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2013 年 3 月 18 日 

大分県中小企業家同友会 

2012 年 7～12 月期 第 16 回景況調査報告 

 

短期的な改善の兆しを示すが、今後に不安 

＜概要＞ 

 2012 年 12 月 16 日の衆議院選挙で自民党の圧勝し、26 日には安倍政権が発足しました。今回の調査はまさに

この政権交代期に行われました。年初の 1 月 15 日には大型補正予算が組まれ、公共事業の拡大を軸にした緊急

経済対策が行われることが示され、これまで停滞気味であった景気を大きく刺激する施策がとられることになり

ました。安倍政権の目玉は「財政出動」「金融緩和」「成長戦略」の３つの軸を３本の矢とし、年初当初にこの

「財政出動」＝大型補正予算が実現されたわけで、当初はばら撒きなのか、必要な投資なのか当初世論調査でも

評価は分かれていましたが、内閣支持率の上昇とともに概ね支持される方向に流れています。 

 安倍政権の経済政策がデフレを脱却し、地域経済の足元が安定するかどうかは、投資した財政が地域経済で労

使ともに資金が循環するかにかかっています。これまで 1990 年代半ばのバブル崩壊後、20 世紀末のアジア金融

危機対策、アメリカ IT 経済の不振から 20 世紀初頭における不況に際して、これまで財政出動で対応しています。

ところが、景況感を回復したのは大手企業に限られてきました。今回の調査では調査期間を、こうした計画が公

表された直後に締め切っており、その評価については次回の調査に委ねることになりますが、これまでの 20 年

間の事実をふまえた政策運営が必要です。 

 今回は、その政策運営が手をつけなければならない地域中小企業経営の実態を表しています。 

全体状況でみると、業況 DI が前回に比べ△2.5→△3.4 と悪化しましたが、売上げ DI は△2.0→5.1、経常利益

DI が△11.7→△2.6 と大きく改善しており、売上げや経常利益の増加はみられるものの、短期的であり今後の見

通しにはまだ不安を感じている企業が多くなっています。 

 業種別でみると、特に建設業の好調が目をひきます。業況 DI は△14.3→13.6 へ、売上げ DI は 0.0→22.7、経

常利益 DI も△10.7→4.6 と全項目大幅な改善をみせています。豪雨被害の需要の影響が大きいと考えられますが、

安倍経済政策で今後も公共事業が集中的に行われることから、当面安定した動きを見せることが予想されます。

建設業以外では、情報・通信・商業が業況 DI（△12.5→△8.7）、売上げ DI（△6.2→11.6）、経常利益（DI△18.7

→2.6）と、業況の伸びは小さく今後の改善に課題を残しつつ、売上げと経常利益は建設業同様に大きな改善とな

っています。一方で、製造業とサービス業はすべてにおいて悪化傾向を示しました。特に製造業は前回まで V 字

回復の傾向にありましたが、今回その傾向に歯止めがかかっています。長引く円高による家電不況の影響が地域

経済にも及んでいます。 

 

＜調査要領＞ 

(1)対象期間 2012 年 7 月 1 日 ～ 2012 年 12 月 31 日 

(2)対象企業 大分県中小企業家同友会 会員企業 537 社 

(3)調査期間 2012 年 12 月 19 日 ～2013 年 1 月 18 日 

(4)調査方法 調査表を e.doyu、FAX およびメール便で送付し、e.doyu または FAX にて回収しました。 

(5)回答企業 有効回答を 118 社、回収率は 22.0％、業種構成は下記の通りです。 

農林水産業             0 社   

鉱業                 1 社 

建設業               22 社  

製造業              11 社 

情報・通信・商業1         43 社 

サービス2
                     35 社 

その他                    3 社 

無回答             3 社 

(6)参考資料 景況調査 2012 年 1～6 月期集計表 ＊e.doyu＞文書管理＞全県をご覧ください。 

(7)備  考 グラフの中の 6 月は 1～6 月期を、12 月は 7～12 月期を表します。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1情報・通信・商業には以下の業種を含む。「電気・ガス・水道・熱供給」、「情報通信業」、「運輸・通信業」、「卸売・小売業」、

「金融・保険」、「不動産」。 
2 サービスには以下の業種を含む。「飲食店」、「医療・福祉」、「教育・学習支援」、「（対事業所）サービス」、「（対個人）

サービス」。 
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Ⅰ．調査対象 

 調査対象期間は 2013 年 7～12 月期、対象企業は大分県中小企業家同友会の会員企業 537 社、有効回答は 118

社、回収率は 22.0％（前回△5.1ポイント）でした。 

 

Ⅱ．業種・年商実態 

業種別に多い順に並べると、「卸売・小売業」27.1％、「建設業」18.6％、「（対事業所）サービス業」14.4

％となっています。 

年商額も多い順でみると「1 億円～3 億円」21.2％、「3 千万円未満」17.8％、「5千万円～1億円未満」17.8

％、「3 億円～5 億円未満」15.3％となっています。1 億円以上の企業割合でみると、全体の 55.1％と前回（15

回）同様過半を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．従業員数実態 

 正規従業員（役員も含む）数は「1人～5人」35.6％、「6人～10人」17.8％と前回同様 10 人以下の企業が過

半を占めており、次いで「11人～15 人」15.3％となっています。パート・アルバイト従業員数は「1人～5人」

39.0％、「0人」11.9％、「6人～10 人」11.9％でした。 
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Ⅳ．概  況 

