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同友会景況調査報告（DOR）
（2010年4〜6月期）





〔概要〕

2010年7月11日に行われた第22回参議院議員選挙で民主党は敗北、与党は過半数割れとなり、
ねじれ国会

が現出することになった。

景気動向が政権を規定するとともに、政権が景気動向をも左右するだけに事は重大である。
では直近の景気動向はどうか。
DOR4〜6月期調査によると、前年同期比でみる業況判断DIは1〜3月期のマイナス18が4〜6
月期はマイナス4、大きく14ポイントの改善をみた。ただし、いま現在の景況判断を示す業況
水準DIは、マイナス36→マイナス32（4ポイント改善）である。
そこで次期、7〜9月期の業況判断DIがどうかをみると、マイナス4→マイナス6（1ポイント
悪化）と予想されている。設備投資も1〜3月期の23.5％から今期の26.9％へと若干増大したが、
7〜9月期は24.0％と元に戻る模様である。中小企業景気は揺り戻し懸念が大である。
菅内閣は6月22日、『中小企業憲章』を閣議決定したが、日本経済の成長戦略のコーナー・
ストーンに『憲章』の「行動指針」を据え、来年度予算から実行に着手することが強く求め
られている。

〔調査要領〕
（1） 調

査

時 2010年6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 2,484社より1,023社の回答を得た（回答率41.2％）

（建設業177社、製造業351社、
流通・商業307社、
サービス業185社）
（5） 平 均 従 業 員 数 ①役員を含む正規従業員数37.0人

②臨時・パート・アルバイトの数40.6人
























!"



































"#$



!"#$























!

 !"#$





!



!







!"






!"#$"







!"#$%&'()







!"#
!





!







!"

 !"#$%&




!"#$%&
















!

!"#$%

 















"






!"#$%








!









































 



  !






 



























 











 

 









  

 







  




 








 

 !
 




























6月2日、前年9月に歴史的な政権交代を果たし

指数研究会の判定をみてみよう。それによると、

た鳩山首相が辞任。6月8日、菅内閣が発足。菅

景気の「山」は07年10月、景気の「谷」は09年

直人首相への高支持率が冷めないうちにと、6月

3月と判定。したがって現在は1年かけての回復

24日、参議院議員選挙に突入。菅首相の唐突で

過程にあることになる。だが、今回の景気後退、

意図不明な消費税引き上げ発言などが響き、7月

むしろ恐慌は残酷なものであった。すなわち景

12日、民主党は過半数割れの44議席に止まり、

気動向指数（CI）は、比較可能な80年代初頭の

敗北。自民党が改選第一党に復調。これにより

第2次石油危機以来「最後の下落率であり、02年

国会は衆議院と参議院の多数派が異なるだけで

1月の前回の「谷」から今回の「谷」（景気回復

なく民主党が衆議院に3分の2の議席をもたない、

から後退終結までの全期間）は86 ヵ月で戦後最

深刻な「ねじれ国会」へ変わる。菅政権は続投

長となったのである。

を声明しているが、アメリカ、ロシア、中国、

しかし今回はリーマン・ショック後の落ち込

韓国などが政治の不安定化、政策の不確実性必

みが急激だっただけに、09年3月に「谷」をつけ

至に懸念を表している。

て以降の景気の持ち直しも第2次石油危機後で

こうした状況下、日本経済、中小企業はどう

最も速いテンポとなっている。

なるのか。

それでは足元の4〜6月期の動向はどうか。

今、日本経済がどこに位置しているのかを知

7月1日に発表された日銀短観（企業短期経済

るために、6月7日に開かれた内閣府、景気動向

観測調査）によると、大企業は製造業が3月調査

DORの業況判断DI、業況水準DIと日銀短観（大企業）
、日銀短観（中小企業）




各種調査の業況判断DI

（5ポイント改善）であった。

の△14が6月調査では1（15ポイント改善）
、非製

そして中小企業・全産業が△31→△23（8ポイ

造業が△14→△5（9ポイント改善）であった。

ント改善）となっている。

大企業製造業は2年ぶりのプラスで水面上に到

大企業、中小企業とも2ケタ台の改善であるが、

達している。さらに、大企業・全産業で△14→

回復テンポは大企業に比べ、中小企業は製造業、

△2（12ポイント改善）となっている。

非製造業とも立ち遅れている。

これに対し、中小企業は、製造業が△30→△
18（12ポイント改善）、非製造業が△31→△26


ではDORはどうか。

業種別業況判断DIの推移

DOR4〜6月期調査
によると、業況判断
DI（「好 転」−「悪
化」割 合）は1〜3月
期の△18が4〜6月期
は△4（14ポイント改
善）で、2ケタ台の回
復である。もっとも
日銀短観と同一の調
査方法をとっている
業況水準DI（「良い」
−「悪い」割合）は
△36→△32（4ポイン



変化幅は4業種すべて2ケタ台の改善を見せて

ト改善）に止まっている。この変化幅の数値は

いるが、建設業の回復は鈍い。

日銀短観の中小企業・全産業の8ポイントに比べ

それにしても製造業の回復は今期、2ケタ台の

半分の値である。たしかに景気の「底」からの

プラスを印したのは印象的である。

回復は中小企業でも大きいが、とても手放しで

そこで20業種別で製造業の内訳を見ると、そ

喜べる状況ではない。
それでは業種別ではどうか。

れが鉄鋼・非鉄金属製造業（27→67、40ポイン

業種別でみると、まず製造業が1〜3月期の0が

ト改善）
、機械器具製造業（1→35、34ポイント

13（13ポイント改善）である。また建設業が△

改善）の突出ぶりに大きく支えられていること

31→△20（11ポイント改善）で流通・商業が△

がわかる。
だが、業況水準DIでみると製造業が△32→△

26→△12（14ポイント改善）、サービス業が△22

25、
（7ポイント改善）、建設業が△46→△47、
（1

→△9（13ポイント改善）となっている。

業況、売上、経常利益（前年同期比）DI、業況水準DI

ポ イ ン ト 悪 化）、流
通・商業が△38→△
36、
（2ポイント改善）、
サービス業が△30→
△23（7ポ イ ン ト 改
善）で、すべて2ケタ
台の回復とはなって
いない。
業況水準の値の方
が大方の景気回復の
実感に近いようであ
る。業況判断DIが回
復が大きく現れ、業
況 水 準DIの 数 値 は

地域別業況判断DIの推移

それほどでもない。
これは業況判断DIが
前年同期比で示され
て い て、リー マン・
ショックから立ち直り
切れていない昨年の
4〜6月に 比 べ れ ば、
今期は当然回復して
いることを示したに過
ぎない。
地域経済圏別では、
業況判断DIでみると、
関東圏が△23→0（23
ポイント改善）
、近畿




規模別業況判断DIの推移

圏 が △12→9（21ポ
イント改善）、二つ
の大都市圏はプラ
スの方向をとって
おり、変化幅は20ポ
イントを超える。ま
た北陸・中部圏も△
13→ △3（10ポ イ ン
ト改善）でプラスに
近づいている。
他方、北海道・東
北 は △16→ △13（3
ポイント改善）、中
国・四国が△29→△
8（21ポイント改善）、九州・沖縄が△17→△15

