平成 27 年 5 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。
５月は、受注や売上が、一般機器、輸送機器、小売業で増加し、食料品、窯業・土石製品、
商店街の一部で売上が増加している。小売業や商店街ではプレミアム付商 品券への期待が高
い。
一方で、繊維工業、木材・木製品、印刷、卸売業、サービス業、建設業、運輸業では売上や
受注が減少しているとの報告で、円安による経費の全般的なコスト増に加えて、繁忙期の人
手不足や天候不順への対応などに苦慮する声があり、中小企業の経営環境は依然として厳し
い状態が続いている。

山口県の主要指標 DI 値（平成 27 年 5 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：31.3％

DI 値：▲21.3％ ポイント

増加 > － < 減少 > ＝ < DI 値> )

前年同月比は、増加：16.3％

減少：30.0％

DI 値：▲13.7％ ポイント

( < 好転 > － < 悪化 > ＝ < DI 値> )

収益状況

前年同月比は、好転： 8.8％

悪化：30.0％

DI 値：▲21.2％ ポイント

山山口県の業種別 DI 値(業界の景況)（平成 27 年 5 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

母の日 以降 、菓 子の 消 費促進 につ なが るよ う なイベ

パン・菓子製造業

ントが 無い ので 、売 上 に苦戦 。下 関地 区で は 、高齢
のため に３ 店の 廃業 が あった 。経 費削 減の 努 力によ
り収益 が上 がっ たが 、 消費税 の納 税額 もア ッ プし、
資金繰りがとても大変である。
４月は 最終 で＋ １５ ％ の売上 とな り前 年同 月 を大幅

水産食料品製造業

にクリア。５月は５／２７現在で昨年同月比＋１

萩市

７％程 度と 依然 とし て 好調を 維持 して いる 。 ゴール
デンウ イー ク（ ４／ ２ ６～５ ／６ ）も 対前 年 で＋１
０％以 上の 業績 。６ ／ １４（ 日） ８： ２５ ～ ＮＨＫ
総合Ｔ Ｖ「 サキ どり 」 ほか、 全国 メデ ィア に 登場の
予定。 更な る広 報の 強 化のた め、 ４／ １付 け 広報専
任担当者を増員配置した。
販売量 の減 少が 引き 続 いてお り厳 しい 。業 界 によっ

水産食料品製造業

ては景 気の 回復 の話 も 聞くが 、小 売り はマ イ ナスし

下関市

ている ので はな いか 。 今年も 原料 が上 がる が 、価格
転嫁は非常に難しい。
地球温 暖化 の影 響の せ いか、 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 余り 基調 で、 米 の取引
価格が 低下 して おり 回 復する よう な傾 向は 見 えてい
ない。 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る。
繊維工業

主力取引先の在庫が、販売不振により増加したため、 下着類製造業
受注量 が減 少し てお り 現況は とて も厳 しい 。 実習生
受入れ は、 中国 人の 募 集が困 難に なり 、２ 月 よりベ
トナム 人実 習生 の受 入 れをし てい る。 現在 、 中国人
４８名 、ベ トナ ム人 ９ 名の計 ５ ７ 名で ある が 、さら
に７月にベトナム人４名の受入れの予定である。
年々実 習生 の技 術力 、 語学力 が低 下し てお り 、優秀
な人材の確保が難しくなってきている。
生産に つい ては 大き な 変化は ない が、 消費 税 増税後

外衣・シャツ製造業

の販売不振は回復しておらず、収益が悪化している。 山口市
当組合 の中 心的 企業 で 日本製 を守 り続 けて き た会社
が５月 末に 自己 破産 を 申請し たが 、原 因は 販 売不振
でもあ るが 、売 上の 良 かった 海外 ブラ ンド の 仕入先
が海外 の販 売会 社と 契 約し、 仕入 れが 不可 能 となっ
たためである。
順調に受注が出来ている。

外衣・シャツ製造業
下関市

木材・木製品

販売不 振で 販売 価格 は 下がり 、建 築会 社か ら の受注

製材業・木製品製造業

も少ない状況が続いている。

下関市

印刷

４月に 入り 極端 に需 要 が落込 み、 昨年 の消 費 税増税

印刷

時と同 じ状 況で 、５ 月 も４月 同様 のマ イナ ス 基調が

下関市

つづき、業界全体でも浮揚感はない。

窯業・土石製品

５月は ＧＷ の影 響も あ り、稼 働時 間が 減少 、 売り上

印刷

げも厳しい状況であった。

山口市

前年度 同月 に比 べ出 荷 数量は 全体 的に 激減 し ている

砕石製造業

が、雇 用は 増加 して い る。ア ベノ ミク スは 未 だ山口
での効 果は 出て いな い らしく 、公 共事 業も 減 ってい
る。販 売価 格も ４月 か ら各砕 石組 合で も値 上 げはし
たもの の、 実際 は表 示 価格よ り安 く売 って お り、こ
れにも限界が来たもようで、今後は組合設定価格（値
上げ分 ）で 売る よう に 営業努 力が 必要 にな っ てくる
と思われる。
出荷量は、前月比７８%、前年同月比７８%。年度当

