平成 27 年４月期月次景況調査結果
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。
４月は、食料品、一般機器、輸送機器、商店街、サービス業の一部で売上が増加している。
特に水産食料品製造業の一部と旅館業ではＮＨＫ大河ドラマ「花燃ゆ」の影響で売上が伸び
たとの報告である。また、依然として繊維工業、輸送機器、建設業の人手不足・技能者不 足
は続いている。
一方で、繊維工業、木材・木製品、印刷、窯業・土石製品、卸売業、小売業、建設業の一
部では売上減少の報告であり、材料費の値上りや消費税増税の影響を訴える企業もある。
こうした中、「プレミアム商品券」による消費の底上げに期待する声が多い。

山口県の主要指標 DI 値（平成 27 年４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：10.0％
(<

売上高

悪化：28.8％

DI 値：▲18.8％ ポイント

増加 > － < 減少 > ＝ < DI 値> )

前年同月比は、増加：16.3％

減少：35.0％

DI 値：▲18.7％ ポイント

( < 好転 > － < 悪化 > ＝ < DI 値> )

収益状況

前年同月比は、好転：10.0％

悪化：27.5％

DI 値：▲17.5％ ポイント

山山口県の業種別 DI 値(業界の景況)（平成 27 年４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

入学・ 入園 記念 品の 注 文数は 例年 並み 。予 算 がある

パン・菓子製造業

記念品 等に は原 材料 の 値上げ 分を 価格 に反 映 しにく
く、収益が悪化している。
３月は ＋１ ４％ と前 年 同月を 大幅 にク リア 。 Ｈ２６

水産食料品製造業

年度で は＋ １４ ．３ ％ で総売 上は １１ 億円 を 突破、

萩市

経常利 益も 大幅 増加 。 国交省 によ る全 国モ デ ル 道の
駅認定 とＮ ＨＫ 大河 ド ラマの 効果 もあ り、 ４ 月は４
／２４ 現在 で前 年同 月 比＋１ ０％ 程度 と依 然 好調。
６／１ ４（ 日） ＮＨ Ｋ 総合Ｔ Ｖ「 サキ どり 」 に登場
予定ほか、全国メディアでの露出が続く。
販売量 の減 少が 続い て おり厳 しい 。業 界に よ っては

水産食料品製造業

景気の 回復 の話 も聞 く が、小 売業 はマ イナ ス となっ

下関市

ているのではないかと思われる。
季節は ずれ の長 雨の 影 響で、 作物 の生 育状 況 が遅れ

精穀・製粉業

気味と なっ てい る。 ま た、米 あま りの 中で 、 ＴＰＰ
農業交 渉に よる 米の 輸 入自由 化の 報道 によ り 、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引き続き懸念されてい
る。
繊維工業

以前に も増 して 経営 の 厳し い 組合 員が あり 、 資金繰

下着類製造業

りに苦 慮し てい る。 外 国人技 能実 習生 の受 け 入れで
は、中 国人 の募 集が 困 難にな り、 今年 から ベ トナム
人の受け入れを開始。
消費は低迷したまま回復を見せていない。

外衣・シャツ製造業
山口市

仕事はそこそこあるが、人材不足で苦慮している。

外衣・シャツ製造業
下関市

木材・木製品

新設住 宅着 工数 は、 ほ ぼ前年 並み に回 復し て きたの

製材業・木製品製造業

で、丸 太の 生産 量が 増 えて流 通し はじ め、 価 格がや

山口市

や下落傾向にある。
公共事 業は 前年 同月 と 同じ程 度の 量で ある 。 民間事

製材業・木製品製造業

業は駆 け込 み需 要の 消 化分が 残っ てい た前 年 と比べ

下関市

ると、 ガク ッと 落ち て いる。 雨が 続き 天候 が 悪かっ
た昨年 ６月 以降 の仕 事 量が減 った 状況 から 回 復でき
ていない。
印刷

全体的 な景 気は 上向 き 傾向に ある が、 印刷 業 界は、

印刷

３月に 島根 県で ２番 目 の規模 の印 刷会 社が 倒 産、４

下関市

月に入 って 山口 市で も 倒産が 出て いる 。ス マ フォ広
告市場 が１ 兆円 を超 え 、ネッ ト広 告市 場が ３ 兆円を
超えた こと もあ り、 紙 での情 報伝 達は 縮小 さ れてい