台の改善でプラスに転じている。対するに50人

（2ポイント改善）である。北海道・東北、九

未満では、20人以上50人未満が△16→△5（11ポ

州・沖縄の両端の回復は弱い。

イント改善）
、20人未満が△27→△11（16ポイン

企業規模別では、50人以上と50人未満で様相

ト改善）である。つまり50人未満は変化幅では

を異にしている。すなわち、50人以上では、50

2ケタ台を示し、それなりの改善ではあるが、な

人以上100人未満が△11→7（18ポイント改善）、

おマイナスを脱し得ていないことで、50人以上

100人以上が△3→15（18ポイント改善）、2ケタ

の規模層とは一線を画している。







それでは次期、7〜9月期の景気はどうなるか。

インドネシア・韓国・タイなど東南アジア諸国

前記6月の日銀短観によれば、3 ヵ月後の先行

では事実上の景気回復宣言といえる利上げを打

きは大企業製造業で6月期の1から9月期は3、変

ち出している。だがIMF（国際通貨基金）によ

化幅2ポイントと改善幅の予想は小さい。大企業

ると、アメリカの景気回復の遅れ、ギリシャ金

非製造業も△5→△4（1ポイント改善）で、実質、

融危機に発するEUの低迷が重なって、日米欧、

景気停滞に近い。

主要先進国の需要ギャップ（潜在GDPマイナス
現実GDP）は2010年、約100兆円にのぼるという。

他方、中小企業製造業は△18→△19（1ポイン
ト悪化）、中小企業非製造業は△26→△29（3ポ

つまりあるべき需要が100兆円不足しているの

イント悪化）
、中小企業全産業で△23→△25（2

である（7月10日付『日本経済新聞』）
。それだけ

ポイント悪化）と予想されている。ミニ・リセッ

に今後の景気は平坦な道行きをとるとはいいか

ション（軽微な景気後退）の様相である。

ねるようである。
それではDORの見通しはどうか。

日本経済を示す全産業の全規模合計では△15

業況判断DIの7〜9月期見通しでみると、4〜6

→△16（1ポイント悪化）であるから、
これまでの急速

月期の△4が△6、（2ポイント悪化）とマイナス

な回復テンポは、
頓挫するとみられている。
世界経済に目を転ずると、世界同時不況で痛

幅が拡大する。もっとも業況水準DIでは△32→

打を被ることが軽かったインド・マレーシア・

△29（3ポイント改善）と好転している。日銀短



観のマイナスに対しプラスであるが、これは調

改善）
、近畿圏が9→7（2ポイント悪化）、北陸・

査期間の相違によるズレとみられる。

中部圏が△3→△10（7ポイント悪化）の予想で

それでは業種別ではどうか。

ある。この3大都市圏では関東圏のみが好転、近

まず気になるのは製造業が4〜6月期の13が7

畿圏、北陸・中部圏は悪化の見込みである。

〜9月期も13にとどまることである。これは1〜

他方、北海道・東北は△13→△15（2ポイント

3月期から4〜6月期に突出した伸びを示してい

悪化）
、中国・四国が△8→△5（3ポイント改善）、

た鉄鋼・非鉄金属製造業が67→73（6ポイント改

九州・沖縄が△15→△18、（3ポイント悪化）で、

善）
、機械器具製造業が35→39（4ポイント改善）

北海道・東北、九州・沖縄の両端は悪化見込み

と勢いが削がれると見込んでいることによる。

である。
企業規模別では、100人以上が15→15、50人以

つぎに建設業は△20→△28（8ポイント悪化）
である。そして流通・商業は△12→△11（1ポイ

上100人未満が7→5（2ポイント悪化）
、20人以上

ント改善）、サービス業が△9→△9を予期してい

50人未満が△5→△5、20人未満が△11→△13（2

る。

ポイント悪化）の予想である。
4〜6月期に比べ、足踏みか悪化予想である。

地域経済圏別では、関東圏が0→4（4ポイント









建設業も今期は△36→△26（10ポイント改善）

売上高DI（
「増加」―「減少」割合）でみる

と改善をみている。

と1〜3月期の△19が4〜6月期は△6（13ポイント

また流通・商業も△25→△11（14ポイント改

改善）であるから、ほぼ業況判断DIと並ぶ回復

善）
、サービス業も△22→△10（12ポイント改善）

ぶりである。

である。

業種別では、やはり製造業が健闘している。
すなわち△4→11（15ポイント改善）の好転をみ

総じて4業種そろって2ケタ台の改善である。

ている。4〜6月期では唯一2ケタ台のプラスであ

地域経済圏別では、関東圏が△25→△5（20ポ
イント改善）、近畿圏が△13→5（18ポイント改

る。
業種別売上高DIの推移

善）
、北陸・中部が△
20→△4（16ポイント
改善）で、いずれも
2ケタ台後半の大き
な改善であり、近畿
圏はプラスに転じて
いる。
他方、北海道・東
北は△10→△20（10
ポ イ ン ト 悪 化）
、中
国・四国は△32→△
3（29ポイント改善）
、
九州・沖縄は△21→
△10（11ポイント改




善）
である。北海道・

地域経済圏別売上高DIの推移

東北は悪化、九州・
沖縄は最小の改善
幅である。
企業規模別では、
100人 以 上 が3→18
（15ポイント改善）
、
50人 以 上100人 未 満
が △17→5（22ポ イ
ント改善）で、50人
以上はプラスに転
じている。これに対
し20人 以 上50人 未
満 は △17→ △3（14
ポイント改善）、20

規模別売上高判断DIの推移

人 未 満 が △29→ △
14（15ポ イ ン ト 改
善）で あ る。100人
以 上 の18と20人 未
満 の △14と で は32
ポイントもの開き
があり、回復格差も
見逃せない。
そ れ で は7〜9月
期はどうか。
全業種でみると、
売上高の大きな伸
びは予想されてい
他方、北海道・東北は△20→△18（2ポイント

ない。すなわち、4〜6月期の△6が7〜9月期は△
3（3ポイント改善）の改善に止まるとみている。

改善）
、中国・四国は△3→△3、九州・沖縄が△

業種別は、製造業は11→11（変化幅なし）、建

10→△13（3ポイント悪化）で、地方圏の売上回
復は思わしくない。

設業は△26→△27（1ポイント悪化）
、流通・商
業が△11→△9（2ポイント改善）、サービス業が

企業規模別では、100人以上が18→22（4ポイ

△10→0（10ポイント改善）で、非製造業は強気

ント改善）
、50人以上100人未満が5→4（1ポイン

の見通しである。

ト悪化）、20人以上50人未満が△3→1（4ポイン

地域経済圏別では、関東圏は△5→4（9ポイン

ト改善）
、20人未満が△14→△12（2ポイント改

ト改善）
、近畿圏は5→5、北陸・中部が△4→0

善）の予想である。起伏はあれ、20人以上がプ

（4ポイント改善）で、関東圏はプラスに転ずる。

ラスになる模様である。









経常利益DI（
「増加」−「減少」割合）も1〜
3月期に比べ4〜6月期は好転している。すなわち



要因とみなされる。数量効果は、価格効果、コ
スト効果全てが寄与したわけである。
業種別では、製造業が△2→10（12ポイント改

1〜3月期の△17が今期は△7（10ポイント改善）

善）
、建設業が△37→△31（6ポイント改善）と

を付けている。
そこで、この好転理由であるが、「売上数量・

好転している。また流通・商業も△23→△11

客数の増加」が82.1％→83.0％（0.9ポイント増

（12ポイント改善）、サービス業も△14→△9（5

加）
、「人件費の低下」が21.1％→22.5％（1.4ポ

ポイント改善）の改善をみている。
製造業が今期、プラスに達したことが目を引

イント増加）、
「売上単価・客単価の上昇」が8.9％
→11.1％（2.2ポイント増加）が主要な押し上げ

く。
地域経済圏別では、

業種別経常利断DIの推移

関 東 圏 が △17→ △6
（11ポイント改善）、
近畿圏が△18→9（27
ポ イ ン ト 改 善）、北
陸・中部圏が△14→
△2（12ポ イ ン ト 改
善）と急激ともいえ
る改善ぶりで、とく
に近畿圏がめざまし
い。
他方、北海道・東
北は△13→△22（9ポ
イント悪化）
、中国・

