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共立地域景況インデックス（K-REX）とは・・・

 「名古屋」、「西三河」、「西濃」など、県県域域より狭い地域の景気より狭い地域の景気の水準の水準
を表す指標を表す指標。Ｋ-ＲＥＸは「Kyoritsu Regional Economy Index」の略。

 通常の景気調査が企業を対象とした調査であるのとは異なり、Ｋ-ＲＥＸ
は大垣共立銀行の支店長を調査対象大垣共立銀行の支店長を調査対象としている点が大きな特徴。
企業が調査対象の場合、調査対象企業の業種をその地域の産業構造に近い
形で分散させる必要があるが、実際には日銀短観を除くほとんどの景気調
査において、業種分散が考慮されていない。
また、企業対象の調査では個人の景況感は反映されない。その点、銀行の
支店長は地域の企業活動や個人の景況感を総合的に捉えており、幅広い視
点から地域の景況感を把握するには、銀行支店長への調査は有効な方法と
なる。

 算出方法は以下の通り。
地域の景気水準を総合的に表す「総合指数」の場合、景気が 「良い」とし
た回答に２ポイント、「どちらかといえば良い」に１ポイント、「良くも
悪くもない」に０ポイント、「どちらかといえば悪い」にマイナス１ポイ
ント、「悪い」にマイナス２ポイントを付与する。
支店の規模によるウエイト調整を行った上で、最高点が最高点が100100、最低点が－、最低点が－
100100ととなるように、地域毎のポイント合計を当該地域の全支店長が「良い」
と回答した場合のポイント合計で割り、100を乗じて算出する。
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「Ｋ－ＲＥＸ」結果コメント（2012年3月）

【地域別景気の「水準」】

○前回調査（2011年12月）と比べて、全般に景気水準は、やや良化 （－41.4 
→ －31.7 ）。

○愛知県の景気水準は、西尾張が悪化（－36.1 → －55.6）した以外は、全て
の地域で良化。特に、西三河（－37.5 → 25.0 ）では景気水準が大幅に良化。

○岐阜県の景気水準は、全ての地域で良化。

○タイの洪水による生産調整などからの回復がみられ生産活動など企業活動
が良化。

○個人消費は、名古屋、桑名・四日市で悪化したものの、東尾張、西三河、岐
阜、東濃・可茂、飛騨・郡上で改善。

結
果
コ
メ
ン
ト
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地域別「Ｋ－ＲＥＸ」結果【今回 2012年3月調査】

地域別「K-REX」集計結果  【2012年3月調査】
下段(   )内の数字は9地域中の順位

今回 前回 変化幅 今回 前回 変化幅 今回 前回 変化幅 今回 前回 変化幅 今回 前回 変化幅 今回 前回 変化幅

(12年3月) (11年12月) (12年3月) (11年12月) (12年3月) (11年12月) (12年3月) (11年12月) (12年3月) (11年12月) (12年3月) (11年12月)

名古屋 -32.4 -41.2 8.8 -29.4 -23.5 -5.9 -14.7 -14.7 0.0 -41.2 -44.1 2.9 -32.4 -41.2 8.8 -35.3 -44.1 8.8
(4) (6) (↑2) (4) (1) (↓3) (3) (3) ( - ) (2) (4) (↑2) (4) (6) (↑2) (4) (5) (↑1)

東尾張 -28.3 -34.8 6.5 -10.9 -23.9 13.0 -10.9 -13.0 2.2 -43.5 -50.0 6.5 -19.6 -34.8 15.2 -34.8 -47.8 13.0
(3) (2) (↓1) (1) (2) (↑1) (2) (2) ( - ) (3) (5) (↑2) (2) (4) (↑2) (3) (7) (↑4)

西尾張 -55.6 -36.1 -19.4 -33.3 -33.3 0.0 -33.3 -8.3 -25.0 -52.8 -38.9 -13.9 -50.0 -33.3 -16.7 -58.3 -44.4 -13.9
(8) (4) (↓4) (5) (5) ( - ) (7) (1) (↓6) (8) (3) (↓5) (8) (3) (↓5) (9) (6) (↓3)

