平成 26 年 2 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。

県内の２月期「業界の景況」は、印刷や一般機器、輸送機器の一部、小売りの一部による
と、「仕事量は増加の傾向にある」や「引 き続き好調を維持」とあり、景気が上向きの傾向
である。一方で、食料品、繊維工業、一般機器の一部、小売業の一部、サービス業で苦戦が
続いているとあり、同一業種で地域景況感に差が生じている。
船舶製造・修理業、建設業、運輸業から、仕事はあるが人材不足であるという報告が増え
ている。また、引き続き「燃料費の上昇が経営を苦しめている」模様である。
消費税増税を目前に、
「増税分の転嫁が出来るか」や「増税後の景気減速を懸念している」
との報告が多くあり、消費税増税後を大いに注視する必要がある。

山口県の主要指標 DI 値（平成 26 年 2 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。
業界の景況

( < 好転 > － < 悪化 > ＝ < DI 値> )

前年同月比は、好転：18.8％
(<

売上高

悪化：25.0％

DI 値：▲6.2％ ポイント

増加 > － < 減少 > ＝ < DI 値> )

前年同月比は、増加：25.0％

減少：35.0％

DI 値：▲10.0％ ポイント

( < 好転 > － < 悪化 > ＝ < DI 値> )

収益状況

前年同月比は、好転：13.8％

悪化：36.3％

DI 値：▲22.5％ ポイント

山口県の業種別 DI 値(業界の景況)（平成 26 年 2 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

消費税 増税 に伴 う値 上 げにつ いて は、 値上 げ が出来

調味料製造業

るかどうか苦しい立場に置かれている組合員が多
く、組合員によって対応が分かれている。
バレン タイ ン商 戦は 、 大手の 売上 は 好 調で あ った模

パン・菓子製造業

様であ るが 、県 内の 洋 菓子・ 和菓 子店 は好 調 とは言
えない 状況 であ った 。 ただ、 中小 でも 特徴 の ある店
は、売 上が 良か った 模 様。宇 部空 港の 洋菓 子 店は閉
店となった。
２月は 昨年 比▲ ７． ６ ％と厳 しい 推移 。全 般 に寒さ

水産食料品製造業

の厳し い日 が多 く、 海 もシケ が続 いた 。全 国 放送の

萩市

ロケ取 材が 相次 ぎ、 ３ ／２Ｔ ＢＳ 系全 国「 が っちり
マンデー」、３／２０ＴＶ東京系全国「カンブリア宮
殿」で 放送 予定 。４ ／ １から の消 費増 税対 応 で、Ｐ
ＯＳレ ジの シス テム 変 更や、 価格 表示 の変 更 作業に
苦戦している。
一部製 品の 値上 げを 検 討する が、 販売 面で 不 安。消

水産食料品製造業

費税増税後の動向が読めない。

下関市

円安の為、輸入原料が高騰している。

水産食料品製造業
下関市

昨年の豪雨災害に伴い、地域の中では２～３年程度、 精穀・製粉業
全く営 農で きな い者 も 出てき てい る。 早急 な 復旧対
策が求 めら れる とと も に、現 在、 自ら 復旧 作 業を行
う者も出ている.
繊維工業

前月と 変わ らず 、業 界 全体に 非常 に厳 しい 業 況で、

下着類製造業

依然と して 量的 に減 少 したま まで 推移 して お り、消
費税増 税前 の駆 け込 み 需要も 期待 でき ない と 思われ
る。組 合員 で太 陽光 発 電事業 の取 り組 みを 計 画して
おり、近く工事着工の認可が下りる予定。
地域の 販売 業者 から 製 品の提 案や 問合 せが 増 えてい

