三重県 ▲2.3%→▲1.8% 分譲戸建 ▲31.9%→▲49.2%

マンション 201.5%→▲51.4%

大阪圏 2.9%→1.0% 総数 ▲23.7%→▲27.0%

先行き判断DI 38.2 大阪 ▲14.7%→+13.5% 大阪 2.8%→0.8% 持家 ▲21.9%→▲9.6%

（前月との差） （+8.9） 兵庫 ▲2.0%→+4.1% 兵庫 0.8%→0.1% 貸家 ▲24.6%→▲34.8%

奈良 ▲19.3%→+2.2% 奈良 0.5%→0.0% 分譲戸建 ▲29.6%→▲29.3%

マンション ▲21.2%→▲26.6%

尾張 66.60% どちらとも言えない 23%→50%

名古屋市内 65.20% 1～3月 31%→20% 2008年4月 3000～3500万円未満 2008年4月 家賃　7～8万円

西三河 73.30% 買い時ではない 8%→20% 家賃　6～7万円

東三河 36.40% 及び　7～8万円

社名認知率

好感度

住まいの買時・価格アンケート/1月中旬～2月上旬 住替えに関する調査

08年4月　5.95%→

６ヶ月定点Web消費者調査
2008年4月→10月　比較

57.5%→69.8%

4.4%→9.5%

28.3%→26.7%

神奈川県
▲22.2%→▲24.8%

首都圏

（前年比）

▲8.8%→▲22.9%

0.1%→▲8.9%

▲7.4%→▲30.3%

▲18.9%→▲32.1%
▲44.5%→▲23.4%

愛知県
▲20.9%→▲46.7%

▲25.2%→▲24.1%

97.7%→▲41.0%
大阪府

▲25.7%→▲32.9%

▲18.0%→▲14.8%

▲9.7%→▲16.3%

生活意識アンケート・先行きの地価動向（日銀）

2008.12月→2009.3月

▲10.7%→▲32.7%

▲3.5%→▲7.2%

▲0.9%→1.5%

▲14.8%→▲34.1%

東京都

国土交通省　着工数

▲18.6%→▲16.0%

生活意識アンケート・物価（日銀）
2009.3月調査

▲0.7%→▲1.6%→▲2.2 %

（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）

地方経済天気（景況）　2月→3月 土地売買移転登記件数
（前年同月比　12月→1月）

首都圏　2月→3月（前年同月比）　不動産経済研究所
平均価格

（対前年同月比　1月→2月）

※

物

価

景

気 極めて厳しいものの、悪化のテンポ
がより緩やかになっている

景気ウオッチャー調査　3月
完全失業率

総務省

消費者物価指数

帝国データ帝国データバンク 日銀短観　12月→3月

2月→3月 3.8%→3.6%

製造業

非製造業+21.0%→+7.9% ▲9→▲31（▲22）

月例経済報告 倒産件数

▲2.2%→+7.5% ▲24→▲58（▲34）

景況感（前月比）　3月

67.0%→67.6%（前年同月比） 67.6%→68.5％

マンション

契約率

→後退感が深まる

都道府県地価調査（7月1日時点）　変動率

平成19年→20年（対前年比）

中部圏名古屋圏　住宅地東海

→後退感が深まる
後退

東京圏　住宅地

後退

買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

住み替えに関する調査（2008年4月と10月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

大阪圏　住宅地関西 近畿圏

→後退局面が続く

大阪

後退

生活意識アンケート（日銀）
2009.3月

（前回比▲7.0）

インターネット物件状況（いえーい）

東海

建売住宅

関東

全地銀協

関東

愛

知

景気ウオッチャー調査　3月
内閣府

東海

近畿

南関東

エ

リ

ア

景
気

・

エ
リ

ア

住
景

気

愛知県　不動産会社景況感　4月　経営研究所調べ

・今後半年間悪化と回答

住団連景況感調査　見通し
住
景

気

20年第４四半期→21年第１四半期

3月
景気は、急速な悪
化が続いており、厳

しい状況にある

金

融
日銀（総貸出平残前年比）

マ

ク
ロ

内閣府

貸出残高 国内銀行貸出約定平均利率

（2005年＝100）
建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）

主要銀行貸出動向アンケート
日銀（ストック） （日銀1月）今後3ヶ月の資金需要見通

国内企業物価指数

▲37.8%→▲32.2%
▲23.8%→▲31.8%

前期比

S&Pケース・シラー住宅価格指標

2008年第3四半期→第4四半期

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　1月→2月）

▲9.8%→▲14.4%

▲30.8%→▲45.7%

住替実現者の比率 08年10月　5.52%（▲0.43）

過去１年以内の

▲9.5%→▲45.2%

広告視認率

2008年4月10月の比較　経営研究所の愛知県ウェブ調査 回答者の中で も多く支持された価格帯
購入 賃貸

▲51（+7）

▲30（+1）

→2008年10月 2500～3000万円未満 →2008年10月

トヨタ自動車販売台数（自販連）
（2月→3月）

（前年同月比）

自動車国内販売数（自販連）
（2月→3月）

大企業業況判断DI 近（３ヶ月前差） 先行き（ 近との差）

全国 +0.8 →+1.0 （前月比）
南関東 +0.9→+1.3 3月→4月

東海 +0.2→+0.5 （前年同月比）

近畿 +1.1→+0.7 08年→09年4月

2月 1.795% 企業 +20→+8
（前月比：1月→2月） （▲0.041→▲0.029） 個人 ▲11→▲11

（前月比　2→3月） ▲0.1%→0.3% （前年同月比 （前月比　3月→4月） ▲0.50%→▲0.25% 「現在を一年前と 86.6%（12月調査） 「上がる」と回答 15.0%→15.6%
（前年同月比　3月） ▲0.1% 2月→3月→4月） （前年同月比　3月→4月） +0.31→+0.01 比べると上がった」 →66.6%（3月） 「変わらない」と回答 37.8%→34.4%

2月→3月 4.4%→4.8% 景況感D.I. ▲88.9

（前月比） +0.4ポイント

総合　▲25→▲29 注文　▲25→▲25 78.3%→64.7% （+1.6ポイント） 4747万円→3963万円 （▲25.9%）

分譲戸建　 ▲42→▲42 貸家　▲23→▲20 52.2%→51.4% （+7.7ポイント） 4287.0万円→4109.3万円 （▲2.8%）

東京圏 4.8%→1.6% 総数 ▲30.5%→▲21.7%

先行き判断DI 39.3 東京 +8.2%→▲15.9% 東京 9.9%→1.9% 持家 ▲8.4%→▲9.6%

（前月との差） （+4.0） 埼玉 ▲7.7%→11.6% 神奈川 3.2%→2.6% 貸家 ▲28.5%→7.5％
神奈川 ▲4.3%→▲19.1% 埼玉 1.7%→0.9% 分譲戸建 ▲33.5%→▲38.0%

マンション ▲44.3%→▲52.4%

名古屋圏 2.4%→1.5% 総数 ▲27.3%→▲19.4%

先行き判断DI 37.5 愛知 ▲22.2%→▲11.4% 愛知県 2.5%→1.7% 持家 ▲17.4%→▲7.8%

（前月との差） （+2.1） 岐阜 ▲1.3%→+8.0% 岐阜県 ▲2.1%→▲1.2% 貸家 ▲24.6%→▲30.4%

三重 +29.0%→▲0.9% 三重県 ▲2.3%→▲1.8% 分譲戸建 ▲49.2%→▲37.2%

マンション ▲51.4%→72.8％

大阪圏 2.9%→1.0% 総数 ▲27.0%→▲14.6%

先行き判断DI 41.1 大阪 +13.5%→▲21.3% 大阪 2.8%→0.8% 持家 ▲9.6%→▲9.9%

（前月との差） （+2.9） 兵庫 +4.1%→▲29.8% 兵庫 0.8%→0.1% 貸家 ▲34.8%→▲1.0%

奈良 +2.2%→▲7.4% 奈良 0.5%→0.0% 分譲戸建 ▲29.3%→▲23.2%

マンション ▲26.6%→▲44.1%

尾張 66.60%

名古屋市内 65.20% 2008年10月→ 2500～3000万円未満 2008年10月→ 家賃　6～7万円、7～8万円

西三河 73.30%

東三河 36.40%

▲51（+7）

▲30（+1）

2009年5月 2500万円未満 2009年5月

トヨタ自動車販売台数（自販連）
（3月→4月）

（前年同月比）

自動車国内販売数（自販連）
（3月→4月）

09年5月（増減） 5.12%（▲0.4）

08年10月→

住み替えに関する調査（2008年10月と2009年5月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

▲45.2%→▲43.3%

過去1年以内の住替実現者の割合 回答者の中で も多く支持された価格帯
購入 賃貸

5.52%→

2008年10月→2009年5月　比較

▲32.2%→2.6%

▲31.8%→▲22.5%

前期比

S&Pケース・シラー住宅価格指標

2008年第3四半期→第4四半期

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　2月→3月）

▲14.4%→▲15.0%

▲45.7%→▲41.5%

国内銀行貸出約定平均利率

（2005年＝100）
建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）

主要銀行貸出動向アンケート
日銀（ストック） （日銀4月）今後3ヶ月の資金需要見通

国内企業物価指数

住団連景況感調査　見通し
住

景

気

21年第１四半期→第２四半期

4月
景気は、急速な悪

化が続いており、厳

しい状況にある

金

融
日銀（総貸出平残前年比）

マ
ク

ロ

内閣府

貸出残高

愛

知

景気ウオッチャー調査　4月
内閣府

東海

近畿

南関東

エ

リ
ア

景

気
・

エ

リ
ア

住

景
気

愛知県　不動産会社景況感　4月　経営研究所調べ

・今後半年間悪化と回答

東海

建売住宅

関東
全地銀協

関東

生活意識アンケート（日銀）
2009.3月

（前回比▲7.0）

インターネット物件状況（いえーい）

買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

大阪圏　住宅地関西

後退感が深まる

近畿圏

→後退局面が続く

大阪

住まいの買時・価格アンケート

後退局面が続く

→悪化

都道府県地価調査（7月1日時点）　変動率

平成19年→20年（対前年比）

中部圏名古屋圏　住宅地東海

→後退感が深まる

後退感が深まる
東京圏　住宅地

67.0%→67.6%（前年同月比） 68.5％→71.4%

マンション

契約率

倒産件数

+7.5%→▲3.9% ▲24→▲58（▲34）

景気DI（前月比）　4月
帝国データ帝国データバンク 日銀短観　12月→3月

3月→4月 3.6%→3.6%

製造業

非製造業+7.9%→+15.4% ▲9→▲31（▲22）

月例経済報告

物

価

景
気 景気の現状は厳しいものの、このとこ

ろ悪化に歯止めがかかりつつある

景気ウオッチャー調査　4月
完全失業率

総務省

消費者物価指数

地方経済天気（景況）　3月→4月 土地売買移転登記件数
（前年同月比　1月→2月）

首都圏　2月→3月（前年同月比）　不動産経済研究所
平均価格

（対前年同月比　2月→3月）

※

生活意識アンケート・物価（日銀）
2009.3月調査

▲1.8%→▲2.5%→▲3.8 %

（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）

▲16.3%→▲33.2%

生活意識アンケート・先行きの地価動向（日銀）

2008.12月→2009.3月

▲32.7%→53.7%

▲3.5%→▲7.2%

1.5%→4.2%

▲34.1%→▲5.5%
東京都

国土交通省　着工数

▲16.0%→▲7.8%

▲41.0%→84.4%
大阪府

▲32.9%→▲12.3%
▲14.8%→▲1.4%

▲22.9%→▲20.8%

▲8.9%→▲14.1%

▲30.3%→▲28.3%
▲32.1%→▲42.6%
▲23.4%→▲70.3%

愛知県
▲46.7%→▲38.6%

▲24.1%→▲41.2%

神奈川県
▲24.8%→▲42.6%

首都圏

（前年比）

家賃　7～8万円

社名認知率 69.8%→58.9％

好感度 9.5%→0.9%

大企業業況判断DI 近（３ヶ月前差） 先行き（ 近との差）

全国 +1.0 →+0.3 （前月比）
南関東 +1.3→+0.3 4月→5月

東海 +0.5→+1.0 （前年同月比）

近畿 +0.7→▲0.3 08年→09年5月

4月 1.756% 企業 +20→+8
（前月比：3月→4月） （▲0.019→▲0.020） 個人 ▲11→▲11

（前月比　3→4月） 0.3%→±0.0% （前年同月比 （前月比　4月→5月） ▲0.25%→▲0.02% 「現在を一年前と 86.6%（12月調査） 「上がる」と回答 15.0%→15.6%
（前年同月比　4月） ▲0.1% 3月→4月→5月） （前年同月比　4月→5月） +0.01%→▲0.20% 比べると上がった」 →66.6%（3月） 「変わらない」と回答 37.8%→34.4%

3月→4月 4.8%→5.0% 景況感D.I. ▲88.9
（前月比） +0.2ポイント ※08年第4四半期の数値は修正

総合　▲25→▲29 注文　▲25→▲25 64.7%→70.7% （▲0.3ポイント） 3963万円→4548万円 （▲5.7%）
分譲戸建　 ▲42→▲42 貸家　▲23→▲20 51.4%→39.3% （▲12.1ポイント） 4109.3万円→4559.6万円 （▲6.0%）

