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同友会景況調査報告（DOR）
（2010年1〜3月期）
ボトム







〔概要〕

2010年4月、中小企業は景気回復過程のどの地点に立っているのであろうか。
日本経済は中国など新興国への輸出拡大（新興国効果）と麻生・鳩山両政権の史上最大の
財政出動により持ち直しつつあり、中小企業もこれにあずかっている。
2010年1〜3月期は2009年10〜12月期に比べ、前年同期比でみた業況判断DIはマイナス45→
マイナス18と27ポイント上昇した。L字型でなくV字型の急角度の反転である。もっともこれ
は2009年1〜3月期は最悪の底であるから落ち過ぎた分を戻したにすぎない。しかもそれでも
大企業に比べ回復は遅れている。
では4〜6月期の見通しはどうか。
業況判断DIの次期見通しはマイナス18→マイナス17と1ポイントの改善で実質は停滞、業況
水準DIでは△36→△43と7ポイント悪化すると予想している。這い上がったが、景況は不安定
である。
民主党はマニフェスト公約で中小企業憲章の策定を謳ったが、日本経済の基盤産業（ベー
ス・インダストリー）で国力の根源をなす中小企業の堅実な安定的発展には、現在、只今、
憲章の完成が求められている。
〔調査要領〕
（1） 調

査

時 2010年3月5〜15日

（2） 対 象 企 業 中小企業家同友会会員企業
（3） 調 査 の 方 法 郵送により自計記入を求めた
（4） 回 答 企 業 数 2,437社より979社の回答をえた（回答率40.2％）

