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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、県域より狭い地域の景気の水準を
表す指標。Ｋ-ＲＥＸとは「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100、最低点が－100
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」（2014年12月期）結果コメント
【地域別景気の「水準」】

○景気⽔準（総合指数）は、前回（2014年９⽉期調査時）+9.1から－7.9に
低下。2013年９⽉期（－6.5）以来、５期ぶりにマイナスに転じた。消費増税後
の個⼈消費の落ち込みからの回復が遅れており、⽣産活動も伸びなかった。

○「総合指数」を県別に⾒ると、愛知県は前回+21.3から－2.2に、岐⾩県は＋1.0
から－12.5にそれぞれ低下し、ともに５期ぶりのマイナス。低下幅は愛知県の⽅が
岐⾩県より⼤きく、愛知、岐⾩とも“総崩れ”の様相となった。地域別では全９地域
中、７地域が前回より低下し、２地域が横ばい。企業の⽣産⽔準が踏みとどまって
いる⻄三河と、⼩売店の出店や商業施設の増床があった東濃・可茂の２地域のみ
がプラスを維持した。名古屋地域、桑名・四⽇市地域は0.0だった。

○項⽬別では、５項⽬すべてが前回より低下した。中でも「個⼈消費」は－0.6から
－15.9と⼤きく低下した。底堅さが⾒られていた「⽣産活動」は全地域で前回より
低下し、全体では＋15.9から＋2.4に低下した。「企業収益」はマイナスに転じ、
「設備投資」、「資⾦需要」はマイナス幅が拡⼤した。

結
果
コ
メ
ン
ト
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地域別「Ｋ－ＲＥＸ」結果【今回2014年12月期調査報告】
地域別「K-REX」集計結果  【2014年12月期調査報告】

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

(14年12月) (14年9月) (14年12月) (14年9月) (14年12月) (14年9月) (14年12月) (14年9月) (14年12月) (14年9月) (14年12月) (14年9月)

0.0 17.6 -17.6 -14.7 0.0 -14.7 8.8 29.4 -20.6 -11.8 8.8 -20.6 11.8 23.5 -11.8 -32.4 -8.8 -23.5
(3) (3) (―) (4) (4) (―) (3) (3) (―) (4) (2) (↓2) (1) (2) (↑1) (6) (4) (↓2)

-4.0 26.0 -30.0 -24.0 18.0 -42.0 18.0 22.0 -4.0 -18.0 6.0 -24.0 2.0 14.0 -12.0 -26.0 -10.0 -16.0
(5) (2) (↓3) (8) (2) (↓6) (2) (4) (↑2) (6) (3) (↓3) (2) (3) (↑1) (5) (5) (―)

-8.3 11.1 -19.4 -5.6 -8.3 2.8 2.8 5.6 -2.8 -25.0 -11.1 -13.9 -2.8 8.3 -11.1 -19.4 -5.6 -13.9
(6) (4) (↓2) (2) (7) (↑5) (4) (7) (↑3) (7) (6) (↓1) (6) (5) (↓1) (3) (2) (↓1)

12.5 37.5 -25.0 0.0 25.0 -25.0 25.0 37.5 -12.5 12.5 37.5 -25.0 0.0 25.0 -25.0 -12.5 12.5 -25.0
(1) (1) (―) (1) (1) (―) (1) (1) (―) (1) (1) (―) (3) (1) (↓2) (1) (1) (―)

-16.7 6.0 -22.6 -15.5 0.0 -15.5 -3.6 19.0 -22.6 -13.1 -7.1 -6.0 -9.5 -2.4 -7.1 -25.0 -15.5 -9.5
(8) (5) (↓3) (5) (4) (↓1) (7) (5) (↓2) (5) (5) (―) (7) (7) (―) (4) (6) (↑2)

-13.3 -5.0 -8.3 -20.0 -13.3 -6.7 -6.7 -1.7 -5.0 -28.3 -28.3 0.0 -18.3 -10.0 -8.3 -43.3 -35.0 -8.3
(7) (8) (↑1) (7) (8) (↑1) (8) (9) (↑1) (8) (9) (↑1) (9) (8) (↓1) (8) (9) (↑1)
5.6 5.6 0.0 -11.1 -16.7 5.6 0.0 16.7 -16.7 -11.1 -11.1 0.0 0.0 11.1 -11.1 -16.7 -5.6 -11.1
(2) (6) (↑4) (3) (9) (↑6) (5) (6) (↑1) (3) (6) (↑3) (3) (4) (↑1) (2) (2) (―)