西三河 25.0 -37.5 62.5 -12.5 -25.0 12.5 37.5 -25.0 62.5 0.0 -37.5 37.5 12.5 -12.5 25.0 -25.0 -50.0 25.0
(1) (5) (↑4) (2) (3) (↑1) (1) (4) (↑3) (1) (2) (↑1) (1) (1) ( - ) (1) (8) (↑7)

岐阜 -25.0 -31.0 6.0 -23.8 -27.4 3.6 -20.2 -28.6 8.3 -47.6 -58.3 10.7 -32.1 -36.9 4.8 -50.0 -44.0 -6.0
(2) (1) (↓1) (3) (4) (↓1) (5) (5) ( - ) (4) (6) (↑2) (3) (5) (↑2) (5) (4) (↓1)

西濃 -35.5 -50.0 14.5 -33.9 -33.9 0.0 -25.8 -37.1 11.3 -48.4 -71.0 22.6 -48.4 -50.0 1.6 -58.1 -58.1 0.0
(7) (7) （-） (7) (7) ( - ) (6) (6) ( - ) (5) (7) (↑2) (7) (7) ( - ) (8) (9) (↑1)

東濃･可茂 -33.3 -55.6 22.2 -38.9 -61.1 22.2 -33.3 -38.9 5.6 -55.6 -72.2 16.7 -33.3 -61.1 27.8 -50.0 -38.9 -11.1
(5) (8) (↑3) (8) (9) (↑1) (7) (7) ( - ) (9) (8) (↓1) (5) (8) (↑3) (5) (3) (↓2)

飛騨･郡上 -66.7 -83.3 16.7 -33.3 -50.0 16.7 -66.7 -66.7 0.0 -50.0 -83.3 33.3 -66.7 -83.3 16.7 -33.3 -33.3 0.0
(9) (9) （-） (5) (8) (↑3) (9) (9) ( - ) (6) (9) (↑3) (9) (9) ( - ) (2) (1) (↓1)

桑名･四日市 -33.3 -33.3 0.0 -50.0 -33.3 -16.7 -16.7 -50.0 33.3 -50.0 -33.3 -16.7 -33.3 -16.7 -16.7 -50.0 -33.3 -16.7
(5) (2) (↓3) (9) (5) (↓4) (8) (8) ( - ) (6) (1) (↓5) (5) (2) (↓3) (5) (1) (↓4)

愛知県(4地域) -30.3 -37.1 6.8 -22.0 -26.5 4.5 -12.1 -13.6 1.5 -40.2 -43.9 3.8 -27.3 -33.3 6.1 -40.2 -46.2 6.1

岐阜県(4地域) -32.5 -44.8 12.4 -30.4 -37.1 6.7 -27.3 -35.6 8.2 -49.5 -66.5 17.0 -39.7 -48.5 8.8 -51.5 -46.9 -4.6

三重(1地域) -33.3 -33.3 0.0 -50.0 -33.3 -16.7 -16.7 -50.0 33.3 -50.0 -33.3 -16.7 -33.3 -16.7 -16.7 -50.0 -33.3 -16.7

全地域 -31.7 -41.4 9.8 -27.8 -32.8 5.0 -21.0 -27.5 6.5 -45.9 -56.5 10.7 -34.6 -41.4 6.8 -47.0 -46.2 -0.9
現在の景気について「良い」との回答に2ポイント、「どちらかといえば良い」に1ポイント、「良くも悪くもない」に0ポイント、「どちらかといえば悪い」に-1ポイント、「悪い」に-2ポイントを付与

ポイントの合計を全回答が「良い」とした場合のポイント合計で除して算出。

同じ複数の店舗がある場合には、当該市町の中心的な店舗以外の店舗については、ポイントを通常の2分の1として算出。

設備投資 企業収益 資金需要総合指数 個人消費 生産活動
地域名
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地域別「Ｋ－ＲＥＸ」結果【前回 2011年12月調査】