東京圏 4.8%→1.6% 総数 ▲21.7%→▲28.3%

先行き判断DI 41.8 東京 ▲15.9%→▲7.7% 東京 9.9%→1.9% 持家 ▲9.6%→▲8.1%
（前月との差） （+2.5） 埼玉 11.6%→▲16.0% 神奈川 3.2%→2.6% 貸家 7.5%→▲20.8%

神奈川 ▲19.1%→▲15.8% 埼玉 1.7%→0.9% 分譲戸建 ▲38.0%→▲31.9%

マンション ▲52.4%→▲62.5%

名古屋圏 2.4%→1.5% 総数 ▲19.4%→▲40.5%

先行き判断DI 42.9 愛知 ▲11.4%→▲9.4% 愛知県 2.5%→1.7% 持家 ▲7.8%→▲21.3%
（前月との差） （+5.4） 岐阜 +8.0%→▲1.2% 岐阜県 ▲2.1%→▲1.2% 貸家 ▲30.4%→▲41.9%

三重 ▲0.9%→▲16.0% 三重県 ▲2.3%→▲1.8% 分譲戸建 ▲37.2%→▲33.5%

マンション 72.80%→▲80.0%

大阪圏 2.9%→1.0% 総数 ▲14.6%→▲41.4%

先行き判断DI 46.6 大阪 ▲21.3%→▲30.2% 大阪 2.8%→0.8% 持家 ▲9.9%→▲17.4%
（前月との差） （+5.5） 兵庫 ▲29.8%→▲17.3% 兵庫 0.8%→0.1% 貸家 ▲1.0%→▲48.3%

奈良 ▲7.4%→▲14.2% 奈良 0.5%→0.0% 分譲戸建 ▲23.2%→▲24.3%

マンション ▲44.1%→▲67.8%

尾張 66.60%
名古屋市内 65.20% 2008年10月→ 2500～3000万円未満 2008年10月→ 家賃　6～7万円、7～8万円

西三河 73.30%

東三河 36.40%

▲51（+7）

▲30（+1）

2009年5月 2500万円未満 2009年5月

トヨタ自動車販売台数（自販連）
（4月→5月）

（前年同月比）

自動車国内販売数（自販連）
（4月→5月）

09年5月（増減） 5.12%（▲0.4）

08年10月→

住み替えに関する調査（2008年10月と2009年5月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

家賃　7～8万円 好感度 9.5%→0.9%

▲43.3%→▲71.4%

過去1年以内の住替実現者の割合 回答者の中で も多く支持された価格帯
購入 賃貸

5.52%→

2008年10月→2009年5月　比較

社名認知率 69.8%→58.9％

2.6%→▲56.4%

▲22.5%→▲21.8%

前期比

S&Pケース・シラー住宅価格指標

2008年第4四半期→2009年第1四半期

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　3月→4月）

▲15.0%→▲13.2%

▲41.5%→▲40.2%

国内銀行貸出約定平均利率

（2005年＝100）
建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）

主要銀行貸出動向アンケート
日銀（ストック） （日銀4月）今後3ヶ月の資金需要見通

国内企業物価指数

住団連景況感調査　見通し
住
景

気

21年第１四半期→第２四半期

6月

厳しい状況にあるも
のの、一部に持ち

直しのうごきが見ら
れる

金
融

日銀（総貸出平残前年比）

マ
ク

ロ

内閣府

貸出残高

愛
知

景気ウオッチャー調査　5月
内閣府

東海

近畿

南関東

エ
リ

ア

景
気

・

エ
リ

ア

住
景

気

愛知県　不動産会社景況感　4月　経営研究所調べ

・今後半年間悪化と回答

東海

建売住宅

関東
全地銀協

関東

東海

→悪化

後退感が深まる

地方経済天気（景況）　4月→5月

買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

大阪圏　住宅地関西

悪化

→悪化

→後退局面が続く

大阪

住まいの買時・価格アンケート

後退局面が続く

中部圏名古屋圏　住宅地

東京圏　住宅地

近畿圏

67.6%→77.2%（前年同月比） 71.4%→80.6%

マンション

契約率

（前回比▲7.0）

倒産件数

▲3.9%→▲9.6% ▲24→▲58（▲34）

景気DI（前月比）　5月
帝国データ帝国データバンク 日銀短観　12月→3月

4月→5月 3.5%→3.3%

製造業

非製造業+15.4%→+6.3% ▲9→▲31（▲22）

月例経済報告

物

価

景

気 景気の現状は厳しいものの、悪化に
歯止めがかかりつつある

景気ウオッチャー調査　5月完全失業率
総務省

消費者物価指数
（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）

土地売買移転登記件数
（前年同月比　2月→3月）

首都圏　4月→5月（前年同月比）　不動産経済研究所
平均価格

（対前年同月比　3月→4月）

都道府県地価調査（7月1日時点）　変動率

平成19年→20年（対前年比）

※

生活意識アンケート・物価（日銀）
2009.3月調査

▲2.5%→▲4.0%→▲5.4％

生活意識アンケート（日銀）
2009.3月

インターネット物件状況（いえーい）

▲33.2%→▲50.5%

生活意識アンケート・先行きの地価動向（日銀）

2008.12月→2009.3月

53.7%→▲9.1%

▲7.4%→▲7.5%

4.2%→2.9%

▲5.5%→▲26.1%
東京都

国土交通省　着工数

▲7.8%→▲17.4%

84.4%→▲90.6%
大阪府

▲12.3%→▲51.6%

▲1.4%→▲11.1%

▲20.8%→▲51.4%

▲14.1%→▲3.1%

▲28.3%→▲25.8%

▲42.6%→▲16.3%
▲70.3%→▲55.3%

愛知県
▲38.6%→▲70.1%

▲41.2%→▲41.1%

神奈川県
▲42.6%→▲19.6%

首都圏

（前年比）

大企業業況判断DI 近（３ヶ月前差） 先行き（ 近との差）

全国 +0.3 →+1.6 （前月比）
南関東 +0.3→+1.3 5月→6月

東海 +1.0→+1.6 （前年同月比）

近畿 ▲0.3→+2.3 08年→09年6月

5月 1.746% 企業 +20→+8
（前月比：4月→5月） （▲0.020→▲0.010） 個人 ▲11→▲11

（前月比　4→5月） ±0.0%→▲0.2% （前年同月比 （前月比　5月→6月） ▲0.02%→▲0.02% 「現在を一年前と 66.6%（3月調査） 「上がる」と回答 15.6%→19.8%
（前年同月比　5月） ▲1.1% 4月→5月→6月） （前年同月比　5月→6月） ▲0.20%→▲020% 比べると上がった」 →47.5%（6月） 「変わらない」と回答 34.4%→36.7%

4月→5月 5.0%→5.2% 景況感D.I. ▲81.4
（前月比） +0.2ポイント ※08年第4四半期の数値は修正

総合　▲25→▲29 注文　▲25→▲25 70.7%→70.2% （+5.5ポイント） 4548万円→4543万円 （▲2.0%）
分譲戸建　 ▲42→▲42 貸家　▲23→▲20 39.3%→55.8% （+18.2ポイント） 4559.6万円→4642.9万円 （+0.4%）

東京圏 ▲6.5% 総数 ▲28.3%→▲32.3%

先行き判断DI 44.1 東京 ▲7.7%→▲4.0% 持家 ▲8.1%→▲11.7%
（前月との差） （+2.3） 埼玉 ▲16.0%→▲17.9% 貸家 ▲20.8%→▲18.6%

神奈川 ▲15.8%→▲27.5% 分譲戸建 ▲31.9%→▲36.5%

マンション ▲62.5%→▲66.3%

名古屋圏 ▲6.3% 総数 ▲40.5%→▲33.3%

先行き判断DI 45.8 愛知 ▲9.4%→▲16.4% 持家 ▲21.3%→▲16.5%

（前月との差） （+2.9） 岐阜 ▲1.2%→▲24.0% 貸家 ▲41.9%→▲45.7%

三重 ▲16.0%→▲14.1% 分譲戸建 ▲33.5%→▲26.9%

マンション ▲80.0%→▲35.0%

大阪圏 ▲3.4% 総数 ▲41.4%→▲26.1%

先行き判断DI 47.7 大阪 ▲30.2%→▲24.9% 持家 ▲17.4%→▲11.3%

（前月との差） （+1.1） 兵庫 ▲17.3%→▲7.9% 貸家 ▲48.3%→▲39.8%

奈良 ▲14.2%→▲31.4% 分譲戸建 ▲24.3%→▲13.2%

マンション ▲67.8%→▲28.8%

尾張 66.60%
名古屋市内 65.20% 2008年10月→ 2500～3000万円未満 2008年10月→ 家賃　6～7万円、7～8万円

西三河 73.30%

東三河 36.40%

▲30（+18）

▲21（+8）

2009年5月 2500万円未満 2009年5月

トヨタ自動車販売台数（自販連）
（5月→6月）

（前年同月比）

自動車国内販売数（自販連）
（5月→6月）

09年5月（増減） 5.12%（▲0.4）

08年10月→

住み替えに関する調査（2008年10月と2009年5月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

家賃　7～8万円 好感度 9.5%→0.9%

▲71.4%→16.1%

過去1年以内の住替実現者の割合 回答者の中で も多く支持された価格帯
購入 賃貸

5.52%→

2008年10月→2009年5月　比較

社名認知率 69.8%→58.9％

▲56.4%→▲42.2%

▲21.8%→▲12.0%

前期比

S&Pケース・シラー住宅価格指標

2008年第4四半期→2009年第1四半期

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　4月→5月）

▲13.2%→▲12.6%

▲40.2%→▲24.9%

国内銀行貸出約定平均利率

（2005年＝100）
建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）

主要銀行貸出動向アンケート
日銀（ストック） （日銀4月）今後3ヶ月の資金需要見通

国内企業物価指数

住団連景況感調査　見通し
住
景

気

21年第１四半期→第２四半期

7月

厳しい状況にあるも
のの、このところ持

ち直しの動きが見
られる

金
融

日銀（総貸出平残前年比）

マ
ク

ロ

内閣府

貸出残高

愛
知

景気ウオッチャー調査　5月
内閣府

東海

近畿

南関東

エ
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ア

景
気

・

エ
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気

愛知県　不動産会社景況感　4月　経営研究所調べ

・今後半年間悪化と回答

東海

建売住宅

関東
全地銀協

関東

東海

→不振

悪化

地方経済天気（景況）　5月→6月

買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

関西

悪化

→不振

→低迷

大阪

住まいの買時・価格アンケート

後退局面が続く

中部圏

近畿圏

77.2%→89.2%（前年同月比） 80.6%→86.5%

マンション

契約率

（前回比+7.5）

倒産件数

▲9.6%→+22.4% ▲58→▲48（+10）

景気DI（前月比）　6月
帝国データ帝国データバンク 日銀短観　3月→6月

5月→6月 +3.3%→+2.5%

製造業

非製造業+6.3%→+21.5% ▲31→▲29（+2）

月例経済報告

物

価

景

気 景気の現状は厳しいながらも、下げ
止まっている

景気ウオッチャー調査　6月完全失業率
総務省

消費者物価指数
（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）

土地売買移転登記件数
（前年同月比　3月→4月）

首都圏　5月→6月（前年同月比）　不動産経済研究所
平均価格

（対前年同月比　4月→5月）
標準宅地の平均路線価

08年→09年　対前年変動率

※

生活意識アンケート・物価（日銀）
2009.6月調査

▲4.0%→▲5.5%→▲6.6 %

生活意識アンケート（日銀）
2009.6月

インターネット物件状況（いえーい）

▲50.5%→▲48.9%

生活意識アンケート・先行きの地価動向（日銀）

2009.3月→6月

▲9.1%→▲8.6%

▲7.4%→▲7.5%

2.9%→▲3.8%

▲26.1%→▲31.2%
東京都

国土交通省　着工数

▲17.4%→▲21.4%

▲90.6%→▲24.3%
大阪府

▲51.6%→▲17.0%

▲11.1%→▲9.0%

▲51.4%→▲36.0%

▲3.1%→▲9.3%

▲25.8%→▲39.7%

▲16.3%→▲38.6%
▲55.3%→▲80.2%

愛知県
▲70.1%→▲66.1%

▲41.1%→▲35.5%

神奈川県
▲19.6%→▲43.3%

首都圏

（前年比）

大企業業況判断DI 近（３ヶ月前差） 先行き（ 近との差）

全国 +1.6 →+0.8 （前月比）
南関東 +1.3→+1.1 6月→7月

東海 +1.6→+0.8 （前年同月比）

近畿 +2.3→+0.5 08年→09年7月

7月 1.703% 企業 +8→▲3
（前月比：6月→7月） （▲0.010→▲0.043） 個人 ▲11→▲12

（前月比　5→6月） ▲0.2%→▲0.2% （前年同月比 （前月比　6月→7月） ▲0.02%→▲0.27% 「現在を一年前と 66.6%（3月調査） 「上がる」と回答 15.6%→19.8%
（前年同月比　6月） ▲1.7% 5月→6月→7月） （前年同月比　6月→7月） ▲0.20%→▲0.62% 比べると上がった」 →47.5%（6月） 「変わらない」と回答 34.4%→36.7%