る。

月初に 同業 者の 倒産 が あり、 また 、印 刷事 業 の縮小

印刷

を宣言 され る業 者も 出 てきて 、業 界も いよ い よ、方

山口市

向転換を強いられる局面を迎えている。
窯業・

前年同 月比 で出 荷数 量 は激減 して いる 。砕 石 工場も

土石製品

骨材が 取れ なく なっ た 工場も あり 、組 合と し ても更

砕石製造業

に厳し い状 況と なっ て きた。 災害 復旧 工事 も ほぼ完
了し、今後入札件数が減ると予想される。
出荷量 は、 前月 比１ ０ ０％、 前年 同月 比９ ５ ％。平

生コンクリート製造業

成２６ 年度 出荷 は、 対 前年度 比９ ８％ で、 わ ずかに
減少し てい る。 平成 ２ ７年度 の見 通し は対 前 年度比
で約９ １％ と厳 しめ の 見通し とな って いる 。 現時点
はセメ ント ・骨 材等 の 資材調 達で 特に 問題 は 生 じて
おらず、生コン価格は安定している。
地域性 はあ るが 、新 規 の仕事 の依 頼よ り移 転 やリフ

石工品製造業

ォーム 、特 に撤 去の 依 頼が増 えた よう に感 じ る。少
子高齢 化の 影響 を受 け やすい 業界 なの で、 新 規顧客
の開拓をどのようにするかが課題である。
一般機器

４月の 景況 は３ 月と 同 様で概 ね順 調。 プラ ン ト関連

一般機械器具製造業

は、マ レー シア 、ベ ト ナムの 受注 が回 復し た ので、

防府市

前年よ り利 益が 上回 っ ている 。自 動車 関連 は 新年度
に入っ て間 もな いの で 、今後 に期 待し てい る 。４月
末、ガ ソリ ンの 価格 が 上昇し てお り、 コス ト への影
響を懸念している。
従来か らの 機械 製造 関 係、食 品加 工、 スー パ ー等に

一般機械器具製造業

加え、 農業 、食 肉加 工 業から も人 手不 足か ら 、外国

宇部市

人技能実習生の受け入れや増員の相談がある。一方、
円安に 伴い 実習 生の 実 質の手 取り が目 減り し ている
ため、 かな りの 賃金 ア ップを しな いと 、中 国 はもち
ろん、 ベト ナム でも 実 習生の 募集 に支 障を 来 す事態
となっ てい る。 その た め、時 間給 から 月給 へ の移行
を進め てお り、 企業 の 負担は 今後 とも 増加 す るであ
ろう。
前月と同等で推移。売上が微増している。

一般機械器具製造業
宇部市

金型の 生産 設備 操業 度 は２月 ～３ 月に 比べ や や落ち
着いた 。平 面研 削盤 の 故障で 研削 工程 が遅 れ 負荷が
多かっ たが 何と か復 旧 。しか し何 時故 障が 起 きるか
不安な 状況 で新 規導 入 のため 補助 金制 度の 追 加に期
待して いる 。５ 月以 降 の生産 状況 は、 稼動 日 数が少
ない分 ４月 と同 等と 予 測して いる 。今 から ６ 月、７
月分の 受注 活動 を進 め る予定 。成 形製 品の 生 産は自
動車関 係が 長期 休暇 の 影響も あり 稼動 日数 が 少ない
分、売 上、 稼働 率と も 低調で あっ た。 販売 コ スト削

特殊産業用機械製造業

減を客 先か ら要 求さ れ 続けて いる なか 、稼 動 効率を
高め、 ロス の低 減、 不 良品撲 滅に 努め る等 、 よ り一
層の努力を継続していく必要がある。
輸送機器