（建設167社、製造業328社、流通・商業304社、サービス業175社）
（5） 平 均 従 業 員 数 ①役員を含む正規従業員数39.1人

②臨時・パート・アルバイトの数35.1人
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〔Ⅰ〕業況












2010年4月――経営戦略をたて経営指針をつ

リンリスク（国家信用に対するリスク）が起こり、

くるとき、その枠組みとなるのは、情勢認識、

ユーロは売られ、景気回復の芽がつまれた恰好

とりわけ経済の構造的変化と景気動向である。

である。

中期計画は経済の構造的変化を見すえてつくり、

対するに中国は史上最大の景気予算で、1〜3

短期計画は景気動向をにらみながらつくる。だ

月のGDP（実質国内総生産）が前年同期比で

が経済の構造的変化も景気動向に左右されて曲

7.9％増となったが、輸出の回復は遅れており、

折したり、テンポが速まるから、景気動向には

インフレや上海万博がらみの不動産バブルの懸

目が離せない。

念が高まっている。

現在、グローバル化した経済により日本経済

では日本はどうか。日本は中国を初めとする

の動向は世界経済の動向とリンケージ（連結）

新興国の高成長による輸出の拡大、 新興国効

している。そこでいま、08年9月のリーマン・

果

ショック以来、世界同時不況の元凶となったア

の景気対策により、回復に向かっている。いま

メリカの動きをみると、オバマ政権下の史上最

一年前の4月を起点に輸出をみると33.6％と高

大の景気対策により、ここのところ景気回復の

い伸びであるものの、大規模な景気対策にかか

裾野は広がっているものの、改善のペースは緩

わらず内需は弱く、名目雇用者報酬は3.0％も

慢である。

減っている（『日本経済新聞』2010年3月29日朝

ヨーロッパではギリシャの財政赤字からソブ





という外需主導に加え、これまた史上最高

刊）
。


年1〜3月 期 は △36と9ポ イ ン ト の 改 善 に と ど

ではDORはどういう軌跡を示しているか。景

まっている。

況判断DI（「好転」−「悪化」割合）は△45→
△18（27ポイント改善）で1四半期の回復テンポ

参考までに3月の日銀短観（企業短期経済観測

としては過去最大のV字回復である。この数字

調査）でみておくと、大企業は2009年12月期の

は08年1〜3月期の△22に近づいたことを示す。

△23が2010年3月期は△14と9ポイントの改善を

この回復ぶりは一見、中小企業景気が大幅に

みている。そのうち製造業は△25→△14（11ポ

好転したかにみえるが、実態は2009年1〜3月期

イント改善）
、非製造業は△21→△14（7ポイン

の△59の最悪値に比べてのものだから、大きな

ト改善）である。

回復に見えるのは当然なのであって、足もとの

これに対し中小企業は△37→△31で6ポイン

景気がすばらしくよくなったというものではな

ト改善と大企業に比べマイナス幅が大きく回復

い。

テンポも半分以下である。そのうち、製造業が
△41→△30（11ポイント改善）、非製造業が△34

そこで日銀短観と同様の調査方法をとってい

→△31（3ポイント改善）である。

る業況水準DI（
「良い」−「悪い」割合）をみ

ではDORに戻って業種別にみるとどうか。

ると、全業種で2009年10〜12月期の△45が2010



業況判断DIと業況水準DI、日銀短観（大企業・中小企業）

ント改善）である。

業種別の業況判断DIでは、製造業が△44→0
（44ポイント改善）でめざましい。ついで流通・

改善幅は大都市圏同様、2ケタ台であるが、中

商業が△52→△26（26ポイント改善）
、サービス

国・四国が改善幅でも小さく、マイナス水準は

業が△37→△22（15ポイント改善）
、建設業が△

最も大きい。2010年4月16日付『日本経済新聞』
は

42→△31（11ポイント改善）である。

日銀の「地域経済報告」の景気判断に対して
「地方経済に薄明かり」と評しているが、DOR

全業種、2ケタの改善であるが、製造業の急転

の数値も「薄明かり」を示しているといえる。

が目立つ。
地域経済圏別では、関東が△51→△23（28ポ

企業規模別では、100人以上が2009年10〜12月

イント改善）、北陸・中部が△54→△13（41ポイ

期の△47が1〜3月期は△3（44ポイント改善）、

ント改善）、近畿が△44→△12（32ポイント改善）

50人以上100人未満が△39→△11（28ポイント改

である。改善幅では北陸・中部が大きいが、マ

善）
、20人以上50人未満が△41→△16（25ポイン

イナス水準では関東が3つの都市圏のうちでは

ト改善）
、20人未満が△50→△27（23ポイント改

最大である。

善）となっている。

これに対し、北海道・東北が△37→△15（22

企業規模が大であるほど改善幅は大きく、マ

ポイント改善）、中国・四国が△46→△29（17ポ

イナス水準も低い。対して小規模・零細企業ほ

イント改善）、九州・沖縄が△37→△17（20ポイ

ど苦難が大きい。




というべきであろう。

それでは今後の見通しはどうか。
まず業況判断DIの次期見通しでみると、4〜6月

つぎに業況水準のDIでみると、1〜3月期の△36

期は全業種で△17、1〜3月期の18に対して1ポイ

が4〜6月期は△43で7ポイントの悪化である。参考

ントの改善を見込んでいる。1〜3月期のレベルが4

までに日銀短観の中小企業（全産業）をみると、3

〜6月期もほぼ同様というのであるから景気は停滞

月期の△31が6月期には△35と4ポイントの悪化を



業況判断DI、売上DI、経常利益DI、業況水準DI

企業が集中する北陸・中部は「プリウス」
リコールの

予想している。

負の連鎖に巻き込まれている。

2010年4月17日付『日本経済新聞』社説は「景気
は春めく」というタイ
トルを掲げているが、中小企業

他方、北海道・東北は△16→△24（8ポイント悪

景気は 春めく どころが 寒の戻り という様相であ

化）
、
中国・四国は△29→△17
（12ポイント改善）
、
九

る。

州・沖縄が△17→△18（1ポイント悪化）
を見込んで
いる。

業種別で業況判断DIをみると、製造業が1〜3月

北海道・東北とくに北海道の景気は 薄明かり さ

期の0から4〜6月期は△3に後退する。流通・商業
は△26→△16（10ポイント改善）、サービス業は△22

えおぼつかないようである。
企業規模別では、100人以上が△3→△11（8ポイ

→△21（1ポイント改善）、建設業が△31→△42（11
ポイント悪化）の見込

業種別業況判断DIの推移

みである。
製造業の景気後退
にくわえ、公共事業の
圧縮等で建設業は構
造不況下、呻吟して
いる。
地域経済圏別では、
関東が△23→△14（9
ポイント改善）、北陸・
中部が△13→△17（3
ポイント悪化）、近畿が
△12→△12（横ばい）
である。トヨタの関連



ント悪化）、50人以上100人未満が△11→△4（7ポイ

兆である。

ント改善）、20人以上50人未満が△16→△14（2ポイ

以上、DORの業況をみてきたが、1〜3月期に

ント改善）、20人未満が△27→△26（1ポイント改善）

急角度の反転をみたものの、現在は停滞ないし

の見込みである。100人以上の悪化は明らかに凶

やや後退の気味がある。それでは中小企業の堅
実な発展はいかにし

地域別業況判断DIの変化

てなされうるか。そ
れには、鳩山内閣が
外需主導ではなく内
需主導の成長戦略を
描こうとするならば、
まずもって中小企業
を日本経済にとって
の脇役的存在として
ではなく、日本経済
の基盤産業（ベース・
インダストリー）と
捉え、中小企業のも
つ雇用創出、所得創
規模別業況判断DI（全業種）

出効果に依拠するこ
と、そのために中小
企業の自立的発展と
中小企業を主軸とす
る地域経済の内発的
発展のための小泉内
閣のそれとは異なる
構造改革が求められ
ている。この改革な
くして中小企業の堅
実な発展はない。今
回の業況判断はこう
した政策的含意を示
していよう。






売上高DI（「増加」−「減少」割合）は△44

業種別では、製造業が△43→△4（39ポイント

→△19（25ポイント改善）と鋭角的に改善をみ

改善）
、流通・商業が△53→△25（28ポイント改

ている。業況判断DIの27ポイントの改善幅にや

善）
、サービス業が△32→△22（10ポイント改善）、

や劣るとはいえ、めざましい。

建設業が△39→△36（3ポイント改善）である。



業種別売上高DI

売上高で建設業は
マイナス水準が最大
で回復幅も小さいが
ゆえに、苦境に立た
されている。
地域経済圏別では、
関 東 が △48→ △25
（23ポイント改善）
、
北陸・中部が△54→
△20（34ポイント改
善）
、近畿が△45→△
13（32ポイント改善）
である。
これに対して北海

地域別売上高DIの変化

道・東北が△40→△
10（30ポイント改善）
、
中国・四国が△41→
△32（9ポ イ ン ト 改
善）
、九州・沖縄が△
33→△21（11ポイン
ト改善）である。総
じて今回は大都市圏
の回復ぶりが顕著で
ある。
企業規模別では、
100人以上が△29→3
（26ポイント改善）
、
50人 以 上100人 未 満

建設業の悪化と製造業の停滞、流通・商業、

が△39→△17（22ポイント改善）、20人以上50人

サービス業の好転が交錯している。

未満が△45→△17（28ポイント改善）
、20人未満

地域経済圏別では、関東が△25→△13（12ポ

が△47→△29（18ポイント改善）である。100人

イント改善）
、北陸・中部が△20→△16（4ポイ

以上がプラスに躍り出ているのが目を引く。

ント改善）
、近畿が△13→△10（3ポイント改善）

それでは4〜6月期見通しはどうか。全業種で

の模様である。

は1〜3月期の△19が4〜6月期は△16と3ポイン

これに対し北海道・東北が△10→△19（9ポイ

トの小幅改善予想である。
業種別では製造業が△4→△4
（横ばい）
、
流通・

ント悪化）
、中国・四国が△32→△18（14ポイン

商業が△25→△13（12ポイント改善）、
サービス業が

ト改善）
、九州・沖縄が△21→△22（1ポイント

△22→△15（7ポイント改善）、建設業が△36→△46

悪化）を想定している。
大都市圏で改善の見通しであるのに対し、北

（10ポイント悪化）
の見込みである。



海道・東北と九州・沖縄の両端が再悪化という

ポイント改善）
、20人以上50人未満が△17→△18

予想である。

（1ポイント悪化）、20人未満が△29→△21（8ポ

企業規模別では100人以上が3→△11（14ポイ
ント悪化）、50人以上100人未満が△17→△7（10




イント改善）の見込みである。ここでも悪化と
改善とが相交錯している。



経常利益DI（「増加」−「減少」割合）も△

量・客数の増加」で2009年10〜12月の64.5％が

38→△17（21ポイント改善）と好転している。

82.1％へと17.6ポイント上昇している。他方、
「売上

ではこの好転の理由は何か。経常利益変化理

単価・客単価の上昇」は14.8％から8.9％と5.9ポイ

由をみてみるとこの好転の最大の理由は「売上数

ント低下しており、マイナス要因としてのデフレ要因

経常利益DI、採算水準DI

もみのがしえない。
業種別では製造業
が△37→△2（35ポイ
ント改善）
、
流通・商業
が△42→△23（19ポ
イント改善）
、サービス
業が△34→△14（20
ポイント改善）とそれ
ぞれ2ケタを超える改
善であるが、建設業の
みは△37→△37（横
ばい）と改善が見られ
ない。
地方経済圏別では

業種別経常利益DIの推移

関 東 が △38→ △17
（21ポイント改善）
、北
陸・中部が△47→△
14（33ポイント改善）
、
近 畿 が △39→ △18
（21ポイント改善）であ
る。
これに対し北海
道・東北は△28→△
13（15ポイント改善）、
中国・四国が△40→
△29（11ポイント改
善）
、九州・沖縄が△
35→△13（22ポイン





規模別経常利益DIの推移

ト改善）である。北
陸・中部はマイナス
水準が最少で改善幅
が最大である。
企業規模別では
100人以上が△20→3
（23ポイント改善）
、50
人 以 上100人 未 満が
△33→△7（26ポイント
改善）、20人以上50人
未 満 が △38→ △16
（22ポイント改善）
、20
人未満が△43→△29
（14ポイント改善）であ
る。
4階層すべてで2ケタ台の改善ぶりである。