-33.3 -16.7 -16.7 -16.7 16.7 -33.3 -16.7 0.0 -16.7 -33.3 -16.7 -16.7 -16.7 -16.7 0.0 -50.0 -33.3 -16.7
(9) (9) (―) (6) (3) (↓3) (9) (8) (↓1) (9) (8) (↓1) (8) (9) (↑1) (9) (8) (↓1)
0.0 0.0 0.0 -33.3 0.0 -33.3 0.0 33.3 -33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.3 -16.7 -16.7
(3) (7) (↑4) (9) (4) (↓5) (5) (2) (↓3) (2) (4) (↑2) (3) (6) (↑3) (7) (7) (―)

愛知県(4地域) -2.2 21.3 -23.5 -14.0 7.4 -21.3 12.5 21.3 -8.8 -14.7 5.9 -20.6 2.9 16.2 -13.2 -24.3 -5.9 -18.4

岐阜県(4地域) -12.5 1.0 -13.5 -16.1 -6.3 -9.9 -4.7 10.9 -15.6 -18.8 -15.1 -3.6 -10.9 -3.1 -7.8 -30.7 -20.8 -9.9

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

全地域 -7.9 9.1 -17.1 -15.9 -0.6 -15.3 2.4 15.9 -13.5 -16.5 -6.2 -10.3 -5.0 4.7 -9.7 -28.2 -14.7 -13.5
（注１）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。

　　　　同じ市町に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、ポイントを通常の2分の1として算出。

（注２）下段（）内：「今回」・「前回」は９地域中の順位、「変化幅」は「前回」から「今回」の順位の変化。

（注３）端数処理の関係で、「今回」-「前回」の数値が「変化幅」と一致しない場合がある。

地域名

生産活動 企業収益総合指数 個人消費 資金需要設備投資

西濃

東濃･可茂

飛騨･郡上

桑名･四日市

名古屋

東尾張

西三河

西尾張

岐阜
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地域別「Ｋ－ＲＥＸ」結果【前回2014年9月期調査報告】
地域別「K-REX」集計結果  【2014年9月期調査報告】

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

(14年9月) (14年6月) (14年9月) (14年6月) (14年9月) (14年6月) (14年9月) (14年6月) (14年9月) (14年6月) (14年9月) (14年6月)

17.6 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 26.5 2.9 8.8 -2.9 11.8 23.5 2.9 20.6 -8.8 -14.7 5.9
(3) (3) (―) (4) (4) (―) (3) (2) (↓1) (2) (5) (↑3) (2) (6) (↑4) (4) (5) (↑1)

26.0 30.0 -4.0 18.0 10.0 8.0 22.0 22.0 0.0 6.0 2.0 4.0 14.0 16.0 -2.0 -10.0 -10.0 0.0
(2) (1) (↓1 ) (2) (3) (↑1) (4) (5) (↑1) (3) (4) (↑1) (3) (4) (↑1) (5) (4) (↓1)

11.1 0.0 11.1 -8.3 -13.9 5.6 5.6 11.1 -5.6 -11.1 -8.3 -2.8 8.3 5.6 2.8 -5.6 -5.6 0.0
(4) (8) (↑4) (7) (8) (↑1) (7) (6) (↓1) (6) (7) (↑1) (5) (5) (―) (2) (2) (―)

37.5 25.0 12.5 25.0 12.5 12.5 37.5 25.0 12.5 37.5 25.0 12.5 25.0 37.5 -12.5 12.5 0.0 12.5
(1) (2) (↑1) (1) (2) (↑1) (1) (3) (↑2) (1) (1) (―) (1) (1) (―) (1) (1) (―)
6.0 4.8 1.2 0.0 -1.2 1.2 19.0 6.0 13.1 -7.1 -3.6 -3.6 -2.4 2.4 -4.8 -15.5 -21.4 6.0
(5) (7) (↑2) (4) (6) (↑2) (5) (8) (↑3) (5) (6) (↑1) (7) (7) (―) (6) (7) (↑1)

-5.0 5.0 -10.0 -13.3 -11.7 -1.7 -1.7 8.3 -10.0 -28.3 -26.7 -1.7 -10.0 1.7 -11.7 -35.0 -36.7 1.7
(8) (6) (↓2) (8) (7) (↓1) (9) (7) (↓2) (9) (8) (↓1) (8) (8) (―) (9) (8) (↓1)
5.6 11.1 -5.6 -16.7 0.0 -16.7 16.7 22.2 -5.6 -11.1 11.1 -22.2 11.1 22.2 -11.1 -5.6 -5.6 0.0
(6) (5) (↓1) (9) (4) (↓5) (6) (4) (↓2) (6) (3) (↓3) (4) (2) (↓2) (2) (2) (―)