鉄道車 両、 精密 加工 部 門とも 、前 年同 月並 み を維持

鉄道車両・同部品製造業

してお り、 まず まず の 生産高 で推 移し てい る 。車両
部門は ６月 以降 生産 増 加が見 込ま れる 。精 密 加工は
現状の 水準 を維 持し 安 定した 業績 が続 き、 製 缶プラ
ント部 門は 小幅 な落 ち 込みに とど まる と見 ら れてい
る。

卸売業

人材不足が続いている。

船舶製造・修理業

材料費の高騰による値上がりが収益に影響。

各種商品卸売業

４月に 入っ ても 海苔 の 価格が 高騰 して おり 、 全く購

乾物卸売業

入でき ない 状況 が続 い ている 。需 要が 落ち 込 んでお
り、今 年度 も厳 しい ス タート とな った 。６ 月 からの
イリコの入札に期待したい。
注文が 多く 景気 が戻 っ てきて いる と思 われ る が、天

生鮮・魚介卸売業

候不順のため魚が品薄で対応出来ず困っている。
“ふ
く”も相変わらず品薄のため高値。
小売業

３月決 算の とこ ろが 多 く、４ 月に 入り 落ち 着 きを見

化粧品小売業

せてい る。 業界 は経 営 者の高 齢化 と後 継者 不 足で店
舗数が 減少 して おり 、 組合員 の総 会参 加者 数 も減少
してい る。 組合 活動 も メーカ ーと 協力 して 盛 り上げ
る努力が必要な様子である。
組合員 事業 所は 小売 業 者が多 く、 ４月 の商 戦 に特段

各種商品小売業

の変化 はな かっ た。 商 店街は 地区 人口 が徐 々 に減少

岩国市

してお り共 働き 世帯 も 多く、 交通 弱者 の高 齢 者の購
買に頼 って いる とこ ろ が大で ある 。７ 月４ 日 （土）
より岩 国市 内で 発売 さ れる２ 割お 得の プレ ミ アム商
品券に 、一 過性 かも し れない が期 待し てい る 。地区
内の中 小企 業者 の動 向 は、建 設業 の職 人も 高 齢化し
ており 人手 不足 感が あ る。ま た、 職人 の養 成 も今後
の課題 であ る。 倒産 の 話を聞 かな いの で地 区 経済は
徐々に 良く なっ て来 て いるよ うだ が、 地区 事 業者へ
の波及 効果 はま だ薄 い 模様。 福祉 関連 は、 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 いる 。こ れが 賃 金の上 昇に つな がっ て おり他
業種にも波及してきている。
周南市 の委 託事 業と し て平成 ２６ 年３ 月か ら 開設さ

各種商品小売業

れたピ ピ５ １０ 内の 「 ピピコ １９ ９」 子ど も の遊び

周南市

場は継続営業が決定した。
４／２３日時点で、前年同月比＋２７％となり、前々

各種商品小売業

年比でも＋６％で推移。但し、中心商店街の売上は、 山口市
詳細は不明だが減少している様子である。

平成２ ６年 度は 消費 税 増税に 伴い 売上 、客 数 共に前

各種商品小売業

年をかなり下回る厳しい経営状況となった。今月は、 長門市
既存店 ベー スの 昨年 対 比で、 昨年 の消 費税 増 税開始
時より 売上 、客 数は 上 回って いる が、 ＳＣ 全 体では
昨年の 退店 が影 響し 、 売上、 客数 共に 前年 を 下る状
況。
商店街

消費税増税後、回復基調は見られず、各店舗〈業種〉 山口市
とも売 り上 げの 確保 に 苦労し てい る状 況が 続 いてい
る。売 上の 確保 が出 来 ないと 在庫 は増 え収 益 は悪化
する。 気候 も良 くな り 、商店 街へ の、 お客 様 の流れ
を期待 する と同 時に ６ 月から のプ レミ アム 商 品券に
期待する。
季節に 関係 のあ る業 種 では、 一時 的に 売上 が 少し上