地域経済圏別では、関東が△17→△13（4ポイ

採算水準DI（「黒字」−「赤字」割合）でみると、4

ント改善）
、北陸・中部が△14→△13（1ポイン

→3と僅かではあっても減少している。最悪期で

ト改善）
、近畿が△18→△12（6ポイント改善）

あった2009年1〜3月期と較べた経常利益DIでは

とみている。

好転しているように見えても、実際には収益は低迷

これに対し北海道・東北が△13→△19
（6ポイント

している。採算がともなわない回復といえる。

悪化）
、中国・四国が△29→△21（8ポイント改善）
、

それでは4〜6月期の見通しはどうか。

九州・沖縄が△13→△17
（4ポイント悪化）
の見込み

まず全業種では、1〜3月期の△17に対し、4〜6

である。売上高同様、
北海道・東北と九州・沖縄の

月期は16と1ポイントの上昇にとどまる見込みである。

両端が再悪化の見通しである。

実質的にいって利益は低迷というべきであろう。

企業規模別では、100人以上が3→△9（12ポイ

業種別では製造業は△2→△3（1ポイント悪化）

ント悪化）
、50人以上100人未満が△7→△8（1ポ

とやや悪化、また建設業も△37→△45（8ポイント悪

イント悪化）
、20人以上50人未満が△16→△13

化）
と悪化する。
これに対し流通・商業は△23→△

（3ポイント改善）、20人未満が△29→△21（8ポ

14（9ポイント改善）、サービス業は△14→△12（2ポ

イント改善）という予想である。規模が大きい

イント改善）、
それぞれ改善を予想している。

ほど、きびしい予想であるのが目立つ。

〔｢ 〕金融・物価







2010年1〜3月期の資金繰りDI（
「余裕」または

きた資金繰りは、
その改善に一服感がみられる。

「やや余裕」企業割合−「窮屈」または「やや窮屈」

業種別に資金繰りDIの状況をみると、建設業

企業割合）は2009年10〜12月期調査から変化なく

（△15→△31）では著しい悪化がみられる。長

推移し、△9であった。水面下ながら改善の続いて

らく資金繰りDIでマイナス20台後半が続いて





超過を記録した。中

業種別資金繰りDI

国・四国の「余裕」超
過はこれで5期連続と
なる。
また、
北海道・東
北（△10→△7）
、関東
（△18→△15）、近畿
（△17→ △12）で は
「窮屈」超過幅の縮小
がみられた。
対照的に、
10〜12月期調査にお
いて著しい窮屈感の
緩 和 が みられ た 北
陸・中部（△2→△10）
では一転して「窮屈」
きた建設業は、10〜12月期調査において6期振り

超過幅の拡大がみられ、九州・沖縄
（△12→△14）

にマイナス10台への回復をみた。ところが今回

でも
「窮屈」
超過幅が幾分拡大している。

の調査では一転して「窮屈」超過幅が拡大し、

企業規模別では、20人未満（△22→△20）の

2003年1〜3月期以来、7年振りのマイナス30台を

企業階層においてわずかに「窮屈」超過幅の縮

記録した。また、サービス業（△11→△13）で

小がみられたものの、依然として圧倒的に窮屈

もわずかに「窮屈」超過幅の拡大がみられた。

感が強い。また20人以上50人未満（△2→△4）

他方、流通・商業（△10→△1）では「窮屈」超

では「窮屈」超過幅の拡大がみられた。他方、

過幅が縮小しており、製造業（△3→△2）も引

3期連続で「余裕」超過が続いてきた50人以上100

き続き「窮屈」超過幅の縮小が続いた。

人未満（5→20）では15ポイント、同じく3期連

地域経済圏別では、中国・四国
（7→8）
で「余裕」

続で「余裕」超過が続いていた100人以上（14→

超過幅が拡大し、地域経済圏別では唯一「余裕」

33）でも19ポイントの「余裕」超過幅の拡大が

借入金有りの割合と資金繰りDIの変化

みられ、従業員数50
人を境として資金繰
り動向は明暗が分か
れる結果となった。
以上のように、全
体としてみれば資金
繰りは前回並で推移
したものの、今回調
査最大の特徴は業種
間・企業規模間の格
差に大きな変化が生
じたことにある。業
種間の格差は、建設
業の悪化、流通・商





業の改善によって、10〜12月期調査の12（建設

であったから、長期資金借入の低迷は金融環境

業：△15、製造業：△3）から29ポイントに拡大

の悪化によるものではなく、設備投資意欲の減

しており、直近5年では2007年10〜12月期の33

退を背景とする資金需要の低迷、借入負担低減

（建設業：△20、製造業：13）に次ぐ格差を記

のための長期借入金の早期返済などを反映した

録した。また、中小・零細企業の低迷、100人以

結果と推測される。長期資金同様、短期資金に

上規模階層の著しい改善によって、企業規模間

ついても、仕事量の減少を反映して借入金DI

の資金繰り格差は1990年の調査開始以来最大の

（△4→△3）は「減少」超過が続いた。

53（20人未満△20、100人以上33）にまで拡大し

記述回答欄での金融動向にかかわるコメント

ており、
「総体として変化なし」の中にもかつて

には「金融機関に返済猶予をお願いする」
（東京・

ない格差の拡大が生じている。

ソフトウェア開発）、「必要以上に運転資金を借

借入金の有無については、
「有り」の企業が10

りない」
（愛知・ポンプ販売）、
「借入金縮小のた

〜12月期調査よりも1.3ポイント減少して79.5％

め保険等を見直した」
（大阪・建築業）、
「借入金

と、再び70％台に逆戻りしている。特筆すべき

の複数件をまとめ、返済期間を長くして月返済

は、長期の借入金DI（「増加」−「減少」割合）

額を減少させた」
（大阪・機器製造）といった回

が、3から△4へ5期振りに「減少」超過に転じた

答が寄せられ、各社とも「我慢」と「工夫」を

点にある。長期資金の借入難度DI（「困難」−

凝らして現状を乗り切ろうとする姿がうかがえ

「容易」割合）は「容易」超過割合が1ポイント

る。
なお、受取手形期間DI（「短期化」−「長期

（△18→ △17）、ま た 長 期 資 金 の 借 入 金 利DI
（「上昇」−「低下」割合、前期比）も「低下」

化」割合、前期比）は、△3→△3と横ばいで推

超過割合が1ポイント（△9→△8）縮小した程度

移した。




仕入単価DI（「上昇」
−
「下降」割合）
は、14ポイン

軒並み「下降」超過幅が縮小している。
建設業（△

ト
「下降」超過幅が縮小し、DI値は△7となった。
仕入

18→△10）は8ポイント、サービス業（△6→△3）でも

単価の「下降」超過は

仕入れ単価DI、売上・客単価DIとその格差（全業種）

これで4期連続となる
が、素材価格の上昇
を一 部 反 映してその
上 昇 圧 力は 高まりを
見せている。
業種別にみると、流
通・商業（△31→△
11）で20ポイント、製造
業（△20→△2）では
18ポイントの大幅な
「下
降」超過幅の縮小が
みられたのをはじめと
して、
その他2業種でも