外衣・シャツ製造業

る。作 り手 が「 価格 に 対する 価値 」を 考え 始 め、人

山口市

が動き始めていると感じている。
３月も順調に仕事が入ってきている。

外衣・シャツ製造業
下関市

木材・木製品

印刷

木材価 格の 上昇 がゆ る やかに 続い てい る。 新 設住宅

製材業・木製品製造業

着工戸数も増加。

山口市

前年同 期と 比較 する と 好転は して いる が、 力 強さが

製材業・木製品製造業

ない状況。

下関市

消費税 増税 前の 駆け 込 み需要 のム ード もあ っ て、年

印刷

度末ま での 仕事 量は 増 加の傾 向に ある 。消 費 には直

下関市

接関係 しな い業 種な の で、４ 月以 降落 ち込 み の無い

事を願う。

窯業・土石製品

年度末 を控 え業 界に と っては 繁忙 期に 入っ た が、依

印刷

然仕事量が少なく売上は伸び悩みが続いている。

山口市

対前年 同月 比は 、骨 材 １１３ ％、 路盤 材１ ０ ８％、

砕石製造業

再生材 １１ ６％ 、全 体 では１ １８ ％の 出荷 量 となっ
ている 。平 成２ ６年 ４ 月１日 より 骨材 のみ の 値上げ
を決行する。路盤・再生材については現在調整中。
出荷量 は、 前月 比 ９ １ ％と減 少し たも のの 、 前年同

生コンクリート製造業

月比１１４%と増化している。本年度出荷は、前年度
比で８ ８％ 程度 と見 込 んでい たが 、４ 月～ １ 月の合
計は前 年度 比１ ０４ ％ で前年 度並 みの 出荷 量 は確保
できそ うで ある 。現 時 点、セ メン ト・ 骨材 等 の資材
調達に 問題 は無 く、 セ メント など 原材 料が 値 上げさ
れているが、生コン価格は総じて安定している。

一般機器

４月以降の仕事量に不安を持つ人が多い。

石工品製造業

２月は 、鋼 構造 物製 造 の組合 員は 前月 に引 き 続き好

一般機械器具製造業

調。自 動車 関連 の組 合 員は１ 月と 同様 の受 注 が漸増

宇部市

傾向に ある 。し かし 業 種によ って は受 注減 と なった
組合員もおり、バラツキがでている。
設備の 稼働 率は 上昇 傾 向。外 国人 実習 生の 受 け入れ

一般機械器具製造業

数も増 加傾 向に ある の で雇用 につ いて も改 善 するの

宇部市

ではないか思われる。
金型の 生産 受注 は回 復 傾向に ある が、 １月 受 注分と

特殊産業用機械製造業

平均す ると 例年 と大 差 なく、 設備 操業 度は 通 常と変
わりな い。 ４月 以降 は 消費税 増税 の影 響で 、 国内景
気減速による金型受注減が懸念される。成形製品は、
一部の 民生 部品 で受 注 の増加 傾向 にあ り、 生 産設備
の稼働 率は 上昇 傾向 に はある が、 全体 とし て は受注
量が不 足し てお り、 今 後の受 注増 に期 待す る ところ
である。
輸送機器

人材の不足。雇用確保が難しい。

船舶製造・修理業

車両輸 送機 部門 関係 は 、作業 量の 低迷 が年 度 末まで

鉄道車両・同部品製造

続きそ うで 、来 期ま で 待たな いと 上昇 気流 に 乗れな

業

い。精 密機 械加 工部 門 は、春 先ま で好 調が 続 く見通
し。
卸売業

消費税 増税 前の 駆け 込 み需要 によ り、 物量 が 増加し

各種商品小売業山口市

ており、収益の増に期待する。
下関地区は、公共工事の量が昨年より増加している。 各種商品小売業
防府市
時化が 長く 続く と魚 価 が高騰 し、 暫く 凪が 続 くと暴
落する 等、 魚価 相場 の 変動が 大き く、 ふぐ は 今季１
㎏３万円まで跳ね上がった。

生鮮・魚介卸売業

小売業

消費税 対策 とし て増 税 前の売 り出 しを して お り、前

化粧品小売業

年より も売 上が 上が っ ている 。メ ーカ ーの 在 庫適正
化の方 針に より 、消 費 税増税 に対 応す る値 上 げ予定
商品が 少し ずつ 示さ れ ている 。経 営者 の高 年 齢化に
より、組合員の減少が続いている。
酒・食 料品 店は 、デ ィ スカウ ント ショ ップ ・ 大型店

