平成 25 年 1 月度県内産業景気動向調査結果
この調査結果は、中小企業庁の指定事業に基づいて設置された山口県内の情報連絡員 60 人
に、本会が新たに選んだ 20 人を加えた 80 人の連絡員より業界動向を把握した結果です。
山口県内の「業界の景況（前年同月との比較）」は、悪いと感じている人が、１２月よ
り減少して いる。 砕石 や生コン製 造業では 、 出 荷量が増 加。一般 機 器では売上 の確保 が
できている 企業も ある が、年始の 長期休暇 で 減った企業 もある。 サ ービス業で は、前年
より売上は 増えて いる が、販売価 格は低迷 し たまま。運 輸業では 、 円安で油価 格が上が
り苦慮して いると の報 告である。 円安が輸 入 価格の上昇 を招いて は いるが、景 気回復の
期待感は、継続している。

山口県の主要指標 DI 値（平成 25 年 1 月末現在）
※ DI 値とは、前年同期に比べ「増加」・「好転」したとする企業割合から「減少」・「悪化」し
たとする企業割合を差し引いた値です。
( < 好転 > － < 悪化 > ＝ < DI 値> )

業界の景況

前年同月比は、好転： 1.3％
(<

売上高

悪化：40.0％

DI 値：▲38.7％ ポイント

増加 > － < 減少 > ＝ < DI 値> )

前年同月比は、増加： 15.0％

減少：38.8％

DI 値：▲23.8％ ポイント

( < 好転 > － < 悪化 > ＝ < DI 値> )

収益状況

前年同月比は、好転： 5.0％

悪化：43.8％

DI 値：▲38.8％ ポイント

山口県の業種別 DI 値(業界の景況)（平成 25 年 1 月末現在）
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特記事項 (景況の変化とその原因・現状等、企業経営・業界での問題点)

食料品

岩国空 港の 開港 以来 、 岩国地 区の 観光 売店 は 好調で

パン・菓子製造業

ある。 宇部 空港 売店 は 便数の 減少 によ り菓 子 販売も
減少。
１２月 度は ▲２ ．５ ％ と売上 減少 、シ ケに よ る商材

水産食料品製造業

不足に 悩ま され た。 ま た県外 客の 足が 落ち て きてい

萩市

る。１ 月度 は昨 年同 月 比＋３ ．４ ％で 確定 。 年末年
始 ７ 日 間 [１ ２ ／ ２ ７ ～ １ ／ ３ ]は 過 去 最 高 だ っ た ２
３年度 を１ ０％ 程度 上 回って いる 。テ レビ 東 京「タ
ケシの ニッ ポン のミ カ タ」や 毎日 新聞 、中 国 新聞、
公明新 聞、 月刊 レジ ャ ー情報 など 、各 種広 域 メディ
アに続々登場。２/７（木）ＮＨＫ「おはよう日本」
に中継生放送。
かねて から の原 材料 不 足によ る価 格上 昇と 、 今回の

水産食料品製造業

急激な 円安 によ る輸 入 食品原 材料 の値 上げ が 予測さ

下関市

れ、尋 常で ない コス ト 上昇と なる ので はな い かと先
行きが不安である。
繊維工業

受注状 況は 引き 続き 低 調で厳 しい 。先 月と 状 況は変

下着類製造業

化なく 、シ ーズ ンの 狭 間で動 きが 悪い 。春 物 の販売
状況に 期待 もし てい る が、 市 場は 消費 が目 に 見えて
動く状 況で はな いと 思 われる 。よ うや く円 安 で既契
約分の為替差損が、改善された。
実態に 変化 は無 いが 、 環境は 明る い方 向に 進 み始め