【全体】 

１．業況 

○改善傾向がやや低下 

前年同期（2011年 7～12月期、以下同）と比べて、

今期の業況は「好転」26.3％、「不変」42.4％、「悪

化」29.7％となっています。 

「好転」と「悪化」の差であるＤＩ値は△3.4 に

なり、前回より悪化しました。これにより、2011年

前期以来の改善傾向に陰りがみえています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．売上げ 

○再び回復傾向に向かう 

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」33.1

％、「横ばい」37.3％、「減少」28.0％となっていま

す。 

「増加」と「減少」の差であるＤＩ値は 5.1 とな

り、改善傾向を示しています。前回は「業況」はや

や改善したなかで、「売上げ」が下がりましたが、今

回はそれが逆転しています。「売上げ」という成果が

景気改善につながらない傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経常利益 

○売上げ増が経常利益の増加に反映     

前年同期と比べて、今期の経常利益は「増加」25.4

％、「横ばい」45.8％、「減少」28.0％となっていま

す。 

「増加」と「減少」の差であるＤＩ値は△2.6 ポ

イントと今回も売上げと同様、上下に動き、売上げ

の動きと連動した傾向にあります。また、2008年以

降 2010年下半期に次いで 2番目に高くなっています。 

売上げとのＤＩを比較すると前回の 9.7 低かった

ものが、今回はＤＩが上がった上に 2.5 ポイントと

差が縮まりました。売上げや経常利益は改善傾向を

示しており、特に売上げの増加が経常利益の伸びに

繋がる健全な経営に向かいつつありますが、業種構

造に影響している可能性があります。 
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業種別 

【建設業】 

１．業況 

○2008 年以降の最高値をマーク 

 前年同期と比べて、今期の業況は「好転」31.8％、

「不変」50.0％、「悪化」18.2％でＤＩ値は 13.6 と

前回に比べ大幅に改善し、2008 年以降でみた最高値

を示しています。 

前回大きく落ち込んだ建設業ですが、災害復旧事

業をはじめ需要拡大が進んでいることが窺えます。 

 

 

 

 

 

 

２．売上げ 

○売上げも大幅に改善 

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」40.9

％、「横ばい」40.9％、「減少」18.2％でＤＩ値は 22.7

となり、売上げも大幅に改善し、2008 年以降でみる

と、前々回（2011 年 7～12 月）に次いで高い値を示

しています。 

日田地域の災害復旧事業に関連した需要も影響

していると思われますが、これにより 2010年以降、

6 期続けてＤＩ値が 0 ないしプラス値を示しており、

堅調に推移していると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経常利益 

○前回の腰折れ状態を脱し、2008 年以降最高値 

前年同期と比べて、今期の経常利益は「増加」27.3

％、「横ばい」50.0％、「減少」22.7％でＤＩ値は 4.6

となり、再びプラスに転じました。 

前回は大きく落ち込み腰折れ状態でしたが、今回

は大きく改善し、2008 年以降の最高値を示していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



大分県中小企業家同友会 2012 年 7～12 月期 第 16 回景況調査報告                 5 

 

【製造業】 

１．業況 

○Ｖ字回復から反転 

前年同期と比べて、今期の業況は「好転」18.2％、

「不変」54.5％、「悪化」27.3％でＤＩは△9.1 とＶ

字回復をみせていた前々回、前回の改善から再び悪

化傾向を示しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．売上げ 

○改善傾向が止まる 

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」27.3

％、「横ばい」45.5％、「減少」27.3％となり、ＤＩ

値は 0.0 と前回より低下し、改善傾向が止まりまし

た。 

しかしながら、「横ばい」企業が多く、今後の企

業の動きに注視していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経常利益 

○再びマイナス値へ 

前年同期比べて、今期の経常利益は「増加」18.2

％、「横ばい」54.5％、「減少」27.3％でＤＩは△6.1

と、前回プラス値に復活しましたが、再度マイナス

に逆もどりしています。 

売上げのＤＩよりも低い値になっており、利益の

確保に苦労していることが窺えます。経常利益も売

上げ同様「横ばい」企業が多く、これら企業の今後

の動きに注視していく必要があります。 
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【情報・通信・商業】 

１．業況 

○若干の改善傾向だが、依然マイナス値 

前年同期と比べて、今期の業況は「好転」25.6％、

「不変」39.5％、「悪化」34.9％でＤＩは△8.7 と前

回調査では悪化傾向にありましたが、再び改善傾向

に戻っています。 

ただし、2008 年以降プラス値になったのは 2010

年 7～12月期のみで、あとはマイナス値続いており、

大きな変化はないものの、厳しい状況との判断が続

いています。 

  