地域経済圏別経常利益判断DIの推移

四 国 は △29→ △10
（19ポイント改善）、
九州・沖縄が△13→
△15（2ポ イ ン ト 悪
化）である。
大都市に比べ、北
海道・東北、九州・
沖縄は収益悪化なの
である。
企業規模別では、
100人 以 上 が3→17
（14ポイント改善）、
50人 以 上100人 未 満
が△7→7（14ポイン





ト改善）、20人以上50

規模別経常利益判断DIの推移

人未満が△17→△7、
（10ポイント改善）
、
20人未満が△29→△
16（13ポイント改善）
となっている。
50人以上は売上高
と同じくプラス値に
達している。
それでは7〜9月期
はどうか。
まず、全業種では
1〜3月期と打って変
わ っ て、改 善 は ス
ローテンポになるとみている。すなわち4〜6月

はプラスに転ずる。
他方、北海道・東北は△22→△23（1ポイント

期の△7が7〜9月期は△4（3ポイント改善）が見

悪化）
、中国・四国は△10→△5（5ポイント改

込まれている。
業種別では、製造業が10→9（1ポイント悪化）

善）
、九州・沖縄は△15→△7（8ポイント改善）

で若干悪化、建設業は△31→△26（5ポイント改

の予想である。北海道・東北は4〜6月期に引き

善）の予想である。また流通・商業は△11→△

続き7〜9月期も悪化模様である。

12（1ポイント悪化）と若干悪化だが、サービス

企業規模別では、100人以上は17→20（3ポイ

業は△9→6（15ポイント改善）の好転である。

ント改善）
、50人以上100人未満は7→2（5ポイン

製造業、流通・商業はわずかであれ悪化予想

ト悪化）、20人以上50人未満が△7→△1（6ポイ
ント改善）
、20人未満が△16→△11（5ポイント

である。
地域経済圏別では、関東圏が△6→4（10ポイ

改善）の見込みである。
50人以上100人未満は悪化見通しである。

ント改善）、近畿圏が9→7（2ポイント悪化）、北
陸・中部が△2→△2（変化幅なし）で、関東圏







業種別に資金繰りDIの状況をみると、流通・

2010年4〜6月期の資金繰りDI（「余裕」また
は「やや余裕」企業割合−「窮屈」または「や

商業と製造業が注目される。流通・商業のDIは、

や窮屈」企業割合）は1〜3月期調査から2ポイン

「窮屈」超過幅が1ポイント改善して0となり、

ト「窮屈」超過幅が縮小し、△7となった。資金

他業種に先駆けて2年振りに水面下を脱した。

繰りは依然として厳しいものの、2009年1〜3月

サービス業（△13→△8）
、建設業（△31→△21）

期以降の改善が今回も続く結果となっている。

でも「窮屈」超過幅の縮小がみられたが、建設





業の場合には、他業種に比べて突出して厳しい

に大幅な「窮屈」超過幅の拡大がみられ、DIは

状況が続く。他方、今回調査において業況が改

ここ5年で最悪であった2009年1〜3月期と同様、

善した製造業では、仕事量の回復を反映して資

△29となった。

金繰りの厳しさが増し、DIは4ポイント「窮屈」
超過幅が拡大して△6となった。

今期まで、資金繰りはほぼ1年半にわたって改
善が続いてきたにもかかわらず、この間、企業

地域経済圏別では、中国・四国が特徴的であ

の資金需要は相変わらず低迷を続けている。短

る。6地域経済圏中、唯一「余裕」超過を続けて

期資金の借入金DI（
「増加」−「減少」
）は、1

いる中国・四国では、今回も「余裕」超過に踏

〜3月期調査から14ポイント「減少」超過が進ん

みとどまったが、DIは9から0へ急低下している。

で△17、長期資金も10ポイント「減少」超過が

残りの北海道・東北（△7→△6）、関東（△15→

進んで△14となった。とくに、短期資金では建

10）、北陸・中部（△10→△9）
、近畿（△12→△

設業（1→△12）、サービス業（2→△27）、長期

6）、九州・沖縄（△15→△12）はいずれも「窮

資金では、建設業（1→△12）
、製造業（10→△

屈」超過幅がわずかに縮小した。

9）でこの傾向が強く、いずれも「増加」超過か

企業規模別で注目されるのは、20人以上50人

ら「減少」超過へ転じた。この結果、借入金の

未満と20人以下の両企業階層群である。20人以

有無（
「有り」の割合）は1〜3月期調査よりも

上50人未満のDIは1〜3月期調査の△4から一転、

0.7ポイント減少して78.8％と調査開始以来3番

水面下を脱し、今期は4を記録した。同階層の

目に低い水準にとどまった。

「余裕」超過は、2008年4〜6月期以来2年ぶりで

借入金利DI（
「上昇」−「低下」割合、前期

ある。また、50人以上100人未満（20→16）
、100

比）は、長期・短期金利とも△8→△11へ「低

人以上（33→24）では、
「余裕」超過幅が幾分縮

下」超過幅が拡大しており、借入難度（
「困難」

小したものの、依然として資金繰りには「余裕」

−「容易」割合）も、短期資金（△18→△22）、

がみられる。これら企業階層群の「余裕」超過

長期資金（△17→△20）で「容易」超過割合が

に対して、厳しい状況に置かれているのが20人

拡大していることからみて、借入資金の低迷は、

未満の企業階層である。1〜3月期わずかに「窮

依然として続く仕事量の減少や設備投資の手控

屈」超過幅が縮小した20人未満では、今期は逆

えなど、資金需要の低迷が主な原因として考え

資金繰りDI（「余裕」―「窮屈」）、短期借入金DI（
「増加」―「減少」
）、
長期借入金DI（「増加」―「減少」
）の推移

られる。実際、
「金を
これ以上借りない体
質作りを考えていま
す」
（神奈川・はかり
製造）といった後ろ
向きなコメントも寄
せられている。また、
緊急保証制度の開始
か ら1年 半 以 上 が 経
過し、利用企業が一
巡したり、金利負担
の重さから資金を返
済に回していると
いったことも原因と





