
人口
１億2,776万7,994人
（2005年）

会社企業数
151万5,835社
（2006年）

国内総生産（名目）
503兆3,668億円
（2005年度）

銀行（国内銀行）貸出残高
404兆4,052億円
（2007年12月末）

工場数
46万8,841所
（2005年）

商店数
 161万3,318所
（2004年）

サービス業生産額
108兆7,601億円
（2006年）

輸出額
83兆9,397億円
（2007年）

面積
37万7,926k㎡
（2007年）

事業所数
572万2,559所
（2006年）

中小企業比率
99.7％
（2004年）

一人当たりの国民所得
287万１千円
（2005年度）

製造品出荷額等
298兆1,253億円
（2005年）

商品販売額
538兆7,758億円
（2004年）

輸入額
73兆1,213億円
（2007年速報）

就業者数
6,150万5,973人
（2005年）

外国企業の事業所数
2,190所
（2006年）

人口
1,257万6,601人（9.8％）
（2005年）

会社企業数
25万5,400社（16.8％）
（2006年）

都内総生産（名目）
92兆2,694億円（18.3％）
（2005年度）

銀行（国内銀行）貸出残高
158兆6,673億円（39.2％）
（2007年12月末）

工場数
 ４万4,709所（9.5％）
（2005年）

商店数
17万1,155所（10.6％）
（2004年）

サービス業生産額
25兆8,243億円（23.7％）
（2005年度）

輸出額（東京港、羽田空港、成田空港）
18兆5,155億円（22.1％）
（2007年速報）

昼間人口
1,497万7,580人
（2005年）

事業所数
67万8,769所（11.9％）
（2006年）

中小企業比率
99.0％
（2006年）

一人当たりの都民所得
477万８千円（166.4％）
（2005年度）

製造品出荷額等
11兆994億円（3.7％）
（2005年）

商品販売額
176兆8,985億円（32.8％）
（2004年）

輸入額（東京港、羽田空港、成田空港）
20兆3,044億円（27.8％）
（2007年速報）

面積
2,188k㎡（0.6％）
（2007年）

就業者数（従業地ベース）
820万5,300人（13.3％）
（2005年）

外国企業の事業所数
1,157所（52.8％）
（2006年）

日本経済の中心、東京
東京経済の概況 日本経済の中心、東京

資料 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積」
   総務省「国勢調査」「事業所・企業統計調査」
   中小企業庁「中小企業白書」
   内閣府「国民経済計算」
   日本銀行調査統計局資料
   経済産業省「工業統計」「商業統計」
   財務省「貿易統計」

資料 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積」
   総務省「国勢調査」「事業所・企業統計調査」
   東京都産業労働局調べ
   東京都「都民経済計算」「工業統計」「商業統計」
   日本銀行調査統計局資料
   東京税関「貿易概況」

注 カッコ内は全国比

Japan

Tokyo
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（2005年）

外国企業の事業所数
1,157所（52.8％）
（2006年）

日本経済の中心、東京
東京経済の概況 日本経済の中心、東京

資料 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積」
   総務省「国勢調査」「事業所・企業統計調査」
   中小企業庁「中小企業白書」
   内閣府「国民経済計算」
   日本銀行調査統計局資料
   経済産業省「工業統計」「商業統計」
   財務省「貿易統計」

資料 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積」
   総務省「国勢調査」「事業所・企業統計調査」
   東京都産業労働局調べ
   東京都「都民経済計算」「工業統計」「商業統計」
   日本銀行調査統計局資料
   東京税関「貿易概況」