 

 

 

 

 

２．売上げ 

○改善傾向へ転換しつつも、楽観できず 

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」37.2

％、「横ばい」34.9％、「減少」25.6％でＤＩは 11.6 

と大幅に改善しました。 

 この間、改善と悪化を交互に繰り返しています。

2010年以降、今回含めて３回目のプラス値になって

おり、マイナス値の時も深い落ち込みをみせておら

ず、売上げについては一定程度の改善傾向にあると

言えます。ただし、業況は厳しいと判断する企業が

多く、今後の見通しは楽観できません。 

 

 

 

 

 

 

 

３．経常利益 

○改善と悪化のもみあいが続く 

前年同期と比べて、今期の経常利益は「増加」32.6

％、「横ばい」37.2％、「減少」30.2％でＤＩは 2.4

となり、再びプラス値に改善しており、改善と悪化

を交互に繰り返す結果となっています。 

今回売上げ、経常利益ともにプラス値には変わり

はしましたが、先にみた業況感はマイナスにあるこ

とから、今後改善傾向が続くと判断するには至って

いません。 
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【サービス】 

１．業況 

○２期連続で低下 

前年同期と比べて、今期の業況は「好転」28.6％、

「不変」42.9％、「悪化」28.6％でＤＩは 0.0 と前

回よりも低下し、マイナスには至っていませんが、

やや悪化傾向にあります。 

2011 年 1～6 月期の震災による大幅な低下を除い

て、この間マイナス値にはなっていませんが、２期

連続低下傾向となっており、注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．売上げ 

○２期連続低下、下降トレンドの懸念 

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」25.7

％、「横ばい」40.0％、「減少」34.3％でＤＩは△8.6

と２期連続で悪化傾向かつマイナスＤＩになりまし

た。 

前回まででみると、震災の 2011 年 1～6 月期を除

いて上昇トレンドの範囲にあるとしていましたが、

今回の低下を受けて、下降トレンドへと入っている

ことが窺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経常利益 

○２期連続停滞で下降トレンド 

前年同期と比べて、今期の経常利益は「増加」20.0

％、「横ばい」51.4％、「減少」28.6％でＤＩは△8.6

となりました。 

売上げ同様、上昇トレンドにあるとしていました

が、売上げのＤＩ値と同様、２期連続で悪化してお

り、下げ幅は小さいものの、売上げ停滞を受けて下

降トレンドに入っていることが窺えます。 
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Ⅴ．当該期間の経営上の問題点 

○「従業員の不足」を問題とする企業が増加 

今期の経営上の問題点について、選択肢より３つまで選んでもらったところ、①「民間需要の停滞」42.4％、

②「同業者間相互の価格競争の激化」39.0％、③「従業員の不足」16.9％が上位３項目となりました。１年前

の同期調査（14 回）と比べ、「民間需要の停滞」、「同業者相互の価格競争の激化」ともに低下していますが、

「従業員の不足」を問題とする企業が増え、３番目（前回５番目）になっています。この他、人材確保を課題

とする「熟練技術者の確保難」も高まっています。 

他に上昇した項目をみると、「取引先の減少」や「大企業の進出による競争の激化」といった経営環境の変

化や、「管理費等間接経費の増加」や「税負担の増加」といった費用増加要因や、「下請業者の確保難」のよう

に費用増加に繋がる要因の上昇もみられます。 

（当該期間の経営上の問題点） 今回（１６回） 
参考：2011年

同期（１４回） 

①民間需要の停滞 え 42.4%↓ 45.8%① 

②同業者相互の価格競争の激化 39.0%↓ 42.0%② 

③従業員の不足 16.9%↑ 16.0%⑤ 

④官公需要の停滞 15.3%↓ 19.8%④ 

⑤取引先の減少 14.4%↑ 13.7%⑦ 

⑥人件費の増加 12.7%↓ 13.0%⑧ 

⑦仕入れ単価の上昇 11.9%↓ 21.4%③ 

⑦熟練技術者の確保難 11.9%↑ 9.2%⑩ 

⑨大企業の進出による競争の激化  9.3%↑ 8.4%⑪ 

⑩新規参入者の増加  8.5%↓ 9.9%⑨ 

⑩販売先からの値下げ要請  8.5%↓ 16.0%⑤ 

⑫管理費等間接経費の増加 6.8%↑ 6.1%⑫ 

⑫下請け業者の確保難 6.8%↑ 3.8%⑭ 

⑭事業資金の借入難 5.1%↑ 1.5%⑯ 

⑭税負担の増加 5.1%↑ 2.3%⑮ 

⑯仕入先からの値上げ要請 4.2%↓ 5.3%⑬ 

⑰輸出困難 1.7%↑ 1.5%⑯ 

⑱輸入品による圧迫 0.8%↓ 0.0%⑲ 

⑱金利負担の増加 0.8%→ 0.8%⑱ 
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         注：①～⑲は順位。また、網掛け部分は 2011 年同期（１４回）に比較して上昇した数値。 