生コンクリート製造業

初で工 事発 注が 停滞 し ている 。今 後本 格化 す れば出
荷量も上向く見通しである。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 てい な いが、
生コン価格は萩・阿武地区で４月から正式に値上げ、
また、下関地区でも値上げの動きがある。
仕事量 につ いて 若干 で はある が増 えて きて い るよう

石工品製造業

に感じ る。 それ に伴 い 人員不 足を 訴え る組 合 員もい
るが、 従業 員の 新規 正 規雇用 とい うの も先 の 事を考
えると慎重にならざるをえない。
一般機器

メーカ ーの 定期 検査 に よる受 注増 加が 売上 に 寄与し

一般機械器具製造業

ているが、本格的な設備投資につながるかどうかは、 周南市
今後の動向が注視される。
５月の 景況 は、 前月 と 同様に 概ね 順調 だが 、 原材料

一般機械器具製造業

の価格 が上 昇し つつ あ り、こ のコ スト アッ プ が最終

防府市

的には 人件 費に 影響 す るので 、 昇 給を する こ とが難
しい現 状で ある 。ガ ソ リンの 値上 がり もコ ス トアッ
プの原 因と なっ てお り 、今後 の見 通し は暗 く なりつ
つある。
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 、 外国人

宇部市

技能実 習生 受入 れと 増 員の相 談が ある が、 実 習生の
場合、 入国 まで ６ケ 月 位必要 とな るの で、 つ なぎの
ため臨 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 ある。 技能 実習 制度 に 認めら
れていない職種からの問い合わせも増えている。
売上高が増加している。

一般機械器具製造業
宇部市

金型５ 月の 設備 操業 度 は４月 と変 わっ てい な い。受

特殊産業用機械製造業

注はや や低 迷状 態と な ったが 、完 成後 の立 会 い、納
入の立 会い 等で 人員 の 出入り が多 く、 組立 工 程以降
が忙しい状態。見積り依頼は相変らずあるが、価格、
納期で 折り 合わ ず、 な かなか 決ら ない 。少 額 価格帯
の受注 は有 るも のの 、 予算的 には 厳し い状 況 。組合
員企業 も営 業が 、機 械 、金型 との セッ ト受 注 に向け
受注活 動を 行っ てお り 、工場 サイ ドは 提案 と 営業へ
の応援 等も 出向 く形 ま で行う 受注 活動 を展 開 してい
る。成 形製 品の 新規 製 品の立 ち上 り等 もあ り 設備稼
働率が 上昇 する 要素 は あるも のの 、今 まで 以 上に納
期順守 、ロ スの 低減 、 不良撲 滅や 稼動 効率 に 努める
必要がある。
輸送機器

鉄道車 両部 門は 、作 業 量は前 年並 みだ が、 展 望は明

鉄道車両・同部品製造業

るい。 予想 され る作 業 量の増 加に 備え 、人 、 設備等
を準備 して いる 。精 密 加工・ プラ ント 部門 も 現状で
は昨年並みに推移すると見られている。
卸売業

消費税増税から一年が経過し、漸く落ち着いた模様。 各種商品卸売業
燃料価 格が 少し ずつ 上 昇して おり 、収 益へ の 影響が
懸念される。
海苔の 入札 が終 わり 、 昨年よ り海 苔の 入庫 は 増加し

乾物卸売業

ている が、 他の 製品 の 入庫の 落ち 込み が原 因 で売上
が減少している。販売不振が続いている。
ふぐシ ーズ ンが 終わ り 、他の 魚種 （タ イ、 イ サキな

生鮮・魚介卸売業

ど）の 入荷 は多 いが 値 が安い ので 、薄 利多 売 で販売
するほかない。
小売業

これか ら陽 射し も強 く なり日 焼け 対策 が大 切 な時期

化粧品小売業

となる。お店も夏対策の美容法をお客様にお伝えし、
おしゃ れを 楽し んで い ただく 事が 大切 にな る 。組合
事業としては、夏の健康食品コンテストが始まるが、
大きな 収益 事業 であ る ので、 是 非 、目 標達 成 をした
い。
組合員 事業 所の ５月 は 小売業 では 売上 微増 の 組合員

