平成 28 年 1 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。
１月の業種別景況のＤＩ値は、１３業種の内一般機器と建設業のみが対前月比で好転、そ
れ以外の９業種は悪化しており、全体としては悪化傾向にある。
暖冬による冬物商材が低迷している中、一転して寒波に見舞われたことにより、物流や商
流が混乱して消費も低迷し、食料品・小売業・商店街の売上が大きく落ちている。
慢性的な人手不足や受注量の減少の中にあって、燃料価格が下がっており利益増の好影響
もでているが、材料費等コストが下がらず、中小企業にとっては苦しい経営状況が続いてい
る。

山口県の主要指標 DI 値（平成 28 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。
業界の景況
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収益状況

前年同月比は、好転：
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山山口県の業種別 DI 値(業界の景況)（平成 28 年 1 月末現在）

30 以上

30 未満～

10 未満～

▲10 未満～

10 以上

▲10 以上

▲30 以上

繊

維

木材・

工

業

木製品

▲42.9

▲25.0

▲66.7

卸売業

小売業

商店街

▲40.0

▲44.4

▲75.0

食料品

印

刷

▲100.0

サービ
ス

業

▲8.3

▲30 未満

窯業・

一

般

輸

送

全

製

土石製品

機

器

機

器

造

業

▲50.0

▲11.1

建設業

運輸業

▲20.0

▲42.8

50.0

全

非

▲33.4

全

体

製造業
▲31.9

▲32.5

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

今年の 正月 休暇 は短 か ったの で、 店舗 の売 上 が減 少

パン・菓子製造業

した。 駅・ ＳＡ ・空 港 等の公 共交 通機 関の 売 店は前
年並み であ った が、 大 河ドラ マ“ 花燃 ゆ” 終 了の萩
地区は予想通り売上が激減した。
１２月 は平 日の 売上 が 平年の 水準 より 高く 、 対前年

水産食料品製造業

同月比 ５． ７％ のア ッ プであ った 。１ 月は 第 ３、４

萩市

週の寒 波襲 来で 萩市 内 も冠雪 し、 交通 事情 の 悪化に
より大 幅に 売上 が落 ち 込み、 ２８ 日時 点で 前 年比マ
イナス とな った 。大 河 ドラマ 効果 も終 了、 今 後はダ
ウント レン ドに 向か う 予測を して おり 、売 上 の減少
を食い 止め る方 策を い くつか 実施 の予 定で あ る。今
年４月 で開 業満 １５ 年 となり 、平 成２ ８年 度 で冷蔵
冷凍施 設の 経年 劣化 に 伴うリ ニュ ーア ルを 計 画して
いる。
年末よ り商 品の 動き が 鈍い。 また 不規 則な 天 候など

水産食料品製造業

の影響で休日の人の動きが悪かった。

下関市

長雨の 影響 で麦 の播 種 が大幅 に遅 れた 上に 、 最近の

精穀・製粉業

低温の 影響 で麦 の収 穫 の遅れ やそ の後 の田 植 作業に
支障が 出な いか どう か 懸念さ れる とこ ろ。 昨 年に比
べ米価 は若 干上 昇し た が、米 の需 要が 減少 傾 向にあ
るとのことなので、在庫の拡大が懸念されるところ。
ＴＰＰ につ いて 各国 に よる署 名も 終了 し、 日 本でも
今国会で承認されるとのことであるが、農村現場は、
更に厳 しい 状況 にな る と予想 され るの で、 適 切な対
策が必要となっている。
繊維工業

主力販 売取 引先 の受 注 増（新 製品 作り 込み の 追加生

下着類製造業

産）により３月末まで受注あり。1 月～3 月の操業日
数を４ 日増 やし 、プ ラ ス日々 １時 間の 残業 で 対応し
ている 。但 し、 上述 生 産分の 新製 品発 売が 開 始され
たが販 売状 況が かな り 悪く、 在庫 過多 によ る 生産調
整が懸 念さ れた が、 １ 月から キャ ンペ ーン の 実施が
あり、１月の売上は３０％増の見込み。
秋冬販 売不 振の 影響 が 少しみ られ る。 萩地 区 の工場