「下降」超過幅の縮小がみられた。
企業規模別では、

移し、調査開始以来のワースト1が継続した。企業規

100人以上（△42→△8）
で34ポイントにおよぶ著しい

模別では、20人以上（△54→△54）、100人以上（△

「下降」超過幅の縮小がみられたのをはじめ、50人

51→△55）でマイナス50台が続き、20人以上50人未

以上100人未満（△23→△5）で18ポイント、20人以

満（△48→△47）、50人以上100人未満（△46→△

上50人未満（△21→△10）でも11ポイント、さらに20

46）でも10〜12月期調査同様の厳しい状況が続い

人未満（△16→△12）でも
「下降」超過幅の縮小が

ている。依然として売上客単価の下落が中小企業

みられる。
なかでも業種別では化学・石油製品や鉄

全体に重くのしかかっており、収益が改善しない足か

鋼・非鉄金属にかかわる製造業が、企業規模別で

せとなっている。
売上客単価が上昇しない中で仕入単価の上昇

は企業規模が大きいほど、仕入価格の強い上昇圧

圧力が強まったことによって、仕入単価DIと売上客

力を受けている。
他方、長らく「下降」超過幅の拡大が続いてきた
売上客単価DI（「上昇」
−
「下降」割合）
であったが、

単価DIの差は、10〜12月期調査の30から40へ10ポ
イントも拡大した。
仕入価格の上昇分を販売価格に転嫁できるか否

今回の調査では4ポイント
「下降」超過幅が縮小して

かがますます重要なポイントになってくるが、足元の経

DIは△46となり、
やや改善がみられた。
業種別にみると、4業種のうち唯一「下降」超過幅

済状況ならびに先行きに関する不確実性の高まりを

が拡大したのは建設業である。建設業（△51→△

反映して売上は低迷を続けており、対策として採ら

53）では10〜12月期調査から2ポイント「下降」超過

れる同業者間の価格引き下げ競争の激化は、上昇

幅が拡大し、マイナス50台が続く厳しい状況にある。

したコストの販売価格への転化を容易に許さない状

また、製造業（△48→△45）、流通・商業（△57→△

況にある。
さらに追い打ちをかけるように、来期以降も

45）では、
「下降」超過幅こそ縮小したものの、いず

素材価格の上昇が続くとの見方が大数を占めており、

れも2009年10〜12月期の調査結果に続く調査開

「デフレ下でのコスト高」への懸念は一段と高まって

始以来ワースト2の結果にとどまっている。
また、
サービ

いる。企業収益上の観点から、今後もいっそう慎重な

ス業（△42→△42）は10〜12月期同様横ばいで推

価格管理が求められる。

〔｣ 〕生産性・雇用






景況悪化に歯止めがかかってきたことが生産

ントの改善となった。ただし、建設業は△35が

性・雇用にも映し出されている。今期の1人当た

△34で、ほとんど横ばいである。製造業と建設

り売上高DI（
「増加」−「減少」割合）は△19

業との改善格差は目立つ。建設業の構造不況化

で、2009年10〜12月期の△40に比べ、21ポイン

が進んでいる。

ト改善した。これは、08年秋のリーマン・ショッ
ク前の水準であり、そのレベルに回復した。

1人当たり付加価値DI（「増加」−「減少」割
合）も、09年4〜6月期（△52）を底として3期連

業種別に見ると、改善はほぼ全業種に見られ

続で改善している。特に、今期は、製造業の大

るが、改善の主力は製造業である。製造業は09

幅な好転（△35→△4）を受け、△37→△18にも

年10〜12月期の△41が今期は△3になり、水面に

ちなおしている。とはいえ、建設業では△35→

近付いた。同様に、流通・商業が△48から△25、

△34とほとんど改善がみられない等業種間のば

サービス業が△30から△25へそれぞれ23、5ポイ

らつきは大きい。






1人当たり売上高DI、1人当たり付加価値DI

正規従業員数縮減
を見せた今回の不況
の中で、2009年10〜
12月期に正規従業員
数DI（「増加」−「減
少」割合）は△21と
底に達したが、今期
は△11と10ポイント
の改善を見せた。改
善は構造不況下にあ
る建設業を含む全業
種に広がっている。
今回の不況下では、
正規従業者数動向が

従業員数DI、所定外労働時間DI

初めて改善の方向に
変化した。
すでに2009年4〜6
月期、7〜9月期に△
20と 底 を 見 せ た 臨
時・パート・アルバ
イ ト 従 業 員 数DI
（
「増加」−「減少」割
合）は、10〜12月期
の△13から今期が△
12と全体としては横
ばいである。すなわ
ち、建設業は△12→
△9、製造業は△23→

△16とそれぞれ改善しているものの、流通・商

ている。ただし、全体としては、雇用削減傾向

業は△5→△6、サービス業は△8→△14と悪化し

に歯止めがかかってきた。





雇用削減機を脱し、ようやく改善に転じつつ

戻っている。その結果、人手の過不足感DI（「過

ある雇用動向だが、所定外労働時間DI（
「増加」

剰」−「不足」割合）は09年4〜6月期の△35を

−「減少」割合）も今期は△10となり、2009年

底として3期連続で縮小している（30→24→15）。

10〜12月期の△30から大幅に戻し、リーマン

雇用縮減と景況回復とがミートして改善へ向

ショック前の水準（2008年1〜3月期の△9）に

かう段階に至った。しかし、この段階でも人手





の過不足感はまだ過剰状態にあり、リーマン・

格的改善はこれから本番に入れるかどうか、そ

ショック時の過剰水準に戻したにすぎない。本

れに掛かっている。

〔､ 〕設備投資






2010年1〜3月期の設備投資実施割合は23.5％

え増大したことが寄与しているものと思われる。地

であった。これにより09年4〜6月期以来1年間にわ

域別には九州・沖縄の実施割合が34.7％と相対的

たり23〜24％台のかなり低水準の設備投資割合

に最も大きい。
「情報化投資」
がリーマン・ショック以

で推移したことになる。
しかも08年10〜12月期以来

前に戻った結果であろう。企業規模別には100人以

25％ 割れが続 行（最 悪 時は09年 の1〜3月 期 の

上層が設備投資水準の低迷のなかでも相対的に

20.9％）しているわけであるから、設備投資実施割

高水準を続けており、今期も30％台の33.9％になっ

合は過去1年半以上低迷しているといえる。

ている。設備投資の中身としては、2009年10〜12

ただし、次期（4〜6月期）計画割合は26％と、1年

月期に大幅に縮小した「機器設備」投資も戻しつ

半ぶりに25％を超える見込みが示されているので、

つある。さらに、この100人以上層の設備投資動向

4〜6月期は若干持ち直すものと予想されるが、設

は次期計画でも投資意欲が高く、40％台に達する

備投資の一つの目安になっている30％に届く気配

と見込まれている。

はない。一方、次々期計画割合は前期より1.2ポイン

このように設備投資の実施割合は全体的には

ト下がっており、設備投資の先行きが明るくなって

25％以下の低水準の横ばい状態が続いているの

いるわけではない。

であるが、業況判断の「好転」企業、業況水準

今期の設備投資実施割合を業種別にみると、流

の「良い」企業、経常利益の「好転」企業、採

通・商業の実施割合が2009年10〜12月期に較べ

算水準の「黒字」企業に絞り込んで実施割合を

最も増加している（22.2％→26.7％）。
これには投資

調べてみると、いずれの企業も設備投資実施割

内容として「機器設備」への投資が10ポイントを超

合が既に30％台に到達しているのである。しか

設備投資の実施割合と計画割合

も、業況水準内訳で
「良い」企業は実施
割合が45.1％に到達
する。問題は、設備
投資実施意欲が、業
況判断・経常利益の
内訳で「不変」
「横ば
い」企業、業況水準・
採算水準の内訳で
「やや良い」
「そこそ
こ」
「やや黒字」「収
支トントン」企業へ、
今後いかに波及して
いくかどうかにある。