注 カッコ内は全国比

Japan

Tokyo
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日本経済をリードする東京と産業を支える基盤

資料 内閣府「県民経済計算」 

注  東京の数値は2005年度とし、平均の対米ドルレート基準で換算
資料 東京都「都民経済計算」
   内閣府「国民経済計算」、「月刊海外経済データ」

注  東京の人口は総数から年齢不詳を除いた値
資料 総務省「国勢調査」

注  全国の構成比は暦年の数値
資料 東京都「都民経済計算」、内閣府「国民経済計算」

国内総生産の都道府県別構成比（2005年度）

1 全国の2割近くを占める都内総生産
主要国の国内総生産（2006年）

都内総生産
92兆2,694億円

人口 1,242万人

会社企業 25万企業
事業所 68万所

他県に住み、
東京で従業・通学する者

305万人

都内で従業・
通学するもの
688万人

他県で
従業・通学する者

49万人

2 一国に匹敵する都内経済

昼間人口、夜間人口 年齢階級別人口、予測人口

4 増加が続いてきた東京の人口・昼間人口、今後は減少の予測

資料 総務省「国勢調査」
注  2010年以降は予測。ただし、2025年以降は参考推計。
資料 東京都「10年後の東京 ～東京が変わる～」

経済活動別都内総生産構成比（2005年度）

注  旧産業分類による
資料 東京都「都民経済計算」、「都内経済成長率の予測」

主な産業別都内総生産構成比

3 第3次産業化が進む都内経済

資料 総務省「事業所･企業統計調査」

資料 総務省「事業所･企業統計調査」

資料 総務省「事業所･企業統計調査」

都道府県別会社企業数、事業所数構成比（2006年） 従業者規模別事業所数構成比（2006年）
5 事業所の6割弱は1 ～ 4人の小規模事業所

産業別事業所数構成比（2006年） 産業別従業者数構成比（2006年）

6 卸売・小売業、サービス業が4割を占める東京の事業所、従業者

都内総生産はおよそ92兆円で、国内総生産の約18％を占めており、一国の経済規模に匹敵する規模となっています。東京の産業構造は、第３次産業
が都内総生産の86％を占めており、全国と比べても、より顕著な第３次産業化がみられます。第３次産業のうち、サービス業の占める割合が高くなって
います。

東京の人口は、都市再生などに伴う社会増により1990年代後半から増加を続け、特に東京へ通勤、通学する昼間人口が増大しています。東京は他県か
らの従業者や通学者など約1,500万人の昼間人口を抱えており、政治・経済・産業など様々な機能を備え、日本の首都としての役割を担っています。東
京には多くの企業、事業所が立地し、小規模な事業所が東京の経済基盤を支えています。事業所数、従業者数とも卸売・小売業が多く、サービス業が
多いことも第３次産業化の進展が顕著な東京の特徴です。

昼間人口
1,498万人

東京経済の概況 東京の経済基盤と特色

従業も通学も
していない者
397万人

～

～

～
～
～

～

～

～
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経済機能が集中し、高いポテンシャルをもつ東京

資料 総務省「事業所・企業統計調査」 資料 東洋経済新報社「外資系企業総覧」

注  速報値
資料 文部科学省「学校基本調査」

資料 特許庁「特許行政年次報告書」

都道府県別資本金10億円以上の大規模企業数構成比（2006年）

1 本社、中枢機能が集中する東京
親会社の国籍

（全国上位５国、2007年）
都道府県別外資系企業の本社数構成比（2007年）

2 外資系企業にとって魅力ある東京
都道府県別大学数構成比

（2007年度）

注  全数
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

注  カッコ内は全国比
資料 東京都産業労働局調べ

資料 経済産業省「大学発ベンチャーに関する基礎調査」

都道府県別学術・開発研究機関数構成比
（2006年）

研究開発部門を持つ企業数構成比
（2005年）

都道府県別大学発ベンチャー数構成比（2006年度）

上位５業種（2005年）

事業分野別大学発ベンチャー構成比（2006年度）

都道府県別特許出願件数構成比（2006年） 国際特許出願件数

4 高いポテンシャルに裏付けられた東京の研究開発機能

資料 日本銀行「金融経済統計月報」

注  2007年の数値は速報値
資料 東京税関「首都圏の貿易動向について」

注  速報値
資料 東京税関「首都圏の貿易動向について」

都道府県別貸出金残高構成比 （2007年12月末）

都道府県別手形交換高構成比
（2006年度）

資料 東京証券取引所「東証統計月報」

資料 全国銀行協会「全国手形交換高調」

証券取引所別売買高構成比（2007年）

3 旺盛な資金需要に応える東京の金融機能

貿易額（首都圏） 経済圏別輸出入額構成比（2007年）

5 日本の貿易の中枢を担う首都圏

東京には企業の本社中枢機能が集中し、また、国際的な企業活動の拠点として外資系企業も全国の４分の３が立地しています。特に、親会社がアメリカ
国籍の企業が多く、欧米先進諸国の進出が目立っています。東京の資金需要は膨大で、東京の銀行の貸出金は全国のおよそ４割を占め、株式による資
金調達も９割以上が東京証券取引所で行われています。手形交換においても、およそ７割が東京の手形交換所で行われるなど、東京には金融機能が集
中しています。