外衣・シャツ製造業

再稼働 は順 調に 進ん で い る。 山口 市の 工場 は 人員を

山口市

増加している。

木材・木製品

国内生 産に 戻り つつ あ り工場 も減 少し てい る ことか

外衣・シャツ製造業

ら、仕事が無くなる事は無い。

下関市

諸事情に変動は無い。

製材業・木製品製造業
山口市

組合員 間で 差異 はあ る が、人 員不 足が 慢性 化 してい

製材業・木製品製造業

るところもある。

下関市

印刷

世の中 の景 気状 況は 地 方の中 小企 業ま でに は 届いて

印刷

おらず程遠い。

下関市

売上高は、近年最悪の年明けとなった。

印刷
山口市

窯業・土石製品

事務員 の退 職に より 人 員が減 少し てい る。 災 害復旧

砕石製造業

工事等 も終 了し 、平 成 ２８年 度は 平成 ２７ 年 度より
更に出荷量・入札件数も激減すると予想される。
（平成２７年１月）骨材１００％、路盤材１４１％、
再生材１３２％
↓
（平成２８年１月）骨材
再生材

６２％、路盤材

６４％、

４９％

出荷量は、前月比１０４%、前年同月比９９％。現時

生コンクリート製造業

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。
組合に よる 経営 規模 調 査を実 施し たと ころ 、 従業員

石工品製造業

増加に 伴い ラン クア ッ プした 事業 所が ２社 あ った。
後継者 育成 ・技 能伝 承 のため の増 加で あれ ば 問題が
無いが 、急 に忙 しく な ったと いう 理由 で雇 用 人数を
増やす とい う場 合は 、 今まで の経 験に よる と 、業界
の動向を見ながら慎重に考えなければならない。
一般機器

１月の 景況 は前 月に 引 き続き 概ね 不変 。① 自 動車関

一般機械器具製造業

連は順 調だ が金 型は こ れから の受 注に 期待 し たい。

防府市

②大手 の設 備投 資が 一 段落し たた め大 口の 受 注が落
ちてい るが 、寒 波来 襲 の水道 管の 破損 によ る 小口受
注が多 かっ た。 ③容 器 製造に 関し ては 県内 外 の小口
の受注 が多 く１ ～２ 月 はフル 稼働 して いる 。 ④中国
の景気 減速 によ り加 工 用鉄鋼 材料 が安 くな っ ており
コスト の削 減と なっ て いるが 、輸 入す るに も 為替相
場に左 右さ れる ので 気 がかり なと ころ であ る 。⑤人
手不足の状態が続いている。
機械検 査関 係企 業の 受 注状況 に陰 りが みら れ 残業が

一般機械器具製造業

減っている。その他の業種は好調で残業も多いため、 宇部市
組合と して は３ ６協 定 の順守 を指 導し てい る 。機械
加工、 食品 加工 、ス ー パー、 農業 、食 肉加 工 業、溶
接関係、惣菜、自動車整備業、介護サービス業では、
既に派 遣等 を活 用し て いるが 人手 不足 のた め 、外国
人技能 実習 生受 入事 業 の増員 や新 規の 相談 が あり、
特に介護施設からの問いあわせが増えている。

金型生産の１月設備操業度は昨年１２月に比べ上

特殊産業用機械製造業

昇。昨 年の 受注 済金 型 が客先 から の支 給品 の 遅れや
製品図 の未 確定 等の 要 因でな かな か機 械稼 働 率が上
がらな い状 況で あっ た が、１ 月に 入り 確定 し 動きだ
し、昨 年の 見積 案件 も 確定し 受注 に至 った 。 今年の
受注は 昨年 同様 に厳 し いと予 測し てお り、 受 注促進
を今以上に進めなければならない。客先の要求も
年々厳 しくな り、 低価 格･短納期･高品 質でい かに付
加価値 を高 めた 提案 が 出来 る かが 客先 を取 り 込む鍵
となる が、 成形 機も 含 めたシ ステ ムの 提案 型 受注が
出来れ ばと 思っ てい る 。鋼材 メー カー の情 報 では、
九州地 区の プラ スチ ッ ク金型 鋼材 がや はり あ まり動
いてな い模 様。 成形 製 品の生 産設 備稼 働率 は 上昇傾
向だが 、受 注量 が伸 び 悩み先 が読 めな い中 、 工程の
見直し や無 駄の 排除 な どより 一層 の効 率化 が 必要な
状況。
輸送機器