各種商品小売業

が多いが、円安による仕入れ単価上昇商品（乳製品） 岩国市
がでて きて おり 不安 材 料とな って いる 。７ 月 ４日よ
り販売のプレミアム付商品券に期待が集まってい
る。地 区内 の中 小企 業 者の動 向と して は、 地 区内で
の倒産 関連 の情 報は 少 なく景 気が 良好 なよ う に見え
るが小 規模 企業 は何 と か事業 を継 続し てい る 状況で
ある。 求人 倍率 が上 昇 してい るが 、雇 用の ミ スマッ
チは依 然継 続し てお り 、特に 建設 ・警 備・ 介 護・飲
食業で人手不足である。
総会で、当年度の商店街関係の活性化策が発表され、 各種商品小売業
期待している。

周南市

４月は前年の反動から１１．３％の増加。５月は５/

各種商品小売業

２０日時点では、前年よりも売上が微増しているが、 山口市
商店街の人通りは減少気味に思える。
先月同 様、 既存 店ベ ー スでは 、売 上、 客数 共 にほぼ

各種商品小売業

前年並 です が、 昨年 の 退店が 影響 し、 売上 、 客数共

長門市

に前年 を下 る状 況。 こ の状況 は今 年の ７月 ま で続く
と思われる。
商店街

６月か ら始 まる プレ ミ アム付 商品 券に よる 購 買に期

山口市

待をし てい る。 １年 前 の消費 税増 税 の 後、 商 店街に
活気が無く、売上の減少、収益が悪化している。
地方創生の施策、プレミアム付商品券により、玩具・ 萩市
医療・ 宝飾 など 、日 常 購入し ない 買い 物が 増 加して
おり、お店としてはうれしいところである。しかし、
萩の場 合は ４月 から ９ 月が対 象で この 効果 も 下降し
ていく 不安 があ る。 こ の様な 一時 的な 景気 対 策も必
要かも しれ ない が、 日 常の購 買力 を上 げる 根 本的な
対策がほしいと話が出ている。
サービス業

連休明 けで 、客 足が 少 し低迷 して いる よう に 思われ

美容業

る。客 層に よっ て、 時 間帯が 違う ので 、午 前 中忙し
い店と 、若 いお 客様 の 来られ る店 は、 昼か ら 夕方遅
くまで営業する店とに分かれている。
理容業 界を 取り 巻く 環 境は依 然と して 厳し く 、高齢

理容業

者等の脱退がある。
県内のハイブリッド車の保有台数が６万台を超え

自動車整備業

た。ま た、 自動 ブレ ー キ等の 新技 術を 搭載 し た自動
車が増 加し てお り、 整 備事業 者の 技術 対応 力 強化が
急がれる。
５月は 、全 般的 に暑 い 日が続 いた ので 、売 上 、仕事
量的に順調に推移している。
会員数 がこ れか ら増 加 してい く時 期。 少子 化 の影響

スポーツ・

はある。梅雨が早く開け、暑い夏になることを願う。 健康教授業
宿 泊 人 員 及 び 売 上 高 と も 対 前 年 ５ ％ 伸 び を 示 し た 。 旅館業
「花燃ゆ」効果がやっと出てきた状況と思われる。

山口市

前年に 比べ 、日 本糖 尿 病学会 が全 国規 模の 学 会を下

旅館業

関で開 催し たの で、 組 合員は 売上 ・収 益と も に好転

下関市

した。
昨年度 より 飲食 部門 で 営業変 更が あり 、売 上 高は３

旅館業

５％の 減額 とな った 。 総売上 高と して は１ ２ ％の減

長門市

額とな った 。収 益状 況 は人件 費の 削減 や光 熱 費等の
単価減 によ り若 干の 増 加とな った 。し かし 、 地方の
観光事業の業界では厳しい状況となっている。
客単価 を上 げる ため 、 個室の 増設 や個 室風 の 改装を
行って いる 地域 （支 部 ）があ る。 多少 の効 果 はあっ
たが、 さほ どの 効果 は 出てお らす 、ま だま だ 景気上

飲食業

向きの 景況 にな い。 運 転資金 につ いて も余 裕 がある
とこは少ない。
５月は 業界 にと って の 繁忙期 であ るが 、中 旬 の天候

普通洗濯業

不順で 気温 が低 く、 衣 替えが 進ま なか った 模 様。全
体的に 品物 の出 が悪 い 状況の よう であ る。 こ こに来
て気温 が急 上昇 。毛 布 や布団 類が 一気 に動 き 出し、
５月後半で前年並みに盛り返せそうである。
建設業

中電へ の工 事申 請は ４ 月１５ ５件 （当 支部 分 １２６

電気工事業

件）、前年 同月 １４７ 件 （ 同１ １３件）。太陽 光 発電
への申 請２ １件 、オ ー ル電化 申請 ３７ 件（ 前 年は太
陽光９件、オール電化２８件）。ＬＥＤ街路灯への切
替・新 設申 請は ４２ 件 （前年 ６１ 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。
岩国地 区を 除き 工事 量 が減少 して いる 。こ れ に伴い

