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平成２５年１２月の業界情報 （先月の動向） 

 
（１） 御堂筋、マンション解禁 － 大阪市案 

      本町―心斎橋、高級賃貸で 

 大阪市は、御堂筋沿いの一部地域、中央大通りから長堀通までの８００ｍの区間

で上層階に高級賃貸マンションの建設を認める都市計画案を一般に公開しました。 
（2013 年 11 月 2 日 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（２） ２４時間巡回介護サービス 実施自治体まだ１割 

 ２０１２年４月に始まった「２４時間地域巡回型サービス」を実施する自治体は、

２０１３年９月時点で１６６であることが、厚生労働省の調査でわかりました。介護保険

を運営する１５８０自治体のうち約１０．５％にとどまっています。 
（2013 年 11 月 5 日 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（３） 住設・建材が増益 － ４～９月経常  増税前の駆け込み 

 住宅設備機器・建材大手６社の２０１３年４～９月期の連結決算が出そろいました。 

 全社の経常利益が前年同月比で増え、消費増税前の駆け込みによる住宅需要の増加が追

い風になりました。 （2013 年 11 月 8 日 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（４） 住宅受注 ブレーキ － 消費増税前、駆け込みの反動 

        積水ハウスや住友林業  １０月、２ケタの大幅減 

 戸建て住宅大手の受注が減速しています。 
 現行の消費税率が適用される９月までに駆け込み需要が集中、その反動が出て１０月は

最大手の積水ハウスや住友林業などが前年同月比で２ケタの大幅減となりました。 
 ９月に前年同月比７４％増だった積水ハウスの１０月の受注は１６％減、１３か月ぶり

のマイナスとなりました。住友林業も３０％の大幅減でした。 
（2013 年 11 月 9 日 日本経済新聞記事から抜粋) 
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（５） １０月の街角景気 悪化 － ２か月ぶり 
住宅駆け込み購入一巡 

 内閣府が発表した１０月の景気ウォッチャー調査によると、足元の景況感を示す現

況判断指数は５１．８と、前月より１．０ポイント下がりました。悪化は２か月ぶりです。

相次ぐ台風が消費を抑えたことに加え、住宅の駆け込み購入が９月末で一巡しました。 
（2013 年 11 月 12 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（６） 街角景気、１０月は後退 － 近畿、２か月ぶり 
                秋冬物が苦戦 

 内閣府が発表した１０月の景気ウォッチャー調査によると、近畿の現況判断指数は

５２．８と、前月より１．８ポイント下がりました。前月を下回るのは２か月ぶりです。 
（2013 年 11 月 12 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（７） 大林組、営業益３７％減 － ４～９月７５億円 

         労務費上昇で採算悪化  通期も下振れの可能性 

 大林組の２０１３年４～９月期連結営業利益は前年同月比３７％減り、７５億円程

度になったようです。 
 東日本を中心に作業員が不足し、労務費が上昇。鋼材など資材価格も高騰、採算が悪化

しています。通期業績も下振れの可能性があります。 
（2013 年 11 月 12 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（８） 飲食・介護 派遣広がる － 求人数４～５割増 

 バイト・パート、集まらず   自給割高でも活用  離職率高く 

 飲食店や介護施設で、接客や介護の現場に派遣社員を活用する動きが広がっていま

す。 
 飲食や介護分野はパートやアルバイトなどで現場の人員を補完していましたが、自給を

上げても人手確保が難しい状況。 
 アルバイトに比べ割高な派遣の活用を迫られており、大手派遣各社への求人数は前年を

４～５割上回っています。 
（2013 年 11 月 13 日本経済新聞記事から抜粋) 
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（９） 軽度者向け介護予防  市町村へ全面移管見送り 
      厚労省、「負担重い」に配慮 

 厚生労働省は、症状が軽い人向けの介護予防サービスのすべてを市町村の事業に移

すのを見送ります。 
 介護予防費の６割を占めるホームヘルパーとディサービスに絞って市町村に移し、訪問

看護などは現行のままとします。 
（2013 年 11 月 13 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（１０） 北米産丸太が上昇 － 対日価格、米中の需要堅調 