学術研究機能の中心として大学や研究機関のほか企業の研究開発部門も集積しており、なかでも製造業で研究開発型の企業が多く、東京から新たな
技術が生み出されています。自社以外との連携による開発の機運も高まっていることから産学連携の共同研究の実績も伸びており、ＩＴ分野をはじめ
多くの大学発ベンチャーも誕生しています。特許出願のおよそ２件に１件は東京から出願されており、国際特許の出願件数も大きく伸びています。多種
多様なものが生産、消費される首都圏は、日本の貿易拠点となっています。

東京経済の概況 東京の経済基盤と特色

中枢
管理

研究・
開発

金融

貿易
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2 外資系企業にとって魅力ある東京
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注  全数
資料 総務省「事業所・企業統計調査」

注  カッコ内は全国比
資料 東京都産業労働局調べ

資料 経済産業省「大学発ベンチャーに関する基礎調査」
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資料 東京税関「首都圏の貿易動向について」
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東京経済の概況 東京の経済基盤と特色

中枢
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開発
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モノ・ヒト・情報・文化が行き交う東京

注  新聞発行部数は2007年
資料 総務省「情報流通センサス」、電気通信事業者協会「テレコムデータブック」
   （社）日本新聞協会調べ

情報流通の状況（2005年度）

5 日本の情報発信の中心となる東京

資料 国際観光振興機構「国際コンベンション統計」

国内都市別国際コンベンションの開催件数（2006年）

7 東京で活発化する国際ビジネス交流

主な国内空港の国内線乗降客数構成比（2006年） 国際線乗降客数（東京国際空港（羽田空港））

3 国内線乗降客で3割、国際線利用者も増大する羽田空港

訪都外国人旅行者数

4 481万人の外国人旅行者が訪れる東京

資料 国土交通省「空港管理状況調書」

1
主な国内空港の国内線貨物取扱量構成比（2006年）

資料 国土交通省「空港管理状況調書」 資料 国土交通省「空港管理状況調書」 資料 国土交通省「空港管理状況調書」

◆外国人旅行者による東京への経済波及効果（2006年）
 ・観光消費額 ..............................................................  3,397億円
 ・生産波及効果 .....................................................  7,446億円
 ・雇用効果 ............................................................................  4.2万人

国内線貨物取扱量（羽田空港）

1 国内航空貨物輸送の基幹・羽田空港

注  ー速報値
資料 （社）日本港湾協会「数字でみる港湾」

資料 東京都産業労働局調べ
資料 （財）デジタルコンテンツ協会「デジタルコンテンツ白書」
   （株）電通総研「情報メディア白書」

1
港湾別外貿コンテナ個数構成比（2006年）

外貿コンテナ個数（東京港）

資料 財務省「輸出入貨物の物流動向調査」資料 東京都「東京港港勢」

海上貨物輸出入量（2006年）

資料 東京都「東京都観光客数等実態調査」

訪都旅行者が都内に及ぼす生産波及効果、都内観光客数

訪都旅行者が都内に及ぼす生産波及効果、
主な経済活動別都内総生産額（2006年）

資料 東京都「東京都観光客数等実態調査」
注  ー経済活動別都内総生産額は2006年度の予測値
資料 東京都「東京都観光客数等実態調査」、「都内経済成長率の予測」

東京国際アニメフェアの入場者数、海外ビジネス来場者数
アニメプロダクション数、全国比

6 世界に誇る東京のアニメ産業

産業活動と生活を支える基盤として、羽田空港と東京港が重要な役割を担っています。それぞれ国内線航空貨物取扱量や外貿コンテナ取扱量で全国一を占
めるなど、東京を含む首都圏と、国内はもとよりアジアなど諸外国とを結ぶ我が国最大の物流拠点で、年々その役割は高まっています。また、人の交流も活発
で、羽田空港の国内線乗降客は全国の３分の１を占め、国際線の乗降客も増大しています。こうした人の動きは、観光やビジネスでの東京の魅力に裏打ちされ
たもので、訪都外国人旅行者も480万人を超え、国内外の観光客がもたらす生産波及効果は、製造業の都内総生産額を上回る9.4兆円と推計されています。