外衣・シャツ製造業

ているとの認識を持っている。

山口市

年末・ 年始 分の 納品 で 一段落 し、 １月 上旬 の 仕事量

外衣・シャツ製造業

は少な かっ たが 、１ 月 末に至 って 順調 に受 注 できて

下関市

いる。 しか し、 生地 や 付属品 の生 産拠 点を 海 外に移
してい る事 業所 も多 く 、資材 等の 調達 に時 間 がかか
るので 、そ の間 仕事 が 出来な い状 態に なる の ではな
いかと心配をしている。中国もコストが上がり、色々
な経費 を含 める と、 上 代によ って は国 内生 産 とあま
り変わらないという話も出ている。
木材・木製品

新設住 宅着 工戸 数に や や増加 傾向 が窺 える 。 木材価

製材業・木製品製造業

格は依然として前年を下回っている。

山口市

新規住宅の受注も少なく、厳しい状況が続いている。 製材業・木製品製造業
下関市
印刷

１月２ ３日 から 、山 口 県庁の 印刷 物の 指名 競 争入札

印刷

及び一 般競 争入 札に つ いて「 最低 制限 価格 制 度」が

下関市

実施されることとなった。

県庁の 新し い最 低入 札 制度の 説明 会が あり 、 早速１

印刷

月２３ 日よ り施 行さ れ た。予 定価 格が ５０ 万 円を超

山口市

える物件が対象のもようで、軽オフセット部門では、
年間１ ０件 程度 しか 該 当物件 がな く、 余り 大 勢に影
響はな さそ うで ある 。 オフセ ット 部門 では 早 くも２
３日に 対象 物件 が２ 件 あり、 最低 価格 を下 回 る業者
が数社 いた 。参 加し た 業者に 話を 聞い てみ た が、思
ったよ り落 札金 額が 低 く、今 後の 見積 もり も 、やは
り思い 切っ た値 下げ が 必要に なる との 事で あ った。
ありと あら ゆる 経費 削 減を試 みて いる が、 そ れ以上
に売上の落ち込みが大きく、調整がきかない。
窯業・

対前年 同月 比は 、骨 材 １００ ％ 、 路盤 材１ ２ ０％、

土石製品

再生材 １７ ７％ 、全 体 では１ １２ ％。 今月 は 全体的

砕石製造業

に売上 黒字 の工 場が 多 かった が、 積算 価格 は 下がっ
たままである。
出荷量は前年同月比で１０６%と増加。前月比は１０

生コンクリート製造業

０%。６地区中では、４地区で前年同月比が増え、３
地区で 前月 比が 増加 し ている 。現 時点 では 、 セメン
ト・骨材等の資材調達は、特に問題は生じておらず、
価格も安定して推移している。
一般機器

年末年 始の 長期 休暇 に より操 業度 が低 下し 、 売上・

一般機械器具製造業

収益が若干低下した。

周南市

若干、 好転 の兆 し が 見 えてき てい ると 感じ て いる。

一般機械器具製造業

為替相 場の 円安 傾向 の 影響は 、今 のと ころ 無 く、自

防府市

動車業 界の 伸び は、 ま だ実感 でき てい ない 。 政権が
代わったこれからに期待したい。
親会社 の受 注量 が減 少 してお り、 中国 の経 済 状況も

一般機械器具製造業

悪化し、売り上げの増加は今後も見込めない。

宇部市

売上高は増加傾向。
金型製 造関 係の 生産 状 況は、 昨年 の受 注の お かげで
設備操 業度 は何 とか 昨 年末レ ベル を維 持し て いる。
１月は 、受 注は 件数 が 少ない もの の、 売上 は 何とか
確保で きて いる 。昨 年 末、自 民党 政権 にな り 、世間
ではア ベノ ミク ス効 果 の期待 感が 非常 に高 い が、中
小の製 造業 に効 果が 出 てくる のは 、ま だ先 の 事と思
われる 。今 年に なり 円 安にな って 来た が、 こ の効果
は我々 に直 結す るの か 先行き が不 安で ある 。 金型業
界も、 海外 に流 出し 、 国内は 低価 格、 短納 期 の要請
が、ほ とん どの 顧客 か ら当た り前 のよ うに あ り、要
求に答 えら れな けれ ば 顧客も 受注 も失 いか ね ず、今
後コス ト削 減が 重要 な ポイン トと なる 模様 。 成形製
品の動 向は 、昨 年の 夏 以降、 自動 車関 係の 受 注が減
少した まま で推 移し て おり、 海外 生産 、部 品 現地調

