平成 26 年 12 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。
１２月は、受注や売上が、食料品、小売業、商店街及び運輸業では増加と減少が混在した。
繊維工業、一般機器、輸送機器、建設業から受注や売上が増加したとある一方で、卸売業、
木材・木製品、印刷、サービス業からは減少した、報告である。また、運輸業の一部ではあ
るが、原油価格の下落が利益確保への追い風となっている。
景気は「一部に弱さがみられるが、全体としては緩やかに回復している」とされているが、
同一業種でも景気感に差があり、まだら模様の景気動向に変化はなく、先行き不透明感も残
っており、今後の経済対策等に期待したい 。

山口県の主要指標 DI 値（平成 26 年 12 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： 7.5％
(<

売上高

悪化：33.8％

DI 値：▲26.3％ ポイント

増加 > － < 減少 > ＝ < DI 値> )

前年同月比は、増加：17.5％

減少：28.8％

DI 値：▲11.3％ ポイント

( < 好転 > － < 悪化 > ＝ < DI 値> )

収益状況

前年同月比は、好転：11.3％

悪化：30.0％

DI 値：▲18.7％ ポイント

山口県の業種別 DI 値(業界の景況)（平成 26 年 12 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

原材料 の値 上げ が続 く 中、依 然と して 価格 転 嫁でき

パン・菓子製造業

ない状 況が 続い てい る 。消費 税１ ０％ の延 期 を喜ん
でいる 組合 員が 大半 で ある。 クリ スマ スケ ー キは、
バター の代 用品 で製 造 したと ころ もあ る。 ま た、ク
リスマスケーキの値上げを行った店舗が多い。
１１月 は対 前年 同月 で ＋２４ ％の 大幅 アッ プ となっ

水産食料品製造業

たが、 １２ 月は 前半 の シケ、 荒天 等の 影響 で 伸び悩

萩市

み、対 前年 同月 で＋ ７ ．５％ とな った 。４ ～ １２月
の累計 では 前年 同期 比 で＋１ ３． ７％ と好 調 を維持
してお り、 開業 １４ 年 目でこ れま での 最高 売 上・利
益とな る。 平成 ２７ 年 も、Ｎ ＨＫ 大河 ドラ マ 等の効
果で、 順調 な業 績が 期 待でき る。 設備 投資 と してＥ
Ｖ用２ ００ Ｖ普 通充 電 器（既 設） に加 え急 速 充電設
備を平 成２ ７年 １月 １ 日から 共用 開始 する 。 また、
経年劣 化の 進む 大型 製 氷機と プレ ハブ 冷凍 庫 ２基の
設備更新を実施した。
先月に引き続き、販売量が減少。消費が鈍っている。 水産食料品製造業
地方だけでなく大都市圏でも同様に落ち込んでお

下関市

り、全体の景気が悪い。
季節は ずれ の長 雨が 続 くなど の天 候不 順の 影 響で、

精穀・製粉業

作業の 進捗 状況 が遅 れ 気味と なっ てい る。 ま た、昨
今の米 あま り基 調に 伴 い、米 の取 引価 格の 低 下につ
いても 、回 復す るよ う な傾向 では なく 、こ の ままで
は、米 の生 産の 継続 が できな くな る生 産者 が 増える
ことが懸念されている。
繊維工業

今月も 販売 取引 き先 の 新商品 切換 えで 一時 的 に受注

下着類製造業

増となっている。 ただし、店頭の売れ行き状況はい
い状態ではないため、依然として先が読めない。
消費税増税ショックから未だ回復できていない。

外衣・シャツ製造業
山口市

円安の為かメーカーが国内生産を求めている現状

外衣・シャツ製造業

と、以 前よ り製 造工 場 が減少 して いる 為に 、 小ロッ

下関市

トなが らも 方々 から 引 き合い があ り、 そこ そ こ忙し
くしている。
木材・木製品

新設住 宅着 工数 は、 消 費税増 税の 反動 が続 き 回復の

製材業・木製品製造業

兆しはない。スギ中丸太価格も高止まりで推移。

山口市

住宅着工数が低調で受注が少ない。

製材業・木製品製造業
下関市

印刷

円安に より 原材 料及 び 経費の 負担 が増 え、 消 費物価

印刷

の相次 ぐ値 上げ で先 行 きは不 透明 であ る。 原 油価格

下関市

の下落 で円 安の 影響 が カバー され てい るが 安 穏とす

ること はで きな い。 大 手はア ベノ ミク スの 恩 恵を受
けてい るよ うで ある が 、地方 はま だま だで 、 格差が
広がっている。
依然として受注が少なく、売り上げも伸びない。