Ⅵ．現在の取り組み状況 

○「人材確保」、「情報力強化」の取り組み企業が増加 

現在の取り組み状況について、選択肢より３つまで選んでもらったところ、①「付加価値の増大」59.3％、

②「新規受注（顧客）の確保」43.4％、③「人材確保」33.1％となっています。１年前の同期調査と比べると、

「人材確保」が現在の取り組みとして大きく伸びています。「人件費削減」や「人件費以外の削減」に取組ん

でいるところは減少しており、攻めの経営を行おうとしている傾向がみえます。あわせて、「付加価値の増大」

や「得意分野の絞り込み」が上がり、「新規受注（顧客）の確保」や「新規事業の展開」は下がっており、厳

しい経営環境のなかで事業を特化させていくことに取組もうとしている傾向がみえてきます。 

加えて、今回は「情報力強化」が伸びており、ここ数年で Face book や twitter といったソーシャルネット

ワークが急速に普及していることも影響していると考えられます。 

 

  今回（１６回） 
参考：2011 年

同期（１４回） 

①付加価値の増大 50.0%↑ 47.3%② 

②新規受注（顧客）の確保 48.3%↓ 58.0%① 

③人材確保 33.1%↑ 18.3%⑦ 

④社員教育 29.7%↓ 32.8%③ 

⑤財務体質の強化 24.6%↓ 26.0%④ 

⑥人件費以外の経費削減 18.6%↓ 22.1%⑤ 

⑦情報力強化 16.1%↑ 10.7%⑩ 

⑧得意分野の絞り込み 12.7%↑ 12.2%⑧ 

⑨新規事業の展開 11.0%↓ 19.8%⑥ 

⑩人件費削減 5.9%↓ 12.2%⑧ 

⑪研究開発 4.2%↓ 6.9%⑪ 

⑫機械化促進 0.8%↑ 0.0%⑫ 

⑬機構改革 0.0%↓ 0.0%⑫ 

         注：①～⑬は順位。網掛け部分は 2011 年同期（１４回）に比較して上昇した数値。 

 

○「人材確保」「情報力強化」に取組んでいる企業は業況、売上げ、経常利益が改善傾向にある。 

 今回、大きく順位をあげた「人材確保」（N=39）と「情報力強化」（N=19）について、取り組んでいる企業の

業況、売上げ、経常利益をみると、業況「好転」、売上げ「増加」、経常利益「増加」の企業割合が「悪化」や

「減少」の企業割合を大きく上回って（高いプラスのＤＩ値）います。 

  

「人材確保」「情報力強化」を取り組んでいる企業の業況・売上げ・経常利益のＤＩ値 

 業況 売上げ 経常利益 

人材確保 18.0 33.4 18.0 
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Ⅶ．この四半期に経営上の努力として、どのような事を試みましたか。また、今後はどのようにしようと考え

ていますか。 

○経済社会の変化に対応しようとする記述の増加 

 現在の取り組み状況で上昇項目であった「付加価値の増大」「人材確保」「情報力強化」に関する記述が目立

っています。特に、今回は情報発信の仕方＝需要拡大や、人材確保・社員教育＝供給面の充実といった経済社

会の変化に対応する記述が多くみられます。 

 

＜記載内容＞ 

○建設業 

・中小企業緊急雇用安定助成金の最大限の支給をさせて頂く。あらゆる方面に仕事の打診をする。 

・努力→特になし。今後→危機感の共有による一人ひとりの仕事に対する意識を上げるよう努力する。 

・人材採用と仕入れ価格交渉を継続する。 

・設問８の２番の新規受注（顧客）の確保中心に動いた件。 

・先行投資で外国人雇用を２名実施。次年度、中国拠点を予定。計画の具現化準備。 

・経費の削減（ローコストの取組み） 

・財務体質の強化。 

・営業力強化。人材の確保。 

・営業しかない。 

・付加価値の向上。経費削減。 

・正月の宿題で、私も含め社員全員で文献レポートを初めて行った。今のままのモチベーションを保ちつつ、

学んでいく。 

・新規顧客の獲得のため、セミナーなどを開催して需要を喚起する。 

・前回の回答の延長として、新規事業を推進しています。 

・経営公開内容の社内説明 品質管理、作業方法の効率化の検討会議 経営方針の確認。 

・経営資源のフル活用と 自社の強みを活かす経営。 

 

○製造業 

・製造の効率化促進のため、二交代の勤務体制を実施。 

・新規事業に投資し、人員を配置し営業をかけている。 

・ソーラー関連売上獲得。 

・新商品の開発。研究開発を続行。 

・個人顧客とのコミュニケーション強化による囲い込み。 

・してきたこと；新規事業の立ち上げ 今後の力点；研究開発 

 