して考えられる。一方で、昨年12月に施行され

出姿勢が今後注目を集めることになりそうであ

た中小企業金融円滑化法にもとづき返済猶予を

る。
なお、受入手形期間DI（「短期化」−「長期

受けた企業は、追加融資が受けにくくなってい
るとの声も聞こえはじめており、金融機関の貸




化」割合、前期比）は、横ばいで推移した。



素材価格の上昇を中心に上昇圧力が強まって

が続き、持ち直しの兆しがみられる。
業種別にみると、改善幅、DIともサービス業が注

いた仕入単価DI（「上昇」
−
「下降」割合、△7→10）
は、2009年1〜3月期以来、5期振りに
「上昇」超過に

目される。サービス業のDIは1〜3月期調査の△42

転じた。とくに新興諸国の需要増加にともなう国際

から16ポイント改善して△26と、1年半ぶりに△20台

商品価格の上昇をうけて、
石油・石炭製品は30％、

を回復した。
また、建設業（△53→△46）、製造業

非鉄金属は20％近く上昇した（昨年5月比）とも言

（△45→△30）、
流通・商業（△45→△35）
でも依然

われており、素材価格を中心に仕入価格の上昇圧

として水面下で厳しい状況が続いているが、
売上・

力が高まっている。

客単価DIの急速な悪化がはじまった2009年1〜3

業種別にみると、すべての業種において仕入単

月期と同じレベルまで戻った。企業規模別では、

価DIは「上昇」超過へ転じた。
とくに製造業のDIは

100人以上（△55→△18）を筆頭に、20人未満（△

1〜3月期調査の△2から27ポイント上昇し、今回調

54→△35）、20人以上50人未満（△47→△36）、50

査では25と、他業種の比べて突出して厳しい状況

人以上100人未満（△46→△31）でも「下降」超過

になった。
また、建設業（△10→3）、流通・商業（△

幅の縮小がみられた。

11→1）、サービス業（△3→5）でも1年半ぶりの「上

「競争による値下げにもう疲れた」
（群馬・広告物

昇」超過を記録した。企業規模別では、20人未満

の制作）
というコメントにも見られるように、同業種間

（△12→10）、20人以上50人未満（△10→14）、50人

あるいは、円高の進行による海外製品との価格競

以上100人未満（△5→16）とも「上昇」超過に転じ

争を通じた売上・客単価の低迷は、中小企業の足

た。残る100人以上（△8→△5）では「下降」超過が

かせであり続けている。だが、それにも増して深刻

続いたものの、その

仕入単価DI、売上・客単価DIとその差の推移

「下降」超過幅は2009
年10〜12月期調査の
△42から一挙に縮小
が進んでおり、100人
以上の規模において
も価格上昇圧力が高
まっていることが示さ
れる結果となった。
他方、売上・客単価
DI（「上昇」−「下降」
割合、△46→△34）
は、
依然として水面下な
がら2期 連 続 の 改 善




業種別仕入単価DIの推移

昇」超過が著しく進ん
だことで、仕入単価
DIと売上・客単価DI
との格差は、1〜3月
期の39からさらに10ポ
イント以上拡大して44
になった。
来期以降も素材価
格の上昇が続くとの
見方は強く、
「デフレ
下でのコスト高」
という
厳しい現実が目の前
に迫りつつある。仕入
価格の上昇をスムー

な問題になりつつあるのは、
売上・客単価の改善傾

ズに販売価格に転嫁するため、自社企業の総合力

向を上回るスピードで進む仕入単価の上昇圧力の

を活かした経営施策の立案と実践が一刻も早く求

高まりである。
今回の調査でも、仕入単価DIの「上

められる。







1人当たり売上高DI（「増加」−「減少」割合）は

4期連続で回復基調にある。
とくに、製造業（売上高

09年4〜6月期から△56→△46→△40→△19→△

/1人△3→9、付加価値/1人△4→6）については、

9、1人当たり付加価値DI（
「増加」−「減少」割合）

両DIとも3年半ぶりにプラスに転じている。
流通・商

は同じく△52→△42→△37→△18→△13と、共に

業、サービス業も、製造業を追いかける形で水面に

1人あたり売上高DI、1人あたり付加価値DIの推移

近づきつつある。
一方、
建設業は低迷状態が
続いており、業種毎の
温度差が顕著になり
つつある。
地域経済圏別にみ
ると、業 況 判 断DIが
大都市部を中心に回
復が著しかったのと
同様に、生産性DIも
近畿（売上高/1人△
22→3、付加価値/1人
△19→0）が水面に這





い出るなど都市部の回復が急である。一方、北海

はいずれのDIも後退を示した。
リーマン・ショックは

道・東北
（同△11→△22、△14→△24）、九州・沖縄

都市部での影響が大きかったが、
ここへ来て、都市

（△15→△20、△13→△18）
とこの二つの地方圏で



部での回復が顕著である。



正 規 従 業 員 数DI
（「増加」−「減少」割

従業員数DI（「増加」―「減少」
）
、所定外労働時間DI（「増加」―「減少」
）

合）、臨時・パート・
ア ル バ イ ト 数DI
（「増加」―「減少」割
合）は、共に改善が
進んでいる。正規従
業 員 数DIを 業 種 別
に比較すると、建設
業（△16→△10）以
外のすべての業種で
プラスに転じている
（製造業△12→2、流
通・商 業 △11→1、
サービス業△9→1）。

業種別人手の過不足感DI（「過剰」―「不足」
）

製造業を中心に、正
規の雇用に歯止め
がかかりつつある
といえよう。
臨時・パート・ア
ルバイト数DIも、09
年7〜9月 期 の △20
を 底 と し て △13→
△12→ △7と 回 復 し
ている。とはいえ、
正 規 従 業 員 数DIと
比較すれば足取り
は重い。これは、訴
訟リスクや労働者派遣法改正の動き等を契機に、

ば、6月1日時点で製造業務に従事した派遣労働

非正規活用のあり方を再考する産業界の動きが

者数は約19万人（対前年度比65.7％減）に急減

影響している可能性もある（例えば、製造現場

している）
。

では、派遣労働者を直接雇用に置き換える動き

また、所定外労働時間DI（「増加」―「減少」

が出始めている。実際、
「平成21年度労働者派遣

割合）は依然、減少傾向にある。09年前半の低

事業報告の集計結果について（速報版）」によれ

迷から戻しつつあったが、今期は製造業（△3→





1）がプラスに転じたのを除いて、建設業（△24

業（△8→△16）ともに反転し、減少超過になっ

→△29）、流通・商業（△11→△13）、サービス

ている。





さらに、人手の過不足感DI（
「過剰」−「不

感が1〜3月期調査と比較して軒並み上昇に転じ

足」割合）では過剰感の再燃が懸念される。09

ている（建設業23→28、流通・商業16→22、サー

年4〜6月期のピーク（35）の後、3期連続で改善

ビス業1→14）。

傾向が続いたが、ここにきて再び過剰感が増し

製造業の改善傾向に他業種も続くのか、ある

ている（15→20）。業種別にみると、09年1〜3月

いは再び人手の過剰へと反転するのか、次回以

期から大幅な回復を見せた製造業（47→18）を

降の景況調査で注意深く推移を見守る必要があ

除いて、ここ1年、少しずつ持ち直してきた過剰

る。







2010年4〜6月期の設備投資実施割合は、1〜3

割れ見込みという点が気になるが、設備投資水

月期の23.5％から今期の26.9％へと、08年10〜12

準の一つの目安になっている30％に届く気配で

月期の25％割れ以来（最悪時は09年の1〜3月期

はないことだけは確かなようだ。さらに、次々

の20.9％）1年半ぶりに25％を上回った。

期設備投資計画割合も1〜3月期と同様に15％台

これにより09年4〜6月期以来1年間にわたり

にとどまっているところをみると、設備投資の

23〜24％台のかなり低水準な設備投資割合で推

先行きが次第に明るさを増してくる状態までに

移した低迷状態から脱却するかどうかが注目さ

は至っていないことが明らかであろう。

れるが、次期（7〜9月期）計画割合をみると、

今期の設備投資実施割合を業種別にみると、

24.0％と予想されている。このように再び25％

流通・商業を除いて実施割合が1〜3月期より増

設備投資の実施割合と計画割合

加した。とくに、
サー
ビ ス 業 が24.8％ →
33.3％と30％を超え、
製 造 業 も24.2％ →
28.2％と30％台近く
まで回復している。
サービス業の回復
には、投資内容とし
て「情報化設備」へ
の投資（1〜3月期よ
り13.1ポイント増）
と、投資実施目的と
して「合理化・省力
化」
（1〜3月 期 よ り