特殊産業用機械製造業

達の流れが影響しているように思う。
輸送機器

生産計 画に 新た な動 き は無く 、低 水準 で推 移 してい

鉄道車両・同部品製造業

る。一 方で 、次 の製 作 部品の コス ト低 減要 請 は厳し
く、苦しい経営状況が続いている。
卸売業

政府の 金融 緩和 や緊 急 経済対 策で の「 円安 ・ 株高」

各種商品卸売業

の直接メリットはまだ無いが、建設・流通(運輸）の

周南市

仕事量 はや や増 加傾 向 にある 。原 油価 格の 上 昇・個
人消費 の低 調（ 弱く ） で中小 企業 はま だま だ 厳しい
が、全般的に当地区は回復傾向にある。
各業種 とも 売上 減、 利 益減と なっ てお り、 特 に建築

各種商品卸売業

材料関 係は 、公 共工 事 、民間 工 事 等が 少な く 、昨年

下関市

同月比 で著 しく 減少 し ている 。現 況の まま で は、今
期の利 益確 保は 、非 常 に厳し い状 況で 合理 化 対策も
検討せざるを得ない。
小売業

化粧品 組合 は、 ドラ ッ クスト ア― や量 販店 対 策とし

化粧品小売業

て、組合専用商品「キリョウ」を取り扱っているが、
なかな か目 標の 数字 ま で販売 が伸 びな いの が 悩みで
ある。 全国 では かな り の量を 販売 して いる お 店もあ
るが、 山口 県で はま だ まだ。 ２月 ２０ 日・ ２ １日で
は、東 京で 理事 長会 議 があり 、事 業方 針の 検 討をす
る。
新年よ り金 ・プ ラチ ナ の価格 が上 がり 、地 金 等の 買

中古品小売業

い取り は一 部で 多く な ってい るよ うに 思う 。 家電品
他の取引は厳しい。
全国的 に農 業機 械の 盗 難が多 発し 、全 国で 農 業機械

農業用機械器具小売業

盗難情報共有化システムを平成２５年１月より開
始。
周南市 中心 市街 地活 性 化協議 会に おい て、 中 心市街

各種商品小売業

地活性化基本計画案が同意された。周南市は３月に、 周南市
正式認 定に 向け て申 請 準備を 開始 する 。基 本 構想は
固まった段階である。
取扱高 は前 年比 微減 と なって いる が、 時計 等 の高額