萩市

がって いる 。国 の施 策 である プレ ミア ム商 品 券の関
係もあ る。 商品 券の 販 売所が 商店 街ア ーケ ー ド内で
もある ため 、何 年か 振 りに買 い物 に来 たと い う客も
いる。 組合 員か らは 「 地方に は今 回の よう な 地域活
性化のための施策をこれからも望む」との声がある。
サービス業

４月に 入り 色々 な行 事 がある ので 、美 容室 に 出向い

美容業

てくれ る人 が多 く、 少 し活気 が出 てき たよ う に感じ
られる 。他 の業 界も Ｐ Ｒ作戦 で個 別に 電話 等 を入れ
て、営業する業者が増えてきている。
景気回復を期待している。

理容業

県内の 自動 車整 備工 場 数が緩 やか では ある が 減少し

自動車整備業

ている 。平 成２ ６年 度 廃業は １７ 工場 あり 、 新規開
設は１ １工 場で あっ た 。ピー ク時 の平 成１ ９ 年度は
１，１ ９４ 工場 あっ た が、平 成２ ６年 度末 は １，１
６２工場となった。
新年度 に入 り落 ち着 い た滑り 出し 。昨 年の 同 時期に
比べればよい。
会員数 がこ れか ら増 加 してい く時 期だ が、 少 子化の

スポーツ・

影響はある。

健康教授業

宿泊人員及び売上高とも対前年で１０％伸びてい

旅館業

る。
「花燃ゆ」の影響かどうかは５月の結果を見ない

山口市

と判断できない。
４月は 、地 元宴 会等 の 動きも 良く 、Ｎ ＨＫ 大 河ドラ

旅館業

マ“花 燃ゆ ”効 果も あ って観 光客 が増 加傾 向 で前年

下関市

同月の 売上 げを 超え て いる。 ビジ ネス ホテ ル なども
客室稼 働率 ・室 単価 な ど概ね 好調 であ った 。 関東方
面のお 客様 が増 え、 客 単価も 上が って きて い る。お
客様の 購買 意欲 は上 が ってき てい る。 全体 に 明るい
話題が多く、
「気候の良い５月に期待をしている」と
の声が多い。

今年度 は収 益部 門の 事 業内容 の変 更が あり 、 売上高

旅館業

は大幅 な減 額と なっ た 。これ によ り人 件費 等 の経費

長門市

削減を し、 営業 利益 は 若干の 増額 とな った 。 業界の
景気動向は前年より悪化していると思われる。
来店客数、お客様売上単価に上昇傾向はみられない。 飲食業
仕入に つい ては 、全 品 上昇傾 向。 地方 の飲 食 業は、
自らの存立のため、技量・エリア等の「基盤」と「コ
スト」を見直し、事業の再構築が必要である。
前年に 比べ 石油 価格 が 下降し てい るた め光 熱 費は抑

普通洗濯業

えられ てい るが 洗剤 や 溶剤、 包装 資材 など の 石油製
品の価 格が 上昇 した ま まとな って いる 。前 年 は消費
税増税 前の 駆込 み需 要 の反動 もあ って ４月 の 売上が
落ちた が、 今年 は通 常 の４月 と同 等と なっ た 。月半
ばの天候不順により、衣替えの需要が低下。
建設業

中電へ の工 事申 請は ３ 月１９ １件 （当 支部 分 １６５

電気工事業

件）、前年 同月 ３５３ 件 （同３ ０９件）。太陽 光 発電
への申 請３ ８件 、オ ー ル電化 申請 ４８ 件（ 前 年は太
陽光１０５件、オール電化１１７件）。ＬＥＤ街路灯
への切 替・ 新設 申請 は ４１件 （前 年４ ３件 ） であっ
た。対 前年 申請 件数 の 大幅な 減少 は消 費税 増 税前の
駆込み需要が要因と思われる。
米軍岩 国基 地以 外は 工 事量が 減少 して いる よ うに思

左官業

われるが、技能者の減少により人員の余剰感はない。
山口県 内の 平成 ２６ 年 度請負 金額 の実 績は 、 西日本

土木工事業

建設業 保証 協会 によ る と建築 工事 ＋２ ６． ６ ％ 、土

柳井市

木工事 －０ ．７ ％。 大 手の請 負が ＋１ ３． ４ ％で中
小企業 が－ １． ３％ と なって おり 、大 手業 者 に工事
が多く、中小企業向け工事が少ない状況。
前年度 初め も地 域公 共 工事の 発注 はな かっ た が、今