設備投資の実施割合と設備の過不足感DI

設 備 過 不 足 感DI
（
「過剰」−「不足」割
合）は、09年4〜6月期
の14をピークに、7〜9
月期11、10〜12月期8
と過剰感の緩和が進
み、今期の2010年1〜
3月 期 は2ま で に 下
がって、過剰感解消ま
で今一歩という状態
になった。
これを業種別にみ
ると、製造業、流通・商
業はなお過剰を示し

ているものの、サービス業は2期連続不足があらわ

資を実施した企業、および次期に設備投資を計画

れ、建設業も1〜3月期から若干の不足へと反転し

している企業数は約4分の1である。この4分の1の

ている。業種間で差がみられるが、過剰を示す動き

企業の設備過剰感はDIで、今期実施企業が△6、

は解消してきた。地域別では北陸・中部の過剰感

次期計画企業が△15と設備不足状態が明らかと

が10％台の過剰感まで低下しているだけでなく、

なっているが、回答企業の4分の3を占める今期の

関東、近畿も1ケタ半ばの過剰感になり、
北海道・東

設備投資非実施企業・次期非計画企業は、
過剰割

北、九州・沖縄は2期連続不足超過、中国・四国は

合が不足割合を5ポイントから9ポイント程度上回っ

今期から不足超過へと変化している。

ていることがわかる。
この部分の過剰割合が縮小し、

このように設備の過剰感は終息に向かっている
ことが明らかになりつつある。
とはいえ、今期設備投

不足割合が上回らない限り設備投資の回復は見え
てこないだろう。

[･ ]業種別動向










今期、建設業では、業況判断DIが改善傾向を

利 益DIは △37で2009年10〜12月 期 と 同 じ 水 準

示すものの、売上高DIや経常利益DIはほぼ横ば

で推移し、採算水準DIは△11→△18となり、再

い、採算水準DIは悪化した。まず、業況判断DI

び赤字企業の割合が高まった。

は、△42→△31と水面下ながら10ポイント以上

赤字企業の割合が高まっている理由としては、

の改善となった。業況水準DIも△52→△46と悪

売上・客単価DIが2009年4〜6月期以降、△45→

化幅を縮小した。しかし、売上高DIは△39→△

△50→△51→△53と低迷が続いていることがあ

36と大幅な改善は見られなかった。また、経常

げられる。つまり、この間、低単価でも受注を





建設業の業況判断DI、売上高DI、採算DI、採算水準DI

に向かったことも経
営を圧迫する要因に
なったと思われる。
次期の景況につい
ては、厳しい見通し
が示されている。業
況 判 断DIの 次 期 見
通しは△42、業況水
準DIは △61と 再 び
悪化することが懸念
されている。また、
売上高DIは△46、経
常 利 益DIは △45と
どちらも落ち込むこ

確保せざるを得ない状況にあったといえよう。

とが予想されている。このような状況に対応す

このなかには、
「官公需が減少し、単価の安い民

るため、
「エコポイントに対応した省エネ住宅の

間工事へ」（北海道・電気通信工事）といったよ

宣伝」
（東京・建設業）に力を入れている企業や、

うに、官公需から民間工事へ転換・参入する動

「
『新連携』制度に同友会の仲間と挑戦し、新商

きも確認できる。しかし、こうした動きが、民

品開発を行い、業態転換を図っていく」
（福岡・

間工事部門での過当競争を激化させ、さらなる

とび土木）企業もみられる。このように、制度・

低単価受注をもたらしているとも考えられる。

政策を活用した仕事確保にも注目していく必要

しかも、今期は仕入単価DIが△18→△10と上昇

があると考えられる。









次に、建設4業種の動向を取り上げたい。まず、

総合工事業（官公需中心）は、今期、業況判断

建設4業種の業況判断DI

DI、業況水準DI、売
上高DI、採算水準DI
がそろって大幅に悪
化した。また、経常
利 益DIも 低 迷 が 続
いた。さらに「先年
末から景気浮揚策に
よる公共工事が例年
より多く発注されて
いた。しかし、4月以
降は不透明である」
（大分・電気工事）
といった意見に代表
されるように、次期





の見通しについては、業況をはじめとした主要

上高DI、経常利益DI、採算水準DIがそろって悪

な指標がさらに悪化することが予想されている。

化の傾向を示した。特に業況水準DIの落ち込み

総合工事業（民需中心）は、今期、業況判断

は深刻である。また、次期の見通しは、業況水

DIは改善したものの、業況水準DIや売上高DI、

準DIが幾分持ち直すものの、業況や売上高、経

経常利益DIは、ほぼ2009年10〜12月期並みに推

常利益は今期並みもしくはやや悪化となってい

移した。採算水準DIは、2009年10〜12月期はプ

る。

ラスの水準に転じたが、今期は再びマイナスの

最後に、設備工事業は、業況判断DIをはじめ

水準に転落した。次期についても、これらが改

とした主要な指標が水面下ながら上向いた。た

善する見通しがなく、さらに後退することが懸

だし、次期については、再び下降に転じること

念されている。

が予想されている。設備工事業についても改善

職別工事業は、業況判断DI、業況水準DI、売




は長くは続かない見通しである。



製 造 業 の 前 年 同 期 比 で み る 業 況 判 断DIは

現の中での価格競争の渦中に置かれている。採

リーマン・ショック後の不況が直撃した鉄鋼、

算好転企業と悪化企業との違いは売上高と仕入

金属、機械器具、化学の業況回復に引っ張られ

単価の増減にあり、とくに昨年来の機械・電気

る形で大幅な改善を示し（△44→0）、最悪期を

系業種の回復を引っ張ってきたのがアジアの途

脱したが、前期比の業況判断DI（「好転」−「悪

上国市場である。そこでは価格競争力が基本と

化」割合）では逆に悪化（4→△15）を示した。

なること、また内需でもデフレ基調が続く中で

業況水準DI（△39→△32）の回復の足取りも重

売上・客単価引上げが困難であるため、原材料

く、4〜6月期は再度の悪化（△39）が見込まれ

価格の上昇分を販売価格に上乗せできるかどう

ており、景況の動向は未だ自律的な回復の糸口

かが今後の大きな問題点となるであろう。引き

がつかめず、業況判断DIの次期見通しも△3で、

続き、損益分岐点引き下げ努力と価格競争力の強

一進一退の踊り場局面に入っていると思われる。

化が求められている。

売上高DI（△43→

製造業の業況判断DI、業況水準DI、売上高DI、採算水準DI

△4）、経 常 利 益DI
（△37→△2）は確か
に改善したが、採算
水準DI（7→1）は逆
に悪化した。売上は
増大傾向にあるが、
売上・客単価DIは低
位水準で推移し（△
48→△45）、仕入単価
DIは 原 料 価 格 高 騰
のあおりを受けて増
加（△20→△2）し、
原料高・製品安の再