地域別「K-REX」集計結果  【2011年12月調査】
下段(   )内の数字は9地域中の順位

今回 前回 変化幅 今回 前回 変化幅 今回 前回 変化幅 今回 前回 変化幅 今回 前回 変化幅 今回 前回 変化幅

(11年12月) (11年9月) (11年12月) (11年9月) (11年12月) (11年9月) (11年12月) (11年9月) (11年12月) (11年9月) (11年12月) (11年9月)

名古屋 -41.2 -26.5 -14.7 -23.5 -32.4 8.8 -14.7 0.0 -14.7 -44.1 -44.1 0.0 -41.2 -35.3 -5.9 -44.1 -35.3 -8.8
(6) (5) (↓1) (1) (5) (↑4) (3) (3) ( - ) (4) (5) (↑1) (6) (6) ( - ) (5) (5) ( - )

東尾張 -34.8 -10.9 -23.9 -23.9 -17.4 -6.5 -13.0 15.2 -28.3 -50.0 -21.7 -28.3 -34.8 -13.0 -21.7 -47.8 -26.1 -21.7
(2) (2) （-） (2) (2) ( - ) (2) (2) ( - ) (5) (1) (↓4) (4) (3) (↓1) (7) (2) (↓5)

西尾張 -36.1 -19.4 -16.7 -33.3 -22.2 -11.1 -8.3 -19.4 11.1 -38.9 -27.8 -11.1 -33.3 -33.3 0.0 -44.4 -25.0 -19.4
(4) (3) (↓1) (5) (4) (↓1) (1) (5) (↑4) (3) (3) ( - ) (3) (4) (↑1) (6) (1) (↓5)

西三河 -37.5 12.5 -50.0 -25.0 -12.5 -12.5 -25.0 25.0 -50.0 -37.5 -25.0 -12.5 -12.5 25.0 -37.5 -50.0 -37.5 -12.5
(5) (1) (↓4) (3) (1) (↓2) (4) (1) (↓3) (2) (2) ( - ) (1) (1) ( - ) (8) (6) (↓2)

岐阜 -31.0 -26.2 -4.8 -27.4 -19.0 -8.3 -28.6 -9.5 -19.0 -58.3 -56.0 -2.4 -36.9 -34.5 -2.4 -44.0 -50.0 6.0
(1) (4) (↑3) (4) (3) (↓1) (5) (4) (↓1) (6) (6) ( - ) (5) (5) ( - ) (4) (7) (↑3)

西濃 -50.0 -41.9 -8.1 -33.9 -35.5 1.6 -37.1 -22.6 -14.5 -71.0 -56.5 -14.5 -50.0 -40.3 -9.7 -58.1 -61.3 3.2
(7) (6) (↓1) (7) (6) (↓1) (6) (6) ( - ) (7) (7) ( - ) (7) (7) ( - ) (9) (9) ( - )

東濃･可茂 -55.6 -55.6 0.0 -61.1 -38.9 -22.2 -38.9 -38.9 0.0 -72.2 -72.2 0.0 -61.1 -55.6 -5.6 -38.9 -50.0 11.1
(8) (7) (↓1) (9) (7) (↓2) (7) (8) (↑1) (8) (8) ( - ) (8) (8) ( - ) (3) (7) (↑4)

飛騨･郡上 -83.3 -83.3 0.0 -50.0 -66.7 16.7 -66.7 -50.0 -16.7 -83.3 -83.3 0.0 -83.3 -83.3 0.0 -33.3 -33.3 0.0
(9) (9) (-) (8) (9) (↑1) (9) (9) ( - ) (9) (9) ( - ) (9) (9) ( - ) (1) (3) (↑2)

桑名･四日市 -33.3 -66.7 33.3 -33.3 -50.0 16.7 -50.0 -33.3 -16.7 -33.3 -33.3 0.0 -16.7 0.0 -16.7 -33.3 -33.3 0.0
(2) (8) (↑6) (5) (8) (↑3) (8) (8) ( - ) (1) (4) (↑3) (2) (2) ( - ) (1) (3) (↑2)