5月→6月 5.2%→5.4% 景況感D.I. ▲81.4
（前月比） +0.2ポイント ※08年第4四半期の数値は修正

総合　▲29→▲12 注文　▲25→▲3 70.2%→75.3% （+21.8ポイント） 4543万円→4628万円 （▲12.8%）
分譲戸建　 ▲42→▲38 貸家　▲20→▲30 55.8%→54.6% （+17.1ポイント） 4642.9万円→5175.9万円 （+10.5%）

東京圏 ▲6.5% 総数 ▲32.3%→▲39.7%

先行き判断DI 43.7 東京 ▲4.0%→4.3% 持家 ▲11.7%→▲10.8%

（前月との差） （▲0.4） 埼玉 ▲17.9%→▲22.0 % 貸家 ▲18.6%→▲41.3%

神奈川 ▲27.5%→▲13.2 % 分譲戸建 ▲36.5%→▲30.4%

マンション ▲66.3%→▲71.7%

名古屋圏 ▲6.3% 総数 ▲33.3%→▲32.1%

先行き判断DI 44.4 愛知 ▲16.4%→▲10.0 % 持家 ▲16.5%→▲11.9%

（前月との差） （▲1.4） 岐阜 ▲24.0%→▲25.9 % 貸家 ▲45.7%→▲40.3%

三重 ▲14.1%→▲20.3 % 分譲戸建 ▲26.9%→▲20.2%

マンション ▲35.0%→▲63.0%

大阪圏 ▲3.4% 総数 ▲26.1%→▲30.4%

先行き判断DI 48.9 大阪 ▲24.9%→▲17.0 % 持家 ▲11.3%→▲9.5%
（前月との差） （+1.2） 兵庫 ▲7.9%→▲8.6 % 貸家 ▲39.8%→▲34.1%

奈良 ▲31.4%→▲21.8 % 分譲戸建 ▲13.2%→▲15.1%

マンション ▲28.8%→▲70.7%

尾張 66.60%
名古屋市内 65.20% 2008年10月→ 2500～3000万円未満 2008年10月→ 家賃　6～7万円、7～8万円

西三河 73.30%

東三河 36.40%

▲30（+18）

▲21（+8）

2009年5月 2500万円未満 2009年5月

トヨタ自動車販売台数（自販連）
（6月→7月）

（前年同月比）

自動車国内販売数（自販連）
（6月→7月）

09年5月（増減） 5.12%（▲0.4）

08年10月→

住み替えに関する調査（2008年10月と2009年5月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

家賃　7～8万円 好感度 9.5%→0.9%

16.1%→▲54.8%

過去1年以内の住替実現者の割合 回答者の中で も多く支持された価格帯
購入 賃貸

5.52%→

2008年10月→2009年5月　比較

社名認知率 69.8%→58.9％

▲42.2%→▲38.1%

▲12.0%→▲12.2%

前期比

S&Pケース・シラー住宅価格指標

2008年第4四半期→2009年第1四半期

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　5月→6月）

▲12.6%→▲15.3%

▲24.9%→▲20.5%

国内銀行貸出約定平均利率

（2005年＝100）
建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）

主要銀行貸出動向アンケート
日銀（ストック） （日銀7月）今後3ヶ月の資金需要見通

国内企業物価指数

住団連景況感調査　見通し
住
景

気

21年第２四半期→第３四半期

8月

厳しい状況にあるも
のの、このところ持

ち直しの動きが見
られる

金
融

日銀（総貸出平残前年比）

マ
ク

ロ

内閣府

貸出残高

愛
知

景気ウオッチャー調査　7月
内閣府

東海

近畿

南関東

エ
リ

ア

景
気

・

エ
リ

ア

住
景

気

愛知県　不動産会社景況感　4月　経営研究所調べ

・今後半年間悪化と回答

東海

建売住宅

関東
全地銀協

関東

東海

→底入れの兆し

不振

地方経済天気（景況）　6月→7月

買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

関西

不振

→底入れの兆し

→底入れ感

大阪

住まいの買時・価格アンケート

低迷

中部圏

近畿圏

89.2%→97.8%（前年同月比） 86.5%→95.8%

マンション

契約率

（前回比+7.5）

倒産件数

+22.4%→▲7% ▲58→▲48（+10）

景気DI（前月比）　7月
帝国データ帝国データバンク 日銀短観　3月→6月

6月→7月 +2.5%→+2.2%

製造業

非製造業+21.5%→+6.5% ▲31→▲29（+2）

月例経済報告

物

価

景

気 景気の現状は厳しいながらも、下げ
止まっている

景気ウオッチャー調査　7月完全失業率
総務省

消費者物価指数
（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）

土地売買移転登記件数
（前年同月比　4月→5月）

首都圏　6月→7月（前年同月比）　不動産経済研究所
平均価格

（対前年同月比　5月→6月）
標準宅地の平均路線価

08年→09年　対前年変動率

※

生活意識アンケート・物価（日銀）
2009.6月調査

▲5.5%→▲6.7%→▲8.5 %

生活意識アンケート（日銀）
2009.6月

インターネット物件状況（いえーい）

▲48.9%→▲47.2%

生活意識アンケート・先行きの地価動向（日銀）

2009.3月→6月

▲8.6%→▲46.6%

▲7.4%→▲7.5%

▲3.8%→▲0.8%

▲31.2%→▲43.6%
東京都

国土交通省　着工数

▲21.4%→▲6.9%

▲24.3%→▲50.6%
大阪府

▲17.0%→▲32.6%

▲9.0%→▲17.0%

▲36.0%→▲33.9%

▲9.3%→▲6.8%

▲39.7%→▲36.0%

▲38.6%→▲30.8%
▲80.2%→▲77.6%

愛知県
▲66.1%→▲63.6%

▲35.5%→▲39.4%

神奈川県
▲43.3%→▲42.0%

首都圏

（前年比）

（前月比）
7月→8月

（前年同月比）
08年→09年8月

※09年第1四半期の数値は修正

6月→7月 5.4%→5.7%
（前月比） +0.3ポイント

総合　▲29→▲12 注文　▲25→▲3 75.3%→69.3% （▲1.6ポイント） （▲12.8%）
分譲戸建　▲42→▲38 貸家　▲20→▲30 54.6%→51.4% （+19.8ポイント） （▲7.1%）

+1.6% 総数
持家

→▲6.5% 貸家
分譲戸建
マンション

+1.5% 総数
持家

→▲4.2% 貸家
分譲戸建
マンション

1.0% 総数
持家

→▲4.5% 貸家
分譲戸建
マンション

尾張 66.60%
名古屋市内 65.20% 2008年10月→ 2500～3000万円未満 家賃　6～7万円、7～8万円

西三河 73.30%
東三河 36.40%

5月→6月（前年同月比）
標準宅地の平均路線価

失業率が過去 高水準となるなど厳し

い状況にあるものの、このところ持ち直

しの動きが見られる

（▲21.8%→▲20.1%）

神奈川

埼玉

東京

愛知

（▲20.3%→▲13.5%）

岐阜

S&Pケース・シラー住宅価格指標
前期比

2009年第1四半期→2009年第2四半期
（前月比　7月→8月） ▲0.02%→±0.0%

中部圏

▲7.4%→+2.9%

1,237（▲63.6%）→1,478（▲52.0%）

3,500（▲30.4%）→3,501（▲21.8%）

2,109（▲71.7%）→2,656（▲66.2%）

4,186（▲46.6%）→4,431（▲36.6%）8,917（▲41.3%）→10,217（▲26.5%）

6月→7月（対前年同月比）

神奈川県

契約率

国内銀行貸出約定平均利率
日銀（ストック）

1.697%

（▲0.043→▲0.006）

08年10月→

09年5月（増減）

回答者の中で も多く支持された価格帯
購入

5.12%（▲0.4） 家賃　7～8万円

5.52%→

4,904（▲33.9%）→4,349（▲38.5%）9,511（▲32.1%）→8,708（▲31.7%）

近畿圏

1,296→1,499
（▲10.0%→▲3.3 %）

（▲25.9%→▲8.7%）

1,177→1,399

904（▲17.0%）→1,062（+8.7%）

1,749（▲38.1%）→1,815（▲34.3%）

1,146（▲12.2%）→1,084（▲3.6%）

10,260（▲30.4%）→10,325（▲27.5%）

3,341（▲9.5%）→3,285（▲9.4%）

4,059（▲34.1%）→4,107（▲31.1%）

4,362（▲32.6%）→4,443（▲30.7%）

（▲22.0%→▲1.7%）

6,549→7,418

4,720→5,674

（▲13.2%→+8.9%）

3,933→4,422

名古屋圏

（前月比：6月→7月）

7月

建設物価建築費
（個人住宅工事原価W125㎡）

+2.2%→+1.9%

貸出残高

→下げ止まりの動き

金
融

消費者物価指数
（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）

日銀（総貸出平残前年比）

7月→8月

（前月比　6→7月）

▲0.62%→▲0.79%（前年同月比　7月→8月）（前年同月比　7月） ▲2.2%

4,826（▲42.0%）→6,051（▲17.3%）

東京都
8,331（▲43.6%）→8,798（▲33.8%）

4628万円→4314万円

5175.9万円→4623.4万円

国土交通省　着工数

6月→7月→8月）

東京圏
5,857（▲10.8%）→6,413（+1.6%）

10,142→9,742

（前年同月比▲0.2%→▲0.2%
▲6.7%→▲8 .5%→▲8.5%

97.8%→110.4%

（7月→8月）

（前年同月比）

トヨタ自動車販売台数（自販連）

（+4.3%→+6.1%）

景
気

完全失業率
総務省

土地売買移転登記件数

住団連景況感調査　見通し
住
景
気

21年第２四半期→第３四半期

景気ウオッチャー調査　8月

景気の現状は厳しいながらも、下げ
止まっている

物
価

帝国データ
月例経済報告　9月 倒産件数

▲7%→▲13.5%

マ
ク
ロ

内閣府

+6.5%→2.4%

国内企業物価指数
（2005年＝100）

+8→▲3

主要銀行貸出動向アンケート
（日銀7月）今後3ヶ月の資金需要見通

企業

買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

住まいの買時・価格アンケート

940→939

（▲8.6%→▲5.5%）

3,861→4,128
兵庫

奈良

住み替えに関する調査（2008年10月と2009年5月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査
過去1年以内の住替実現者の割合