印刷
山口市

窯業・土石製品

前年同 月と 比べ 、再 生 路盤材 の出 荷数 量は 上 がって

砕石製造業

いるが 、骨 材、 路盤 材 に関し ては 、出 荷数 量 もかな
り減っ てい る為 、在 庫 が山積 みに なっ てい る 。業界
の動向は前月と変わらず。
出荷量は、前月比９４%、前年同月比８４％。現時点

生コンクリート製造業

では、 セメ ント ・骨 材 等の資 材調 達は 、特 に 問題は
生じて いな いが 、砂 利 など原 材料 価格 が一 部 値上さ
れている。
少子化 によ り将 来の 需 要の減 少が 予測 され る ため業

石工品製造業

界全体の気運が下がっている。
一般機器

原油価格の上下変動に製品の取引価格をどうする

一般機械器具製造業

か、事業者は悩んでいる。

周南市

１２月 の景 況は 、こ こ ２～３ か月 と同 じく 好 調。自

一般機械器具製造業

動車関 連、 構造 物製 造 関連（ 体育 館の 耐震 工 事）な

防府市

ど前月に引き続き良好。雇用は求人難が続いており、
このこ とを 考え ると 機 械への 設備 投資 を行 っ て、さ
らなる 省力 化を 図っ て いく必 要が ある 。こ れ まで見
積もり を出 して も中 国 、韓国 への 発注 とな っ ていた
ものが 、イ ンド ネシ ア 等から 、少 しず つ受 注 が取 れ
始めている。
機械製 造関 係、 食品 加 工、ス ーパ ー等 の人 手 不足か

一般機械器具製造業

ら、外 国人 技能 実習 生 早期受 け入 れ、 増員 の 相談が

宇部市

あり、 建設 関係 から の 相談も 増え てい る。 し かし、
実習生 は入 国ま で６ ケ 月位必 要と なる ので 、 つなぎ
のため の臨 時職 員の 紹 介を依 頼さ れる こと も 多い。
ハローワークに登録しても臨時職員の確保も難し
く、一 部、 派遣 頼み の 企業も あり 、企 業に よ っては
残業が 増え てい る。 ま た、外 国人 留学 生の 就 職を希
望する 企業 もあ り、 タ イ、中 国の ２名 の留 学 生の就
職が決定した。
前月と同じく、売上高が増加傾向で推移している。

一般機械器具製造業
宇部市

１２月 金型 の設 備操 業 度は１ １月 と同 等の 設 備操業
度とな った 。１ ２月 に 入りリ ピー ト金 型の 受 注が入
ったお かげ で、 １月 ス タート の設 備操 業度 は 上がる
見込み だが 、設 計工 数 が少な いた め、 新規 金 型の受
注を進 める 必要 があ る 。現状 １月 ～４ 月生 産 分は何
とか仕 事量 の確 保は 出 来つつ 有る 現状 だが 不 安要素
も多く 有り 、価 格面 、 納期に 関し ては 相変 わ らず顧
客から の厳 しい 要望 が 続きそ うで ある 。来 年 はアベ

特殊産業用機械製造業

ノミク ス効 果が 我々 中 小企業 に早 く波 及し て くれる
ことを 期待 して いる が 、 円安 が進 んで いる の で厳し
い環境 にな るよ うに 思 う。成 形製 品の 生産 状 況は、
新規案 件の 売上 は少 し ずつ売 上に 貢献 し始 め ている
が、既 存の 民生 部品 （ 家電部 品、 電子 部品 ） の売上
は伸び 悩ん でい る。 設 備稼働 率を 向上 させ 、 受注増
に期待するところ。
輸送機器

鉄道車 両、 精密 機械 加 工部門 とも 持ち 直し て きてい

鉄道車両・同部品製造業

る。特 に精 密加 工部 門 は春先 まで 多忙 の作 業 量が見
込まれ てい る。 車両 部 門は年 明け に少 し落 ち 込みが
みられるが、大きな変動はない見通しである。
卸売業