政治・経済の中心地である東京では、膨大な量の情報が行き交い、産業活動を支えると同時に、国内外における東京の地位を一層高めています。東京
から発信される魅力的な文化も近年は産業として注目され、国際見本市「東京国際アニメフェア」は、日本アニメへの関心の高さから入場者は10万人
を超え、海外からのバイヤーも増加しています。こうしたアニメ産業を支えるプロダクションの８割以上は東京に集積しています。国際コンベンションの
３分の１が東京で開催されるなど、ビジネスを通じた人の交流も活発に行われています。

2 外貿コンテナ取扱量が全国一の東京港

東京経済の概況 東京の経済基盤と特色

横浜港
千葉港

東京港
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横浜港
千葉港

東京港
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伸び悩む消費、堅調な設備投資、大幅な減少に転じ た住宅着工

消費者物価指数、国内企業物価指数

3

注  ー勤労者世帯、金額は名目額
資料 総務省「家計調査」

家計消費支出

注  消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合
資料 総務省「消費者物価指数」、ー日銀「企業物価指数」

1 弱さがみられる家計消費

注  百貨店、スーパーは既存店ベース。コンビニは全店ベース。
資料 経済産業省「商業販売統計月報」

百貨店・スーパー・コンビニ販売額

2 回復する小売店販売額

注  2007年及び2007年12月の東京の数値は速報
資料 東京都「工業指数」、経済産業省「鉱工業指数」

生産、出荷、在庫指数

4 緩やかに回復する工業生産

注  ー農業、林業、金融・保険業、医療業などを除く全業種で、原則として資本金１億円以上の民間企業
資料 日本政策投資銀行「首都圏設備投資計画調査」

設備投資額増減率

5 増加する設備投資

注  給与：会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住させる目的で建築するもの
資料 国土交通省「建築着工統計調査」

新設住宅着工戸数

7 大幅な減少に転じた住宅着工戸数

上昇する企業物価、上昇の兆しをみせる消費者物価

資料 （株）不動産経済研究所「首都圏マンション市場動向」

マンション発売戸数

8 減少が続くマンション発売戸数

注  ー2006、07年の平均募集賃料は、10～ 12月期平均
資料 シービー・リチャードエリス㈱「オフィスマーケットリポート」

オフィス空室率と平均募集賃料（都区部）

9 好調なオフィス需要

資料 東京都 「都内中小企業の設備投資、資金繰り等の状況」

中小企業の設備投資実施割合

堅調な中小企業の設備投資

2007年の東京（区部）の家計消費は底堅く推移したものの、年末にかけやや弱い動きがみられました。大型小売店販売額は各種セールの前倒しや天
候要因などの影響から振れはあるものの、平均してみれば概ね堅調に推移しました。企業物価は、原油高や原材料価格の値上がりなどで上昇を続け
ています。原材料高を製品価格に転嫁する動きも広がり、年末にかけて消費者物価は上昇の兆しをみせています。東京の工業生産は全国に比べ低い
水準にあるものの、上昇傾向にあります。また、企業の設備投資は増加しており、中小企業についても製造業を中心に、堅調に推移しています。

2007年の東京の住宅着工戸数は、6月に施行された改正建築基準法の影響等により年の後半から大幅な減少に転じました。マンションの発売戸数は、
都区部で価格上昇を見込んだ販売先送りと、価格上昇に需要が追いつかないことなどにより減少しました。一方、好調なオフィス需要に支えられ、オ
フィス空室率は1.8％まで低下し、平均募集賃料は上昇しました。

東京経済の概況 東京経済の動き

6
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東京経済の概況 東京経済の動き
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厳しさが増す中小企業の景況感、増加する企業倒 産、改善が鈍る雇用情勢