愛
知

地方経済天気（景況）　7月→9月
全地銀協

東海

近畿

関東

エ
リ
ア
景
気
・
エ
リ
ア
住
景
気

愛知県　不動産会社景況感　4月　経営研究所調べ

・今後半年間悪化と回答

→下げ止まりの動き
底入れの兆し

底入れの兆し
→下げ止まりの動き

底入れ感

4,033（▲11.9%）→4,051（▲14.6%）

3,780（▲40.3%）→3,648（▲14.6%）

796（▲20.2%）→736（▲31.1%）

739（▲63.0%）→226（▲80.8%）

（▲17.0%→▲7.0%） 大阪圏

三重

大阪

社名認知率
賃貸

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　6月→7月）

▲15.3%→▲13.4%（前年比）

首都圏　7月→8月（前年同月比）　不動産経済研究所

556（▲77.6%）→643（▲69.3%）

965（▲30.8%）→927（▲25.5%）

▲11→▲12

2,158（▲15.1%）→2,040（▲14.6%）

1,735（▲6.9%）→1,738（▲21.0%）

1,824（▲47.2%）→1,997（▲39.5%）

497（▲20.5%）→466（▲36.0%）

693（▲50.6%）→136（▲82.2%）

大阪府

個人

愛知県

994（▲39.4%）→1,079（▲28.5%）

9.5%→0.9%2009年5月 2500万円未満

650（▲70.7%）→713（▲67.4）

2008年10月→2009年5月　比較

69.8%→58.9％

561（▲54.8%）→337（▲77.0%）

好感度

2008年10月→

2009年5月

Home's掲載物件総数

マンション
建売住宅

1,454（▲6.8%）→1,628（+11.2%）

1,821（▲36.0%）→2,590（+6.5%）

1,370,333件

9月17日

08年7/1→09年7/1　対前年変動率

平均価格

1,587（▲0.8%）→1,722（+6.0%）5,252→6,095
20,883（▲39.7%）→23,212（▲29.5%）

首都圏

※09年第1四半期の数値は修正

7月→8月

（前月比）

総合　▲29→▲12 （+13.8ポイント） （+1.3%）

分譲戸建　▲42→▲38 （+6.5ポイント） （▲10.0%）

地方経済天気 平均路線価
9月→10月 対前年変動率

関東 東京圏
下げ止まりの動き 08年7/1 総数
→下げ止まりの動き →09年7/1 持家

貸家

+1.6% 分譲戸建

→▲6.5% マンション
東海 名古屋圏

下げ止まりの動き 08年7/1 総数
→下げ止まりの兆し →09年7/1 持家

貸家

+1.5% 分譲戸建

→▲4.2% マンション

近畿 大阪圏
下げ止まりの動き 08年7/1 総数
→下げ止まりの動き →09年7/1 持家

貸家
1.0% 分譲戸建

→▲4.5% マンション

尾張

名古屋市内 2500～3000万円未満 家賃　6～7万円、7～8万円

西三河

東三河

498,476円→420441円

（▲15.65%）

（+2,452世帯）

8,839,216→8,840,276
大阪府

2,947,022 →2,947,410

3,819,620→3,822,072

（▲198人）

6,245,214→6,246,016
（+802世帯）

（+388人）

7,414,335→7,414,723
愛知県

世帯数

兵

庫

奈
良

（▲1.77%）

愛

知
県

09年　6月→7月

413,227円→420,441円
（+1.75%）

08年7月→09年7月

愛

知

岐
阜

1,698→1,453

（▲7.2%→+0.3%）

1,815（▲34.3%）→1,534（▲36.2%）

337（▲77.0%）→600（▲72.1%）

1,084（▲3.6%）→1,016（▲21.9%）

大阪府

1,062（+8.7%）→935（▲22.9%）

4,443（▲30.7%）→4,088（▲42.2%）

世帯数

世帯数

国土交通省　着工数
7月→8月（対前年同月比）

466（▲36.0%）→447（▲34.1%）

136（▲82.2%）→135（▲72.6%）

1,997（▲39.5%）→1,616（▲41.5%）

1,738（▲21.0%）→1,723（▲20.7%）

愛知県

4,349（▲38.5%）→3.926（▲36.6%）

8,798（▲33.8%）→7,629（▲46.2%）

首都圏

常用労働者の1人平均
月間給与額

建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）

マンション

建売住宅

トヨタ自動車販売台数（自販連）

110.4%→110.5%

（8月→9月）

（前年同月比）

S&Pケース・シラー住宅価格指標

前期比

2009年第1四半期→2009年第2四半期

東京都

契約率

推計人口、世帯数
8月→9月（増減）

東京都

▲7.4%→+2.9%

首都圏　8月→9月（前年同月比）　不動産経済研究所

国内銀行貸出約定平均利率
日銀（ストック）

1.694%

（▲0.006→▲0.003）

8月

（前月比：6月→7月）

08年10月→

09年5月（増減）

回答者の中で も多く支持された価格帯
購入

5.12%（▲0.4） 家賃　7～8万円

5.52%→
賃貸

過去1年以内の住替実現者の割合

（2005年＝100）

貸出残高

日銀（総貸出平残前年比）

8月→9月

金
融

+1.9%→+1.7%

帝国データ

倒産件数

▲13.5%→▲9.2%

+2.4%→▲15.7%

東京都

Home's掲載物件総数

（▲2.7%）

（前月比　7→8月）

（前年同月比　8月）

▲8.5%→▲8.5%→▲7.9%

（前年同月比

7月→8月→9月）

景気ウオッチャー調査　9月

景気の現状は厳しいながらも、下げ止

まっている

完全失業率
09年1～3月→4～6月

物
価

マ
ク

ロ

国内企業物価指数

景

気

内閣府

消費者物価指数

（前月比）
8月→9月

（前年同月比）

08年→09年9月

住
景

気

住団連景況感調査　見通し
21年第２四半期→第３四半期

注文　▲25→▲3

▲3→▲1

主要銀行貸出動向アンケート
（日銀10月）今後3ヶ月の資金需要見通

企業

愛

知

エ

リ

ア

景
気

・

エ
リ

ア

住
景

気
大
阪

社名認知率

住まいの買時・価格アンケート
買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

226（▲80.8%）→184（▲80.5%）

近畿圏

23,212（▲29.5%）→20,912（▲37.8%）

住み替えに関する調査（2008年10月と2009年5月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　7月→8月）

▲0.79%→▲1.85%（前年同月比　8月→9月）

（前月比　8月→9月） ±0.0%→▲0.67%

▲13.4%→▲12.8%（前年比）

▲12→▲10

4,051（▲14.6%）→3,794（▲11.4%）

個人

中部圏

3,501（▲21.8%）→3,588（▲22.2%）

8,708（▲31.7%）→7,443（▲41.0%）

2,656（▲66.2%）→2,859（▲68.3%）

10,217（▲26.5%）→8,212（▲35.7%）

4314万円→4527万円

4623.4万円→4164.0万円

2008年10月→

2009年5月

2,040（▲14.6%）→1,946（▲23.8%）

713（▲67.4）→763（▲73.7%）

（+388世帯）

（+1,060人）

人口

人口

1,478（▲52.0%）→1,330（▲72.3%）

1,079（▲28.5%）→1,146（▲25.1%）

3,285（▲9.4%）→3,125（▲22. 0%）

4,107（▲31.1%）→3,136（▲39.9%）

10,325（▲27.5%）→8,979（▲39.1%）

3,648（▲14.6%）→2,727（▲48.1%）

736（▲31.1%）→728（▲31.7%）

9.5%→0.9%2500万円未満

2008年10月→2009年5月　比較

69.8%→58.9％

好感度

2008年10月→

2009年5月

4,431（▲36.6%）→3,336（▲44.3%）

9/17→10/23 平均価格

6,413（+1.6%）→6,149（▲11.4%）

1,370,333件→1,333,335件 69.3%→73.9%

51.4%→40.9%

12,985,225→12,985,027

1,722（+6.0%）→1,744（+3.1%）
人口

（▲23.32%）
594,176円→455,605円

東
京

都

09年　6月→7月

08年7月→09年7月

463,804円→455,605円

大

阪
府

09年　6月→7月

488,116円→403,091円
（▲17.42%）

08年7月→09年7月

440,857円→403,091円

（▲8.57%）

三

重

月例経済報告　10月

▲0.2%→±0%

▲2.4%

総務省
完全失業率

5.7%→5.5%

▲0.2ポイント

景気は持直してきているが、自律性に
乏しく、失業率が高水準にあるなど依然

として厳しい状況にある。

（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）

愛知県　不動産会社景況感　4月　経営研究所調べ

・今後半年間悪化と回答

6,645→5,213
（▲4.6%→▲10 .7%）

7,550→5,852
（▲1.4%→▲5.0%）

4,566→3,770

（▲17.8%→▲14.9 %）

埼
玉
神

奈

川

66.60%

65.20%
73.30%
36.40%

3.9→4.8
（+0.9）

大阪府

5.3→6.2

愛知県

3.9→5.1

（+1.2）

10,080→9,199
（▲4.6%→+7.6%）

貸家　▲20→▲30

土地売買移転登記件数
7月→8月（前年同月比）
東

京

（▲0.4%→▲13.5%）

1,447→1,380

（▲20.1%→▲6.6%）

6,393→5,309
（▲4.5%→▲14.1%）

（+0.9）

4,186→3,831
（▲17.1%→▲15.7%）

1,124→862

９月１０月１１月１２月

８月７月６月５月

６月５月４月３月

７月８月９月１０月

４月３月２月2010年１月
要注意

注意

普通または良

※09年第2四半期の数値は修正

9月→10月

（前月比）

総合　▲12→+19 （+5.6ポイント） （▲7.4%）
分譲戸建　▲38→▲13 （+12.2ポイント） （+5.5%）

地方経済天気 平均路線価

11月→12月 対前年変動率

関東 東京圏
下げ止まり 08年7/1 総数

→持ち直し →09年7/1 持家
貸家

+1.6% 分譲戸建
→▲6.5% マンション

東海 名古屋圏

下げ止まりの動き 08年7/1 総数
→持ち直し →09年7/1 持家

貸家
+1.5% 分譲戸建

→▲6.3% マンション

近畿 大阪圏
下げ止まり 08年7/1 総数
→持ち直し →09年7/1 持家

貸家
1.0% 分譲戸建

→▲3.4% マンション

メゾネットパーク 東新住建分譲住宅 タイルダグラス

21.6%
3.9%
8.1%

25.2%

東
京
都

愛知県

建設物価建築費
（個人住宅工事原価W125㎡）

（前月比　10月→11月）

▲2.03%→▲1.84%

▲0.10%→+0.02%

287,151円→271,904円

364,876円→339,419円

⑥土地取引が増加傾向なのは景気持ち直しが期待できそう

3,824,064→3,826,933
世帯数

（+1,672世帯）

（+1,589人）

愛
知
県

09年　8月→9月
279,376円→271,904円

（▲2.67%）

08年9月→09年9月

大
阪

府

大阪府

906（▲17.9%）→1,042（+11.9%）

4,590（▲20.0%）→4,744（▲23.9%）

09年　8月→9月
288,373円→286,481円

（▲0.66%）

世帯数

人口

建売住宅

常用労働者の1人平均

月間給与総額

08年9月→09年9月

09年　8月→9月

トヨタ自動車販売台数（自販連）

115.7%→141.3%

（10月→11月）

（前年同月比）

帝国データ
倒産件数

国土交通省　着工数
9月→10月（対前年同月比）

1.680%

（▲0.014→±0.000）

▲3→▲1

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　9月→10月）

貸出残高
日銀（総貸出平残前年比）

10月→11月

金
融

+1.5%→+0.1%

マ
ク

ロ

国内企業物価指数

景

気

内閣府

消費者物価指数

（前月比）
10月→11月

（前月比　9→10月）

+13.1%→▲6.5%

▲13.1%→▲1.0%

1,333,335件→1,393,339件

▲0.2ポイント

景気ウオッチャー調査　11月

物
価

▲8.0%→▲6.8%→▲4 .9%

（前年同月比

9月→10月→11月）

（2005年＝100）

景気は下げ止まっていたものの、この
ところ弱い動きが広がっている

住

景
気

住団連景況感調査　見通し
21年第３四半期→第４四半期

注文　▲3→+30

貸家　▲30→+18

主要銀行貸出動向アンケート
（日銀10月）今後3ヶ月の資金需要見通

企業

（前年同月比）

国内銀行貸出約定平均利率
日銀（ストック）

▲12→▲10
08年→09年11月

10月

（前月比：9月→10月）

（前年同月比　10月→11月）

愛
知

エ
リ

ア
景

気
・
エ

リ
ア
住

景
気

大

阪

東新住建から購入を検討するか

1,320→1,736

（▲12.1%→▲9.1）

岐

阜

三

重

完全失業率

個人

中部圏

3,586（▲18.6%）→3,756（▲6.0%）

7,592（▲41.7%）→8,925（▲33.6%）

2,180（▲78.7%）→1,602（▲73.5%）

8,375（▲34.4%）→10,233（▲25.2%）

20,653（▲42.1%）→22,273（▲25.1%）

平均価格

東京都

10月→11月（増減）

▲9.5%→▲7.7%（前年比）

推計人口、世帯数

契約率

69.0%→68.8%

57.3%→57.6%

1.8%

37.2%

6.3%

東京都

343（▲62.6%）→135（▲80.5%）

近畿圏

DUP（デュープレックス）

5.7%

（+5,123人）

6,246,601→6,247,680

1,845（▲9.4%）→2,045（+2.8）

愛知県

1,121（▲14.6%）→1,080（▲32.5%）

1,180（▲1.2%）→1,076（▲4.7%）

4,147（▲32.7%）→4,808（▲33.9%）

343（▲52.6%）→135（▲57.3%）

1,522（▲43.4%）→1,940（▲54.6%）

1,378（▲27.7%）→1,381（▲46.0%）

7,629（▲46.2%）→9,092（▲17.9%）

3,336（▲44.3%）→4,364（▲19.0%）

1,744（+3.1%）→1,591（+15.3%）

4619万円→4647万円

4 885.8万円→5229 .5万円

首都圏

6,159（▲9.1%）→5,869（▲1.1%）

（+1,079世帯）

（+1,244人）

7,414,098→7,415,342

2,947,354→2,949,026

74.3%

（+2,869世帯）

1,330（▲72.3%）→1,161（▲61.2%）

1,146（▲25.1%）→1,289（+1.1%）

3,090（▲19.2%）→3,367（+1.8%）

3,144（▲29.2%）→3,363（▲34.3%）

10,465（▲20.7%）→10,746（▲21.8%）

2,725（▲52.7%）→3,496（▲51.7%）

654（▲52.2%）→954（▲9.2%） 428（▲33.3%）→656（▲1.9%）
世帯数

24.0%

ザ･借家

49.0%

8,840,372→8,841,961
大阪府

住宅ブランドに関する調査（2009年10月）住宅市場研究室　愛知県web調査

2,191（▲12.9%）→2,053（▲11.6%）

1,639（▲25.2%）→1,783（▲38.9%）

人口

12,988,797→12,993,920
人口

（▲1.68%）
345,230円→339,419円

（▲2.45%）

マンション

大阪府

6.2→

（▲6.98%）

（▲5.31%）

愛知県

5.1→5.0

（▲0.1）

5.3%→5.1%

兵

庫 08年9月→09年9月

293,665円→286,481円

4.8→5.2

首都圏　10月→11月（前年同月比）　不動産経済研究所

3,856（▲24.8%）→4,275（▲1.9%）

09年4～6月→7～9月

Home's掲載物件総数
10/23→11/24

月例経済報告　12月

+0.1%→▲0.1%

▲2.2%

総務省
完全失業率

景気は持直してきているが、自律性に

乏しく、失業率が高水準にあるなど依然
として厳しい状況にある。

（デフレ宣言）

（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）

（前年同月比　10月）

3,617→4,792

（▲26.4%→▲10.9%）

埼
玉
神

奈

川

5,089→6,284
（▲10.1%→▲15.9%）

6,028→7,360
（▲10.1%→▲10.7%）

愛

知

9月→10月（前年同月比）
東

京

8,710→10,460
（▲1.2%→+0.3%）

（+4.5%）

東京都

奈

良

09年4月調査

1,251→1,527
（▲17.3%→▲12.6）

5,207→5,871
（▲23.8%→▲10.3）

（+0.4）

土地売買移転登記件数

好感度 10.5%

（－）

3,957→4,500

（▲7.2%→+1.2%）
900→1,008

（▲21.6%→▲16.5）

東新住建に非常に期待するか

認知率

商品ブランド

来年3月ごろ
ここ1年以内は買い時ではない

09年10月調査

0%

→6.3%
ここ１年はどちらとも 言えない

09年4月調査

09年10月調査

0%

→1.8%

⑤注文を中心に貸
家の見通しが強
気。
分譲はマイナス幅
が縮小。
景気持ち直しに乗

ろうという意思が明
確。
住宅版エコポイン
ト制度、住宅大幅
減税に大幅期待
か。

⑦給与水準の下落は続く

住宅市場天気図　（NO.21　12月号　2009.12.24）　住宅市場研究室

■愛知県住景気（①～⑪）
・現状
やや持ち直し傾向。高失業率と給与水準低下の中、力強さには欠けるものの一部に回復傾向有り。
例えば、貸家、次いで持家が短期的には持ち直し傾向。
分譲も今月は増加しているが、低下傾向から脱したかどうかは、さらに１～2ヶ月の見極めが必要。