○情報・通信・商業 

・財務体質を改善するため、経営者の給与を削減し、冬の賞与についても社員に”痛み”を分かち合ってもら

っています。 

・インターネット上での販売。試行錯誤中ですが、新しい発見の毎日です。今後も一層努力していくつもりで

す。 

・経費を削減し売上げを上げる粗利の絶対確保。事業承継を２年後に行うための準備、絶対に潰れない企業づ

くり。夢のもてる仕事づくり。 

・社員教育。 

・新製品開発と新規納入先の開拓。コスト削減は最大の努力をしている。 

・新規事業の開拓。 

・粗利の確保が年々難しくなっているので、良い商品を納得プライスで販売する努力をした。とにかく一つ上

のランクの商品を販売する努力をしていく。 

・徹底的な社員教育。 

・顧客接点の増大、強化。 

情報力強化 15.8 21.1 11.5 
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・経費削減と新規受注の確保と付加価値を高めるために、新規生産設備の見直し。 

・社員教育。 

・新入社員確保。 

・ネット販売。 

・ネット販売の強化。 

・サービスの向上。 

・新規受注先の確保を試み、現在利益率などを鑑み、納品体制を工夫中です。 

・営業力強化。接客力強化。 

・人材確保。 

・利益率を上げるために売価の見直し、仕入れ価格のチェックを行った。情報発信力を上げるために、自社Ｈ

Ｐをリニューアルした。 

・社員教育を丁寧に行い、社員成長が会社の成長につながることを全社で共有することにつとめた。 

・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 の認証登録ができ、会社のイメージが大幅アップができた。ｴｺｱｸｼｮﾝ 21の継続と、社員教育、地

域社会との社会貢献ができるように 頑張っていきたいと思う。 

・経営指針反省会。 

・経営理念・指針・計画の共有、浸透。 

・販売方法の改善 取引先の拡大 賞品に付加価値をつける。 

・月の売り上げ安定化。 

 

○サービス 

・ＩＴ活用の浸透（社内）。 

・利用者定員の拡大（障害福祉サービス）と新規事業所の開設。 

・外部委託の削減。管理費、間接経費の削減。 

・太陽光発電事業開始。照明ＬＥＤ化。定期研修制度。 

・人材開発と人材の確保、および商品開発。 

・新規の施設利用者の拡大。 

・新風を取り入れたい。 

・毎日寒いのでサービスでみそ汁をお出ししています。 

・支出の見直し。 

・設備投資と人材のレベルアップ。 

・新入社員確保。 

・一般向けのチラシ作成、配布。 

・サービスの向上。 

・今後は新メニューの開発、宣伝広告に力を入れ知名度を上げる。 

・社員教育。 

・財務面の強化を行い、経営の安定化に務めました。 来期は、内部留保をもっと増やしていく予定です。 

・業務体質の見直し。 稼働率の増加により週休 2 日の見直しをする。 

・以前からのお得意先より新規の業務受注があり売上に大きく寄与している。 

・ボトムアップ方式による経営改革（計画策定と実践）の取組み。 

 

○その他（業種不明） 

・新規事業開始に伴う人材確保、社員教育に力を注いだ。 

・既存のお客様からの紹介の確保。 

・地域に密着してのポスティングなどを多くする（別府地区に関しては小さいけれども点々と基地を確保して

いるため）。 

・各種許可の取得による新規事業の展開。顧客の拡大（県内外、遠方）。 
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Ⅷ．冬の平均賞与額（見込み可）について、どれくらい（予定）ですか？ 

○平均 27.9 万円、1.2 ヶ月の支給で、業績連動の傾向 

 冬の賞与支給額は有額回答のあった企業ベース（N=56）でみると、平均 27.9 万円でした。支給月数の平均

は、こちらも回答のあった企業ベース（N=51）でみて、1.2 ヶ月でした。前年同期の調査（14回）より額面で

は上回り（前年同期 26.1 万）ましたが、月数では下回る（前年同期 1.5か月）ことになりました。 

 額面では上昇傾向しましたが、支給月数では低下傾向がみられます。月数は抑えて、業績に連動して支出す

る傾向にあります。 

 

Ⅸ．社員の年齢構成についてお答え下さい。 

○40 歳代の社員構成比が最も高く 26.0％となり、やや高齢化が進む 

 社員の年齢構成について、回答のあった企業（N=107）の年齢構成について、各企業の年齢構成比を算出し、

平均構成比を出したところ、最も高い構成比は 40歳以上 50歳未満 26.0％、次いで、30歳以上 40歳未満 24.2

％となっています。 

 30～40代の中堅層が半数を占めていますが、こうした人材が活躍できる仕事を作り出すことが企業の活気に

つながっていくことは、これまでの調査結果と変わりませんが、40 代・50 代も半数を占め、60 代以上も含め

ると 60％を超え、企業内での従業員構造の高齢化傾向が若干みられます。今後、人材育成面で技能継承も含め

て対応が必要になっていくことが予想されます。 
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Ⅹ．経営者として新政権に望むことは何ですか？ 