-16.7 -16.7 0.0 16.7 -16.7 33.3 0.0 0.0 0.0 -16.7 -33.3 16.7 -16.7 -16.7 0.0 -33.3 -50.0 16.7
(9) (9) (―) (3) (9) (↑6) (8) (9) (↑1) (8) (9) (↑1) (9) (9) (―) (8) (9) (↑1)
0.0 16.7 -16.7 0.0 16.7 -16.7 33.3 33.3 0.0 0.0 16.7 -16.7 0.0 16.7 -16.7 -16.7 -16.7 0.0
(7) (4) (↓3) (4) (1) (↓3) (2) (1) (↓1) (4) (2) (↓2) (6) (3) (↓3) (7) (6) (↓1)

愛知県(4地域) 21.3 18.4 2.9 7.4 1.5 5.9 21.3 20.6 0.7 5.9 0.7 5.1 16.2 12.5 3.7 -5.9 -8.8 2.9

岐阜県(4地域) 1.0 4.7 -3.6 -6.3 -5.2 -1.0 10.9 9.4 1.6 -15.1 -9.9 -5.2 -3.1 4.7 -7.8 -20.8 -25.0 4.2

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

全地域 9.1 10.6 -1.5 -0.6 -1.8 1.2 15.9 14.7 1.2 -6.2 -4.7 -1.5 4.7 8.2 -3.5 -14.7 -18.2 3.5
（注１）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。

　　　　同じ市町に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、ポイントを通常の2分の1として算出。

（注２）下段（）内：「今回」・「前回」は９地域中の順位、「変化幅」は「前回」から「今回」の順位の変化。

（注３）端数処理の関係で、「今回」-「前回」の数値が「変化幅」と一致しない場合がある。

西濃

東濃･可茂

飛騨･郡上

桑名･四日市

名古屋

東尾張

西三河

西尾張

岐阜

企業収益総合指数 個人消費 資金需要設備投資
地域名

生産活動
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地域別「Ｋ－ＲＥＸ」（総合指数）の過去1年間の変化

【愛知】 【岐⾩】 【三重】
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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ヵ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ＢＳ
Ｉ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」（2014年12月期）結果コメント
【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ＢＳＩ（⾜元）」は、前回（2014年9
⽉期）+5.9から－18.2と、8期（2年）ぶりの「悪化」超に⼤きく転じた。 前回調
査時の予想は＋3.5だったことから、秋以降、景気の減速感が広まったことがうかが
える。３カ⽉後の⾒通しは、－8.2と「悪化」超幅が縮⼩するものの、景気停滞への
警戒感が強まっている。

○県別に「景気全般」の⾜元を⾒ると、愛知県は－4.4、岐⾩県は－29.2とともに
「悪化」超に転じ、景況感における差は拡⼤した。３カ⽉後の⾒通しは、愛知県は
－4.4と横ばい。岐⾩県は－11.5と「悪化」超幅が縮⼩するが、厳しい予想となっ
ている。地域別では、K-REX（景気⽔準）が⽐較的⾼い⻄三河、東濃・可茂地
域も⾜元の景況感は弱含み。名古屋地域は３カ⽉後の⾒通しが「悪化」超に転じ
ており、消費の伸び悩みや⽣産減少への懸念が強い。

○項⽬別では、「個⼈消費」の⾜元が－13.6と弱さが⽬⽴つ。３カ⽉後の⾒通しは
－4.7と「減少」超幅が縮⼩するが、消費回復にはなお時間がかかるとの⾒⽅が強
い。「⽣産活動」、「企業収益」は、⾜元より３カ⽉後の⽅が「減少」超幅が拡⼤す
る予想。「設備投資」、「資⾦需要」の⾒通しも弱含んでいる。
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地域別「支店長ＢＳＩ」結果【今回2014年12月期調査報告】
地域別「支店長BSI」集計結果  【2014年12月期調査報告】

（単位：％ポイント）

足元
3ヵ月

後
変化幅 足元

3ヵ月
後

変化幅 足元
3ヵ月
後

変化幅 足元
3ヵ月
後

変化幅 足元
3ヵ月
後

変化幅 足元
3ヵ月
後

変化幅

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

東尾張 -12.0 12.0 24.0 -16.0 4.0 20.0 12.0 4.0 -8.0 4.0 20.0 16.0 0.0 8.0 8.0 -8.0 0.0 8.0