・今後
土地取引がプラスに転じていること、政府各種施策（住宅版エコポイント等）等により、力強さには欠け弱いながらもそれなりに回復が期待できそう。
但し、給与水準や物価の下落は鮮明で、原価や売価、及び供給量の設定は慎重を要すると考えられる。

①物価下落は継続

⑨短期的には持

家は持ち直し傾向

⑩短期的には貸
家は持ち直し傾向

⑪分譲戸建は先
月より増加してい
る。
但し、短期的にせ
よ増加が継続する

かどうかは１～2ヶ
月の動向を見る必
要あり。

0.9%

0.0%

②トヨタは回復基調

④建売は在庫物件処理中の様子

⑧先月は人口減・世帯数減だったが、今月は一転して増加。

S&Pケース・シラー住宅価格指標

前期比

2009年第2四半期→2009年第3四半期

+3.1%→+3.1%

③マンションは不良在庫処理後の新物件供給ステージに入った模様

すまいの買い時はいつ？

今年中

全国 ▲2.0 →▲4.1 （前月比）
南関東 ▲2.1→▲4.3 11月→12月

東海 ▲2.4→▲5.5 （前年同月比）

近畿 ▲2.0→▲4.4 07年→08年12月

11月 1.889% 企業 ▲9→▲13
（前月比：10月→11月） （▲0.007→▲0.017） 個人 ▲1→▲8

（前月比　10→11月） ▲0.8% （前年同月比 （前月比　11月→12月） ▲0.13%→▲0.30% 「現在を一年前と 94.6%（9月調査） 「上がる」と回答 19.6%→15.0%
（前年同月比　11月） 1.0%上昇 10月→11月→12月） （前年同月比　11月→12月） +1.87%→+1.43% 比べると上がった」 →86.6%（12月） 「変わらない」と回答 40.3%→37.8%

10月→11月 3.7%→3.9% 景況感D.I. ▲81.9
（前月比） +0.2ポイント

総合　9→▲18 注文　16→▲3 売買数 306,866件 63.2%→61.9% （+2.6ポイント） 5018万円→4281万円 （▲3.7%）

分譲戸建　13→▲21 貸家　 15→5 賃貸総流通数 1,684 ,942件 45.4%→52.2% （+10.1ポイント） 4957.1万円→4566.4万円 （▲9.7%）

東京圏 14.7% 総数 40.9%→19.0%

先行き判断DI 18.6 東京 3.7%→▲17.1% 東京 17.4% 持家 9.2%→▲0.4%
（前月との差） （▲5.4） 埼玉 ▲0.7%→▲8.5% 神奈川 7.8% 貸家 63.0%→31.3%

神奈川 8.9%→▲14.2% 埼玉 6.3% 分譲戸建 ▲9.5%→▲9.3%

マンション 124.6%→42.2%

総数 11.7%→▲19.2%

先行き判断DI 16.4 愛知 23.1%→▲0.1% 名古屋圏 10.9% 持家 ▲7.3%→▲18.2%
（前月との差） （▲7.0） 岐阜 ▲12.4%→▲16.4% 愛知県 10.8% 貸家 45.1%→▲20.4%

三重 17.0%→▲0.6% 岐阜県 0.0% 分譲戸建 ▲8.1%→▲26.5%

マンション ▲31.8%→▲12.1%

大阪圏 7.4% 総数 24.6%→3.1%

先行き判断DI 19.1 大阪 9.8%→▲12.4% 大阪 8.6% 持家 ▲3.9%→▲8.7%
（前月との差） （▲8.0） 兵庫 17.1%→▲13.4% 兵庫 5.0% 貸家 51.5%→14.0%

奈良 31.7%→▲3.7% 奈良 1.7% 分譲戸建 ▲10.5%→▲19.9%

マンション 82.2%→20.5%

尾張 66.60% どちらとも言えない 46%→23%
名古屋市内 65.20% 1～3月 0%→31% 2008年4月 3000～3500万円未満 2008年4月 家賃　7～8万円

西三河 73.30% 買い時ではない 0%→8% 家賃　6～7万円

東三河 36.40% 及び　7～8万円

愛知県　不動産会社景況感　4月　経営研究所調べ

・今後半年間悪化と回答

社名認知率
好感度

住まいの買時・価格アンケート/12月中旬～1月上旬 住替えに関する調査

08年4月　5.95%→

６ヶ月定点Web消費者調査
2008年4月→10月　比較

広告視認率

57.5%→69.8%
4.4%→9.5%

28.3%→26.7%

平均価格

（対前年同月比　10月→11月）

神奈川県
68.3%→17.2%

首都圏

（前年比）

▲5.6%→▲13.2%

12.9%→▲19.8%

24.8%→11.8%

84.5%→16.1%

▲1.3%→10.4%
577.9%→40.4%

愛知県
100.7%→29.0%

▲2.4%→▲7.9%

▲43.4%→▲33.3%
大阪府

27.3%→0.1%

▲8.9%→▲16.4%

▲14.6%→▲26.3%

49.7%→▲19.5%

生活意識アンケート・先行きの地価動向（日銀）

2008.9月→12月

41.8%→60.3%

▲2.2%→▲3.5%

10.5%→1.3%

38.2%→30.9%
東京都

国土交通省　着工数

首都圏　11月→12月（前年同月比）　不動産経済研究所

消費者物価指数

製造業

非製造業+11.5%→+28.7% ▲9（▲10）

生活意識アンケート・物価（日銀）
2008.12月調査

5.0%→2.8%→1.1%

（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）

関東
全地銀協

関東

地方経済天気（景況）　11月→12月 土地売買移転登記件数
（前年同月比　9月→10月）

景気の現状は一段と
厳しさを増している

景気ウオッチャー調査　12月完全失業率
総務省

11月→12月 3.6%→4.1%

物

価

景

気

日銀短観
景況感（前月比）　12月

帝国データ帝国データバンク
月例経済報告 倒産件数 日銀大企業業況判断DI　12月（9月→12月変化幅）

▲18.0%→+13.6% ▲24（▲21）

マンション

建売住宅

契約率

（11月→12月）

71.8%→81.6%（前年同月比） 72.7%→77.7%

→足踏み基調が強まる

2008.1.1時点　路線価格対前年変動率

国税庁　7月1日発表

中部圏名古屋圏　住宅地東海

→停滞

停滞
東京圏　標準宅地

足踏み基調が強まる

買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

住み替えに関する調査（2008年4月と10月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

大阪圏　住宅地関西 近畿圏

トヨタ自動車販売台数（自販連）
（11月→12月）

（前年同月比）

足踏み基調が強まる

生活意識アンケート（日銀）
2008.12月

（前回比▲1.5）

インターネット物件状況（いえーい）

東海

自動車国内販売数（自販連）

2009.1.20　16時30分現在

愛
知

景気ウオッチャー調査　12月
内閣府

東海

近畿

南関東

→足踏み基調が強まる

エ
リ

ア

景
気

・

エ
リ

ア

住
景

気
大阪

住団連景況感調査　見通し
住
景

気

20年第三四半期→第四四半期

12月
景気は、

悪化している

金
融

日銀（総貸出平残前年比）

マ
ク

ロ

内閣府

貸出残高 国内銀行貸出約定平均利率

（2005年＝100）
建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）

主要銀行貸出動向アンケート
日銀（ストック） （日銀10月）今後3ヶ月の資金需要見通

国内企業物価指数

9.8%→13.0%

120.9%→16.2%

▲9.8%→▲29.0%

前期比

S&Pケース・シラー住宅価格指標

2008年第2四半期→第3四半期

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　10月→11月）

▲6.1%→▲6.1%

→2008年10月 2500～3000万円未満 →2008年10月

2008年4月10月の比較　経営研究所の愛知県ウェブ調査 回答者の中で も多く支持された価格帯
購入 賃貸

住替実現者の比率 08年10月　5.52%（▲0.43）

過去１年以内の

未

全国 ▲4.1 →▲1.1 （前月比）
南関東 ▲4.3→▲0.8 12月→1月

東海 ▲5.5→▲1.5 （前年同月比）

近畿 ▲4.4→▲1.8 08年→09年1月

12月 1.865% 企業 ▲13→+20
（前月比：11月→12月） （▲0.017→▲0.024） 個人 ▲8→▲11

（前月比　11→12月） ▲0.5% （前年同月比 （前月比　11月→12月） ▲0.30%→▲0.25% 「現在を一年前と 94.6%（9月調査） 「上がる」と回答 19.6%→15.0%
（前年同月比　12月） 0.2%上昇 11月→12月→1月） （前年同月比　11月→12月） +1.43%→+1.10% 比べると上がった」 →86.6%（12月） 「変わらない」と回答 40.3%→37.8%

11月→12月 3.9%→4.4% 景況感D.I. ▲81.9
（前月比） +0.5ポイント

総合　▲18→▲25 注文　▲3→▲25 61.9%→64.2% （+11.5ポイント） 4281万円→4172万円 （▲0.9%）
分譲戸建　 ▲21→▲42 貸家　5→▲23 52.2%→32.3% （▲19.9ポイント） 4566.4万円→4587.3万円 （▲5.2%）

東京圏 4.8%→1.6% 総数 19.0%→3.8%

先行き判断DI 21.6 東京 ▲17.1%→▲19.0 東京 9.9%→1.9% 持家 ▲0.4%→▲2.7%
（前月との差） （+3.0） 埼玉 ▲8.5%→▲22.7 神奈川 3.2%→2.6% 貸家 31.3%→21.6%

神奈川 ▲14.2%→▲22.8% 埼玉 1.7%→0.9% 分譲戸建 ▲9.3%→▲25.7%

マンション 42.2%→6.4%

総数 ▲19.2%→▲8.9%

先行き判断DI 21.5 愛知 ▲0.1%→▲15.3% 名古屋圏 2.4%→1.5% 持家 ▲18.2%→▲10.7%

（前月との差） （+5.1） 岐阜 ▲16.4%→▲16.0% 愛知県 2.5%→1.7% 貸家 ▲20.4%→▲10.5%

三重 ▲0.6%→▲10.7% 岐阜県 ▲2.1%→▲1.2% 分譲戸建 ▲26.5%→▲16.0%

三重県 ▲2.3%→▲1.8% マンション ▲12.1%→31.8%

大阪圏 2.9%→1.0% 総数 3.1%→▲8.3%

先行き判断DI 26.0 大阪 ▲12.4%→▲25.4% 大阪 2.8%→0.8% 持家 ▲8.7%→▲8.2%
（前月との差） （+6.9） 兵庫 ▲13.4%→▲13.1% 兵庫 0.8%→0.1% 貸家 14.0%→10.5%

奈良 ▲3.7%→▲21.0% 奈良 0.5%→0.0% 分譲戸建 ▲19.9%→▲11.6%

マンション 20.5%→▲31.6%

尾張 66.60% どちらとも言えない 23%→50%
名古屋市内 65.20% 1～3月 31%→20% 2008年4月 3000～3500万円未満 2008年4月 家賃　7～8万円