燃料価 格が 下が り配 送 コスト の軽 減に よる 収 益が見

各種商品小売業

込める 。解 散総 選挙 が 行われ 与党 の圧 勝に 終 わり今

山口市

後の景気対策に期待したい。
ガソリ ン価 格が ２年 前 同等の 安い 価格 とな り 、経費

各種商品小売業

削減となっている。１ℓ：１４０円（税込）。

下関市

景気の 悪化 によ り益 々 消費が 低迷 して いる 。 新海苔

乾物卸売業

の入札 が開 始さ れた が 、温暖 化の 影響 か良 質 の新海
苔が品 薄で 、競 争が 激 しく価 格が 高騰 し欲 し い海苔
が入札出来ないでいる。
時化が 多く 魚の 入荷 が 少ない うえ に、 年末 価 格で相

生鮮・魚介卸売業

場が高 騰し てい る。 そ のため 、例 年よ り客 足 が悪く
選挙や消費税の影響もあり購買意欲が下がってい
る。
小売業

例年通 り、 店頭 は歳 末 のにぎ わい を見 せて い る。し

化粧品小売業

かし客 数は あま り増 加 してお らず 、専 門店 は 売上の
確保に 苦労 して いる 。 組合活 動の 資金 源で あ る資生
堂の健 康食 品他 のコ ン テスト は２ ３期 連続 で 売上目
標が達成でき、ほっとしている。
組合員 事業 所に つい て は１２ 月８ 日（ 月） ～ １２日

各種商品小売業

（金）の間、５倍シールポイントのイベントを実施。 岩国市
高齢者 が楽 しみ にし て おり各 店の 売上 に貢 献 してい
る。１ ２月 は通 常月 と 違い多 少、 商店 街に 活 気が戻
る。金 融機 関や 郵便 局 に 用事 のあ る方 が商 店 街に訪
れるの が寄 与し てい る 模様。 駐車 場確 保の た め国道
沿いに 出店 する 店が 多 いが公 的機 関の 商店 街 への誘
致も目 指さ なけ れば な らない 。地 元ス ーパ ー （玖珂
ミコー ・中 央フ ード ） の大手 企業 への 系列 下 が進ん
でいる 。大 手流 通業 界 の価格 競争 激化 によ り 小規模
小売業 者の 廃業 が進 む 恐れを 感じ てい る。 ガ ソリン
等燃料 の値 下が りに よ り一安 心を して いる 。 福祉関
係創業の相談があり、高齢者対応の仕事が増えるが、
国の介 護保 険の 政策 に より収 益が 左右 され る ため、
動向を 注視 して いる 。 看護師 やヘ ルパ ーな ど 職員の
確保に 苦労 して いる 施 設が多 くな って おり 、 これが

賃金の 上昇 を招 いて お り、他 業種 にも 波及 す る様子
である。

商店街

ツリー 祭り も徳 山港 付 近に拡 大開 催さ れた 。 商店街

各種商品小売業

への来街者は減少した模様。

周南市

前年よ りも 休日 が一 日 少ない にも かか わら ず 売上は

各種商品小売業

若干増加。寒さが功を奏したと思われる。

山口市

先月同 様

各種商品小売業

既存 店ベ ー スでは ほぼ 前年 並み で すが、

全体売上、来店客数にすると、かなり下回る状況。

長門市

山口デ ーが 始ま り少 し 売上・ 客数 は増 加し て いる。

山口市

駐車場 台数 は前 年対 比 で減少 して いる 。公 務 員のボ
ーナス支給時には、客数が少し増となった。
年末の 売上 が例 年よ り も悪く 、収 益が 悪化 し たので

萩市

人員整理の店も出た。
サービス業

年末商 戦と は言 い難 い 状況。 ２割 増し 程度 の 忙しさ

美容業

で、店 販商 品等 の売 れ 行きが よく ない 。余 分 な買い
物は差し控えているのだろう。
業界の 状況 は良 くな い 。新し いサ ロン のあ り 方を求