○景気回復が圧倒的だが、景気回復の進め方には多様な注文 

 特別調査として、新政権に望むことを聞いたところ、多くの企業（82企業、69.5％）から回答がありました。 

下記にある通り、ほとんどの声が景気回復を望むものになっていますが、消費税をはじめとする各種税負担

の軽減や中小企業に波及する景気対策、金融円滑化法の延長などの政策の見直しなど、景気回復の進め方には

多様な意見が存在しています。 

また、民主党政権時に生まれた中小企業憲章ですが、新政権でより一層強く位置づけられることを期待する

声や、雇用条件を不安定化させる派遣制度や社会保障制度についても言及されており労使の共通課題として認

識している企業もみられ、これらの回答は同友会企業の特徴とみることができます。 

 

○建設業 

・国と県と市と三位一体で、東北の被災にあわれた所のガレキ処理の焼却場の設置。他県に頼まなくても済む

のでは？ 

・中小企業に対する行政としての見直しを進めて欲しい。（具体的には中小企業憲章の国会決議、ＴＰＰ参加

に対する中小企業向けのパブリックコメントなど） 

・身を以て痛みを引き受けなさい！ 

・景気回復。 

・中国からの脱却。 

・対外交政策の柔軟性。景気対策。 

・景気対策。 

・地方経済の活性。 

・景気対策、公共工事の拡大。 

・景気向上施策をスピード感をもって行ってもらいたい。 

・建設業のため、公共工事の増加にともない、工事量の増加と仕事の取り合いの減少。 

・学校教育。 

・単なるバラマキで終わらず、未来につながる税金の使い方をして欲しい。 

・消費税は小刻みに上げてもらいたい（１～２％程で）。 

・消費増税の延期 円安政策の徹底。 

・国力回復 景気対策 外交正常化 復興支援。 

・①年金制度の将来展望の明確化（雇用主・従業員の負担軽減）②中小企業憲章の具体的な政策化。 

 

○製造業 

・デフレ脱却。公共事業への積極的投資。 

・景気の安定。 

・経済の好転。景気上昇。 

・景気対策。公共工事復活。 

・景気回復。 

・景気の回復。社会保障制度の確立。 

・景気の浮揚と消費税値上げの阻止、近隣諸国との友好。 

・景気の向上 電気量値上げ抑制 中小企業への支援（特に対雇用）。 

 

○情報・通信・商業 

・ドルに対して”円安”を加速させ、法人税も削減することにより、「日本企業」を元気にさせて欲しい。そ

うなれば経済が浮揚し、国力も増強していくと思います。 

・アホなことをしないように願いたい。 

・とにかく景気回復。長期信頼できる政権を望む。 

・望むことなし。一人企業の支援システムがない。政治で世の中は変わらない。再起についてもない。 

・景気対策。 

・デフレ脱却。公共事業への増大。 

・自主、独立。 

・デフレからの脱却。 

・ＳＴＯＰデフレ。 
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・景気拡大のため大型官公需要の増大。 

・日本の将来が明るく成長に結びつくような、公共投資をして欲しい。 

・景気回復。子どもの教育改革。 

・規制緩和。 

・景気回復。 

・燃料価格の安定。 

・税金負担軽減。特に消費税。 

・財政の健全化。景気対策。円高対策。 

・景気の回復。教育改革。 

・脱原発を宣言して、エネルギー源を多様化する。特に自然エネルギー、バイオマスなど国内で産するエネル

ギー源を活用する。行政改革、地方主権の推進。 

・公共事業の増加と税緩和。 

・景気回復が一番だが、あまり国債に頼らない政策をお願いしたい。 デフレ解消も大切だが、急激な施策で

は国民の負担が大きい、消費税増税も視野に入れて、緩やかな施策を望みます。 せっかく閣議決定された

中小企業憲章を国会決議してもらいたい。そして、中小企業の立場に立った政策を推進してもらいたい。 

・金融緩和の政策を緊急にもとめる。 円滑な資金供給 中小企業が地域発展結び付く景気回復のための支援

の抜本的強化。 

・景気回復。 

・景気回復。 

・景気回復。 

 