西三河 73.30% 買い時ではない 8%→20% 家賃　6～7万円

東三河 36.40% 及び　7～8万円

愛知県　不動産会社景況感　4月　経営研究所調べ

・今後半年間悪化と回答

社名認知率
好感度

住まいの買時・価格アンケート/1月中旬～2月上旬 住替えに関する調査

08年4月　5.95%→

６ヶ月定点Web消費者調査
2008年4月→10月　比較

広告視認率

57.5%→69.8%
4.4%→9.5%

28.3%→26.7%

平均価格

（対前年同月比　11月→12月）

神奈川県
17.2%→▲11.1%

首都圏

（前年比）

▲5.6%→▲13.2%

12.9%→▲19.8%

11.8%→▲14.1%

16.1%→▲3.0%

10.4%→▲32.5%
40.4%→13.7%

愛知県
29.0%→11.9%

▲7.9%→▲19.3%

▲43.4%→▲33.3%
大阪府

27.3%→0.1%

▲8.9%→▲16.4%

▲14.6%→▲26.3%

49.7%→▲19.5%

生活意識アンケート・先行きの地価動向（日銀）

2008.9月→12月

60.3%→33.4％

▲2.2%→▲3.5%

1.3%→8.5%

30.9%→15.5%
東京都

国土交通省　着工数

首都圏　12月→1月（前年同月比）　不動産経済研究所

消費者物価指数

製造業

非製造業+28.7%→+30.2% ▲9（▲10）

生活意識アンケート・物価（日銀）
2008.12月調査

2.8%→1.1%→▲0.2%

（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）

関東
全地銀協

関東

地方経済天気（景況）　11月→12月 土地売買移転登記件数
（前年同月比　10月→11月）

極めて厳しい

景気ウオッチャー調査　1月完全失業率
総務省

12月→1月 4.1%→4.0%

物

価

景

気

日銀短観
景況感（前月比）　1月

帝国データ帝国データバンク
月例経済報告 倒産件数 日銀大企業業況判断DI　12月（9月→12月変化幅）

+13.6%→+0.8% ▲24（▲21）

マンション

建売住宅

契約率

（12月→1月）

81.6%→76.1%（前年同月比） 77.7%→72.1%

→停滞色が一段と濃化

都道府県地価調査　変動率
平成19年→20年（対前年比）

中部圏名古屋圏　住宅地東海

→停滞色が一段と濃化

停滞
東京圏　住宅地

足踏み基調が強まる

買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

住み替えに関する調査（2008年4月と10月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

大阪圏　住宅地関西 近畿圏

トヨタ自動車販売台数（自販連）
（12月→1月）

（前年同月比）

足踏み基調が強まる

生活意識アンケート（日銀）
2008.12月

（前回比▲1.5）

インターネット物件状況（いえーい）

東海

自動車国内販売数（自販連）

※

愛
知

景気ウオッチャー調査　1月
内閣府

東海

近畿

南関東

→停滞色が一段と濃化

エ
リ

ア

景
気

・

エ
リ

ア

住
景

気
大阪

住団連景況感調査　見通し
住
景

気

20年第４四半期→21年第１四半期

1月

景気は、

急速に悪化してい

る

金
融

日銀（総貸出平残前年比）

マ
ク

ロ

内閣府

貸出残高 国内銀行貸出約定平均利率

（2005年＝100）
建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）

主要銀行貸出動向アンケート
日銀（ストック） （日銀1月）今後3ヶ月の資金需要見通

国内企業物価指数

9.8%→13.0%

120.9%→16.2%

▲9.8%→▲29.0%

前期比

S&Pケース・シラー住宅価格指標

2008年第2四半期→第3四半期

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　10月→11月）

▲6.1%→▲9.7%

→2008年10月 2500～3000万円未満 →2008年10月

2008年4月10月の比較　経営研究所の愛知県ウェブ調査 回答者の中で も多く支持された価格帯
購入 賃貸

住替実現者の比率 08年10月　5.52%（▲0.43）

過去１年以内の

※09年第1四半期の数値は修正

8月→9月

（前月比）

総合　▲12→+19 （+6.0ポイント） （▲4.7%）

分譲戸建　▲38→▲13 （+27.3ポイント） （+3.5%）

地方経済天気 平均路線価

10月→11月 対前年変動率

関東 東京圏
下げ止まりの動き 08年7/1 総数

→下げ止まり →09年7/1 持家

貸家

+1.6% 分譲戸建
→▲6.5% マンション

東海 名古屋圏
下げ止まりの兆し 08年7/1 総数
→下げ止まりの動き →09年7/1 持家

貸家

+1.5% 分譲戸建

→▲4.2% マンション
近畿 大阪圏

下げ止まりの動き 08年7/1 総数

→下げ止まり →09年7/1 持家

貸家
1.0% 分譲戸建

→▲4.5% マンション

メゾネットパーク 東新住建分譲住宅 タイルダグラス
21.6%

3.9%

8.1%
25.2%

すまいの買い時はいつ？

今年中

来年3月ごろ
ここ1年以内は買い時ではない

09年10月調査

0%

→6.3%
ここ１年はどちらとも 言えない

09年4月調査

09年10月調査

0%

→1.8% 好感度 10.5%

（+0.9）

3,831→3,957

（▲15.7%→▲7.2%）
862→900

（▲13.5%→▲21.6%）

東新住建に非常に期待するか

認知率

商品ブランド

奈

良

09年4月調査

1,380→1,251

（▲6.6%→▲17.3%）
5,309→5,207

（▲14.1%→▲23.8%）

9,199→8,710
（+7.6%→▲1.2%）

貸家　▲30→+18

土地売買移転登記件数

8月→9月（前年同月比）
東
京

（+4.5%）

東京都

（+0.9）

大阪府

5.3→6.2

愛知県

3.9→5.1

（+1.2）

3,770→3,617

（▲14.9 %→▲26.4%）

埼

玉
神

奈

川

5,213→5,089
（▲10.7%→▲10 .1%）

5,852→6,028
（▲5.0%→▲10 .1%）

愛

知

月例経済報告　11月

±0%→+0.1%

▲2.3%

総務省

完全失業率

景気は持直してきているが、自律性に

乏しく、失業率が高水準にあるなど依然
として厳しい状況にある。

（デフレ宣言）

（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）

08年7月→09年7月

290,406円→288,373円

（▲0.70%）

（▲2.76%）

6,149（▲11.4%）→6,159（▲9. 1%）

1,333,335件→1,393,339件 73.9%→69.0%

40.9%→57.3%

12,985,027→12,988,797
人口

（▲24.23%）

455,605円→345,230円

09年　7月→8月

3.9→4.8

1,616（▲41.5%）→1,522（▲43.4%）

24.0%

ザ･借家

49.0% 74.3%

1,946（▲23.8%）→2,191（▲12.9%）

763（▲73.7%）→1,639（▲25.2%）

人口

世帯数

住宅ブランドに関する調査（2009年10月）住宅市場研究室　愛知県web調査

1,478（▲52.0%）→1,330（▲72.3%）

1,079（▲28.5%）→1,146（▲25.1%）

3,125（▲22.0%）→3,090（▲19.2%）

3,136（▲39.9%）→3,144（▲29.2%）

8,979（▲39.1%）→10,465（▲20.7%）

2,727（▲48.1%）→2,725（▲52.7%）

728（▲31.7%）→654（▲52.2%） 447（▲34.1%）→428（▲33.3%）

1,534（▲36.2%）→1,378（▲27.7%）

135（▲72.6%）→343（▲52.6%）

DUP（デュープレックス）

5.7%

推計人口、世帯数

（+3,770人）

6,246,016→6,246,601
（+585世帯）

（▲625人）
7,414,723→7,414,098

2,947,410→2,947,354

（+1,992世帯）

▲12.8%→▲9.5%（前年比）

184（▲80.5%）→343（▲62.6%）

近畿圏

3.926（▲36.6%）→4,147（▲32.7%）

8,798（▲33.8%）→7,629（▲46.2%）

4,431（▲36.6%）→3,336（▲44.3%）

1,722（+6.0%）→1,744（+3.1%）

4527万円→4619万円

4164.0万円→4885.8万円

東京都

9月→10月（増減）

1.8%

37.2%

6.3%

東京都

1,723（▲20.7%）→1,845（▲9.4%）

愛知県

600（▲72.1%）→1,121（▲14.6%）

1,016（▲21.9%）→1,180（▲1.2%）

3,794（▲11.4%）→3,856（▲24.8%）

個人

中部圏

3,588（▲22.2%）→3,586（▲18.6%）

7,443（▲41.0%）→7,592（▲41.7%）

2,859（▲68.3%）→2,180（▲78.7%）

8,212（▲35.7%）→8,375（▲34.4%）

20,912（▲37.8%）→20,653（▲42.1%）

首都圏

平均価格

2009年第1四半期→2009年第2四半期

契約率

▲7.4%→+2.9%

首都圏　9月→10月（前年同月比）　不動産経済研究所

愛

知

エ

リ
ア

景

気

・
エ

リ

ア

住
景

気

大

阪

東新住建から購入を検討するか

1,453→1,320

（+0.3%→▲12.1%）

岐
阜

三

重

完全失業率
09年1～3月→4～6月

主要銀行貸出動向アンケート
（日銀10月）今後3ヶ月の資金需要見通

企業

（前年同月比）

国内銀行貸出約定平均利率
日銀（ストック）

▲12→▲10

（前年同月比　9月）

Home's掲載物件総数
住

景

気

住団連景況感調査　見通し
21年第３四半期→第４四半期

注文　▲3→+30

10/23→11/24

5.5%→5.3%

▲0.2ポイント

景気ウオッチャー調査　10月

物

価

マ
ク

ロ

国内企業物価指数

景

気

内閣府

消費者物価指数

（前月比）
9月→10月

（前月比　8→9月）

▲9.2%→+13.1%

▲15.7%→▲13.1%

▲8.5%→▲8.0%→▲6.7%

（前年同月比

8月→9月→10月）

（2005年＝100）

08年→09年10月

8月

（前月比：6月→7月）

景気は下げ止まってきたものの、弱い

動きもみられる

貸出残高

日銀（総貸出平残前年比）

9月→10月

金
融

+1.5%→+1.5%

帝国データ

倒産件数

国土交通省　着工数
8月→9月（対前年同月比）

1.694%

（▲0.006→▲0.003）

▲3→▲1

S&Pケース・シラー住宅価格指標

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　8月→9月）

前期比

（前年同月比　8月→9月）

建設物価建築費
（個人住宅工事原価W125㎡）

（前月比　8月→9月）

▲1.85%→▲2.03%

▲0.67%→▲0.10%

トヨタ自動車販売台数（自販連）

110.5%→115.7%

（9月→10月）

（前年同月比）

兵
庫

8,840,276→8,840,372

大阪府

マンション

建売住宅

常用労働者の1人平均

月間給与総額

08年8月→09年8月

355,018円→345,230円

大

阪
府

（▲6.32%）
大阪府

935（▲22.9%）→906（▲17.9%）

4,088（▲42.2%）→4,590（▲20.0%）

09年　7月→8月

403,091円→288,373円
（▲28.46%）

東

京

都

愛知県

世帯数

人口愛

知

県

09年　7月→8月

420,441円→279,376円
（▲33.55%）

08年8月→09年8月

298,214円→279,376円

3,822,072→3,824,064
世帯数

（▲56世帯）

（+96人）

2009年１月

2008年４月

２月

１１月

１２月

全国 ▲0.5

南関東 ▲1.0

東海 ▲1.2
関西 ▲0.6

企業 4→0

個人 ▲1→▲3

（前年同月比 （前年同月比 （前月比） 0.04％増 78.6（1年） 上昇回答 32.7→26.7
　２月） ２月） （前年同月比） 0.09％減 →85.9（現在） 変化なし 43.6→44.5