15.1ポイント増）が寄与しているものと思われ

的には20％台後半の水準まで上向いたのである。

る。製造業の場合は、投資内容の「自動車等運

これを業況判断の「好転」企業、業況水準での「良

搬手段」
（1〜3月期より5.2ポイント増）と、投

い」企業、経常利益の「好転」企業、採算水準

資実施目的の「維持補修」
（同期より12.2ポイン

の「黒字」企業に絞り込んで実施割合を調べて

ト増）の寄与が大きい。地域別には北海道・東

みると、いずれの企業も設備投資実施割合が

北と九州・沖縄の実施割合が30.4％、30.2％と

30％台後半以上に到達している。しかも、業況

30％の水準を上回っている。

水準の「良い」企業では、実施割合が1〜3期の

規模別には100人以上規模層が設備投資水準

45.1％から今期は、50.0％と半分に到達した。問

の低迷のなかでも相対的に高水準を続けており、

題は、設備投資実施意欲が、業況判断・経常利

今期は、1〜3月期の33.9％から48.4％と50％台近

益の「不変」
「横ばい」企業、業況水準・採算水

くまでに達した。さらに、設備投資水準の回復

準の「やや良い」
「そこそこ」
「やや黒字」
「収支

の動きは50人以上100人未満層にも35.8％と及

トントン」企業へと波及していくテンポにあろ

んでいる。設備投資は、相対的に規模が大きい

う。この点でも今期は若干の進展がみられるが、

ところから戻ってきつつある。

来期にもそれがつながっていくのかどうかが焦

このように今期の設備投資の実施割合は全体



点である。



設備の過不足感を設備過不足感DI（「過剰」



過剰感が前期から10％台前半で推移しているだ

―「不足」割合）でみると、2009年4〜6月期の

けでなく、関東も1ケタ半ばの過剰感がつづき、

14をピークに、7〜9月期11、10〜12月期8と過剰

近畿は今期過剰から不足超過へと転換した。北

感の緩和が進み、2010年1〜3月期には2になり、

海道・東北、九州・沖縄は3期連続不足、中国・

今期は同じく2だった。ほぼゼロに近い状態が2

四国は、1〜3月期の不足から、またわずかであ

期続いたので、過剰感は解消、すなわち終息状

るが過剰へと戻ってしまった。規模別には100人

態になってきたといってよい。

以上と20人以上50人未満層に設備不足感が芽生

これを業種別にみると、業種間での差がみら
れる。が、過剰感が

えてきている。

業種別設備過不足感DI（「過剰」―「不足」
）の推移

プラス10を超えるよ
うな大幅な過剰感を
示す動きはなくなっ
てきたが、建設業と
流通・商業では、そ
れぞれDIが7、5と、
なおかなりの過剰感
を示している。一方、
サービス業では3期
連続不足感がみられ、
製造業も1とゼロに
近づいてきた。地域
別では北陸・中部の




このように設備の過剰感は明らかに終息状態

施企業、及び次期非計画企業の設備過不足感DI

になってきた。とはいえ、今期設備投資を実施

は、それぞれ5、7と明らかに過剰感が漂っている。

した企業、および次期計画している企業数は大

しかも次期投資計画をしない理由として、
「自業

まかにいって全体のほぼ4分の1にすぎない。こ

界の先行き不透明」
「当面は修理で切り抜ける」

の約4分の1の企業の設備過不足感DIは、今期設

をあげる企業が多いことがみてとれる。した

備投資実施企業が△6、次期設備投資計画企業が

がって、このような不安感が減少しない限り中

△17と、設備不足状態が明確である。

小企業の設備投資回復の力強さはあらわれてこ

一方、ほぼ4分の3を占める設備投資今期非実

ないであろう。











今期、建設業では、業況判断DIや売上高DI、

に戻したのは、2007年10〜12月期以来のことで

経常利益DIなどの主要な指標が水面下ながら

ある。さらに、経常利益DIも△37→△31と持ち

改善した。ただし、一部の指標は前期並みの低

直している。

迷が続いており、厳しい経営環境から全面的に

次に、工事の動向を取り上げると、新規契約

抜け出しつつあるとはいえない状況にある。建

工事DI（
「増加」−「減少」割合）は△39→△

設業の回復の遅れが全体の業況の足を引っ張っ

31、着工工事DI（「増加」−「減少」割合）は

ている形である。

△42→△33と低水準ながらも、幾分上向きつつ

まず、業況判断DIは、△31→△20と1〜3月期
に引き続いて10ポイント以上の改善を示した。

ある。このように一部ではあるが明るい判断材
料も散見できる。
だが、業況水準DIは△46→△47、採算水準DI

また、売上高DIも△36→△26へと改善が進んだ。
業況判断DIや売上高DIがマイナス20台の水準

は△18→△17と、1〜3月期同様の水準で足踏み

建設業の業況判断DI、売上高DI、経常利益DI、採算水準DI

が続いている。業況
水準の改善が実感さ
れない理由や、赤字
企業の割合が低下し
ない理由としては、
工事件数や売上高が
回復に向かっている
ものの、従業員1人当
たりの売上高や付加
価値が低迷している
ことがあげられる。
ちなみに、従業員1人
当 た り の 売 上 高DI
は△34→△34、従業





員1人当たりの付加価値DIも△34→△34となっ

さて、来期に向けては、業況判断DIは△20→

ている。
「現在はとにかく仕事を確保することを

△28と再び悪化する見通しとなっている。また、

優先している」
（広島、建設業）といった状況を

業況水準DI（△47→△49）や売上高DI（△26→

反映しているものと思われる。また、建材等の

△27）は、若干悪化しつつも今期並みに推移す

値上がりにより仕入単価DIが△10→3とプラス

ると予想されている。こうしたなかで、経常利

に転じたことも、経営を圧迫する要因になって

益DIは、△31→△26とやや上向くことが期待さ

いる。

れている。







続いて、
建設4業種の動きを見ていくことにしたい。

ししているとみられる。
また、職別工事業は、業況判

まず、
総合工事業（官公需中心）
は、業況や売上高、

断DIや売上高DIなどが依然として水面下に沈ん

採算など、あらゆる指標が大幅に悪化している。4〜6

でいるが、改善に向かいつつある。
今期、建設業全

月期は公共工事が途切れがちになる時期ではある

体でみると、一部で明るい兆しが見られたのは、こ

が、今期はさらに新政権下での公共工事予算の削

れらの業種に依拠するものと思われる。

減の影響もでているものと思われる。実際に「政権

最後に、設備工事業は、業況判断DIや売上高DI

交代による新年度の公共予算の執行が始まったが、

がほぼ1〜3月期並みの水準で推移した。しかし、

各出先機関の事業計画が大幅に削減されている」

業況水準DIや経常利益DI、採算水準DIは悪化に

（北海道、建設業）
といった声が寄せられている。
さら

向かう結果となった。
上記の指摘にもあるように、設

に、設備工事業者では「官公需では、入札金額が7

備工事業では、利益を得にくい状態になっていると

割でしか取れない」
（愛知、電気工事業）
という指摘

いえよう。

であるように、公共工

建設業の各種DI

事の落札価格が低下
していることも見 逃し
てはならない。
一方、総合工事業
（民需中心）は、業況
判断DIが水面下を脱
し、プラスに転じてい
る。売上高DIや経常
利益DIもそれぞれ改
善傾向を示している。
住宅エコポイントや長
期優良住宅の推進が、
業況等の改善を後押






製造業の業況判断DIはアジア市場の活況の

転に引っ張られる形でリーマン・ショック以前

波の中で鉄鋼、金属、機械器具、化学の業況好

の水準を回復した（09年10〜12月期より△44→





上昇したのに対して
製造業の業況判断DI、業況水準DI、売上高DI、経常利益DI

（△2→25）、売上・
客 単 価DIは 持 続 す
る価格競争のもとで
コストアップ要因を
売価に十分に転嫁し
きれず（△45→△30）、
原料高・製品安の状
況下で価格競争の渦
中に置かれている。
なお製造業は全体
としては回復傾向を
示したが、業種別に
みると繊維、木材、