各種商品小売業

品は増加、衣料品が減少している。

山口市

先月同 様、 売上 、客 数 共に、 前年 をか なり 下 回る状

各種商品小売業

況とな って いる 。昨 年 退店し た玩 具店 及び 靴 屋の前

長門市

年売上 が大 きい とい う 要因も ある が、 全体 的 に客数
減とな って おり 、既 存 店も売 上減 とい う厳 し い状況
が続くと思われる。

商店街

前年に比べて空き店舗は減少したが、既存店の売

山口市

上・収 益の 相乗 効果 が 出てい ない 。オ ーバ ー ストア
状態が 増し ただ けと も 言える 。１ ０年 ・２ ０ 年前の
空き店 舗対 策と は別 次 元の発 想が 必要 にな っ ている
ように 思う 。こ の街 の 有り方 や、 消費 者に 必 要とさ
れる存 在理 由が 不可 欠 である 。当 面は 、団 塊 の世代
や団塊 ジュ ニア の世 代 の消費 が望 める が、 人 口減少
社会では、
「中心市街地」対「郊外店」の時代も終わ
る。物販・飲食の原点は、「人が集まり、物が売れ、
物を食 べる 」の であ っ て、物 販店 ・飲 食店 が あるか
ら、
「人が集まり、物が売れ、物を食べる」のではな
い。
商店街 活性 化事 業で 開 店した 飲食 店（ 和韓 膳 店）で
あるが、反韓ムードで売上・集客とも減少している。
東北産 品の 店は 、原 発 の風評 被害 で売 上が 減 少して
いる。両店とも経営が大変厳しい状況である。
大型郊 外店 の出 店後 、 市内の 中堅 スー パー ２ 店が閉

萩市

店となる。地域の経済状態が悪い。
サービス業

１月は休日も多く、気候も寒く、客足が伸びないが、 美容業
成人式 もあ り、 美容 院 は少し は潤 って いる 。 社会情
勢が変わってデフレを脱却してほしいと願ってい
る。
安倍総 理の デフ レ追 放 政策に 期待 して いる が 、今の

理容業

ところ 目に 見え た変 化 はない 。組 合員 の脱 退 の状況
が続い てい るが 、は っ きりと した 要因 が解 ら ずにい
る。参考に、全国の組合員数を列挙すると、
平成１３年度

９６，７６７人

平成１６年度

８８，９１０人

平成２２年度

７０，５９６人

平成２４年度

６４，０８４人（１０月末現在）

平成２ ４年 の自 動車 整 備業実 態調 査の 結果 が 発表さ
れた。 これ は、 毎年 抽 出調査 で行 われ 、全 国 集計が
発表さ れて いる が、 昨 年に比 較し て整 備業 の 総売り
上げが ５． ４％ 減少 し ていた 。車 検関 連は 、 前年並
みだっ たが 、定 期点 検 、事故 整備 、そ の他 一 般整備
等は大 きく 減少 して い た。こ の結 果は 軽自 動 車やコ
ンパク トカ ーへ のダ ウ ンサイ ジン グに よる 単 価の下
落、景 気低 迷に よる 車 検以外 の整 備需 要の 減 少等が
要因と思われる。
前月と比べて厳しさが増してきた。

自動車整備業

先月と 状況 変わ らず 、 収益は 悪い とこ ろで 固 定化し

情報サービス業

てきて いる 。コ ンサ ル タント 的に 動き 、お 客 様への

宇部市

提案を 中心 とし たビ ジ ネスモ デル への 変革 が 必要で
ある。価格の低価格化が進んでおり、
「なにか特化し
たもの を多 数の 企業 に 利用し ても らう 」と い ったビ
ジネスモデルの構築が必要である。
代替需 要の 話は 出て き ている が、 積極 的な 設 備投資

情報サービス業

の話は 少な く、 どこ に 仕事が ある のだ ろう か という

萩市

感じで ある 。農 業関 係 の歩留 まり を上 げる 為 の「温
度管理 を始 めと する 支 援シス テム 」を 開発 し 試験導
入を行 って いる が、 こ れが順 調に 運べ ば、 か なりの
展開が 期待 でき そう な ため、 シス テム のブ ラ ッシュ
アップ を行 って おり 、 今後期 待し てい ると こ ろであ
る。今 まで ＩＴ とは 関 係無い と思 われ てい る ところ
に提案することも重要と考えている。
１月は稼働が少ないので、業況は良くない。