3.9% 景況感 ▲57.7

（前月比　２月） ＋0.1ポイント

売買 ▲2,609件 契約率 60.0%･▲17 平均価格 ＋13.3％

４月 発表待ち 賃貸総流通量 ＋26,458件 建売契約率 33.9%・▲4 建売平均価格 ▲8.4％ （前年比　２月） ▲2.9％
利回り ＋0.01

区部 ＋11.4 総合 ＋0.8

東京 ▲26.2% 神奈川 ＋1.7 建売 ▲13.4
埼玉 ▲3.2% 埼玉 ＋0.9 マンション ＋3.6

横浜 3.20% 都心 ＋18.0 貸家 ＋6.7

持家 ▲0.3

愛知 ＋2.2 総合 ＋12.0

愛知 15% 三重 ▲2.0 建売 ＋24.3
岐阜 ▲17% 名古屋市内 ＋6.6 マンション ＋116.1

三重 ▲12.6% 貸家 ＋0.8
持家 ＋7.8

大阪 ＋1.9 総合 ＋5.5
大阪 ▲14.9% 兵庫 ＋2.1 建売 ▲2.6

神戸 ▲15.8% 奈良 ▲0.2 マンション ▲7.3

奈良 ▲7.6% 大阪市内 ＋1.9 貸家 ＋17.1
持家 ▲0.6

尾張 66.60% どちらとも言えない 32% 2500～ 家賃5 社名認知率 ▲３％

名古屋市内 65.20% 4～6月 18% 3000万未満 ～6万 好感度 ▲0.4％

西三河 73.30% 買い時ではない 11% →3000 →7 広告視認率 ▲1.5％
東三河 36.40% ～3500万未満 ～8万未満

▲0.4

住替実現

希望価格住替希望者率 ＋1.2％

住替実現者率 住替実現

・希望価格

▲0.5％

▲1.0

買い時

住まいの買時・価格アンケート 住替えに関する調査
１年以内

2008.4.09　16時04分現在
住団連景況感

東海

関西

前月比

前月比

名古屋

地方経済天気図

公開取引状況

＋0.3

（3月/前年比）

景気ウオッチャー調査
生活意識アンケート（日銀）

2008.3月

（前回比▲17）

自動車国内販売数

エ
リ

ア

景
気

・

エ
リ

ア

住
景

気

愛知県　不動産会社景況感
・今後半年間悪化と回答

愛

知

景気ウオッチャー調査
先行き　内閣府

東海

近畿

南関東

前月比

着工数
（対前年比2月国交省）

首都圏

中部圏

公示価格

（首都圏前月比）

名古屋圏　住宅地

大阪圏　住宅地

東京圏　住宅地

広告折込枚数
読売IS

マンション
（首都圏前月比）

マンション

生活意識アンケート・先行きの地価動
2008.3月

生活意識アンケート・物価（日銀）
2008.3月

内閣府

国内企業物価指数
（2005年＝100、2月）

建設物価建築費
（個人住宅工事原価W125㎡）

帝国データ帝国データバンク

主要銀行貸出動向アンケート

月例経済報告 倒産件数

▲8

▲4

金
融

マ

ク

ロ

日銀大企業業況判断DI　12-3月変

３月 足踏み

（前月比　２月）

（前年同月比　２
月）

＋5.3％

企業短観
景況感（前月比）　３月

1.0%

消費者物価指数
（生鮮食品除総合指数、2005年＝100、2月）

製造業

非製造業＋14.3％

上昇回答3.40%

トヨタ自動車販売台数
自販協

96.7 （前年比3月） 93.4

住

景

気

貸出残高
日銀

分譲、マンション、注文、貸家

２月 0.9%

失業率
総務省

物

価

景
気

日銀（ストック）
国内銀行貸出約定平均利率

（日銀1月）

関東

２月 1.92%

土地売買移転登記件数
（前年同月比1月）

3月/景気回復の実感は極めて弱い

関東

６ヶ月定点Web消費者調査
１９年１０月・２０年４月　比較

回復の動きに減速感

大阪 近畿圏

販売
■ 多支持価格帯

賃貸

回復の動きに減速感

穏やかな回復

全国 ▲0.5→▲0.6

南関東　 ▲1.0→▲0.6

東海　　 ▲1.2→▲0.3
関西　　 ▲0.6→▲0.6

企業 0→▲2

個人 ▲3→▲3

（前年同月比 （前年同月比 （前月比　３月） 0.04% 78.6（1年） ■上昇　32.7%（19年12月） →26.7%（20年3月）

３月） ３月） （前年同月比　３月） ▲0.09％ →85.9（現在） ■変化無し　43.6%（19年12月） →44.5%（20年3月）

3.8% 景況感 ▲57.7

（前月比） ▲0.1ポイント

売買数 ▲2,113件 マンション契約率 65.3%　･　5.2ポイント マンション平均価格 4998万　・　6.2%

総合　20→18 注文　13→19 賃貸総流通量 ▲16,847件 建売契約率 43.7%　・　9.8ポイント 建売平均価格 4884万　・　9.3％ （前年比） ▲3.9％
分譲戸建　11→4 貸家　27→23

区部 ＋11.4 総合 0.8%→▲11.7%

東京 ▲26.2%→▲12.6% 神奈川 ＋1.7 建売 ▲13.4%→▲6.8%
埼玉 ▲3.2%→▲11.8% 埼玉 ＋0.9 マンション 3.6%→▲16.7%

横浜 3.2%→▲15.7% 都心 ＋18.0 貸家 6.7%→▲15.1%

持家 ▲0.3%→▲4.7%

愛知 ＋2.2 総合 12.0%→▲11.6%

愛知 15%→▲4.4% 三重 ▲2.0 建売 24.3%→▲5.8%
岐阜 ▲17%→▲5.7% 名古屋市内 ＋6.6 マンション 116.1%→▲58.6%

三重 ▲12.6%→7.3% 貸家 0.8%→▲14.8%
持家 7.8%→0%

大阪 ＋1.9 総合 5.5%→▲24.5%
大阪 ▲14.9%→▲11.3% 兵庫 ＋2.1 建売 ▲2.6%→▲18.2%

神戸 ▲15.8%→14.9% 奈良 ▲0.2 マンション ▲7.3%→▲32.5%

奈良 ▲7.6%→▲16.6% 大阪市内 ＋1.9 貸家 17.1%→▲31.1%
持家 ▲0.6%→▲5.5%

尾張 66.60% どちらとも言えない 32%→31% 社名認知率 60.5%→57.5%

名古屋市内 65.20% 4～6月 18%→6% 好感度 4.8%→4.4%

西三河 73.30% 買い時ではない 11%→6% 2007年10月 2500～3000万円未満 2007年10月 家賃　5～6万円 広告視認率 29.8%→28.3%
東三河 36.40% 2008年4月 →3000～3500万円未満 2008年4月 →家賃　7～8万円

回答者の中で も多く支持された価格帯
購入 賃貸

６ヶ月定点Web消費者調査
１９年１０月・２０年４月　比較

大阪 近畿圏

住み替えに関する調査（07年10月と08年4月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

→景気回復に足踏み感

→穏やかな回復

名古屋圏　住宅地

大阪圏　住宅地

中部圏

回復の動きに減速感（３月）

穏やかな回復（３月）

日銀（ストック）
国内銀行貸出約定平均利率

（日銀４月）今後3ヶ月の資金需要見通

関東

２月 1.922%（▲0.008）

土地売買移転登記件数
（前年同月比1月と２月対比）

3月/景気回復の実感は極めて弱い

関東

住

景

気

貸出残高
日銀（総貸出平残前年比）

20年第二四半期と第一四半期の比較

３月 1.2%

失業率　３月
総務省

物

価

景
気

トヨタ自動車販売台数（４月）
自販協

96.7→106.9 （前年同月比） 93.4→107.8

自動車国内販売数
（４月）

（前年同月比）

企業短観
景況感（前月比）　４月

1.2%

消費者物価指数
（生鮮食品除総合指数、2005年＝100、3月）

製造業

非製造業＋14.3%→＋23.0％

上昇回答3.40%→3.90%

▲8

▲4

金
融

マ

ク

ロ

日銀大企業業況判断DI　12-3月変化幅

４月 足踏み

（前月比）

（前年同月比）

＋5.3%→＋20.5％

内閣府

国内企業物価指数
（2005年＝100、3月）

建設物価建築費
（個人住宅工事原価W125㎡）

帝国データ帝国データバンク

主要銀行貸出動向アンケート

月例経済報告 倒産件数　３月

生活意識アンケート・先行きの地価動向（日銀）

2008.3月
生活意識アンケート・物価（日銀）

2008.3月調査

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　３月）（首都圏　３月　前月比） （首都圏　３月　前月比）

東京圏　住宅地

公示価格
20年1月1日現在の対前年比

国土交通省　着工数
（対前年比2月3月対比）

首都圏

エ
リ

ア

景
気

・

エ
リ

ア

住
景

気

愛知県　不動産会社景況感　経営研究所調べ

・今後半年間悪化と回答
愛

知

景気ウオッチャー調査
先行き　内閣府

東海

近畿

南関東

前月比

39.5（▲0.4）

景気ウオッチャー調査
生活意識アンケート（日銀）

2008.3月

（前回比▲17）

回復の動きに減速感（３月）

→景気回復に足踏み感

2008.5.09　11時15分現在
住団連景況感見通し　20年第二四半期

東海

関西

前月比

前月比

名古屋

地方経済天気図

インターネット公開取引状況

38.6（▲0.4）

（過去1年以内） 4月　5.95%（▲0.5%）

住替実現者比率 10月　6.54%→

39.8（▲1.0）

買い時　（４月中旬～５月中旬）
住まいの買時・価格アンケート 住替えに関する調査

07年10月と08年4月の比較　経営研究所の愛知県ウェブ調査

全国 ▲0.6 →▲0 .9
南関東　 ▲0.6→▲0.9

東海　　 ▲0.3→▲1.4
関西　　 ▲0.6→▲0.9

企業 0→▲2
個人 ▲3→▲3

（前年同月比 （前年同月比 （前月比　5月） 0.28% 78.6（1年） ■上昇　32.7%（19年12月） →26.7%（20年3月）

4月） ３月→4月→5月） （前年同月比　5月） 1.37% →85.9（現在） ■変化無し　43.6%（19 年12月） →44.5%（20年3月）

4.0% 景況感 ▲57.7

（前月比） 0.2ポイント

売買数 ▲4,687件（前日比） マンション契約率 63.1%　･　▲2.2ポイント マンション平均価格 5,344万　・　6.9%

総合　20→18 注文　13→19 賃貸総流通数 40,856件（前日比） 建売契約率 43.7%　・　0ポイント 建売平均価格 4225.9万　・　▲12.8％ （前年比） ▲3.9%→▲4.4%
分譲戸建　 11→4 貸家　27→23

区部 ＋11.4 総合 ▲11.7%→▲16.7%

東京 ▲12.6%→▲19.4% 神奈川 ＋1.7 建売 ▲6.8%→▲16.0%

埼玉 ▲11.8%→▲13.8% 埼玉 ＋0.9 マンション ▲16.7%→▲25.3%

横浜 ▲15.7%→▲24.0% 都心 ＋18.0 貸家 ▲15.1%→▲6.1%

持家 ▲4.7%→▲12.0%

愛知 ＋2.2 総合 ▲11.6%→▲0.1%

愛知 ▲4.4%→▲12.4% 三重 ▲2.0 建売 ▲5.8%→▲11.3%
岐阜 ▲5.7%→▲19.8% 名古屋市内 ＋6.6 マンション ▲58.6%→30.90%

三重 7.3%→▲11.2% 貸家 ▲14.8%→▲4.0%
持家 0%→▲3.6%

大阪 ＋1.9 総合 ▲24.5%→33.80%

大阪 ▲11.3%→▲10.9% 兵庫 ＋2.1 建売 ▲18.2%→▲2.8%
神戸 14.9%→10.3% 奈良 ▲0.2 マンション ▲32.5%→77.70%
奈良 ▲16.6%→▲7.6% 大阪市内 ＋1.9 貸家 ▲31.1%→54.00%

持家 ▲5.5%→▲1.9%

尾張 66.60% どちらとも言えない 31%→33% 社名認知率 60.5%→57.5%

名古屋市内 65.20% 4～6月 6%→34% 好感度 4.8%→4.4%
西三河 73.30% 買い時ではない 6%→0% 2007年10月 2500～3000万円未満 2007年10月 家賃　5～6万円 広告視認率 29.8%→28.3%

東三河 36.40% 　　　→2008年4月 3000～3500万円未満 　　　→2008年4月 家賃　7～8万円

穏やかな回復（4月）

35.0（▲1.8）

住替実現者の比率 08年4月　5.9 5%（▲0.5 %）

過去１年以内の 07年10月　6.54%→

39.0（▲0.5）

買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

住まいの買時・価格アンケート/５月中旬～６月中旬 住替えに関する調査
07年10月と08年4月の比較　経営研究所の愛知県ウェブ調査

→景気回復に足踏み感

2008.6.11　16時30分現在
住団連景況感見通し　20年第二四半期

東海

関西

前月比

前月比

名古屋

地方経済天気（景況）　全地銀協会　5月

インターネット公開取引状況（いえーい）

34.3（▲3.3）

景気ウオッチャー調査
生活意識アンケート（日銀）

2008.3月

（前回比▲17）

景気回復に足踏み感（4月）
エ

リ
ア

景
気
・

エ
リ

ア
住

景
気

愛知県　不動産会社景況感　経営研究所調べ

・今後半年間悪化と回答
愛

知

景気ウオッチャー調査5月
先行き　内閣府

東海

近畿

南関東

前月比

東京圏　住宅地

公示価格
20年1月1日現在の対前年比

国土交通省　着工数
（対前年比　3月→4月対比）

首都圏

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　4月）（首都圏　4月　前月比） （首都圏　4月　前月比）

生活意識アンケート・先行きの地価動向（日銀）

2008.3月
生活意識アンケート・物価（日銀）

2008.3月調査

内閣府

国内企業物価指数
（2005年＝100、3月）

建設物価建築費
（個人住宅工事原価W125㎡）

帝国データ帝国データバンク

主要銀行貸出動向アンケート

月例経済報告 倒産件数　4月

▲8

▲4

金

融
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日銀大企業業況判断DI　12-3月変化幅

5月 足踏み

（前月比）

（前年同月比）

▲10.1%→▲1.9％

企業短観
景況感（前月比）　5月

1.2%→0.8%

消費者物価指数
（生鮮食品除総合指数、2005年＝100、3月）

製造業

非製造業24.0%→▲2.2％

上昇回答3.9%→3.9%→4.7%

トヨタ自動車販売台数（5月）
自販協

106.9→93.9 （前年同月比） 107.8→95.9

自動車国内販売数
（5月）

（前年同月比）

住
景
気

貸出残高
日銀（総貸出平残前年比）

20年第二四半期と第一四半期の比較

4月 1.3%→1.6%

失業率　4月
総務省

物
価

景
気

日銀（ストック）
国内銀行貸出約定平均利率

（日銀４月）今後3ヶ月の資金需要見通

関東

4月 1.916%（0.2%→▲0.5%）

土地売買移転登記件数
（前年同月比2月と3月対比）

5月/景気回復の実感は極めて弱い

関東

大阪 近畿圏

住み替えに関する調査（07年10月と08年4月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

→景気回復に足踏み感

→穏やかな回復

名古屋圏　住宅地

大阪圏　住宅地

中部圏

回復回復に足踏み感（4月）

回答者の中で も多く支持された価格帯
購入 賃貸

６ヶ月定点Web消費者調査
１９年１０月・２０年４月　比較

全国 ▲0.9 →▲1 .4 （前月比）
南関東 ▲0.9→▲1.5 5月→6月

（下方修正） 東海 ▲1.4→▲2.6 （前年同月比）
近畿 ▲0.9→▲1.2 07年→08年6月

5月 1.916% 企業 0→▲2
（前月比：4月→5月） （▲0.5%→±0%） 個人 ▲3→▲3

（前月比　４月→５月） 0.8%上昇 （前年同月比 （前月比　6月） 0.25% 「現在を一年前と 85.9%（3月調査） 「上がる」と回答 26.7%→22.4%
（前年同月比　５月） 1.5%上昇 4月→5月→6月） （前年同月比　6月） 1.58% 比べると上がった」 →92.1%（今回） 「変わらない」と回答 44.5%→45.5%