鉄道車 両、 精密 加工 、 プラン ト部 門と もに 、 作業量

鉄道車両・同部品製造業

に恵ま れて いる 。鉄 道 車両は １～ ２ヶ 月横 ば いの状
況であ るが 、来 期か ら 好調が 続く 見込 み。 精 密加工
も春先 まで は上 昇に あ り昨年 を超 える 見通 し だが、
単期のため油断は禁物と考えている。
卸売業

山口県海苔の共販実績は前年度に比べ枚数では６

乾物卸売業

４％、 平均 単価 は３ 円 高い１ ０． ９２ 円と な り、ま
た、海 苔の 入庫 量も 前 年度の ３分 の２ で、 海 苔の絶
対量が 少な い事 が影 響 してい る。 １月 下旬 ま では寒
気が継 続し 病害 も拡 大 は避け られ そう であ る が、そ
の後の 気象 が今 後の 海 苔の生 産に 影響 を与 え そうで
ある。
天然物 は豊 漁の ため 値 下がり して いる が、 養 殖物は

生鮮・魚介卸売業

少なく高騰している。
“ふく”は養殖物が品薄のため、
相変らず高値が続いている。
景況は 、昨 年よ りは 少 し良く なっ てき てい る と話す

各種商品卸売業

組合員もある。

防府市

昨年同 時期 と同 様に ガ ソリン 価格 が連 続し て 値下が

各種商品卸売業

り配送 コス トの 削減 と なり、 収益 の改 善に 期 待をし

防府市

ている。
小売業

売上は 初売 りの 影響 で 月初め は良 かっ たが 月 末は悪
化し、 前年 同等 が良 い 方で前 年割 れの 店舗 が 多い模
様。１～３月は化粧品が売れない時期でもあるので、
その影響もあると思う。

化粧品小売業

組合員 であ る経 営者 の 高齢化 ・後 継者 不足 な ど事業

各種商品小売業

継続に 意欲 的な 経営 者 が少な く組 合の 解散 を 検討 し

岩国市

て行く 事が 役員 会に て 決定し た。 地域 で商 売 するの
が厳し い状 況に 落ち い ってい る。 地区 内の 中 小企業
者は、 自動 車関 連製 造 業は海 外か ら戻 った 仕 事が増
えてお り他 の業 種と 比 べ業況 は良 い。 建設 業 は熟練
工が不 足し てお り、 今 後は新 規学 卒を 育て て いく必
要があ る。 小売 業は 消 費の多 様化 する 中で 、 特に若
者が地 元商 店街 離れ と なり、 ます ます 厳し い 状況が
進むと 思わ れる 。サ ー ビス業 は原 油価 格の 下 落によ
り、採 算や 資金 繰り の 面で恩 恵を 受け てい る が、ま
た原油 価格 が高 騰す る ことも 考え られ 楽観 は 出来な
い。
売上は 前年 比プ ラス で 順調に 推移 して いた が 、２４

各種商品小売業

日大雪 以降 の３ 日間 は 人出が ほと んど なく 、 防寒・

山口市

雪除け 関係 の一 部店 舗 以外は 全滅 状態 とい っ ても過
言ではない。
今月中旬の２度による大雪のため、既存店では客数、 各種商品小売業
売上と も前 年を 大き く 下回る 厳し い売 上状 況 であっ

長門市

たが、全店ベースでは売上は前年を上回った。
商店街

気温の 上昇 から 冬物 衣 料の売 上が 伸び 悩み 、 冬物バ

山口市

ーゲン も例 年以 上の 割 引率で の消 費喚 起等 実 施をし
たが、 値引 き幅 が大 き くなり 売上 高の 減少 に 直結し
ている。
１２月 は売 上が 上が っ たが、 １月 に入 ると 全 体的に

萩市

下がっ た。 店主 は年 明 けの対 策を 考え なけ れ ばなら
ないと 言わ れる が、 １ 月に売 上が 下が るの を 見越し
た衣料品店はセールを実施し客足は良かった。また、
全体的 に悪 い営 業状 態 で消費 税が １０ ％に な ると本
当に苦しくなるという意見は多い。
サービス業