屋外広告業

年明け から 、ア ベノ ミ クス期 待感 から 円安 、 株高に

飲食業

転換し 、順 調に デフ レ 脱却に 踏み 出し た感 が あり期
待を募 らせ ては いる が 、まだ まだ 末端 の飲 食 業界、
まして や地 方の 山口 県 には効 果の かけ らも 現 れては
いない 。と はい え飲 食 業界は どの 時代 にあ っ ても不
滅で、 期待 と明 るさ の ある営 業と 、従 業員 解 雇によ
る接客 サー ビス が低 下 してい る営 業の 格差 が 、いわ
ゆる２ 極化 とな って 顕 著に現 れて いる 。し か し、い
わゆる 勝ち 組に あっ て も、中 小企 業金 融円 滑 化法は
３月で期限切れになり体力の無い事業者に取って
は、厳しくなることが予想される。
飲食業 は好 景気 にあ っ ては食 文化 とし て地 域 経済の
一翼を 担う 存在 にな り うるが 、現 在の 様な 最 悪な景
況にお いて は、 国民 生 活の安 定に 寄与 する の みであ
る。今 、飲 食業 界は 生 き残り に必 至の 状況 に ある。
長門市 にお ける 黒柏 や メイボ 等、 地産 ・特 産 品を活
用した 新た な料 理づ く りは、 岩国 、下 松、 防 府、山
口、下 関等 でも 取り 組 んでお り、 景気 対応 の 受け入
れ態勢は着々と進んでいる。総需要が減少する中、
「産業 力・ 観光 力の 増 強」の 県民 力を 期待 し ている
状況だ 。岩 国錦 帯橋 空 港の開 港は 景気 低迷 の 払拭に
は至っていない。
安倍政 権の イン フレ 政 策は、 円安 、株 高に 現 れてい
るが、 円安 は飲 食関 連 の食材 料・ エネ ルギ ー 価格等
経費の 上昇 に経 営者 が 不安感 を募 らせ てい る 。労働
賃金（春闘）への期待感が大きい。

対前年 同月 比で 、宿 泊 客数が １８ ％の 増を 達 成した

旅館業

ものの 、販 売価 格が 低 迷した まま で収 益向 上 に繋が

萩市

っていない。
「宿泊 は、 １月 １日 ・ ２日が 多く 、そ の後 は お客様

旅館業

の動きがない。」との声が多く、平日の観光客が少な

下関市

く売上 が悪 い。 宴会 等 も減少 。お しな べて １ 月は良
くない とい う施 設が 多 い。 観 光施 設も 入館 者 が減少
傾向に あっ た。 お客 様 は、安 く盛 りだ くさ ん の企画
を楽し みた いと いう 傾 向で、 お土 産も 動き が 鈍い。
その状 況の 中で 、最 近 のニュ ース の影 響か 、 高額商
品が少 しず つ売 れ出 し ている 。今 後の 状況 に 期待し
たい。
建設業

前年同 月よ りは 仕事 量 が多く 、良 いよ うに 感 じられ

鉄骨工事業

るが、収益についての変化はあまりない。補正予算・
新年度予算に期待したい。
中電へ の工 事申 請１ ２ 月２ ３ ８件 （当 支部 分 ２０６

電気工事業

件）、前 年同月 ２９ ９件 （同２ ５６ 件）。太 陽光 発電
への申 請３ ９件 、オ ー ル電化 申請 １８ 件（ 前 年は太
陽光２８件、オール電化２４件）。ＬＥＤ街路灯への
切替・新設申請は３８件（前年は３９件）。再生エネ
ルギー 買取 の優 遇の 見 直しに より 、依 然と し て太陽
光発電の申請は続いている。
県・市 ・町 の公 共事 業 で５０ ０万 円程 度の 発 注は出

土木工事業

ている が、 いず れも 価 格は低 入札 の下 限で の 受注の

柳井市

為、採 算が 取れ てい な い。緊 急経 済対 策で 公 共事業
が増額されるとの情報は多くあるが、具体的な時期、
事業費 、何 の工 事に な るの か が不 明で 、業 者 間では
対応についての不安感が広がっている。
２５年 １月 の受 注高 は 、対前 年同 月比 で８ ４ ％。今