○サービス 

・規制緩和。 

・土地規制などの規制緩和。 

・景気対策。 

・景気回復。 

・政権の安定。 

・景気回復。 

・公共投資等の大盤振る舞いは、大企業にとっては良いかもしれないが、中小企業にまで波及効果があるかは

疑問だ。地域経済が活性化するような起爆剤となる政策を打ち出して欲しい。今は見えない。 

・景気回復。 

・経済対策を速やかに実行し景気の回復に努める。 

・経済、外交両にらみの戦略的政策の実現。大企業と地域の中小企業の役割分担。 

・障害者施策にもっと取り組んで欲しい。 

・景気回復。 

・貧富の差解消のため、製造業などの派遣社員制度の廃止。 

・期待を込めて上向くと思います。ある意味、正念場とも思います。 

・インフレを要望。 

・景気と減税。 

・良く考えて、全国民の理解の得られる政策。増税だろうと、もっと理解できる仕組みに。 

・法人税の減税。ガソリン税率撤廃。 

・地方に対する施策をもっと力を入れて欲しい。 

・経済の景気対策。 

・景気回復。 

・経済対策。 

・デフレからの脱却を果たし、経済成長戦略を期待する。 原子力発電の推進をしエネルギーの安定供給を取

り戻す。 

・経済の活性化。金融円滑化法の延長。消費増税の延期もしくは中止。 

・強力な経済浮揚対策。円安・株高を促進し、デフレ脱却を実現の上、活力ある日本経済を早期に実現してほ

しい。 
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○その他（業種不明） 

・景気対策。 

・農林水産業に対する具体的な支援方法を望みたい。 

・景気回復、財政再建、国防、憲法問題いずれも重要だが、国家観をしっかり持って政策を実行し、物心両面

で豊かな国を実現してもらいたい。中小企業経営支援のための政策を積極的に取り組んで頂きたい。 

・景気の回復。 

・日本全体を覆う閉そく感を何とかしてもらいたい。景気の好転を強く望みます。 

・公共事業の増加等。税金緩和。金利引き下げ。 

・円安、株高。脱デフレ。電気代を安くする。その他、規制解除。 

 

ⅩⅠ．あなたの会社が属する業界の動向で、最近気になる点があればお書き下さい。 

○労使ともにモチベーションを引き上げる改善が必要 

 特別調査の２つ目として、所属する業界の動向を聞いたところ、51企業（43．2％）から回答がありました。

全体として、仕事がないなかで価格を切り下げ、それが労使ともにモチベーションを下げている傾向がみられ

ます。 

各業種別にみると、建設業では、単価の切り下げや無理な受注で多忙化しつつ疲弊している状況が窺えます。

製造業では、倒産や連鎖倒産を懸念する声があがっています。情報・通信・商業では、大手企業の進出による

コストダウン競争にさらされていること、サービスでもコストを切り下げることによる従業員のモチベーショ

ンダウンの問題等があがっています。 

 これらは構造的な問題を抱えており、職場が疲弊する前の手立てが求められています。 

 

○建設業 

・人件費、全てを考えてみても、損が分かりながらも業者同士で、単価を落とす。その事を喰い止める手立て

はないものか？公の仕事で入札価格で、プラスマイナスにもならない価格以下の価格？（独占禁止法？） 

・書類に対する経費が莫大で現場管理費を圧迫しているため、昔ほど”公共事業が儲かる”という事はなくな

った。補助金の中で無理な事業を執行するため、中身が厳しい事業が散見される。 

・建設投資が減少する中、若者の入職者が大きく減少している。 

・低価格、低品質、粗悪品の横行。 

・公共工事が激減している。年間１件も受注できてない状況。 

・単価（価格の上昇と安定が不可欠）。 

・どの業界でも同じだと思いますが、ニッチの仕事に特化していく事が大切だと思います。 

・消費税ＵＰ後の状況。 

・消費税増税で前倒しの需要が生じ始めているが、本年９月末までの契約では来年４月以降の完成であっても、

消費者は消費税が現状（５％）のままですが、業者（建設請負者）は仕入れで増税分（３％）が付加される。 

・災害が多くなっている。 

・九州北部豪雨災害の復旧工事発注はありがたいことだが、件数が多すぎて受けきれない状況にある。また、

材料、特にコンクリート二次製品が不足しており、工期内に完成できないのではないかとの不安がある。 

 

○製造業 

・客先である建設業者（特に中小企業）の与信に関しての不安有り。 

・同業者の倒産が増えている。 

・価格競争の激化（下落）、叩きあい。考えられない価格で受注する。 

・比較的安定しているのではないかと思います。 

・電気料金の値上げは、仕入れ単価の上昇に繋がり経営を圧迫することになること。 

・電気料金の値上げ。 

 

○情報・通信・商業 

・光ファイバー工事をしっかり手につける。 

・挑戦力、具体性がない。口先だけのリーダーが多い。協力共同の思考力がない。リーダーの責任意識の欠如。

・同友会も同じところをグルグルまわっているだけ！ 

・消費税増税時に販売価格をどうするのか。 

・為替円安による、輸入材料のコストアップ。 
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・業界大手の越県参入。 

・品質の落ちる商品を安く仕入れて安く売り、目先の売上を追いかけるところが増えてきた。業界全体の信用

を落とすのではないかと心配がある。 

・特に複写機で価格競争の激化。 

・ローコスト住宅の需要は増大しているが、コストが毎年引き下げられている。 

・消費税増税と住宅関連の減税動向。 

・ディスカウント店の集客の力強さ。 

・コンビニの飽和状態。オーバーストア。 

・更なる減車要請。 

・広域保険代理店の進出。 

・大手の異業種の参入が目につく。メーカーの直販が増えてきた。 

・業界には属していないが、多くの分野で高度人材の獲得競争が激化している。特にアジア地域でビジネスを

起こせる top and brightest は超売り手市場。これに対応できなければ成長難しい。 

・インターネットでの商品（中国、韓国）海外製品流通が多くなり、商品での粗利が少なくなった。その代わ

り、作業工賃の利益収入が多くなった。 

・来年の中小企業金融円滑化法の終了をひかえて、経営悪化情報のうわさ話がちらほら散見される。それが企

業活動の活性に影響を与えているのか、販売活動の動きが鈍い。 

・寒波到来により冬期青果供給バランスの破壊により景気に大きく影響し消費者の食生活に辛い思いの新年明

けでしょう。 生活の変化で健康志向になり果物の進物が３倍の伸びとなる。 

・プライベートブランドとの価格差。 

・自由化。 

・消費税増税。 

 