景気低 迷で 、金 融公 庫 の貸付 も借 りる のは 良 いが返

美容業

済できるのか不安で、控える組合員もいる。
１月は寒波の影響もあり、厳しい状況。

理容業

自動車 の安 全装 備が 普 及して きて いる が、 自 動ブレ

自動車整備業

ーキ装 着車 の増 加に よ る事故 の減 少に より 、 鈑金 整

山口市

備を主 とす る事 業場 の 経営環 境は 今後 一層 厳 しくな
ることが予想される。
急激な 寒波 によ り事 故 車入庫 で多 少は 多忙 を 強いら

自動車整備業

れたが、昨年の売上高の増幅まではいかなかった。

山口市

人手不 足が 継続 して い る。年 度末 から 来年 度 初頭に

スポーツ・健康教授業

かけての入会者獲得で試行錯誤している。
大きな イベ ント は無 か ったが 、ビ ジネ スホ テ ルを中

旅館業

心に順 調に 推移 した 。 宿泊人 員及 び売 上高 と も対前

山口市

年１０３％で、アップしている。

インバ ウン ドの お客 様 を少し ずつ 受け 入れ て いる宿

旅館業

も増え 、ツ アー ・家 族 連れの お客 様が 増え る 見込み

下関市

の模様。
今月は 天候 不順 等に よ り入浴 者が 減少 し、 売 上高は

旅館業

前年同 月比 １０ ％の 減 少。管 理費 は人 件費 、 光熱費

長門市

等で減 少し た。 売店 部 門は改 修工 事が 継続 し ており
売上高の減少となった。
忘年会 は終 わっ てみ れ ば大し た売 上で もな く 、新年

飲食業

会は死 語に なっ て久 し い。年 明け 早々 の株 価 連続下
落も業 界に とっ ては 大 した影 響は ない 模様 。 朗報は
年末か らの ガソ リン 価 格の値 下が りが 継続 し ており
収益の 悪化 に歯 止め が かかる かも と期 待し た が、思
わぬ寒 波の 影響 によ る 野菜の 高騰 で帳 消し と の報告
もあっ た。 景気 は踊 り 場にあ ると の判 断も あ るが、
浮かれ る踊 り場 なら 業 界に希 望も 見え て来 る が、先
行き不 透明 な踊 り場 と なって いる こと が気 に なる。
アベノ ミク スの サプ ラ イズと して マイ ナス 金 利が登
場した が、 相変 わら ず 先行き の見 えな い飲 食 業界で
ある。
原油価 格の 下落 で、 燃 料であ る灯 油価 格が 下 がり、

普通洗濯業

一点あ たり の利 益が 増 えてい る。 しか し、 一 度価格
が上が った プラ スチ ッ ク製品 や包 装ビ ニー ル などが
元には 戻ら ず、 資材 の 購入に 於い ては 苦し い 状況が
続いて いる 。こ の時 期 は閑散 期で クリ ーニ ン グの需
要がな く一 度に 洗う 点 数が少 ない ため 、利 益 幅は少
なく採算すれすれの状況である。
建設業

山口支 部の 中電 への 工 事申請 は１ ２月 ２２ ３ 件（前

電気工事業

年同月２２３件）。太陽光発電への申請２７件、オー
ル電化 申請 ３９ 件（ 前 年は太 陽光 ４９ 件、 オ ール電
化５８件）、ＬＥＤ街路灯への切替・新設申請６４件
（前年は１３件）であった。
青年部 の新 年会 で、 上 関の景 気は 良く なく 柳 井はも

土木工事業

っと悪 く、 工事 量の 少 ない話 ばか りで あっ た 。工事

柳井市

量が少 ない 上に やっ と 受注し ても 土地 の買 収 や打ち
合わせ 不足 で工 事に か かれな いと の事 。雇 用 は高校
生は少 ない 数だ が確 保 できる が、 大卒 はか な り困難
とのこ と。 女性 の活 用 も掛け 声ば かり で活 性 化して
いない。
時代の せい か、 組合 員 の組合 員た る意 識が な い。組