土木工事業

年も同様。

周南市

４月の受注高は対前年同月比で４１％。

土木工事業
萩市

前年の ４月 は消 費税 増 税の駆 込み 需要 のう ち 年度を

管工事業

繰り越したものもあり、少し売上が増加していたが、
今年の ４月 は年 度初 め であり 工事 が始 まっ て いない
上に、 駆込 み需 要も な いため 減少 して いる 。 人手不
足で採 用を した いが 、 ４月 ～ ５月 は発 注が 無 いため
採用の 検討 も出 来な い 状況で ある が、 組合 員 各社と
も雇用は確保している。
運輸業

年度末 の車 両不 足が ウ ソのよ うな ４月 であ っ た。飲

一般貨物自動車運送業

料用缶 の使 用材 料が 軽 量な材 質へ 徐々 に変 更 され輸

下松市

送重量 が軽 量化 のた め 積載量 が増 加し 、車 両 不足も
ほぼ解 消さ れて きた 。 しかし 燃料 費が ３． ２ ６円値
上がり、中小輸送業者の経営を圧迫している。

４月の 荷動 きは 荷主 で まちま ちで ある が、 自 動車関

一般貨物自動車運送業

連は減 少し 、そ の他 は 増加し てい る。 保管 庫 の稼働

防府市

は輸入 部品 の増 加で 順 調に推 移し てい る。 燃 料費が
下がっており好材料となっている。
３月末 に多 くの 企業 が 決算を 終え 、そ の反 動 で荷動

一般貨物自動車運送業

きが悪 くな って いる 。 しかし なが ら農 薬な ど といっ

宇部市

た季節 物の 荷動 きが あ るため 、何 とか 車両 を 動かせ
ている状況である。
４月に 入り 東北 ・北 陸 方の仕 事は ある が、 天 候が悪

一般貨物自動車運送業

いため キャ ンセ ルす る ケース が多 く、 燃料 代 が下が

下関市

ってい るチ ャン スも 活 かせな かっ た。 ＥＴ Ｃ の売上
は３月 より 多か った が 、仕事 が少 ない 感じ で あり、
全体的に景気は戻ってきていない。
タクシ ーチ ケッ トの 取 扱い金 額（ 税込 ）は 、 前年比

一般旅客自動車運送業

＋１.３％（平成２７年３月１日 ～平成２７年４月２
０ 日 分 ）。 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 １ 日 ～ ３ １ 日 分 は ＋ ２ .
６％、平成２７年４月１日～２０日分は▲０.７％と
なった 。税 込み 金額 の 為、３ 月分 も実 収入 は 減少し
ている 。４ 月分 は前 年 並みと 予想 して いる 。 ３月分
は、周 南市 と防 府市 地 区が減 少し たが 、下 松 市、光
市は増 加し てい る。 主 要燃料 のＬ ＰＧ は、 Ｃ Ｐ（通
告価格 ）と 為替 に連 動 するが 、為 替は 円安 で はある
が、ブ タン 、プ ロパ ン のＣＰ は前 月分 より も 若干下
降し、 購入 単価 は先 月 と同額 で、 高騰 して い た前年
４月分 に比 べ２ ５％ 安 価とな った 。昨 年４ 月 は運賃
改定で料金メーターの改造作業費用が必要だった
が、今 年度 はそ れも 無 いので 、一 時的 に収 益 が良く
見える 。売 上の 減少 に 比例し て乗 務員 の収 入 も減少
し乗務 員確 保が たい へ ん難し く、 稼働 台数 も 減少し
ている 。ま だま だ地 方 の個人 消費 は、 厳し い 状況が
続いているように思われる。
売上高 と業 界の 景況 は 共に不 変に して いる が 、ここ
数か月、対前年度から見ると、若干減少傾向にある。

港湾運送業