理容業

められていると感じている。
次世代自動車の本命と言われる燃料電池車（ＦＣＶ） 自動車整備業
の市販 が開 始さ れた 。 年間販 売予 定台 数が ４ ００台
であり 、水 素ス テー シ ョンの 設 置 が予 定さ れ ている
都道府 県の みと なっ て いるが 、将 来イ ンフ ラ 整備が
進めば急速に普及する可能性がある。
対前年 比で の売 上縮 小 幅は落 ち着 きつ つあ る が、売
上の減 少の 底が まだ 見 えてい ない 。業 界自 体 も減少
傾向にあるので、次の一手を考えなければならない。
フィッ トネ スジ ムで は 、６５ 歳以 上の 男性 会 員が増

スポーツ・健康教授業

加傾向 にあ る。 スイ ミ ングで は、 少子 化の 影 響をど
う補っ てい くか が課 題 。重油 価格 が下 がっ て きたの
は好条件となっている。
宴会は 前年 とお りに 集 客でき たが 、下 関地 区 の宿泊

旅館業

者は少なかった模様。

下関市

部屋数 は少 ない が“ ふ く”が 提供 でき る旅 館 は高額
であっ ても 好調 であ っ たとの こと で、 客の 財 布の紐
が少し緩んできたように思う。
宿泊人 員は 対前 年１ ０ ５．３ ％と 前年 をク リ アし好

旅館業

調に推 移し た。 売上 高 も忘年 会等 の日 帰り 利 用客の

山口市

増加に より 前年 をク リ アした 。ビ ジネ ス客 の 増加が
好調に推移した要因。
1２月の売上高は前年より減少の見込み。経費の取引

旅館業

条件は 前月 から の原 油 価格の 下落 によ り一 部 好転し

長門市

たが、 収益 は変 わら ず 。入浴 等の 施設 利用 収 入は減
少傾向にある。

１２月 は季 節的 に売 り 上げが 増加 する 時期 で 多少の

飲食業

増加を みた が、 ベー ス が上昇 して いう ので は ない。
地域的 には 、周 南地 区 、岩国 地区 が少 し堅 調 に思う
が、他は然程増加していない。各組合員の「自助」、
組合全体での「互助」、関係するところとの「共助」
が必要 で、 工夫 なく し て将来 はな いと 思う が 、実行
は難しい。
年末は 大掃 除の イメ ー ジが強 く、 クリ ーニ ン グ業も

普通洗濯業

その恩 恵を 受け て忙 し くなる 時期 だが 、今 年 は前年
同月と 比べ 売上 が伸 び 悩んで いる 。節 約傾 向 もある
が、早 めに 寒波 が襲 来 して寒 くな った 影響 も あると
思う。 原油 価格 が急 落 してい る が 、今 のと こ ろ資材
価格などに変化はない。
建設業

中電へ の工 事申 請は １ １月２ ７２ 件（ 当支 部 分２４

電気工事業

０件）、 前年同 月３ １６ 件（同 ２４ ８件）。 太陽 光発
電への 申請 ５８ 件、 オ ール電 化申 請７ ４件 （ 前年は
太陽光３９件、オール電化６１件）。ＬＥＤ街路灯へ
の切替・新設申請は４５件（前年３３件）であった。
公共工 事の 比率 が高 ま ってい る。 民間 工事 は マンシ

左官業

ョンが 中心 。こ の一 年 技能者 不足 の中 で状 況 は好転
したが 、今 は横 這い の 状態か 。工 期遅 延の 恐 れのあ
る現場が発生している。
市町が 生活 に密 着し た 工事を 発注 して おり 、 大変良

土木工事業

い事に 思う 。地 元の 建 設業者 も年 末に なり 、 少し忙

柳井市

しくな って きて いる 。 しかし 、急 に忙 しく な ると労
働災害 ・交 通事 故等 が 心配で ある との こと で 、品質
管理も安全管理も財政的に余裕がないと取り組め
ず、な かな か向 上し な いとの こと 。人 員不 足 が続い
ている。
年度末に向けて入札はあるが、価格は低い。

土木工事業
下松市

２６年１２月の受注高は、対前年同月比で１１８％。 土木工事業
今年度の累計では４０４％。

萩市

工事の ２月 末納 期の 関 係で、 １２ 月の 発注 は 殆ど無

管工事業

い。今 年度 の組 合員 の 状況は 、既 に十 分な 仕 事量を
受注で きて おり 、人 手 不足で はあ るが 納期 に 向けて
工事を 熟し てい る。 燃 料価格 が下 がっ てい る が、発
注価格 も連 動し て引 き 下げら れる ため 、収 益 には関
係しない。
運輸業