土木工事業

年度の累計は、対前年比で８０％。

萩市

例年、 １２ 月に 入札 は 完了し てお り、 この 時 期の入

管工事業

札は無い。
運輸業

休日が 多か った ため 、 １月の 稼働 率は 通常 月 の２／

一般貨物自動車運送業

３程度 であ った 。輸 送 面にお いて は輸 出量 が 減少し

下松市

ている が、 国内 向け 鉄 鋼材等 の動 きは やや 上 向いて
いる。 前年 同月 比で 、 収益は プラ スマ イナ ス ０であ
る。こ のと ころ の円 安 で、油 価格 の高 騰に 運 送業者
は苦慮 して いる 。軽 油 引取税 額を 暫定 でも １ ／２に
でもし てい ただ きた い との声 が出 始め てい る 。運賃
価格は変らず、油価格は３．７円の値上げ。
１月の 輸送 稼働 は相 変 らず、 低調 に推 移。 昨 年同月

一般貨物自動車運送業

比で稼 働率 約１ ０％ の 減少で ある 。燃 料価 格 につい

防府市

ても４円強／ℓの値上がりで、円安デメリットは即反
映され て来 たが 、円 安 メリッ ト、 株式 市況 の 賑いと

は裏腹に、実体経済への反映は見えてこない。
物流業 界に おい ては 、 年末年 始の 繁忙 期が 過 ぎ、荷

一般貨物自動車運送業

動きが 落ち 着い てい る 。しか しな がら 製造 業 の在庫

宇部市

が増え てい る傾 向に あ るよう で、 倉庫 保管 の 案件が
増加し てき てい る。 今 月にお いて は、 車両 の スタッ
ドレス タイ ヤの 付替 え 及び軽 油の 高騰 によ る コスト
高のダメージが非常に大きい。
新政権 の改 革の 速さ と 経済の 回復 につ いて 希 望を持

一般貨物自動車運送業

った円 安の 進行 が、 早 過ぎる よう に思 う。 １ ドル８

下関市

９円で 株価 の上 昇と な り、経 済の 回復 を感 じ た。し
かし、 大企 業は 良好 だ が、我 々の よう な小 企 模な運
輸事業 者に とっ ては 、 燃料の 値上 がり が一 番 の影響
である。１月中旬より軽油は１ℓ:１２４円、ガソリン
は１ℓ:１５０円となり、未だ本格的な景気回復には程
遠い中 で、 これ には 参 った感 があ る。 頑張 る より道
は無い。
タクシ ーチ ケッ トの 取 扱い金 額は 、前 年同 月 比で▲
１２.８％（平成２４年１２月１日 ～１月２０日分）
となり 、６ 月以 降の 大 幅な減 少に 歯止 めが か からな
いでいる。１２月１日～３１日分は▲１０.８％の減
少、平成２５年１月１日～２０日分は▲１７.４％と
大幅な 減少 がま すま す 酷くな って いる 。当 組 合の取
り扱い は、 光市 、下 松 市、周 南市 、防 府市 の 地域だ
が、特 定の 地域 や得 意 先では なく 全体 的に 利 用枚数
が大幅に低下、加えて利用単価も減少している状況。
日中の 病院 通い 等、 現 金利用 客の 減少 はそ れ ほどで
はない よう です が、 夜 間の飲 食店 関係 が激 減 してお
り、タ クシ ー事 業者 も 歩合給 で働 く乗 務員 も 、非常
に厳し い状 況に おか れ ている 。燃 料の ＬＰ Ｇ につい
ては、 ＣＰ （通 告価 格 ）と為 替に 連動 して 変 動。Ｃ
Ｐは少 し下 がっ たが 、 為替が 円安 にな った た め前月
とほぼ 同額 とな った 。 前年度 が値 下が りし て いたた
め、１ 月の タク シー 会 社の購 入単 価は 前年 同 月比＋
１２％ とな り、 タク シ ー会社 の負 担が ます ま す増加
してい る。 政権 交代 し 、株価 が上 昇し たが 、 地方の
個人消費は一向に回復しているように思われない。
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