0→13）。また売上高DI（同△43→△4→11）、経

印刷などの軽工業分野では引き続き業況判断

常利益DI（同△42→△23→10）
、採算水準DI（同

DIと売上高DIは水面下にあり、先行き見通しも

7→1→5）は好転基調にある。しかし業況水準DI

暗く、業種別・規模別・地域別で不均等な推移

（同△42→△2→△25）の回復の足取りは重く、

が確認される。これらの業種では、内需のデフ

対ドル・ユーロでの円高基調のもとで輸出の先

レ基調が続く中で売上単価引上げが困難である

行きには不安感も払拭できていない。また未だ

ため、原材料価格の上昇分を販売価格に上乗せ

内需に軸足を置いた自律的な回復の糸口がつか

出来るかどうかが今後大きな問題点となるであ

めない状況にある。

ろう。
引き続き、損益分岐点引き下げ努力と非価格

売上は確かに増大傾向にあるが、仕入単価DI
は原料価格高騰のあおりを受けて今期は大幅に





競争力の強化が求められている。




製造業の生産量

製造業の各種DIの変化

DI（
「増加」−「減少」
割合、09年10〜12月
期 より△47→ △1→
14）・出荷量DI（
「増
加」
「減少」割合、同△
49→△2→11）は大幅
な改善傾向を示して
おり、前期に引き続き
鉄鋼、金属製品と機
械器具での改善が目
につくが、軽工業分野
では不況局面が持続





しており、業種別に景気の二極化現象が生じてい

経営上の問題点では、
「同業者間の価格競争の

る。また先行きの目安になる受注残DI（
「増加」−

激化」
、
「仕入単価の上昇」、
「仕入先からの値上げ

「減少」割合、同△57→△16→△3）も着実に回復

要請」
、
「人件費の増加」の指摘割合が大きく伸び

傾向を示しているが、
ここでもリーマン・ショック以前

ていることからも、コストアップ要因への対応が問わ

の水準への復帰傾向の重化学工業「海外向けの

れている。

受託生産が忙しく、製造部門は対応に追われてい

経営上の力点としては、引き続き「新規受注（顧

る」
（東京、化学工業）
と需要回復の兆しが見えない

客）の確保」
、
「付加価値の増大」が中心課題となっ

軽工業分野「売上の激減が圧倒、先が見えない」

ており、採算条件の厳しさから財務体質強化と、経

（東京、オーダーカーテン受託加工）では異なった

営力強化の土台である人材確保と社員教育を重

傾向が確認される。

視する傾向が強まっている。






2010年4〜6月期の
流通・商業の業況判

流通商業の業況判断DI、業況水準DI、売上高DI、経常利益DI

断DIは、△26→△12
と14ポイントの改善
がみられ、7〜9月期
見通しについても、
△11と僅かではある
が、さらなる好転が
見込まれている。他
方、4〜6月期の業況
水準DIについては、
△38→ △36と2ポ イ
ントのプラス基調に
留まっており、7〜9
月期見通しについては、△35と改善幅はさらに

11→1と12ポイント上昇し、仕入価格が急騰して

縮まると予想される。このように流通・商業は

いることを伺わせる。7〜9月期見通しについて

わずかな改善期待はあるものの、水面下で低迷

も6とさらに仕入値上昇が見込まれている。また、

を続けている。

4〜6月期の売上・客単価DIは、△45→△35、7

また、4〜6月期における売上高DIは、△25→

〜9月期見通しについても△28と一見、デフレ傾

△11と14ポイントの改善、7〜9月期見通しにつ

向に歯止めがかかったかのように見えるが、仕

いても△9と改善が期待されている。同様に4〜

入れ価格と売上・客単価の格差はさらに広がり

6月期の経常利益DIについては、△23→△11と

を見せ、コスト管理が重要な経営課題となって

12ポイントの改善がみられるものの、7〜9月期

いる。
このように業況判断、売上高、経常利益、仕

見通しは△12と僅かながらも悪化が見込まれて

入単価、売上・客単価の各DIは、水面下にある

いる。
他方、4〜6月期の仕入単価DIについては、△

ものの10ポイントを超える顕著な改善となって





いる。これとは反対に業況水準DIについては、

が値上げされる一方、客先への転嫁は難しく、

僅か2ポイントの改善とその足どりは重い。

かと言って自社で吸収する余力はない……」
（北

このように鈍い業況水準の改善基調となる要

海道、流通商業）との声もある。また、今期で

因としては、主要指標が改善しているとはいえ、

は売上高は改善基調にあるが、
「……売上減少に

未だ水面下にあること、個別の企業の経営状況

歯止めがかからないため、……未だ採算割れで

に関しては、依然として厳しいからであろう。

立て直しに努力している」
（北海道、青果物卸売

実際、今期は仕入単価の上昇傾向と売上・客

業）との声もあり、収益確保に苦しむ流通関連

単価上昇傾向が示されているが、「6月に仕入れ



企業の姿もみてとれる。



流通・商業5業種別にみた4〜6月期の業況判断

今の燃料費の上昇傾向を含め、
今後が懸念される。

DIは、すべての業種でプラスとなっており、情報通

今期、特に注目される単価についてみると、すべ

信業と金融不動産業については、水面下を脱した。

ての業種で仕入単価DIは上昇となっている。売上・

業況水準DIでは、情報通信業が僅かなマイナス、小

客単価DIについては、金融不動産業を除いて、情

売業でマイナスとなっているものの、
運輸業、卸売業、

報通信業、運輸業、卸売業、小売業のいずれの業

金融不動産業ではプラスとなっており、金融不動産

種でも、
その上昇幅の違いはあれ、
上昇傾向にある。
改善傾向を示す流通・商業の中で、情報通信業

業が水面下を脱した。
また、4〜6月期の売上高DIは、すべての業種で

と金融不動産業は業況判断DI、売上高DIで水面

プラスとなっており、情報通信業と金融不動産業で

上に脱出した。
しかし、業況水準DIは依然低迷した

水面下を脱した。
とはいえ、経常利益DIは、情報通

ままという状況にある。

信業、卸売業、小売業、金融不動産業ではプラスと

自由回答欄には、
「……新入社員を11人受け入

なっているものの、運輸業でマイナスとなっており、昨

れ、……福岡事務所を来春の九州新幹線をにらん
で、博多駅近くに移転

流通・商業の仕入単価DIと売上・客単価DI

……中国・大連の現
地法人で新卒者（大
卒）の採用を決めた
（2
名）
」
（大分、情報処
理）
との積極経営の声
もある。
とはいえ、情報
通信業、金融不動産
業以外の流通・商業
は未だ水面下を低迷
しており、今後先行き
は不透明な状況が予
想される。






サービス業の今期業況判断DIは△22→△9と





大きな改善をみている。これで、09年1〜3月期、





4〜6月期の△48を底

サービス業の業況判断DIとその内訳

に、4期連続での改善
を示した。同様に売
上 高DIは1〜3月 期
調査の△22から今期
△10へと12ポイント
改善、経常利益DIも
△14→△9へと5ポイ
ントの改善、一人当
た り 売 上 高DIも △
25→ △16と9ポ イ ン
ト、それぞれに改善
を示している。
とはいえ、今後と
もサービス業が業況改善に向かって力強く歩み