 住宅の構造材に使う北米産丸太の対日価格が半年ぶりに上昇しました。 

 住宅の梁に使う松材丸太の１１月積み価格は前月比２％高くなっています。 
（2013 年 11 月 15 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（１１） ヒノキ香る消臭グッズ － 四万十ドラマ 
               地元間伐材を利用 

 地域特産品などを販売する四万十ドラマ（高知県四万十町）は、桧から抽出したオ

イルを板に染み込ませ、身に付ければ木の香りが広がる消臭グッズを商品化しました。 
（2013 年 11 月 18 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（１２） マンション首都圏堅調 － １０月発売「駆け込み」後も２１％増 
               近畿は反動、３３％減 

 来春の消費増税をにらんだ駆け込み需要後も首都圏のマンション販売が堅調です。 
 不動産研究所が発表した１０月の首都圏の新築マンション発売戸数は、前年同月比２１．

４％増加しました。９月（７７．３％）に比べ伸び率は鈍化しました。 
近畿では３３．４％減と反動減が目立ちました。 

（2013 年 11 月 19 日本経済新聞記事から抜粋) 
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（１３） 家庭用蓄電池、半額に － ９０万円、導入を促進 
       パナソニック 事業売上高 ２０１８年度１０００億円目標 
             住宅関連、成長の軸  省エネ 電池技術生かす 
               環境配慮都市を開発 

 パナソニックは、家庭で使う小型で低価格のリチウムイオン蓄電池を発売すると発

表しました。従来品と同等の蓄電能力を確保しながら、価格を９０万円と半額以下に抑え

ました。 
 パナソニックは住宅関連事業を成長戦略の軸の一つに据え、同事業の売上高を２０１９

年３月期に２０１３年３月期比８０００億円増の２兆円に拡大する目標を掲げています。 
（2013 年 11 月 19 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（１４） 障がい者雇用促進へ連携 － ＫＤＤＩ・日本ＩＢＭなど 
                法人設立、ノウハウ共有 

 ＫＤＤＩや日本ＩＢＭなど約２０社が障がい者雇用の促進で連携します。 
 自社の事例や取り組みについて企業間で情報交換するほか、教育機関と採用について意

見交換します。  （2013 年 11 月 19 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（１５） 近畿景況感３０．２ポイント改善 
              賃上げ検討、３２％に 
       法人減税 規制緩和  成長戦略に期待 

 日本経済新聞社がまとめた「地域経済５００調査」で、半年前と比べた近畿の景況

感を示すＤＩ（改善の割合から悪化の割合を引いた値）は、春調査より３０．２ポイント

改善しました。  （2013 年 11 月 19 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（１６） 近畿１０月 マンション発売  供給に反動、３３％減 
          契約率は好調  建築費上昇続く 

 不動産経済研究所が発表した１０月の近畿のマンション市場動向調査によると、

新規発売戸数は前年同月比３３．４％減の１４０４戸にとどまりました。 
（2013 年 11 月 19 日本経済新聞記事から抜粋) 
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（１７） 妻が住み続けるためには 
                遺言で家確保 改修も視野 

 多くの夫婦にとって最も大きな財産は、マイホームではないでしょうか。 
 ２０１５年に相続税の基礎控除が縮小され都市部を中心に課税対象が広がる見通しです

が、節税ばかりに気を取られると、自分たちが老後を安心して暮らすための大切な財産と

いう大前提を見失いかねません。 
 苦労して手に入れたマイホームを老後にどう生かし、次世代にどう引き継ぐのか。とり

わけ夫に先立たれる可能性が高い妻は、当事者として夫婦で考えを一つにしておきたいと

ころです。 
☆ 自宅相続で知っておきたいポイント 
遺言書   
・子ども世代への２次相続の方針も決めて、夫とともに作成しておく。 
・法定相続分を超えても自分が自宅すべてを単独で相続し、老後の生活基盤を確保する。 
・２次相続でも共有を避けるのがトラブル回避の基本。 
おしどり贈与 （年間１万組以上の夫婦が利用） 
・婚姻期間が２０年以上なら、夫から自宅を非課税で贈与してもらえる（最高２０００万

