
Ⅰ 家計収支の概要  

１ 総世帯の家計 1

(1) 消費支出は実質で1.7％の減少 1

(2) 交通・通信，教養娯楽などが実質減少 5

(3) 食料，被服及び履物，教育などの費目で支出金額は減少傾向 8

(4) 財及びサービスが実質減少 9

２ 総世帯のうち勤労者世帯の家計 11

(1) 実収入は名目2.0％の減少，実質1.7％の減少 11

(2) 非消費支出は減少 13

(3) 可処分所得は実質減少 16

(4) 消費支出は実質減少 17

(5) 平均消費性向は低下 18

(6) 黒字率は上昇 19

Ⅱ 世帯属性別の家計収支

１ 世帯主の年齢階級別 20

(1) 二人以上の世帯 20

ア 消費支出は70歳以上の世帯を除く各階級で実質減少 20

イ エンゲル係数は40～49歳の世帯を除く各階級で上昇 20

ウ 基礎的支出の割合は60～69歳及び70歳以上の世帯で高い 20

(2) 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 23

ア 勤め先収入（名目）は減少 23

イ 可処分所得は30歳未満の世帯を除く各階級で実質減少 24
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イ 可処分所得は30歳未満の世帯を除く各階級で実質減少 24

ウ 消費支出は30歳未満の世帯を除く各階級で実質減少 24

エ 平均消費性向は30歳未満，50～59歳及び60歳以上の世帯で低下 25

(3) 単身世帯 26

消費支出は35～59歳及び60歳以上の世帯で実質減少 26

２ 年間収入五分位階級別（総世帯のうち勤労者世帯） 28

(1) 実収入は全ての階級で実質減少 28

(2) 非消費支出は第Ⅴ階級を除く各階級で減少 30

(3) 可処分所得は全ての階級で実質減少 30

(4) 消費支出は第Ⅲ階級，第Ⅳ階級及び第Ⅴ階級で実質減少 30

(5) 平均消費性向は第Ⅲ階級，第Ⅳ階級及び第Ⅴ階級で低下 30

３ 世帯人員別（総世帯） 31

(1) 単身世帯の消費支出は４人世帯１人当たりの消費支出の約２倍 31

(2) 消費支出は３人世帯の減少幅が最も大きい 31

４ 世帯主の職業別（総世帯） 33

(1) 勤労者世帯では全ての職業で実収入，可処分所得及び消費支出が実質減少 33

(2) 勤労者以外の世帯では自由業者及び無職の世帯で消費支出が実質減少 33

５ 世帯主が高齢無職の世帯 35

(1) 高齢無職世帯 35

ア 可処分所得は実質減少 35

イ 消費支出は実質減少 35

ウ 平均消費性向は低下 36



(2) 60歳以上の単身無職世帯 38

可処分所得及び消費支出は実質減少，平均消費性向は上昇 38

(3) 高齢夫婦無職世帯 38

可処分所得は実質減少，消費支出は実質増加，平均消費性向は上昇 38

 ６  住宅ローン返済世帯（二人以上の世帯のうち勤労者世帯） 40

(1) 住宅ローン返済世帯の割合は低下 40

(2) 可処分所得に対する住宅ローン返済額の割合は上昇 41

Ⅲ 最近の家計消費の特徴（二人以上の世帯）

１ 東日本大震災により消費行動に影響がみられた主な品目 43

(1) ミネラルウォーター 43

(2) 寄付金 44

(3) 電気代 45

(4) 国内パック旅行費 46

(5) 入場・観覧・ゲーム代 47

(6) 設備修繕・維持 48

２ 注目された品目の動き 49

(1) テレビ 49

(2) エアコンディショナ 50

(3) 自動車購入 51

(4) ガソリン 52
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