各種商品小売業

の攻勢 で苦 戦が つづ い ている が、 買い 物弱 者 の高齢

岩国市

者向け 販売 に活 路を 見 い出す つも りで ある 。 衣料・
呉服店 は、 消費 者が 品 揃えの 良い 店で 買う た め苦戦
しており、在庫の回転率も悪くジリ貧となっている。
電気器 具店 は、 水回 り のリフ ォー ムも 手 が け 、消費
税増税 前の 特需 もあ り 好調だ が、 ４月 以降 の 反動が
心配。 薬品 ・化 粧品 店 は、価 格競 争が あま り なく顧
客はつ かん でい るが 、 インタ ーネ ット 販売 が 脅威に
なりつ つあ る。 米穀 店 は、販 売規 制緩 和の た め米穀
だけの販売では将来廃業に追いつめられる不安あ
り。時計店は、安価な時計が出回り苦戦。装飾品（宝
石など）に活路を見い出すつもりである。家具店は、
婚礼家 具は 減少 し新 築 の備え 付け オー ダー 家 具やリ
フォー ムに 活路 を見 い 出して いる 。地 区内 の 小売業
界は、 大手 間の 競争 が 激化し てい るが 、週 末 は各大
型商業施設とも大変混みあっている。自動車関連は、
マツダ 車の 売れ 行き が 良く、 工場 の稼 働率 は 高水準
を維持 して いる 。求 人 につい ては 、人 手不 足 感から
当地域 も求 人倍 率が 上 昇中で 、時 間給 も上 昇 してい
る。事 業主 は、 経営 環 境に明 るい 兆し も感 じ てはい
るが、 人件 費・ 仕入 れ 価格の 上昇 もあ って 、 消費税
増税の ４月 以降 に不 安 がある との 声が 多い 。 政府の
景気対策に期待する。
周南市 市役 所本 庁立 替 工事に 伴う 仮庁 舎が 駅 前商店

各種商品小売業

街旧近 鉄松 下百 貨店 北 館に決 定。 人の 流れ が 大きく

周南市

変わる こと が予 想さ れ 、再活 性化 の方 向が 見 えてく
ると考えられる。
小売業

売上高 は、 前年 同月 比 ４％の 増加 。消 費税 増 税前の

各種商品小売業

駆込み需要がプラスされているかどうかは不明。

山口市

先月同 様に 売上 低迷 が 続き、 厳し い状 況。 ２ 月に入

各種商品小売業

り、老 舗の ホテ ル及 び 蒲鉾店 が相 次い で自 己 破産と

長門市

いう暗 いニ ュー スで 消 費にも 影響 が出 てい る のでは
と思われる。
商店街

消費税 増税 前の 駆け 込 み需要 を感 じる 。３ 月 の売上

山口市

増に期待する。
消費税 増税 前の 駆け 込 み需要 は、 業種 によ っ て差が
ある模 様。 ３月 には ア ーケー ド改 修や 廃ビ ル の撤去
及び整 地工 事も 終わ り 、竣工 式が 行わ れる 予 定。３
／１４ ～生 活応 援セ ー ルを増 税前 の販 促事 業 として

萩市

実施を 予定 して いる 。 消費税 増税 後は 、物 価 高騰と
年金受 給額 の減 少で 、 特に高 齢者 の消 費が 減 退する
と思われる。
サービス業

お客様 の来 店頻 度の 減 少に伴 う収 入の 低下 か ら、資

美容業

金運用が困難となり、借入が増えている模様。
１２月 の山 口県 自動 車 保有 台 数は 新車 効果 と 消費税

自動車整備業

増税前 の駆 込み 需要 に より、 １， ０７ ２ ， ０ ７５台
となり 、過 去最 高に 近 い台数 とな って いる 。 この状
況は短 期的 なも ので あ り長期 的に は減 少基 調 に変わ
りないと思われる。
２月に 入り 、急 に駆 け 込み需 要が 増え 、２ 月 、３月
の仕事がかなり増加。人手も足りない。
ＩＴ人 材派 遣は 、教 育 費が捻 出で きず 人材 育 成が出