円まで）。 
・夫名義の財産が減り、相続税の申告が不要になることも（財産が基礎控除を下回る場合）。 
・登録免許税、不動産取得税などの費用は必要。 
リフォーム 
・７０歳の女性の半数が９０歳まで生きる時代。余生を快適に暮らすためのリフォームは

有益。 
・リフォームしても家屋の評価額は上がらず、２次相続で節税になることも（財産が基礎

控除を上回る場合）。 
☆ 高齢者世帯の財産の６割は不動産 
・自宅土地：４０．５％    自宅家屋：５．６％  その他の不動産：１４．８％ 
 耐久消費財など：２．２％  金融財産：３６．９％ 
（2013 年 11 月 20 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（１８） 大正ものづくりフェスタ 山忠木材が出展 

 １１月２日に大正区役所区民ホール周辺で催された「大正ものづくりフェスタ～

つくってあそぼ！大正区２０１３」に山忠木材㈱が出展、樹脂当てクイズや積み木遊びで

子どもたちは終日楽しみました。（2013 年 11 月 20 東洋木材新聞記事から抜粋) 
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（１９） 関西企業 経常益２．６倍 － ４～９月、大手が復調 
                 通期 半数、リーマン前回復 
         パナソニック構造改革も寄与  中堅、業績改善に遅れ 

 関西企業の業績が一段と拡大しています。 

 上場企業の２０１３年４～９月期決算は、経常利益が合計で前年同月比で前年同期比２．

６倍となりました。 
 パナソニックとシャープに構造改革の効果が出たことに加え、円安を追い風に海外で販

売を伸ばす機械などの大手メーカーも多い。 
 ２０１４年３月期通期は、上場企業の半数がリーマン・ショック前の業績を回復する見

通しです。 （2013 年 11 月 20 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（２０） 金融資産２０００万円以上で － 特養入所 補助打ち切り 
          厚労省案  不動産は対象外 

 厚生労働省は、特別養護老人ホームに入る高齢者への食費などの補助を、所得が低

くても夫婦で２０００万円以上の預貯金や株式など金融資産があれば打ち切る新たな基準

案を固めました。宅地など不動産は基準から外します。 
（2013 年 11 月 22 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（２１） 合板生産量、１０月１１％増 － 住宅需要が好調 

 農林水産省は、針葉樹合板の１０月の国内生産量が前年同月比１１％増え、２３７，

６６４ｍ３になったと発表しました。 
 前月比でも６．５％増加。１９９８年以来では最高となりました。前年同月を上回るの

は２１か月連続です。 
 金利の先高観や消費増税前の駆け込み需要で住宅販売が好調なことが背景にあります。 
（2013 年 11 月 26 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（２２） 地価上昇、地方に波及 － １０月、全国の７１％ 
               開発意欲高まる 

 地価の上昇が続いています。国土交通省が発表した１０月時点の地価動向報告によ

ると、調査対象の７１％にあたる１０７地区が３か月前に比べて上昇しました。 
（2013 年 11 月 26 日本経済新聞記事から抜粋) 
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（２３） 消費税１０％前提 官邸が待った － 住宅購入者への給付金半減 

 政府は２０１３年度補正予算で、来年４月の消費税率８％への引き上げ後に配る住

宅購入者への給付金として約１５００億円を計上する方針を固めました。 
 １０月１日に閣議決定した経済対策の骨子では３１００億円と見込んでいましたが、半

分程度となります。（2013 年 11 月 27 日本経済新聞記事から抜粋) 
 
（２４） 夫婦年収３５９万円軸に － 介護保険２割負担の基準 厚労省 

 介護保険制度改革の要点 
・自己負担２割上げ：夫婦年収３５９万円以上対象で調整 
・特養ホーム入所制限：夫婦で預貯金など金融資産２０００万円以上対象 
・軽度者向け介護予防サービスの市町村移管：デイサービスなどに限定、費用に上限 
（2013 年 11 月 27 日本経済新聞記事から抜粋) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