愛知県(4地域) -37.1 -14.4 -22.7 -26.5 -22.0 -4.5 -13.6 3.0 -16.7 -43.9 -29.5 -14.4 -33.3 -19.7 -13.6 -46.2 -29.5 -16.7

岐阜県(4地域) -44.8 -40.2 -4.6 -37.1 -30.9 -6.2 -35.6 -21.6 -13.9 -66.5 -60.8 -5.7 -48.5 -43.3 -5.2 -46.9 -52.6 5.7

三重(1地域) -33.3 -66.7 33.3 -33.3 -50.0 16.7 -50.0 -33.3 -16.7 -33.3 -33.3 0.0 -16.7 0.0 -16.7 -33.3 -33.3 0.0

全地域 -41.4 -31.1 -10.4 -32.8 -28.1 -4.7 -27.5 -12.4 -15.1 -56.5 -47.6 -8.9 -41.4 -32.5 -8.9 -46.2 -42.9 -3.3
現在の景気について「良い」との回答に2ポイント、「どちらかといえば良い」に1ポイント、「良くも悪くもない」に0ポイント、「どちらかといえば悪い」に-1ポイント、「悪い」に-2ポイントを付与

ポイントの合計を全回答が「良い」とした場合のポイント合計で除して算出。

同じ複数の店舗がある場合には、当該市町の中心的な店舗以外の店舗については、ポイントを通常の2分の1として算出。

総合指数 個人消費 生産活動
地域名

設備投資 企業収益 資金需要
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「支店長BSI調査」 とは・・・

 「ＢＳＩ」とは、ビジネス・サーベイ・インデックスの略で、例えば景況判
断のＢＳＩの場合、前四半期と比べて景況が「上昇」したと答えた企業の割合
（%）から「下降」したと答えた企業の割合（%）を引いた値（単位は%ポイン
ト）で表される。代表的なＢＳＩ方式の調査としては、財務省の「法人企業景
気予測調査」がある。

Ｋ-ＲＥＸが景気の「水準」（どの程度良いか悪いか）の調査であるのに対し
て、３ヶ月前に比べて景気が良くなったか悪くなったかを尋ねる支店長ＢＳＩ３ヶ月前に比べて景気が良くなったか悪くなったかを尋ねる支店長ＢＳＩ
調査は景気の「方向」を示す調査は景気の「方向」を示す。

支店長ＢＳＩ調査もＫ-ＲＥＸ同様、大垣共立銀行の支店長を調査対象として
調査したもので、支店の規模によるウエイト調整を行った上で、県域より狭い
地域毎に算出する（最高点が100、最低点が－100）。
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「支店長BSI調査」 結果コメント（2012年3月）

【地域別景気の「方向」】

結
果
コ
メ
ン
ト

○景気の方向を総合的に表す「景気全般」の支店長ＢＳＩは、全体として、やや
良化傾向（11.8）となった。飛騨・郡上で悪化した以外は、すべての地域で良
化した。特に、西三河（75.0）の良化傾向が顕著である。県別では愛知県
（15.2） 、岐阜県（10.3） で良化傾向を示した。

○3ヶ月後（=12年6月）の「景気全般」の支店長ＢＳＩでは、全地域で回復が見
込まれている。地域別では、名古屋（41.2）、桑名・四日市（33.3）では良化が

予想されている。

○生産活動は、全体では良化傾向となった（12.4）。西尾張（-5.6）、飛騨・郡上
（-33.3）で悪化傾向となったが、西三河（75.0）、東濃・可茂（22.2）などで良化

傾向となった。

○個人消費は、全体ではやや悪化傾向となった（－2.4）。岐阜（7.1）がやや良

化傾向となった以外は、横ばいか悪化傾向となった。
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地域別「支店長ＢＳＩ」結果【2012年3月】