情報サービス業

来ない こと も多 く、 案 件はあ るが 、マ ッチ し た人材
がいな い。 派遣 金額 が 低いこ とも 問題 であ る 。消費
税増税にともなうシステム修正もあると想定する
が、一時的なもの でし かない。 IT 業界が盛り上が
るためにも、IT を活用した成功事例をどんどん作る
必要性 があ るが 、利 用 者側の 理解 力ア ップ （ 意識や
スキル アッ プ） がど う しても 必要 であ る。 状 況は、
変わら ず厳 しい が、 こ のあた りが 新し いビ ジ ネスの
ヒントかもしれない。
昨年か ら、 島根 県や 広 島県に 流れ 、下 関の 宿 泊につ

旅館業

ながる よい 話が ない 。 山口県 全域 で、 過去 最 低・最

下関市

悪など とい う声 が引 き 続き多 く、 相変 わら ず 厳しい
状況ではあるが、日帰りの観光客は少し増えている。
高額商 品を 選ぶ 観光 客 が少し 増え 、な んと な くお財
布が緩 んで きた ので は ないか と感 じて いる 。 消費税
増税後どう影響があるか戦々恐々としている。
２月の 売上 高は 天候 が 影響し 、前 年同 月比 で ２１％

旅館業

減。資金繰りにも影響がある。

長門市

地区毎 で売 上げ の上 昇 に差が ある 。岩 国、 徳 山地区

飲食業

は１部 上場 大手 企業 が 多 いこ とか ら、 その 下 請企業
も多く 賃上 げに 敏感 で 景気、 賃金 とも 上向 き 。これ
らの地 区の 組合 員は 、 売り上 げが 伸び つつ あ るが、
収益の 改善 とま では い ってお らず 、全 体的 に 良い方
向に微 増と いっ たと こ ろ。一 方、 宇部 地区 、 下関地
区は、 地場 企業 中心 と いった 環境 にあ るこ と が主因
で、賃 金の 上昇 に乗 り 切れて いな い。 その 他 の地区
は、鳴かず飛ばず。
消費税 増税 前の 需要 が ないわ けで はな いが 、 広告費
は増税 に関 係な く削 減 される 項目 のよ うで 、 目立っ
て売上 は上 がっ てい な い。山 口県 屋外 広告 物 条例の

屋外広告業

改正に 伴い 、違 反広 告 物や老 朽化 した 広告 物 の取り
締まり体制の整備に尽力していきたい。
建設業

中電へ の工 事申 請は １ 月２７ ２件 （当 支部 分 ２３２

電気工事業

件）、前 年同月 ３０ ６件 （同２ ０６ 件）。太 陽光 発電
への申 請５ ６件 、オ ー ル電化 申請 ６７ 件（ 前 年は太
陽光４０件、オール電化３２件）。ＬＥＤ街路灯への
切替・新設申請は７７件（前年２３件）であった。
公共工 事は 、受 注後 の 発注者 の意 向に よる 着 工の遅

土木工事業

れや職 人の 不足 によ り 、翌年 度へ の繰 越が 例 年より

柳井市

増加し そう であ る。 民 間の一 戸建 住宅 の着 工 が一段
落した 様子 であ るが 、 それで も専 門工 につ い ては、
依然として不足している。
発注者 と請 負業 者の 見 積高が 折り 合わ ず、 赤 字覚悟

土木工事業

の受注が続いている。職人の不足が続いている。

下松市

２月の 受注 高は 、対 前 年同月 比４ ，０ ２３ ％ 。今年

土木工事業

度の累 計で は、 対前 年 比２８ ３％ とな って い る。対

萩市

前年同 月比 につ いて は 、前年 同月 の受 注高 が 非常に
少なか った のに 対し 、 今年は ２５ 年発 災の 激 甚災害
の復旧 工事 予算 の内 の ８５％ の発 注が 予定 さ れてい
るため２月に集中し極端な増加となっている。
平成２ ５年 度の 公共 工 事の入 札は 終わ り、 受 注済み