4.0% 景況感D.I. ▲67.3

（前月比） ±0ポイント

総合　20→18 注文　13→19 売買数 ▲4,687件（前日比） マンション 71.0% ･ ▲4.7ポイント マンション 4821万 ・ +0.4%

分譲戸建　11→4 貸家　27→23 賃貸総流通数 40,856件（前日比） 建売住宅 51.4% ・ +7 .7ポイント 建売住宅 4850.2万 ・ +0.1％

区部 +10.4% 総合 ▲16.7%→▲1.5%
先行き判断DI 31.4 東京 ▲19.4%→▲16.8% 神奈川 +4.4% 分譲戸建 ▲16.0%→▲13.3%

（前月との差） （▲2.9） 埼玉 ▲13.8%→▲2.5% 埼玉 +4.0% マンション ▲25.3%→27.8%
横浜 ▲24.0%→▲12.1% 都心 +15.3% 貸家 ▲6.1%→▲9.6%

持家 ▲12.0%→▲3.7%

総合 ▲0.1%→6.1%

先行き判断DI 31.1 愛知 ▲12.4%→▲0.8% 愛知 +3.2% 分譲戸建 ▲11.3%→6.3%
（前月との差） （▲3.9） 岐阜 ▲19.8%→10.4% 三重 ▲0.9% マンション 30.9%→42.8%

三重 ▲11.2%→1.6% 名古屋市内 +7.6% 貸家 ▲4.0%→6.2%
持家 ▲3.6%→▲1.6%

大阪 +2.5% 総合 33.8%→▲30.5%

先行き判断DI 33.9 大阪 ▲10.9%→▲17.6% 兵庫 +4.1% 分譲戸建 ▲2.8%→▲24.8%
（前月との差） （▲5.1） 神戸 10.3%→2.0% 奈良 +1.2% マンション 77.7%→▲51.7%

奈良 ▲7.6%→18.7% 大阪市内 +2.5% 貸家 54.0%→▲30.1%

持家 ▲1.9%→▲15.6%

尾張 66.60% どちらとも言えない 33%→40% 社名認知率 60.5%→57.5%

名古屋市内 65.20% 7～9月 11%→20% 好感度 4.8%→4.4%
西三河 73.30% 買い時ではない 0%→10% 2007年10月 2500～3000万円未満 2007年10月 家賃　5～6万円 広告視認率 29.8%→28.3%

東三河 36.40% 　　　→2008年4月 3000～3500万円未満 　　　→2008年4月 家賃　7～8万円

名古屋圏　住宅地 中部圏

日銀（ストック）

景気回復に足踏み感（5月）

国内企業物価指数

関東

土地売買移転登記件数
（前年同月比2月と3月対比）

景気回復の実感はさらに

一段と弱くなっている

回答者の中で も多く支持された価格帯
購入 賃貸

→回復の動きが減速

住まいの買時・価格アンケート/６月中旬～７月中旬 住替えに関する調査

関西

６ヶ月定点Web消費者調査
１９年１０月・２０年４月　比較

大阪 近畿圏

住み替えに関する調査（07年10月と08年4月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

大阪圏　住宅地
回復回復に足踏み感（5月）

07年10月と08年4月の比較　経営研究所の愛知県ウェブ調査

→景気回復に足踏み感

買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

関東

失業率　5月
総務省

物
価

景
気

3.9%→4.7%→5.6%

（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）

2008.6.11　16時30分現在
住団連景況感調査　見通し

地方経済天気（景況）　全地銀協　6月

トヨタ自動車販売台数（自販連）
（5月→6月）

93.9→96.4 （前年同月比） 95.9→98.7

自動車国内販売数（自販連）
（5月→6月）

（前年同月比）

日銀（総貸出平残前年比）

5月 1.6%→2.0%

国内銀行貸出約定平均利率貸出残高
（日銀４月）今後3ヶ月の資金需要見通金

融
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日銀大企業業況判断DI　3月→6月変化幅

６月

▲1.9％→+7.1%

内閣府 企業短観
景況感（前月比）　6月

足踏み状態
一部に弱い動き

帝国データ帝国データバンク

主要銀行貸出動向アンケート

▲6

▲2.0

製造業

非製造業▲2.2％→+8.1%

月例経済報告 倒産件数

生活意識アンケート・先行きの地価動向（日銀）

2008.3月→6月
生活意識アンケート・物価（日銀）

2008.6月調査（2005年＝100）
建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）
消費者物価指数

不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　5月）契約率 平均価格

愛知県　不動産会社景況感　経営研究所調べ

・今後半年間悪化と回答
愛

知

景気ウオッチャー調査　6月
内閣府

東海

近畿

南関東

エ

リ
ア

景
気
・

エ
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ア
住

景
気

住
景
気

20年第一四半期→第二四半期

景気ウオッチャー調査　6月
生活意識アンケート（日銀）

2008.6月

（前回比▲9.6）

首都圏　5月・前月比　（不動産経済研）インターネット公開取引状況（いえーい）

東海
穏やかな回復（5月）

住替実現者の比率 08年4月　5.9 5%（▲0.5 %）

過去１年以内の 07年10月　6.54%→

→景気回復に足踏み感

（前年比） ▲4.4%→▲2.7%

東海

東京圏　住宅地

公示価格
2008年1月1日現在の対前年比

国土交通省　着工数
（対前年同月比　4月→5月）

首都圏

足踏み状態（6月） 全国 ▲1.4 →▲1 .5 （前月比）
↓ 南関東 ▲1.5→▲1.7 6月→7月

東海 ▲2.6→▲1.8 （前年同月比）
近畿 ▲1.2→▲1.9 07年→08年7月

6月 1.913% 企業 ▲2→▲9
（前月比：5月→6月） （±0→▲0.003） 個人 ▲3→▲1

（前月比　5月→6月） 0.4%上昇 （前年同月比 （前月比　6月→7月） 0.25%→0.28% 「現在を一年前と 85.9%（3月調査） 「上がる」と回答 26.7%→22.4%
（前年同月比　５月） 1.9%上昇 4月→5月→6月） （前年同月比　6月→7月） 1.58%→1.9% 比べると上がった」 →92.1%（今回） 「変わらない」と回答 44.5%→45.5%

5月→6月 4.0%→4.1% 景況感D.I. ▲67.3

（前月比） +0.1ポイント

総合　18→9 注文　19→16 売買数 ▲480件（前日比） 71.0%→64.7% （▲4.4ポイント） 4821万→4638万 （▲4.4%）

分譲戸建　4→13 貸家　23→15 賃貸総流通数 ▲9,376件（前日比） 51.4%→37.6% （+4.9ポイント） 4850.2万→4623.9万 （ ▲1.3%）

東京都 神奈川県

東京圏 14.7% 総合 ▲1.5%→▲6.5% ▲1.4%→▲4.6% 16.3%→▲0.5%
先行き判断DI 31 東京 ▲16.8%→▲37.4% 東京 17.4% 分譲戸建 ▲13.3%→▲9.7% ▲19.4%→▲12.2% 12.6%→1.8%

（前月との差） （▲0.4） 埼玉 ▲2.5%→▲16.7% 神奈川 7.8% マンション 27.8%→▲22.6% 23.5%→▲12.2% 130.9%→▲3.3%
横浜 ▲12.1%→▲19.4% 埼玉 6.3% 貸家 ▲9.6%→2.8% ▲15.3%→5.5% 16.2%→0.5%

持家 ▲3.7%→1.1% 1.7%→▲13.8% ▲9.5%→2.4%
愛知県

総合 6.1%→▲8.2% 17.8%→▲12.5%

先行き判断DI 31 愛知 ▲0.8%→▲14.7% 名古屋圏 10.9% 分譲戸建 6.3%→▲12.7% 4.0%→▲19.7%
（前月との差） （▲0.1） 岐阜 10.4%→3.1% 愛知県 10.8% マンション 42.8%→▲14.1% 40.4%→6.6%

三重 1.6%→▲10.9% 岐阜県 0.0% 貸家 6.2%→▲7.5% 30.2%→▲13.5%
持家 ▲1.6%→▲5.9% 0.3%→▲20.2%

大阪府
大阪圏 7.4% 総合 ▲30.5%→▲30.1% ▲36.4%→▲34.8%

先行き判断DI 32.5 大阪 ▲17.6%→▲22.9% 大阪 8.6% 分譲戸建 ▲24.8%→▲14.0% ▲22.0%→▲10.3%

（前月との差） （▲1.4） 神戸 2.0%→▲18.6% 兵庫 5.0% マンション ▲51.7%→▲58.3% ▲45.7%→▲56.7%

奈良 18.7%→▲17.0% 奈良 1.7% 貸家 ▲30.1%→▲26.7% ▲43.0%→▲35.9%

持家 ▲15.6%→▲10.3% ▲16.2%→2.2%

尾張 66.60% どちらとも言えない 40%→69% 社名認知率 60.5%→57.5%

名古屋市内 65.20% 7～9月 20%→0% 好感度 4.8%→4.4%
西三河 73.30% 買い時ではない 10%→13% 2007年10月 2500～3000万円未満 2007年10月 家賃　5～6万円 広告視認率 29.8%→28.3%

東三河 36.40% 　　　→2008年4月 3000～3500万円未満 　　　→2008年4月 家賃　7～8万円

回答者の中で も多く支持された価格帯
購入 賃貸

回復の動きが減速

→景気回復に足踏み

住まいの買時・価格アンケート/６月中旬～７月中旬 住替えに関する調査

関西

このところ弱含ん
でいる

東海

東京圏　標準宅地

2008.1.1時点　路線価格対前年変動率

国税庁　7月1日発表

住団連景況感調査　見通し

国内銀行貸出約定平均利率

（2005年＝100）
建設物価建築費

（個人住宅工事原価W125㎡）

住替実現者の比率 08年4月　5.9 5%（▲0.5 %）

過去１年以内の 07年10月　6.54%→

住
景
気

20年第二四半期→第三四半期

景気ウオッチャー調査　6月
生活意識アンケート（日銀）

2008.6月

（前回比▲9.6）

インターネット公開取引状況（いえーい）

完全失業率
総務省

愛知県　不動産会社景況感　4月　経営研究所調べ

・今後半年間悪化と回答
愛

知

景気ウオッチャー調査　6月
内閣府

東海

近畿

南関東
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生活意識アンケート・先行きの地価動向（日銀）

2008.3月→6月
生活意識アンケート・物価（日銀）

2008.6月調査

製造業

非製造業+8.1%→+23.6%

月例経済報告 倒産件数 日銀大企業業況判断DI　3月→6月変化幅

7月

+7.1%→+6.2% ▲6

▲2.0

企業短観
景況感（前月比）　7月

帝国データ帝国データバンク

金

融
日銀（総貸出平残前年比）

主要銀行貸出動向アンケート

マ
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日銀（ストック） （日銀7月）今後3ヶ月の資金需要見通

内閣府

貸出残高

6月→7月 2.0%→2.0%

消費者物価指数
物
価

景
気

3.9%→4.8%→5.6%

（生鮮食品除総合指数、2005年＝100）
国内企業物価指数

６ヶ月定点Web消費者調査
１９年１０月・２０年４月　比較

大阪 近畿圏

住み替えに関する調査（07年10月と08年4月の比較）経営研究所　愛知県ウェブ調査

大阪圏　住宅地
景気回復に足踏み

07年10月と08年4月の比較　経営研究所の愛知県ウェブ調査

→景気回復に足踏み

買い時はいつ？（当社ホームページで実施）　

98.7→104.0

自動車国内販売数（自販連）
（6月→7月）　※1

（前年同月比）

トヨタ自動車販売台数（自販連）
（5月→6月）　※2

景気の現状は厳しい

2008.8.07　14時30分現在

全地銀協

首都圏　5月→6月（前年同月比）　不動産経済研究所

国土交通省　着工数
（対前年同月比　5月→6月）

マンション

建売住宅

96.4→105.4 （前年同月比）

中部圏名古屋圏　住宅地東海

（前年比） ▲2.7%→▲7.6%

首都圏

→景気回復に足踏み

関東

景気回復に足踏み

土地売買移転登記件数
（前年同月比　4月→5月）

地方経済天気（景況）　6月→7月

関東

平均価格契約率
不動産関連　広告折込枚数
読売IS（首都圏　5月→6月）

■住宅市場天気図の２年間の推移