△23と改善をみているものの、しかし業況の「悪

続けるかは予断を許さない。業況判断DIの内訳

い」企業数が「良い」企業数を今でも大きく上

は、
「好転」が1〜3月期の21.8％から今期26.7％

回っていることには変わりない。また、売上・

へと5.1ポイントの増加、「悪化」は1〜3月期の

客単価DIは、△42→△26と大きく改善をみせて

44.2％→35.6％と8.6ポイントの減少となった。

いるものの、売上・客単価の低下に歯止めはか

他方、
「横ばい」は33.9％から37.8％へと3.9％の

かっていない。その上、仕入単価DIは△3→5へ

増加を示した。つまり、業況判断DIの改善は、

と上昇に転じ、採算水準DIが2009年10〜12月期

「好転」企業の増加割合を上回る「悪化」企業

の13→17→8へと反転している。つまり、仕入価

割合の減少、
「横ばい」企業割合の増加によるも

格の上昇と採算水準の弱含みという、サービス

のであり、業況好転企業の急増という、力強い

業の収益改善にとって先行き不安を示す材料が

足取りを示す指標にはいまだ至っていない。

頭をもたげてきている。

ちなみに、業況水準DIは1〜3月期より△30→







今期も対事業所サービス業と対個人サービス

をみているのに対し、対事業所は逆に△4→△6

業で対照的な動向がみられ、やはり対事業所

へと悪化を示す。採算水準DIも同様に、対個人

サービスの厳しさが目立つ。売上高DIをみると、

で13から16へと好転して黒字企業の増加を示唆

対個人で1〜3月期の△29→△11、同じく対事業

するが、対事業所では23から△1へと大きく悪化

所が△11→△9へと前者で18ポイントという大

し、経常利益の赤字企業数が急増した痕跡を現

きな改善をみているものの、共に売上高減少に

している。その結果、人手の過不足感DIでは、

歯止めがかかっているわけではない。業況水準

対個人での△3→6という過剰感の高まりに比べ、

DIは、対個人が△28→△20へ、対事業所は△32

対事業所では7→24へと急激な過剰感が生まれ

→△28であるから、やはり対事業所の業況改善

ている。

に遅れが目立つ。さらに、経常利益DIでは対照

今期オプション調査項目にあるリーマン・

的な数値となり、対個人が△21→△11へと改善

シ ョ ッ ク 以 降 の 売 上 単 価 は、サ ー ビ ス 業 の





正を行う。何度もヒ
サービス業の業況判断DIと採算水準DI

アリングして原稿作
成からかかわって、
具体的な仕事に結び
つくようにしている。
……クライアントの
抽象的な言葉や思い、
とても面倒な原稿の
整理まで、本当に内
容をしっかりと把握
してデザイン、制作
物に反映されなけれ
ば差別化ができない
……」
（京都、広告制

47.8％が低下を経験し、その低下幅も「5％以上

作）とある。顧客サイドに立った経営努力の好

10％ 未 満」が35.7％、「10％ 以 上15％ 未 満」が

例といえよう。サービスという財の特殊性を考

23.8％にもなる。先行き不透明感が払拭し切れ

慮すれば、
「人材過剰」という圧力を跳ね返し、

ない中で、求められるのはいっそうの経営努力

社内の人材活用をどうやって収益に結びつける

である。「経営上の努力（記述）」に「小さな仕

かに知恵を凝らすことが経営者にますます求め

事であっても、必ずていねいな打ち合わせ、校

られるようになってきた。







経営上の問題点の上位5項目は、1位「同業者

業57.5％、製造業51.6％の順であり、建設業の深

間 の 価 格 競 争 の 激 化」（62.8％ →58.9％）、2位

刻な価格崩れの現状が想起される。
「民間需要の

「民間需要の停滞」
（61.5％→56.1％）
、3位「取

停滞」でも建設業73.0％、流通商業60.3％、製造

引先の減少」
（19.4％→20.7％）
、4位「販売先か

業50.7％、サービス業43.0％と建設業で厳しさが

らの値下げ要請」（21.9％→20.1％）
、5位「官公

著しい。価格と需要の問題にもっとも喘いでい

需要の停滞」
（21.0％→18.9％）となった。2008

るのが建設業ということになる。

年7〜9月期以来7期連続で増加してきた「同業者

「同業者間の価格競争の激化」を地域経済圏別

間の価格競争の激化」であるが、ここにきて上

にみると、北海道・東北63.0％、関東57.9％、北

げどまった形である。とは言うものの、この二

陸・中部59.0％、近畿55.6％、中国・四国57.6％、

つが2大巨頭である状況には変化はなく、引き続

九州・沖縄61.1％であり、北海道・東北と九州・

き、中小企業経営の前に需要と価格という2大問

沖縄で熾烈な価格競争が展開されていることが

題が立ちはだかっている。

わかる。
「民間需要の停滞」では北海道・東北

業種ごとに見ると「同業者間の価格競争の激
化」は建設業67.2％、流通商業63.2％、サービス

54.9％、関東57.3％、北陸・中部59.0％、近畿52.4％、
中国・四国49.4％、九州・沖縄66.4％となってい





業種別経常利益の問題点（上位5位）

る。価格の問題は地
方圏においてより色
濃くあらわれ、需要
面では九州・沖縄に
次いで北陸・中部で
厳しい数値となって
いるのは、リーマン・
ショックに次いでリ
コール問題があった
トヨタ関連の影響だ
ろうか。
「同業者間の価格
競争の激化」を企業
規模別に見ると20人

未満56.0％、20人以上50人未満60.6％、50人以上

50人以上100人未満60.7％、100人以上40.3％であ

100人未満62.7％、100人以上62.9％であり、企業

り、50人以上100人未満では需要減が経営上の問

規模が大きくなるほど熾烈な競争を強いられて

題点として強く意識され、100人以上規模企業に

いることがわかる。一方の「民間需要の停滞」

おいては、需要よりも価格の問題が大きく意識

では20人未満57.1％、20人以上50人未満56.4％、

されている。





ところで需要と価格の問題は業況水準とはど

「良い」
「やや良い」は12.1％であった。業況水

のように関係しているだろうか。
「同業者間の価

準が悪い企業ほど、需要と価格の問題に直面し

格競争の激化」および「民間需要の停滞」と回

ていると言える。翻ってこのことは、需要と価

答している企業の業況水準（「良い」「悪い」を

格の問題への対策の成否が、業況の明暗を分け

たずねたもの）を見てみる。まず「同業者間の

ることを示している。

価格競争の激化」と回答した企業のうち、
「悪い」
「や や 悪 い」と 回 答 し た 企 業 は



54.3％、
「そこそこ」は29.9％、
「良

  