管工事業

工事を 熟し てい る。 優 先され る災 害復 旧工 事 等に人
員をと られ 、地 元の 下 請け業 者や ガー ドマ ン がおら
ず、ま た、 天候 にも 左 右され 、工 事が なか な か進ま
ない状 況が 続い てい る 。１月 ３０ 日発 表の 「 公共工
事設計 労務 単価 」の ７ ．１％ の引 き上 げは 、 ２月１
日から 適用 され 、条 件 は少し 良く なっ た。 資 材の値
上げが 報道 され てい た が、ま だ値 上げ とは な ってい
ない。前年２月と比べると収益は少し好転している。
運輸業

２月も １月 と変 わら ず 、車両 不足 の為 、計 画 通りの

一般貨物自動車運送業

輸送協力体制は８割弱で、取扱量も前年対比で２

下松市

０％の 減少 とな った 。 中小運 送業 者に とっ て 燃料価
格の値 上が りは 、経 営 を圧迫 して いる 。ド ラ イバー
の高齢 化が 進み 若者 の ドライ バー 不足 が目 立 ってき
ている。燃料価格は０．５円の値上げとなった。
消費税 増税 前の 駆け 込 み需要 にも 支え られ 、 全般的

一般貨物自動車運送業

に前年 度を 上回 る売 上 高とな って いる 。し か しなが

防府市

ら、自 給生 産に 切り 替 える荷 主も あり 、従 来 通りの
荷物量 が無 くな る動 き も出て 来て い る 。消 費 税増税
後の反 動も 気に なる と ころで もあ る。 燃料 費 は、依
然として高止まっている。
引き続 き荷 物量 に対 し て業界 全体 の車 両数 が 足りな

一般貨物自動車運送業

い状況 が続 いて おり 、 かなり 良い 条件 で取 引 が行わ

宇部市

れてい る。 喜ば しい 事 ではあ るが 、車 両が 足 りない

部分は どう にも なら ず 、お客 様か らの オー ダ ーをお
断りせざるを得ない状況も発生している。
１月は 休日 も多 く、 ２ 月は異 常な 大雪 で高 速 道路の

一般貨物自動車運送業

通行止 め等 で、 予定 の 運行が 出来 なか った 。 １月の

下関市

ＥＴＣ 手数 料は 本事 業 ２度目 の０ 円と なり 、 全 く景
気の回 復感 を感 じら れ ない結 果と なっ た。 道 路の管
理者に は適 正な 道路 管 理を強 く要 請し たい 。 中小企
業はベアアップどころではない。
タクシーチケットの取扱い金額は、前年比▲４.６％

一般旅客自動車運送業

（平成２６年１月１日 ～平成２６年 ２月２０日
分）１月１日～３１日分は▲５.２％、２月１日～２
０日分 は▲ ３． ６％ 。 昨年１ ２月 に減 少幅 が 少なく
なった よう に思 われ た が、再 び減 少幅 が拡 大 し、ア
ベノミ クス 効果 は、 ま ったく 感じ られ ない 。 地域別
では、防府・下松は前年より若干増加、周南は減少、
光市の 地区 は大 幅に 減 少 して おり 、事 業者 も 、乗務
員も非 常に 厳し い状 況 が続い てい る。 燃料 の ＬＰＧ
につい ては 、Ｃ Ｐ（ 通 告価格 ）が 、前 月分 よ り大高
騰した ため 、２ 月の タ クシー 会社 の購 入単 価 は先月
に続き ＋１ ３％ 上昇 、 前年２ 月分 に比 べ＋ ２ ０％と
大幅に 上昇 して おり 、 燃料価 格の 上昇 は、 価 格転嫁
の難し いタ クシ ー会 社 の経営 を苦 しめ てい る 。消費
税の増 税分 を運 賃に 反 映でき るか どう か、 大 いに注
目している。
景気が 上向 き傾 向と の 情報は 、最 大手 とご く 一部の
中小企 業だ けで はな い かと思 われ る程 、経 済 情勢は
良いとは感じられない。

港湾運送業