注 ーーＤI＝｢良い｣･｢増加｣等企業割合－｢悪い｣･｢減少｣等企業割合
資料 東京都「東京都中小企業の景況」

中小企業の景況ＤＩ

1 厳しさがみられる中小企業の景況感

注  ＤI＝｢良い｣･｢増加｣等企業割合－｢悪い｣･｢減少｣等企業割合
資料 東京都「東京都中小企業の景況」

中小企業の仕入価格ＤＩ、販売価格ＤＩ

2 上昇する中小企業の仕入価格

資料 東京都、総務省「労働力調査」

完全失業率、完全失業者数

資料 厚生労働省、東京労働局業務統計資料

有効求人倍率、新規求人数

注  事業所規模５人以上
   前年比･前年同月比は指数に対応した値
資料 厚生労働省、東京都「毎月勤労統計調査」

現金給与総額（名目）（前年比・前年同月比）

就業形態別現金給与総額（2007年）

注  事業所規模５人以上
   前年比･前年同月比は指数に対応した値
資料 東京都「毎月勤労統計調査」

総実労働時間数（前年比・前年同月比）

男女別総実労働時間数（2007年）

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

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

企業倒産件数

3 緩やかな増加傾向にある倒産件数
企業倒産の負債総額

4 企業倒産の負債総額は減少傾向

5 4年ぶりに全国水準を下回った完全失業率

7 引き続きわずかに増加した現金給与総額

6 改善の動きが弱まりつつある有効求人倍率

8 減少した労働時間

都内中小企業の業況は一進一退を繰り返しながらマイナス基調が続き、景況感に厳しさがみられます。さらに、原油高や原材料価格の高騰などに伴
い、仕入単価の上昇に見舞われながらも販売価格に転嫁できずに、製造業を中心に中小企業は苦しい状況にあります。企業の倒産状況は、一時沈静
化した倒産件数が増加に転じています。特に、従業員９人以下の企業の倒産がおよそ８割を占め、中小零細企業では厳しさがみられます。負債総額は
2007年には微増したものの、減少傾向にあります。

東京の雇用情勢は、2007年の完全失業率が４年ぶりに全国水準を下回るなど改善傾向で推移していました。しかし、完全失業率も年の終わりに上昇、
有効求人倍率は５年ぶりに前年を下回るなど、年の後半から、世界経済の減速懸念などの影響を受け、改善の動きが弱まりつつあります。現金給与総
額は、前年に引き続きわずかながら増加しています。労働時間は、所定内、所定外ともに前年に比べて減少しました。

東京経済の概況 東京経済の動き
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厳しさが増す中小企業の景況感、増加する企業倒 産、改善が鈍る雇用情勢

注 ーーＤI＝｢良い｣･｢増加｣等企業割合－｢悪い｣･｢減少｣等企業割合
資料 東京都「東京都中小企業の景況」

中小企業の景況ＤＩ

1 厳しさがみられる中小企業の景況感

注  ＤI＝｢良い｣･｢増加｣等企業割合－｢悪い｣･｢減少｣等企業割合
資料 東京都「東京都中小企業の景況」

中小企業の仕入価格ＤＩ、販売価格ＤＩ

2 上昇する中小企業の仕入価格

資料 東京都、総務省「労働力調査」

完全失業率、完全失業者数

資料 厚生労働省、東京労働局業務統計資料

有効求人倍率、新規求人数

注  事業所規模５人以上
   前年比･前年同月比は指数に対応した値
資料 厚生労働省、東京都「毎月勤労統計調査」

現金給与総額（名目）（前年比・前年同月比）

就業形態別現金給与総額（2007年）

注  事業所規模５人以上
   前年比･前年同月比は指数に対応した値
資料 東京都「毎月勤労統計調査」

総実労働時間数（前年比・前年同月比）

男女別総実労働時間数（2007年）

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

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

企業倒産件数

3 緩やかな増加傾向にある倒産件数
企業倒産の負債総額

4 企業倒産の負債総額は減少傾向

5 4年ぶりに全国水準を下回った完全失業率

7 引き続きわずかに増加した現金給与総額

6 改善の動きが弱まりつつある有効求人倍率

8 減少した労働時間

都内中小企業の業況は一進一退を繰り返しながらマイナス基調が続き、景況感に厳しさがみられます。さらに、原油高や原材料価格の高騰などに伴
い、仕入単価の上昇に見舞われながらも販売価格に転嫁できずに、製造業を中心に中小企業は苦しい状況にあります。企業の倒産状況は、一時沈静
化した倒産件数が増加に転じています。特に、従業員９人以下の企業の倒産がおよそ８割を占め、中小零細企業では厳しさがみられます。負債総額は
2007年には微増したものの、減少傾向にあります。

東京の雇用情勢は、2007年の完全失業率が４年ぶりに全国水準を下回るなど改善傾向で推移していました。しかし、完全失業率も年の終わりに上昇、
有効求人倍率は５年ぶりに前年を下回るなど、年の後半から、世界経済の減速懸念などの影響を受け、改善の動きが弱まりつつあります。現金給与総
額は、前年に引き続きわずかながら増加しています。労働時間は、所定内、所定外ともに前年に比べて減少しました。

東京経済の概況 東京経済の動き
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