製造業の生産量DI（「増加」−「減少」割合、△

化・民間需要の停滞（ともに57.7％）、取引先の

65→△47→△1）
・出荷量DI（
「増加」−「減少」割

減少（17.0％）
、仕入単価の上昇（12.6％）の比

合、△63→△49→△2）は最悪期比で大幅な回復

重が高く、新しい景気高揚局面の兆しを示す傾

傾向を示しており、とくに鉄鋼、金属製品と機械器

向は見えてこない。困難な状況下での経営上の

具での改善が目につく。また先行きの目安になる

力点としては、引き続き新規受注確保（68.8％）、

受注残DI（
「増加」−「減少」割合、△63→△57→

付加価値増大（48.6％）が中心課題となっており、

△16）も回復傾向を示しているが、あくまで最悪時

採算条件の厳しさを念頭に財務体質強化

の前年同期比であり、今後に関しては依然として

（23.1％）、人件費以外の経費削減（19.6％）と、経

受注難基調に変化はないと見るべきであろう。

営力強化の土台である社員教育（37.1％）およ

経営上の問題点では、同業者間の価格競争激

び研究開発（18.7％）を重視する傾向が強まっ

製造業の各種DI（生産量、出荷量、受注残）

ている。
なお新政権では社
会・教育政策に重点
が置かれ、産業政策
に関しては重要では
あるが金融支援のよ
うな緊急対症療法に
終始し、企業経営に
展望を与え需要拡大
につながる具体的な
攻めの支援策が見え
てこず、国政の混迷
が政策不況を生み出
す懸念がある。





他方、1〜3月期の仕入単価DIは、△31→△11と

2010年1〜3月期の流通・商業の業況判断DIは、
△52→△26と改善し、4〜6月期見通しについても

仕入値上昇傾向にあり、4〜6月期見通しも△8と仕

△16とさらなる好転が見込まれている。
業況水準DI

入値上昇が見込まれている。また、1〜3月期の売

は、△53→△38とプラス基調にあるが、4〜6月期見

上・客単価DIは、△57→△45と下降幅が減少し、4

通しについては、△39と足踏み状態である。

〜6月期見通しは△41とさらに僅かながら改善が見

また、1〜3月期における売上高DIは、△53→△

込まれている。

25と改善し、4〜6月期見通しも△13と改善が期待

このように今期の流通・商業は、
業況判断、
業況

されている。経常利益DIについては、△42→△23

水準、売上高、経常利益といった主要指標につい

と改善、4〜6月期見通しについても△14とさらなる

ては、すべて改善が示されているが、
これは前年同

改善が見込まれている。

期（2009年1〜3月期）が世界同時不況におけるわ




が国での景況の底で

流通・商業の業況判断DI（業況水準以外は前年同期比）

あり、その対比での改
善 基 調 であるので、
数値としては 上昇し
ているとはいえ、決し
て景 況が 回 復に向
かっているとは言えな
い。
また、仕入単価、売
上・客単価について
も、若干の上昇基調
にあるものの、ここ1年
続いた売上・客単価
の下 落によるデフレ
の影響は深刻であり、

流通・商業の仕入れ単価DI、売上・客単価DI（前年同期比）

今 後そうした流れが
若干、修正されるとは
いえ、今後の好転基
調に結び つくもので
はあると言えず、流
通・商業は、出口の見
えないデフレスパイラ
ルの中に巻き込まれ
ている。
実際、こうしたデフ
レの中、多くの企業は、
価格競争で対応しよ
うとしているが、そうし
た対応は所詮、不毛
な消耗戦に過ぎずない。
「…価格競争が激しくなっ

の声に示されるように、価格競争を差別化で回避し

ているが、お客様（事業者）の立場に立って役に立

ようとする動きもある。

つことを改めて確認することが必要だと思う…短期

また、そうした状況を克服するには、企業は今ま

的にあせった仕事は、お客様を失うことになる」
（宮

でにはない方策を考える必要があり、
「…マーケティ

崎、理美容用品卸売業）などの声は、価格競争は

ング方法（農商工）を更に学び…価格から価値へ

企業にとっても顧客にとって、良い結果に結びつく

の業態変更のスピードを上げる」
（埼玉、業務用酒、

ものとはならないことを暗示している。

食材卸）との声に示されるように農商工連携で付

こうした中、
「デフレ経済で消費の減少…他社と
の差別化を進めてきた…同業他社との競争では

加価値の高い分野への転換を図ろうしている取り
組みもある。

…良い環境になりつつある」
（宮城、米穀販売業）
と








流通・商業5業種別にみた1〜3月期の業況判断

今期の5業種ごとにみた流通・商業の特徴は、

DIは、金融不動産業で悪化方向にあるものの、

すべての指標において、ほとんどの業種が改善

情報通信業、運輸業、卸売業、小売業で改善傾

傾向にあることである。これは、先にも指摘し

向にある。業況水準DIにおいても、情報通信業

たが、今期の好転基調は、景況が最悪であった

で僅かな悪化となっているものの、運輸業、卸

前年同期との比較であるからであり、5業種ごと

売業、小売業、金融不動産業では改善傾向が認

に見ても、どの業種も水面下で停滞しているこ

められる。

とに変わりはない。






サービス業の業況判断DIと内訳

期の61.6％に比べれ
ば大きく改善をみて
いるとはいえ、いま
だに半数近くが「悪
化」にとどまる。業
況判断の綱引きはな
おも「悪化」が大き
く上回り、急速な「好
転」の増加、
「悪化」の
減少は見込めない。
売 上 高DIは △32
→△22、経常利益DI
は△34→△14と、そ
れぞれ回復へは向

サービス業の今期の業況判断DIは△22とな

かっている。業況改善のために行ってきた必死

り、2009年10〜12月期の△37から15ポイントの

の経営努力の結果、売上高や経常利益はゆっく

改善をみた。これで09年4〜6月期の△48から3期

りと回復に向かいつつあるものの、いまだマイ

連続で改善してきたことになる。しかし、次期

ナスを脱するには遠い。サービス業需要者の
「財

見通しが△21、次々期見通しは共に△20である

布の紐」は依然として固いということである。

から、景気先行きについては慎重な姿勢が続く。

ちなみに、一人当たり売上高DIは△30→△25で

業況判断DIを「好転」
、
「横ばい」、
「悪化」に分

あり、売上効率はゆっくりとしか改善していな

けてみると、
「好転」が今期21.8％と08年4〜6月

い。ことに、売上・客単価DIは△42→△42と足

期の22.5％以来、久し振りに20％を超えたが、

踏みし、サービス業の業況を改善するエンジン

他方「悪化」は今期44.2％もある。09年1〜3月

にはいまだスイッチが入っていない。







サービス業の業況水準DIは△34→△30であ

り、改善幅の4ポイントは如何にも力強さに欠け





サービス業（対個人、対事業所）の各種DI

る。採算水準DIは13
→17とプラスが続い
た。とはいえ、今期
の 採 算 水 準DIは09
年4〜6月 期 の △7か
らようやく回復して
きたに過ぎず、この
間の厳しい経営努力
の結果、黒字企業は
増えてきているもの
の、サービス業全体
としては業況回復の
兆しを実感できては
いない。