月の後 半頃 から 輸出 関 連出荷 が増 加し てい る が、車

一般貨物自動車運送業

両不足 が以 前よ り一 層 深刻化 して きた 。特 に 長距離

下松市

輸送車 両不 足は 全国 的 な現象 の様 子。 月半 ば の降雪
時には 、高 速道 路通 行 止めに より 大渋 滞と な り積込
みが不 能と なっ た車 両 が多々 見ら れた 。総 じ て収益
は前年 同月 比で プラ ス マイナ ス０ であ る。 油 関係は

４．５ 円の 値下 げ。 運 賃据え 置き の中 で、 油 の値下
げぐら いで は中 小輸 送 業の経 営は 依然 とし て 改善さ
れない。
売上は 、ス ポッ ト需 要 もあり 前年 同月 比で 若 干上向

一般貨物自動車運送業

いた。 燃料 価格 は下 落 傾向に あり 、こ の状 況 が続く

防府市

ことを 願う ばか りで あ る。今 一番 の問 題は 人 手不足
にあり 、ど の組 合員 も 頭を悩 ませ てい る。 コ スト削
減は限 界に きて おり 、 運賃が 上が らな い限 り この問
題は解決されそうもない。
物流に関しては、年末に向けて繁忙期を迎えている。 一般貨物自動車運送業
特に年 末商 戦や お歳 暮 等の需 要に より 食品 輸 送関係

宇部市

が伸び てき てい る。 ま た原油 価格 の下 落に よ る軽油
の値下 がり も利 益確 保 への追 い風 とな って い る。倉
庫保管 案件 も順 調で あ り、特 に輸 送と 保管 が セット
になった受注が増えてきている。
運送業 界の 切望 であ る 燃料の 引下 げは あり が たい。

一般貨物自動車運送業

市場価格で１ℓ：１１９円のところ、当組合の仕入値

下関市

は１ℓ：１１４．５円である。心配なところは景気の
悪さが 相変 わら ずで 、 運賃の 値下 げと なっ て いる。
特に天 候に 左右 され 運 行が容 易で ない 事が 増 えてい
る。無事故、安全運行が重要である。
タクシ ーチ ケッ トの 取 扱い金 額は 、消 費税 込 の金額

一般旅客自動車運送業

で、前年同月比▲１.１％（平成２６年１１月１日 ～
平成２６年１２月２０日分）。１１月１日～３０日分
は▲３.８％、１２月１日～２０日分は＋２.１％とな
った。 長く 続い た売 上 減少が 、９ 月、 １０ 月 に増加
に転じ たが 、再 び減 少 傾向と なり 、１ １月 分 はもち
ろんの こと 、１ ２月 分 も消費 税を 除く と減 少 してい
る。当 組合 の取 扱い は 、光市 、下 松市 、周 南 市、防
府市の 地域 だが 、１ １ 月分に つい ては 、周 南 が大幅
に減少 、下 松、 光も や や減少 、防 府地 区が 前 年より
少し増 加し てい る。 主 要燃料 であ るＬ ＰＧ は 、ＣＰ
（通告 価格 ）と 為替 に 連動し て変 動す るが 、 原油価
格の下 落に 連動 して 、 ブタン 、プ ロパ ンの Ｃ Ｐは前
月分よ りも さら に下 降 。円安 が進 んだ が、 購 入単価
は先月 より も４ ％下 が って、 前年 １２ 月分 に 比べ１
０％安 価と なっ てい る 。１２ 月の 繁忙 期に 燃 料費が
下がる のは 、大 いに 助 かって いる 模様 であ る 。１２
月の繁 忙期 は、 時間 帯 によっ ては 配車 が間 に 合わな
い時も ある 模様 で、 乗 務員の 収入 が減 少し て いるこ
ともあ り、 乗務 員確 保 が大変 難し い。 地方 の 中小企
業や一 般消 費者 には 、 円安の 悪影 響が 大い に 懸念さ
れ、国内消費は厳しい状況が続くものと思われる。
季節的 要因 によ る若 干 の取扱 高の 伸び が見 ら れた組
合員企 業は ある もの の 、全体 では 伸び 悩ん で いる。

港湾運送業

地方の 港で は、 アベ ノ ミクス 効果 の恩 恵は 受 けてい
ない。