い」「やや良い」は15.8％であった。 
「民間需要の停滞」と回答した企 
業の中では、「悪い」「やや悪い」























が61.0％、「そ こ そ こ」は27.0％、





加えて、中小企業全体が警戒を要する問題が

ていったんは収束を見ていたが、1年を置かず再

頭をもたげてきた。1〜3月期の9位から6位に順

上昇を開始した。原材料・素材価格等の国際価

位を上げた「仕入単価の上昇」
（7.1％→12.6％）で

格が上昇していることが、そのまま仕入れ価格

ある。2009年10〜12月期の4.4％まで下降を続け

の上昇につながっている。特に製造業（12.6％





→20.6％）、流通・商業（6.2％→10.9％）でその

価上昇の再現が、業況悪化を招く可能性も否定

影響が大きい。建設業（3.1％→5.7％）
、サービ

できない。中小企業の景況に関わる不安材料が

ス業（1.9％→7.3％）も上昇傾向にある。仕入単

また新たに出現してきた。







業況判断DIが大きく改善を見せたが、経営上

（北海道、土木建築請負業）
、
「可能な限り入札

の力点の順位とポイントは1〜3月期と比べて大

に参加したが、見積積算の努力が全く報われな

きな変化はない。第1位は、若干ポイントは低下

かった。官庁10本、民間15本ほどが不落札で徒

しているが「新規受注（顧客）の確保」
（67.6％）

労に終わった。こんな厳しさはこの40年皆無だ」

第2位は、ポイントがやや上がった「付加価値の

（北海道、総合建設業）など、これまでにない

増大」（51.1％）、第3位が「社員教育」
（37.6％）

厳しい経営環境を指摘する回答が多い。市場規

であり、リーマン・ショック前から上位3位は同

模が依然として縮小した状態にあり、今後の拡

じである。また、上位3位については業種による

大も大きくは期待できない中で、建設関係の企

相違は見られなかったが、第1位の「新規受注

業では、顧客の維持・確保や企業体質の改革を

（顧客）の確保」のポイントには違いがあり、

強調する回答が見られる。
「新築件数が望めない

業況が最も厳しい建設業では75.4％、次いで流

今、これから人間力を最大限に生かす努力をし、

通商業で69.4％であるのに対し、サービス業は

小工事を寄せ集める方法になっているし、今後

65.2％、改善の傾向が強い製造業では63.4％で

も続ける。真のお客様は誰なのかを話し合って、

あった。

直営率をどのように上げていくか、件数、金額、

建設業の厳しさについては、記述回答にも見

経費が出る仕組み作りになっているか実践中」

られる。
「市場が縮小しても企業の存続可能性が

（青森、一般電気工事）
、
「自分の得意とすると

残るため、企業規模を最盛期の1/4に縮小した」

ころを再分析し、社内での無駄を減らしながら、
労使対話をしながら、

業種別経営上の力点（2010年4〜6月期）

目標とする（短期、
長期）ものを確認し、
各自が出来る事を
やっていってもらう
様 に、話 し 合 い を
行っています」
（岩手、
建設業）など、社内
の体制を社員の力量
を高めることで強化
し、厳しい状況に耐
える企業体質を作り
上げようとしている。
また、
「経営革新計画





承認を得て、大学協力での工法開発に着手し、

携』には、中小企業の弱みである全国に向けた

夏以降の製品市場投入の目標に向かって動き始

販売を補完する意味で、大企業に販売促進の役

めた。PRとしてHPの更新に手を入れ始めた」

割で参加してもらい事業化を進めている」
（福岡、

（埼玉、建築設計）といった技術・製品開発へ

とび工事）といった、新規事業への展開を図ろ

の取り組みや、
「経済産業省の『新連携』の認定

うとしているところも現れている。建設業関連

を受け、新商品の事業化を進めている。本業を

では、新規事業の展開も将来に向けた一つの選

続けていても、数年後には行き詰ると想定し、

択として考えていく必要もあるだろう。

同友会の仲間と新商品を開発した。また、
『新連


前年同期比と比べて大きく業況は改善したと
はいえ、業況水準のレベルは依然として低く、

携しながら対応する方法も注目される。
②消費の伸び悩みの中で「理念」を目に見える

回復の足取りは重い。国内での消費活動の本格

セールスポイントに

的な拡大はまだ限られ、価格競争の厳しさから

業況の改善が見られるとはいえ、市場の拡大

売上単価は下降が続く一方、材料価格の高騰の

テンポは緩慢である。そうした中で売上を増や

影響が仕入価格に現れ始めている。中小企業に

していくためには、自社の製品・サービスの差

とって「先行き不透明」感は、払拭されていな

別化や高付加価値化が必要となっている。その

いどころか、強まっているといえるかもしれな

ために自社の理念や考え方を自社の特徴として

い。今回の記述回答から「先行き不透明」な状

重視し、目に見える形でテーマやストーリーと

況を、どのように認識し、どのような対応を取

して語ろうとする企業がある。
「自社としての独

ろうとしているのか、次の4つの点から見ていき

自の発動を強めるために『時代に克つ』という

たい。

テーマで飲食店向けセミナー、そして自社開発

①仕入価格上昇への対応

推奨商品を主として、試飲・飲食会を開催し、

記述回答には、仕入価格の上昇への対応への

当社の独自性をアピールした。独自性を鮮明に

言及が増えている。ひとつは、
「材料の値上がり

することで、酒類だけに頼らない、NB比率を下

を価格転嫁すべく、得意先に値上見積を提出し

げ、差別化、収益重視に方向転換していく」
（埼

て交渉中で、100％の転嫁を目指している。日頃

玉、業務用酒・食材卸）、
「新聞の商品価値を伝

からの『総合力での対応』が、こうした値上げ

える活動として、小学生を対象に『子供新聞記

の時に成果として問われる」
（千葉、ブリキ缶用

者教室』を行っている。今後は、
『新聞スクラッ

部品製造）とあるように、価格決定権を日常的

プ教室・スクラップコンテスト』を行い、価値

に持てるような状況を意識的に作っておくこと

を理解してくれる人を増やしたい」
（千葉、新聞

である。また、「6月に仕入れが値上げされる一

販売業）と、あらためて顧客に訴えかけていく

方、客先への転嫁は難しく、かと言って自社で

ことが行われている。そのためには、社員との

吸収する余力はない。メーカー商社を巻き込み、

認識の共有が不可欠である。
「共育ち面に力を入

客先ともに物件受注するなど、それぞれの機能

れた。新入社員教育から始まり、お客様の新入

を生かし連携する中で、それぞれの利益を確保

社員教育も行い、弊社社員参加型で行い、より

出来るような営業展開、取り組みを増やしてい

コミュニケーションが深まるものとなった。
『自

きたい」
（北海道、流通商業）とあるように、仕

社を100字以内で語る』を社員で行ったが、好評

入価格上昇をどこで吸収するのか、取引先と連

でお客さまも推奨している。会社の経営理念に





もつながる手応えが得られた」（富山、理・美容

④地域経済の危機を同友会理念で乗り切る
宮崎県で発生した口蹄疫問題は、畜産関係で

関連商材販売）は、自社の社員共育と営業を一
体化させた興味深い活動である。

はなく地域経済全体に影響している。宮崎県で

③海外（中国）事情の変化とリスク管理

の問題は、日本のどの地域においても生じうる

中国をはじめとする新興国やアジア地域の需

問題である。最後に、この口蹄疫問題に対する

要が日本経済を支えており、中小企業の海外展

宮崎の企業からの声を紹介しておく。
「宮崎は口

開や海外需要の取り込みは、今後ますます重要

蹄疫の影響で心理的・経済的ダメージが大きい。

になっていく。しかし、海外の事情は日々刻々

ただでさえ低い商品マインドはますますしぼみ、

変化しており、変化を察知し、できるだけ早く

人の動きも様々な催しの自粛で停滞し、厳しい

対応していかなければならない。最近中国事情

状況に陥っている。畜産関係の方々の先々を考

については、自動車関連の現地工場で賃上げ等

えると心が痛むが、気持ちの上で負けないで頑

をめぐる大規模なストライキが発生したことが

張っていきたい。いたずらに小手先の戦術にな

話題になったが、こうした状況は中小企業にも

らないよう、顧客との長期的信頼関係を築いて

現れている。
「……生産（中国）を維持すること

いける戦略を講じていきたい」
（宮崎、美容用品

が難しくなった。現地工場労働者の賃金アップ

卸売業）、
「宮崎は今、口蹄疫の問題で県が非常

などによる仕入単価が昨年と比べ1割〜2割アッ

事態宣言を出して以来、あらゆる活動が停止し

プを要求して来ています。そういった同業他社

ている。……今からあらゆる手段で、経費の節

が多く、顧客側としても多くの仕入先が必要と

減や社内での危機を共有化（全社一丸体制）を

なっている。弊社は『国産工場』を何とか確保

築く必要がある。これから2〜3年同友会で学ん

しているため、他社との差はこれから出ると思

だ真価が問われる時代が来たと思う」
（宮崎、水

われる」
（愛知、ベビー衣料製造業）とあるよう

処理薬品、装置の販売及び設備工事）
。厳しい環

に、賃上げや今後生じる可能性の高い元の切り

境に対して、前向きにこれまで蓄積してきたも

上げへのリスク管理を中小企業も検討すべきで

のをフルに活用して立ち向かおうという姿には

あろう。

感銘を受ける。
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