
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3.2％の減少となり，2011年以来３年ぶりの減少 1

(2) 「その他の消費支出」，食料，教養娯楽，光熱・水道などが実質減少 5

(3) 財及びサービスが共に実質減少 8

２ 総世帯のうち勤労者世帯の家計 10

(1) 実収入は名目で前年と同水準，実質で3.2％の減少 10

(2) 非消費支出は減少 12

(3) 可処分所得及び消費支出は実質減少 15

(4) 平均消費性向は0.2ポイントの低下 17

Ⅱ 世帯属性別の家計収支

１ 世帯主の年齢階級別 19

(1) 二人以上の世帯 19

ア 消費支出は全ての階級で実質減少 19

イ 基礎的支出の割合は60～69歳及び70歳以上の世帯で高い 19

(2) 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 21

ア 可処分所得は全ての階級で実質減少 21

イ 消費支出は全ての階級で実質減少 21

ウ 平均消費性向は年齢が高い階級ほど高い 22

(3) 単身世帯 23

消費支出は全ての階級で実質減少 23

２ 年間収入五分位階級別（二人以上の世帯のうち勤労者世帯） 24

(1) 実収入は全ての階級で実質減少 24

(2) 実収入に対する非消費支出の割合は年間収入が高い階級ほど高い 24

(3) 可処分所得及び消費支出は全ての階級で実質減少 26

(4) 平均消費性向は第Ⅲ階級，第Ⅳ階級及び第Ⅴ階級で上昇 26

３ 世帯主が高齢無職の世帯 28

(1) 高齢無職世帯 28

ア 可処分所得は実質減少 28

イ 消費支出は実質減少 28

ウ 平均消費性向は上昇 29

(2) 高齢夫婦無職世帯 31

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 31

(3) 高齢単身無職世帯 32

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 32
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ウ 設備修繕・維持 42

エ 家庭用耐久財 42

オ 家事用消耗品 43
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