西尾張 5.6 -16.7 -22.2 0.0 0.0 0.0 -11.1 11.1 22.2 0.0 11.1 11.1 0.0 -11.1 -11.1 -5.6 5.6 11.1

西三河 -25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 -50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -75.0 -75.0

岐阜 -31.0 -14.3 16.7 -21.4 -7.1 14.3 -14.3 -9.5 4.8 -2.4 -7.1 -4.8 -9.5 -28.6 -19.0 -9.5 -9.5 0.0

西濃 -23.3 -3.3 20.0 -13.8 -3.3 10.5 -13.3 0.0 13.3 -3.3 3.3 6.7 -10.0 -3.3 6.7 -13.3 -6.7 6.7

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

飛騨･郡上 -33.3 0.0 33.3 -66.7 -33.3 33.3 -33.3 -33.3 0.0 -66.7 -33.3 33.3 -33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0

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

愛知県(4地域) -4.4 -4.4 0.0 -8.8 -2.9 5.9 5.9 -1.5 -7.4 8.8 7.4 -1.5 4.4 -4.4 -8.8 -5.9 -10.3 -4.4

岐阜県(4地域) -29.2 -11.5 17.7 -15.8 -6.3 9.5 -12.5 -10.4 2.1 -6.3 -6.3 0.0 -9.4 -13.5 -4.2 -10.4 -8.3 2.1

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

全地域 -18.2 -8.2 10.0 -13.6 -4.7 8.9 -4.7 -6.5 -1.8 0.0 0.6 0.6 -3.5 -9.4 -5.9 -9.4 -8.8 0.6

景気総合の＜足元＞は、3ヵ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ヵ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ヵ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ヵ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、同じ市町に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、ポイントを通常の2分の1として算出。

地域名
景気全般 個人消費 生産活動 設備投資 企業収益 資金需要
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地域別「支店長ＢＳＩ」結果【前回2014年9月期調査報告】

地域別「支店長BSI」集計結果  【2014年9月期調査報告】
（単位：％ポイント）

足元
3ヵ月

後
変化幅 足元

3ヵ月
後

変化幅 足元
3ヵ月
後

変化幅 足元
3ヵ月
後

変化幅 足元
3ヵ月
後

変化幅 足元
3ヵ月
後

変化幅

名古屋 23.5 11.8 -11.8 -5.9 5.9 11.8 5.9 11.8 5.9 11.8 17.6 5.9 23.5 23.5 0.0 -5.9 11.8 17.6

東尾張 32.0 8.0 -24.0 24.0 20.0 -4.0 24.0 28.0 4.0 24.0 16.0 -8.0 12.0 8.0 -4.0 0.0 12.0 12.0

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

西三河 -25.0 -25.0 0.0 25.0 0.0 -25.0 0.0 -50.0 -50.0 0.0 -50.0 -50.0 -25.0 -25.0 0.0 -25.0 -25.0 0.0

岐阜 16.7 2.4 -14.3 9.5 -9.5 -19.0 16.7 -2.4 -19.0 16.7 -2.4 -19.0 9.5 -2.4 -11.9 0.0 2.4 2.4

西濃 -10.0 10.0 20.0 -6.7 6.7 13.3 -3.3 16.7 20.0 6.7 16.7 10.0 -10.0 6.7 16.7 -3.3 10.0 13.3

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

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

桑名･四日市 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3 -33.3 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3

愛知県(4地域) 14.7 5.9 -8.8 8.8 4.4 -4.4 10.3 10.3 0.0 11.8 7.4 -4.4 8.8 2.9 -5.9 -5.9 2.9 8.8

岐阜県(4地域) 0.0 0.0 0.0 -2.1 0.0 2.1 6.3 4.2 -2.1 11.5 4.2 -7.3 3.1 1.0 -2.1 -1.0 6.3 7.3

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

全地域 5.9 3.5 -2.4 2.4 1.8 -0.6 10.0 7.6 -2.4 11.2 6.5 -4.7 5.3 1.8 -3.5 -2.9 5.9 8.8

景気総合の＜足元＞は、3ヵ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ヵ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ヵ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ヵ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、同じ市町に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、ポイントを通常の2分の1として算出。

企業収益 資金需要
地域名

景気全般 個人消費 生産活動 設備投資
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地域別「支店長ＢＳＩ」（景気全般）の過去1年間の変化

【愛知】 【岐⾩】 【三重】
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14.3 14.6 14.9 14.12 15.3（⾒通し）