地域別「支店長BSI」集計結果  【2012年3月調査】
（単位：％ポイント）

足元
3ヶ月

後
変化幅 足元

3ヶ月
後

変化幅 足元
3ヶ月
後

変化幅 足元
3ヶ月
後

変化幅 足元
3ヶ月
後

変化幅 足元
3ヶ月
後

変化幅

名古屋 5.9 41.2 35.3 -5.9 17.6 23.5 5.9 23.5 17.6 -5.9 11.8 17.6 5.9 29.4 23.5 -5.9 23.5 29.4

東尾張 13.0 13.0 0.0 0.0 17.4 17.4 8.7 -8.7 -17.4 0.0 -17.4 -17.4 0.0 -8.7 -8.7 -13.0 -8.7 4.3

西尾張 0.0 16.7 16.7 -11.1 0.0 11.1 -5.6 -5.6 0.0 -11.1 -5.6 5.6 0.0 16.7 16.7 -11.1 0.0 11.1

西三河 75.0 0.0 -75.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 -75.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 -50.0 0.0 0.0 0.0

岐阜 16.7 9.5 -7.1 7.1 2.4 -4.8 14.3 11.9 -2.4 7.1 19.0 11.9 -4.8 2.4 7.1 -2.4 14.3 16.7

西濃 3.2 -3.2 -6.5 0.0 0.0 0.0 16.1 -6.5 -22.6 9.7 3.2 -6.5 3.2 -9.7 -12.9 6.5 6.5 0.0

東濃･可茂 22.2 22.2 0.0 -11.1 0.0 11.1 22.2 33.3 11.1 0.0 11.1 11.1 0.0 11.1 11.1 -22.2 33.3 55.6

飛騨･郡上 -33.3 0.0 33.3 -33.3 0.0 33.3 -33.3 0.0 33.3 0.0 -33.3 -33.3 -33.3 -33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

桑名･四日市 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 -33.3 -33.3 0.0 -33.3 -33.3 0.0

愛知県(4地域) 15.2 19.7 4.5 -4.5 10.6 15.2 12.1 1.5 -10.6 -4.5 -4.5 0.0 7.6 9.1 1.5 -9.1 3.0 12.1

岐阜県(4地域) 10.3 7.2 -3.1 -1.0 1.0 2.1 13.4 9.3 -4.1 6.2 9.3 3.1 -3.1 -2.1 1.0 -3.1 14.4 17.5

三重(1地域) 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 -33.3 -33.3 0.0 -33.3 -33.3 0.0

全地域 11.8 13.0 1.2 -2.4 4.7 7.1 12.4 7.1 -5.3 1.8 3.6 1.8 0.0 1.2 1.2 -6.5 8.3 14.8
景気総合の＜足元＞は、3ヶ月前に比べて現在の景気が「良くなった」と回答した割合（％）－「悪くなった」と回答した割合（％）

景気総合の＜3ヵ月後＞は、3ヶ月後には景気が今より「良くなりそう」と回答した割合（％）－「悪くなりそう」と回答した割合（％）

他の5項目の＜足元＞は、3ヶ月前に比べてそれぞれの項目が「増えた」と回答した割合（％）－「減った」と回答した割合（％）

他の5項目の＜3ヵ月後＞は、3ヶ月後にはそれぞれの項目が今より「増えそう」と回答した割合（％）－「減りそう」と回答した割合（％）

「Ｋ－ＲＥＸ」同様、同じ複数の店舗がある場合には、当該市町の中心的な店舗以外の店舗については、ポイントを通常の2分の1として算出。

設備投資 企業収益 資金需要
地域名

景気全般 個人消費 生産活動
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-100.0

-75.0

-50.0

-25.0

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

名
古
屋

東
尾
張

西
尾
張

西
三
河

岐
阜

西
濃

東
濃

・
可
茂

飛
騨

・
郡
上

桑
名

・
四
日
市

全
地
域

11.6 11.9 11.12 12.3 12.6（見通し）

地域別「支店長ＢＳＩ」（景気全般）の変化

【愛知】 【岐阜】 【三重】