左官業

元請企 業間 の競 争が 進 みつつ あり 受注 単価 回 復の足
踏みが懸念される。
山口県 内で は山 口・ 防 府地区 、岩 国・ 和木 地 区での

土木工事業

発注が 多く 、柳 井地 区 はほと んど 工事 の発 注 が無い

柳井市

とのこ と。 年間 の工 事 発注時 期の 平準 化と 共 に地域
の平準 化も 必要 であ る 。ある べき 工事 が無 い ため、
トップ に元 気が なく 、 下のも のま で元 気が な く、各
種政策・施策等に関心が無く、悪循環が続いている。
昨年の 年度 初め も、 我 が地域 の公 共工 事発 注 はなか

土木工事業

った。今年も同様で、４月に引き続き５月も同様。

周南市

４月の受注高は対前年同月比で８９５％。

土木工事業
萩市

徐々に 発注 が始 まっ て いるが 年度 始め で発 注 量が少

管工事業

なく競 争の ため 入札 価 格が下 がり 、経 営が 圧 迫され
ている 。土 木関 連は 増 して仕 事の 発注 量が 少 ない模
様である。燃料費も徐々に高くなり懸念材料である。
組合員 の全 てが 十分 な 仕事量 を確 保で きる の は１０
月頃と なる 見通 しで 、 今年度 も全 体発 注量 は 昨年同
様と予 測は して いる 。 人材不 足は 続い てお り 、先の
見通し を立 てる こと が 困難な 時代 とな り、 ま た年度
当初の 仕事 の無 さも あ り、新 規採 用を 見送 っ て、雇
用を維 持し てい る。 ベ ースア ップ も検 討し に くく、
各社ともボーナスの支給で対応している。
運輸業

５月の 連休 の稼 働率 は ６０％ 弱で 、売 上は 約 ３８％

一般貨物自動車運送業

の減。 運送 業に アベ ノ ミクス 効果 は無 い。 燃 料費は

下松市

０．５ 円の 値上 げも あ り、月 毎に 値上 げの 傾 向で、
運賃が 据え 置き のま ま の中小 企業 輸送 業者 の 経営は
月毎に圧迫されてきている。

５月の稼働は全体的に前年同月比で上昇している

一般貨物自動車運送業

が、自 動車 関連 の輸 送 では５ 月の 連休 が例 年 より長

防府市

かった こと もあ り、 売 上は良 くな い。 燃料 費 は前月
より上昇傾向にある。
全般的 に荷 動き は芳 し くない 。特 に地 区建 設 業ダン

一般貨物自動車運送業

プトラ ック の仕 事が 減 少して いる 。公 共事 業 の減少

宇部市

や顧客 の縮 小等 が影 響 してい ると 思わ れる 。 倉庫は
安定している。燃料がじわじわと値上がりしており、
収益に影響している。
一時的 と思 うが 仕事 量 が減っ てお り、 組合 員 の業況

一般貨物自動車運送業

は良くない。燃料も上がり気味で、１ℓ：９４円であ

下関市

る。ＥＴＣ事業は４月より順調に推移している。
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

＋０．７％（平成２７年４月１日 ～平成２７年５月
２０日分）。平成２７年４月１日～３０日分は＋３．
９％、 平成 ２７ 年５ 月 １日～ ２０ 日分 は▲ ５ ．０％
となっ た。 ４月 分が ＋ となっ たの は、 消費 税 増税の
反動で 特別 に悪 かっ た 昨年と の比 較で あり 、 一時的
なもの と思 われ る。 ４ 月分は 、防 府市 地区 が 減少、
周南、 下松 市は 微増 、 光市は 増加 して いる 。 主要燃
料のＬ ＰＧ は、 ＣＰ （ 通告価 格） と為 替に 連 動する
が、為 替は 若干 円安 、 ブタン 、プ ロパ ンの Ｃ Ｐは前
月分よ りも 若干 上昇 し 、購入 単価 は先 月と 同 額で、
高騰し た前 年よ り２ ２ ％安価 とな った 。８ ％ の消費
税の納税の資金繰りが各社負担となっており、１
０％へ の増 税は 個人 消 費だけ でな く、 特に 地 方の中
小企業の企業活動の足かせになると懸念している。
先月同 様、 対前 年比 で は若干 減少 。売 上高 は 前月並
みで推移している。
「我々のいる地方の経済にはアベ
ノミクス効果は感じられない。」との会員事業者から
の声も聞かれる。

港湾運送業