サービス業を対個人、対事業所別にみると、

しい対事業所サービス業という異なった方向性

また異なった事情が明らかになる。業況判断DI

を内包している。業況水準DIをみると、対個人

は対個人サービス業で今期△26、対事業所サー

が前期△31から今期△28、対事業所が同じく△

ビス業で△17といずれも2009年10〜12月期に比

38から△32へとやや改善を示しているが、次期

べ改善はしてきている。しかし、対個人で次期

見通しはそれぞれ△39、△46と反転して厳しく

見通しが△19であるのに対し、対事業所では△

なっている。

23と今期よりも悪化を見込んでいる。売上高DI

すなわちサービス業では、対個人サービス業

では、同様に対個人が今期△29と改善を示し、

の業況改善が進んでいるものの対事業所では遅

さらに次期も△11と改善が進む見込みであるの

れが目立ち、しかも双方とも業況水準の見通し

に対し、対事業所では前期の△31から今期△11

は揃って暗い。ことに対事業所サービス業では

へと大きく改善したものの、次期見通しは△20

従来の取引構造それ自体が変わり、景気は回復

と厳しい。つまり、サービス業全体の業況感は、

しても需要が戻ってくるとは限らないという厳

改善方向にある対個人サービス業と見通しの厳

しい見通しを示唆するものと考えられる。

〔ｦ 〕経営上の問題点








!"#

2010年1〜3月期の経営上の問題点（3項目の複

なった。そして、4位の「官公需要の停滞」が

数回答）上位5項目は、2009年10〜12月期2位の

2.3ポイント下降して21.0％、5位の「取引先の減

「同業者相互の価格競争の激化」が2.1ポイント

少」が1.5ポイント下降して19.4％、6位の「人件

上昇して62.8％で1位、1位から2位となった「民

費の増加」が0.9ポイント上昇して8.9％となった。

間需要の停滞」は2.6ポイント下降して61.5％、

上位5位までが2ケタ台のポイントとなっている。

2009年10〜12月期5位の「販売先からの値下げ要

以上のように、順位が大きく入れ替わった要因

請」が3位に浮上し、1.6ポイント上昇の21.9％と

は、
「同業者相互の価格競争の激化」と「販売先





業種別経営上の問題点の主な項目の推移（2009年Ⅱ期〜2010年Ⅰ期、複数回答、上位6位）

したが、同業他社と
の受注競争に敗れて
しまった。このまま
では会社の存続が危
うく…」
（鹿児島、建
築内外装仕上工事
業）など価格競争の
激化の中で厳しい状
況に陥っている声も
寄せられている。
また、
「販売先から
の値下げ要請」の上
昇も警戒しなければ
ならない。これを押

経営上の問題点―同業者間の価格競争の激化

し上げたのは、業種
別 で は6.8ポ イ ン ト
上 昇 し て30.9％ と
なった「製造業」で
ある。地域別では、
製造業の比率の高い
「北陸・中部」で8.8
ポイント上昇してい
るのが目立つ。記述
回答では、
「トヨタの
リコール問題で、今
後の受注がどうなっ
ていくか、不安であ
る。…コストダウン

からの値下げ要請」が上昇したことにある。

の要求が強く、よほど知恵をしぼらねばならな

「同業者相互の価格競争の激化」の上昇を牽引

い」
（愛知、プラスチック成形・加工）とか、

したのは、業種別では「サービス業」が4.5ポイ

「コストダウンも4月以降相当厳しくなること

ントの上昇、「建設業」と「製造業」も共に3.1

が予想され、今現在の体質が試されることにな

ポイント上昇したことが大きい。また、地域別

る」
（三重、段ボール及びプラスチック製品等梱

では「九州・沖縄」で11.9ポイントの上昇、規

包資材の設計・開発・製造・販売）など「販売

模別では「100人以上」の企業で14.2ポイントも

先からの値下げ要請」が厳しさを増すという見

上昇したことが目立った。記述回答には、
「売上

通しの記述が散見される。
このように、
「民間需要の停滞」
「官公需要の

確保のため、なりふりかまわずといった流れで、
価格競争が激しくなっている」
（宮崎、理美容用

停滞」の中で、
「同業者相互の価格競争の激化」が

品卸売）とか、
「売上げの確保を第一に行動しま

進み、
「販売先からの値下げ要請」も上昇の勢い





が感じられる。業種によっては、
「業者間の供給

リーワン戦略などを展開し、低価格競争の土俵

調整の話し合いを進める」
（長野、一般乗用旅客

に乗らない努力とともに、そのような経営努力

自動車運送業）ことも可能であろう。しかし、

を後押しする大規模な中小企業支援政策が求め

一般には、激烈な価格競争やコストダウンに対

られている。

応しているだけでは企業体力を消耗する。オン
〔ｧ 〕経営上の力点






2010年1〜3月期は、景況の大幅な改善が伝え

わっていない。1位の「新規受注（顧客）の確

られる一方、その水準や広がり、収益などの面

保」が2009年10〜12月期と同じで70.4％、2位の

で問題が残る。この点は、経営環境についての

「付 加 価 値 の 増 大」が0.2ポ イ ン ト 上 昇 し て

記述回答からも示され、
「需要回復にあるも一部

46.9％、3位の「社員教育」が3.4ポイント上昇し

にとどまり、勢いは弱い。生産設備も、そろそ

て37.1％となっている。
「社員教育」の高さは、

ろ更新したいところだが、なかなか踏ん切りが

昨年急速に広がった雇用調整助成金等の活用に

つかない」（神奈川、精密機器部品製造）。
「1月

よる社員教育の実施が影響している。但し、全

から急激に売上が落ち込んでいる、消費者の不

国的には雇用調整助成金等の支給状況は2009年

安感も大きい。6月頃までには、少しは回復でき

夏から秋をピークに減少していること（2009年

ないかと思って売上対策に注力している」
（東京、

10月に支給決定事業所数9.8万件が10年2月には

小売業・スーパーマーケット）といった声も多

7.2万件）
、後述するように記述内容を見るとこ

い。

の間の経営環境の悪化の中で社員教育に新たな

他方、
「昨年後半から、新たな仕事の開拓が実
を結んでいる。2年前の高水準にはなっていない

課題を見出している企業が現れていることにも
注目したい。

が、社員一人ひとりのテーマにそれぞれがチャ
レンジして、着実な

業種別でみると、上位3位は同じだが、次の点

業種別経営上の力点の主な項目の推移（2009年Ⅱ期〜2010年Ⅰ期、複数回答、上位7位）

好転を実感している
のではないか」
（福島、
印刷を中心とした情
報加工）とあるよう
に、企業の対応の成
果が見え始めている
ところもあるものの、
まだ多くはない。
こうした状況の中
で、今期の経営上の
力点（3項目の複数回
答）は、2009年10〜
12月期と大きくは変