土木工事業

合を解散しようと考える人が増えた。

下松市

２８年 １月 の受 注高 は 、対前 年同 月比 １６ ％ 。今年

土木工事業

度の累計では対前年比４１％。

萩市

１月は 、２ 月末 納期 の 入札済 み工 事を 熟し て いると

管工事業

ころで ある が、 例年 に 無い寒 波に より 家庭 の 水道管
の修理 が多 く、 入札 の 工事を おい て対 応し 、 忙しい
状況であった。
運輸業

正月と 連休 の多 い月 の ため、 車両 の動 きは 低 調であ

一般貨物自動車運送業

った。 国内 向け 鉄鋼 素 材はや や上 向き であ っ たが、

下松市

輸出関 連は やや 低調 。 ドライ バー 不足 は依 然 として
解消さ れず 、売 上高 も 前年同 月比 で約 １割 の 減少と
なった 。中 小企 業の 大 半の運 送業 では 運賃 の 値上げ
が不可能な中で、燃料費が２．７円の値下げとなり、
好影響 とは なっ てい る が収益 はや や悪 化し て いる。
軽油引取税の減税を願う声が多い。
前年同 月比 で受 注は ５ ％程度 減少 し、 自動 車 及びタ

一般貨物自動車運送業

イヤ関 連と もに 売上 高 がマイ ナス とな った 。 現状が

防府市

続くよ うで あれ ば自 動 車関連 メー カー の 来 期 生産計
画も落 ち込 みも 否め な い。燃 料価 格の 下落 は 歓迎さ
れるが 、そ れ以 上に 世 界経済 の落 ち込 みは 苦 境であ
る。
物流は 、運 送・ 保管 と もにそ こそ こ動 いて い るよう

一般貨物自動車運送業

だが、 やは り価 格の 面 で割に 合わ ない 仕事 も 多いよ

宇部市

うで、 何で もか んで も 受注す ると 逆に マイ ナ スにな
りかね ない 。ま た、 相 変わら ず人 員不 足で 、 県内の
求職者 が減 って いる の か、募 集を かけ ても 集 まらな
い状況 がず っと 続い て いる。 燃料 の値 下が り が続い
ており、収益に良い影響を及ぼしている。
昨年１ ２月 後半 が忙 し く仕事 に追 われ 、１ 月 は１２

一般貨物自動車運送業

月の後始末で大変であった。当組合の軽油燃料は１ℓ

下関市

当たり８９円で、今後はもう少し下がる見通しだが、
天候が 気が かり であ る 。仕事 量が 減っ てい る 東京以
北の景気が戻るよう願っている。
タクシーチケットの取扱い金額は、前年比▲５.２％
（平成２７年１２月１日～平成２８年１月２０日
分）。１２月１日～３１日分は▲７.５％、１月１日～
２０日分は＋１.０％と１月になり少し回復している
ように 思わ れる が、 繁 忙期で 絶対 額が 大き い １２月
分が減 少し たの で累 計 額は回 復と は言 えず 、 厳しい
状況が 続い てい る。 当 組合の 取扱 いは 、光 市 ，下松
市，周南市，防府市の地域で、１２月分については、
防府市地区が▲１４％、周南▲５％，下松▲１３％，
光▲１ ０％ ，他 地区 （ 員外） ＋１ ％と なり 、 組合員
の全域で▲７.６％となった。主要燃料のＬＰＧは、
ＣＰ（ 通告 価格 ）と 為 替に連 動し て変 動す る が、為
替が少 し円 高に なり 、 ブタン ，プ ロパ ンの Ｃ Ｐが急
落（前月 455$/トンが今月 433$/トン）し、購入単価
は先月 より も３ ％安 く なった 。前 年１ 月分 も 下降傾

一般旅客自動車運送業

向だっ たが 、前 年同 月 比で１ １％ 安価 とな っ た。車
両代や 整備 費用 が上 昇 してい る 中 、燃 料費 が 下がる
のは大いに助かっている。スキーバスの事故があり、
旅客運 送事 業の 労務 管 理と事 業収 益の バラ ン スが、
規制緩 和で 崩れ てい る 。今後 、運 輸局 の指 導 方針が
厳しく なる とは 思う が 、乗務 員の 安全 管理 を 行って
も採算 の取 れる 事業 と なるよ うな 、運 賃体 系 や台数
規制が 必要 と思 われ る 。昨年 ８月 から 続く 売 上の大
幅減少 が少 し和 らい で いるこ とや 、う るう 年 で２月
が１日 多い 事な ど、 年 度末に 向け て期 待は 大 きいが
株価の 下落 等も あり 、 まだま だ予 断の 許さ れ ない状
況。
小野田 港の 取扱 高は 減 少して いる 。今 後１ ～ ２か月
は季節 的要 因に よる 若 干の増 加の 可能 性は あ るが、
一時的なものと考える。

港湾運送業