○サービス 

・施設の増加。施設利用料（家賃等）の引き上げ。 

・他士業との競合。ＴＰＰの行方。 

・障害者自立支援法が障害者総合福祉法になること。 

・夜の町に客引きが多くて困っています。 

・値段は落ちるところまで下がった。社員一人ひとりのやる気を引き出す方法を見つけること。 

・過度な円安による輸入食材の高騰。 

・車業界の大手メーカーの消費者の囲い込み。 

・法律の改正。 

・巨大資本の進出による別府観光旅行者の集中集客により、地元中小零細業者が疲弊し窮境の苦しみから脱却

できないであえいでいる。地元企業の努力不足は否めないが、別府観光全体の協調協力態勢を創出しないと、

弱者の中小零細業者は淘汰されてしまいかねない。そんなことで別府全体の観光産業は守られるのだろうか

と大変心配です。 

 

○その他（業種不明） 

・人材が不足している。 

・保険は自由化に伴い、悪い方向へ行っていると思う。 

・石材に関する何かを模索しているが、答えが出てきません。一時期（今から４０～５０年程前）、納骨堂が

ブームの時がありました。今またそのような動きが少しずつ出てきています。 

・安値で他社に取られることが多い。取っても（受注しても）うるおいがない。ギスギスして仕入れ先、下請

けにもつらく当たる。 



大分県中小企業家同友会 2012 年 7～12 月期 第 16 回景況調査報告                 17 

 

 

ⅩⅡ．総括 

○不安定な動きをみせる景況指数、モチベーションの低下に注意。Voice型経営が一つの処方箋。 

 同友会景況調査報告（DOR）の最新版（2012 年 10～12月期）では、大企業では横ばいないし、持ち直しの気

配がみられるものの、中小企業を中心に 2013 年 1～3月期にミニ・リセッション（景気後退）の可能性を予想

しています。さらに、この 2013 年 3 月に中小企業金融円滑法の期限切れによる資金繰りの悪化が起きること

も予想され、特に新年度以降、リセッションは十分に予想されます。 

 今回の結果は、冒頭「概要」で述べたように、全体としては改善傾向がみられました。内閣府の「地域経済

動向」（2013 年 2 月）の最新版でも、2012 年 10～12 月期の判断をもとに、大幅な改善判断を全ての地域で行

っており、こうした傾向と一致することにはなりました。しかし、その前の 2012 年 11 月に報告された 7～9

月期は海外景気減速や円高傾向、エコカー補助金効果の喪失の影響で景況判断を大きく引き下げていました。

このように、2012 年は景気についてはアップダウンの激しい年でした。ここ数回の本景況調査においても、ア

ップダウンを繰り返す不安定な動きを示しています。 

 こうした不安定ななかで、地域の中小企業が好況期にその資源を使って「人材確保」や「情報力強化」を進

めている傾向は経済社会変化への自営的「備え」として評価できます。一方で、大企業の進出による競争激化

やコストダウン競争によって職場が疲弊し、そうした体力をもてないままに悪循環に陥ってしまい、地域経済

の疲弊が進むことも本調査への記述から読み取れます。 

 自助を十分に活用できる企業でも、アップダウンの激しい環境に流されやすくなります。企業全体でモチベ

ーションが持続するために、従業員と経営の間を狭い意味での労働条件は言うまでもなく、広い意味での事業

体としての運営方針をめぐって水平的に協議し力を合わせられるようにしていくことが重要です。特に、地域

経済やそれを支える中小企業のスモールビジネスは大企業に比し、従業員はじめステークホルダー（利害関係

者）の声をまとめやすくなっています。こうし Voice（声）に基づく企業経営を検討することは、迂回的なよ

うで不安定な経済社会においては有効に作用していきます。 

 

○新政権に必要なのは「足元を固める」経済社会運営 

 新政権に期待するのは景気対策に集中しました。これは当然ですが、これまでの景気対策は中小企業が短期

的にも景気の良さを実感し、地域経済を活性化できていないのは、20年間の企業規模別の景況指数の動きをみ

れば一目瞭然です。大企業という屋台骨とそれを支える支柱としての地域経済は、車の両輪であることは絶え

ず認識しておく必要があります。 

 今回、「財政出動」「金融緩和」「成長戦略」というキーワードで来年度は経済運営されていきます。このと

き、「財政出動」によるお金がどこに流れるのか、「金融緩和」してお金が「儲かる」ところにのみしか流れな

くならないか、「成長戦略」によって切り捨てられる産業が出てこないか注視していく必要があります。地域

生活を支える中小企業という側面からも「足元を固める」方向に逆行する効果が、これら経済政策によって生

まれないように、時に声をあげていかなければならないと言えます。 
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