で特徴がみられた。第1に、建設業で1位の「新

いで「財務体質強化」
（24.0％）が4位となって

規受注（顧客）の確保」が80.2％と他業種より

いるが、流通商業では「新規事業の展開」が4位

約10％高い（製造業68.8％、流通商業67.2％、サー

（2009年10-12月期では6位）となっており、他

ビス業70.3％）。第2に、全業種では上位3位に次

の業種と異なっている。









景気の底は脱したとはいえ、経営環境は厳し

いないかを確認することができました。また、

く、中小企業は売上と収益を確保するためには

アンケートの回収を通じて、すごい取り組みを

新たな課題を追求することが求められる。今回

しているとお客様から言われて、改めて自覚し

の記述回答から次の6点を指摘する。

たこと、だからこそ、お客様との約束や期待に



真剣に答えていくことが重要だと社員が実感し




経営環境は大きく変わり、企業に求められる

た意見が増えております」
（千葉、建設工事・土

課題も変化している中で、自社の強みを再分析

木工事に伴う交通誘導）
。ここにあるように、強

し、強みに基づく戦略構築が必要になっている。

みと、その強みを生かした対応の方向性を社員

「1月、9月、10月と全社員で次期の経営指針の

全体で分析し、共有していることも特徴的であ

作成を行いました。創業50年、生き残った要因

る。

をグループ討論しました。答えは『技術』です。
…





今後、ベテランを含めて基本に戻り、
『技術の基

商品開発・新規事業への取り組みは短期間で

本を探求』『全員営業』『資格の裏付けで武器を

成果が出せるものではない。商品開発・新規事

持つ』を3 ヵ年の方針にし、計画を成文化して

業への取り組みを持続的に行う体制･意欲と工

います」（大阪、製缶板金加工・産業機械製造）。

夫が必要である。
「開発推奨製品の絞り込みが、

「当社では、来年が創立20周年を迎えることか

学習や実践の中で少しずつ成果が見えてきた。

ら、社内討論が深まり、アンケートの実施、キャ

今後は、マーケティング手法（農商工）を更に

リアプランの検討などを通して、当社の弱いと

学び、より効果的・効率的に営業部門だけを特

ころが見えてきましたので、各自は何ができて

定の人だけに任せるのでなく、全社一丸体制で

業種別経営上の力点の主な項目の推移（2005年Ⅰ期〜2010年Ⅰ期、複数回答、上位7位）

成果を共有し、見え
る化を図り、価格か
ら価値への業態変更
のスピードを上げ
る」
（埼玉、業務用酒
･食材卸）
。
「経済産業
省の『新連携』制度
に同友会の仲間と挑
戦し、認定を3月上旬
に頂ける予定。従来
の下請け建設業を続
けても将来性に乏し
いため、新商品開発
を行い、業態転換を





することにより生き残りを図っていく」（福岡、

をしてもらい、社員教育の一環と位置付けてい

建設業）。

る。おかげさまで、ものづくりをしていく上で、



提案事項が増え顧客満足度の向上につながって

「新規受注（顧客）の確保」を進めていくため

いる」
（千葉、プラスチック製品製造・販売）事

には顧客の動向やニーズの把握が不可欠である。

例などは、社員のレベルアップと社内の部門を

そのためにも、既存の顧客との関係を大事にし、

超えた認識の共有を図っていく上で興味深い事

顧客から学ぶ姿勢が大切になっている。
「10数年

例である。

ぶりに展示会開催後、お客様との懇親会を行っ



た。お客さまからの強い要望によるもので、お

地域を舞台に、地域で事業を展開している中

客様と当社の距離感を縮め、より近い関係で仕

小企業は、公共事業の減少や地域での需要の停

事を継続していくための場となった。当社の

滞の中で、住みやすい地域をつくっていくため

ファンを増やし、いずれ当社と取引していただ

の仕事を自ら創造しようとしている。
「電気工事

けるように日頃の営業活動の質を向上させてい

事業者として…環境を電気により維持改善する

きたい」
（北海道、ファインスチールの成形加工

ことを地域から先駆けてアピールして、地域住

の販売）。
「お客様の立場に立って、何をしなけ

民の意識改革をしていく行動をしている。当社

ればいけないのか、何をすれば喜んでいただけ

のエコ情報紙（地域2000部、顧客500部）を発行、

るかを常に考え行動する」（滋賀、建設業）。

それと町内の昼間点灯箇所のチェック、そして



改善要望書の提出等を実践している。地域に根

前述したように厳しい軽環境を乗り切るため

を張った仕事づくりが必要であることを目標に

には社員教育を重視し、社員のレベルアップや

行動しているし、これからもっと熱を入れて行

社員との認識の共有が必要だとする企業が増え

動します」
（青森、一般電気工事）
。
「
『高齢者、

ている。
「現在も今後もしばらく停滞のままの現

障害者に優しい住まいづくりを目指して』とい

状維持だと思う。この現状その都度対応が企業

う理念の下に、…地域に根ざした団体でボラン

存続の鍵です。急務なのは、このことに対応で

ティアという考え方も一部取り入れ、高齢者及

きる人材の確保と、現在の社員の力量アップで

び障害者を生活面からサポートしようという考

す」
（北海道、建設用資材の販売）。
「社員の提案

えで、その上での仕事おこし等考えて取り入れ

力･企画力向上を図る。情報収集と分析に努め、

た」
（京都、建設業）。地域を市場とする中小企

実行するプロセスを考える」
（北海道、新聞販売）
。

業は、より良い地域づくりという方向での新た

「経営指針セミナーに参加し、毎年2月に経営方

な市場創造が必要になっている。

針発表をしております。今年で23回目。社員と


景況が改善の方向に向かったとはいっても、

ともに成長していることを確認し合っています。
お陰様で、メーカーの顧客満足調査で3年連続ト

勢いはなかなか広範に行き渡らない。その中で、

リプルA」（広島、事務機器販売保守）。

持続的な取り組みの努力をしてきた企業にはそ

社員教育には、企業の実情に応じて戦略的な

の効果があらわれている。
「OEMを主力としつ

課題に基づいた具体的な社員教育を考えていか

つも、自社オリジナル商品を開発・販売して3年

なければならない。
「恒例となりつつある展示会

が経った。この1〜3期は、その成果が大きくあ

への出展が、この2月で5回目となった。…その

らわれている。昨年秋以降、提供している一つ

際3日間のうち1日は全従業員参加とし、日頃、

の商品が、累計で6000枚以上販売できた。この

ものづくりのみの人にも顧客と直接折衝や営業

1〜3月期に独自の展示会を2度、大きな合同展示





会に1度、経費をかけながら積極的に販促活動し

日本経済が景気の底を脱したからといって、

たことが奏功した」（大阪・衣服製造業）。
「デフ

個々の中小企業をめぐる経営環境が一気に改善

レ経済で消費の減少が続いており、農家からの

するわけではない。しっかりした企業戦略と経

直売･縁故米が増えております。…他社との差別

営姿勢を持っている企業となることが、こうし

化を進めてきましたので、同業者との競争では、

た状況の中で着実に伸びていく企業の条件とな

位置づけとしてはよい環境になりつつありま

る。

す」
（宮城、米穀販売）。
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