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2018 年 2 月６日 

大分県中小企業家同友会 

2017 年７～12 月期 第 26 回景況調査報告  

今期景気の山か、小企業・サービス業が先行反転。 

＜概要＞ 

〇景況だけみれば絶好調の日本経済 

 現在日本経済は、高度経済成長期のいざなぎ景気を超えて戦後２番目の景気拡張期にあります。2012 年 12 月

の第２次安倍政権の成立以来５年にわたって拡大基調にあり、雇用情勢も失業率が 3％を下回り、完全雇用状況

に戻りました。特に 2016 年以降 2017 年第三四半期まで７期連続 GDP は伸び続け、日銀短観も今後の先行きも

含めて 2016 年以降拡張傾向を示しています。中小企業も、この動きに連動しています。まさに、景況だけみれ

ば絶好調の日本経済の様相を呈しています。 

 

〇実感なき景気拡張から次のステージへ 

ただし、解決できない問題を抱えたままです。日銀短観でみると、大企業が大きく成長するなか、中小企業の

景況感が追い付いていません。また、人手不足が大きな問題とおり、企業活動に支障を及ぼしています。また、

実質賃金の伸び悩みが続く結果、国民の景況感は低迷を続けており、戦後最長に近づく景況感を感じられないま

まです。雇用面では不安定長時間労働が増加し、結果、失業率を下げ、有効求人倍率を引き上げさせ、生活面で

は消費税効果がジャブのように効いて消費を抑えこんでいます。社会保障改革では保障の削減が懸念され、大手

金融機関の大リストラ宣言も中流層やその家族を不安にさせています。消費税増税に向けた地ならしとして、賃

上げを政府や経済界も賃上げ提唱していますが、基本的には企業の自発性に任せており、その波及にも限界があ

ると考えられます。 

 

〇中小企業家同友会企業の景況は今後悪化 

これを同友会の全国調査でみるとどうでしょう。『同友会景況調査 2017 年 10～12 月期』によれば、業況判

断 DI（「好転」—「悪化」割合）は 10→13、売上高 DI（「増加」—「減少」割合）は 10→13、経常利益 DI（「増

加」—「減少」割合）は６→11 と前期（７～９月）から改善傾向が続いており、今のところ問題ないようにみえ

ます。しかし、次期（2018 年 1～3 月期）は、業況判断 DI が 13→8、売上高 DI が 13→10、経常利益 DI が 11 

→8 とすべて悪化予想となっており、一喜一憂の景況状況になっています。 

 

〇大分同友会では小企業やサービス業で腰折れ懸念 

 本調査では、次期に向けた見通しにおいて、小企業やサービス業では次期の見通しが悪化しています。前回調

査の見通しでは日銀短観では腰折れを予想していましたが、本調査では改善傾向を示していました。予測は当た

りましたが、小企業やサービス業の反転傾向がみられ、今後に不安を残しています。 

 

＜調査要領＞ 

(1)対象期間 2017 年 7 月１日 ～ 2017 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 561 社 

(3)調査期間 2017 年 11 月 27 日 ～2018 年１月９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 139 社、回収率は 24.8％、業種構成は下記の通りです。 

建設業          23 社 

製造業            14 社 

情報・通信・商業1  44 社 

サービス2          53 社 

その他             5 社 

(6)参考資料 景況調査 2017 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みます。「電機・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みます。「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 2017 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 561 社、有効回答は 139

社、回収率は 24.8％（前回比 2.0 ポイント増）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」が 19.4%、次いで「対事業所サービス」が 17.3％、「建設業」

が 16.5%となっています。分析で利用する業種区分のうち情報・通信・商業は 31.7％、サービス業は 38.1％と

なっており、これら業種だけで 7 割弱を占めています。 

年商額も多い順でみると「1 億円～3 億円」31.7％であり、次の「5 千万円～1 億円未満」16.5％と大きな開き

があります。最も少ない「３千万円未満」は 12.2％となっています。１億円未満が最も多く、次いで１億円～３

億円未満、最も比率が少ないものが３億円以上となっています。 

 

Ⅲ．従業員数実態 

 正規従業員（役員も含む）数は「１人～５人」32.4％、「６人～10 人」25.9％、で 10 人以下の社員数企業で

過半数を超えています。 

臨時・パート・アルバイト従業員数では「1 人～5 人」51.8％、「0 人」が 13.7％、「16 人～20 人」が 7.2％

となり、５人以下が６割を超えています。 

社員に臨時・パート・アルバイトの社員を加えた総社員数についてみると、「６人～10 人」が 23.0％、次い

で「５人以下」が 21.6％、この次の「11～15 人」の 15.1％まで加えると過半数を超えます。 
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Ⅳ．概  況 

【全体】 

１．業況 

〇熊本・大分地震以降、３期連続の改善 

前年同期（2016 年７～12 月期、以下同じ）と比べた今

期の業況は「好転」28.8％、「不変」59.7％、「悪化」10.1

％、無回答 1.4％となっています。 

「好転」と「悪化」の差であるＤＩ値は 18.7 になり、前

回よりも大きく増加しました。１年半前の熊本・大分地震

の影響から景況が低迷した 2016 年前期以降、３期連続の

改善なりました。                      

 

 

 

 

 

 

 

２．売上げ 

〇やや一服した感がありますが、高い水準を維持 

前年同期と比べた今期の売上げは「増加」33.8％、「横ば

い」51.1％、「減少」13.7％、無回答 1.4％となっています。 

「増加」と「減少」の差であるＤＩ値は業況よりは高く

20.1 となりましたが、前回より低下しています。前回まで

かなり大きく伸びてきましたので一服した感があります。

大きな減少ではなく、数値的には高い値を維持しています

ので、悪化とは言えません。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経常利益 

〇体力がついてきた企業が増加中 

前年同期と比べて、今期の経常利益は「増加」32.4％、

「横ばい」48.2％、「減少」18.0％、無回答 1.4％となって

います。 

「増加」と「減少」の差であるＤＩ値は 14.4 ポイントと

前回調査より大きく伸びています。これは消費増税前の

2014 年前期の 15.7 に次ぐ数字になっています。前回は DI

値が低下して一服感がありましたが、今期はその傾向から

抜け出して、一定の利益を出し、経営面での体力がついて

きた企業が増加しているようです。昨年同期は熊本・大分

地震からの回復期であり、その影響は払しょくしたとも言

えます。 
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業種別 

【建設業】 

１．業況 

〇再び大きく改善し、景況全体の押し上げに貢献 

 前年同期と比べて、今期の業況は「好転」39.1%、「不

変」47.8%、「悪化」8.7%、無回答 4.3％で、前回 DI 値は

19.3 と決して悪い値ではありませんが、10 ポイント以上

も下落し、改善に落ち着きがみえていました。そこから再

び改善し、前々回の値を超える 30.4 となりました。 

今回含めたここ３期は高い DI 値を維持し、産業計より 

もかなり高く、依然として全体の傾向を押し上げる役割を

果たしています。 

 

 

 

 

 

 

２．売上げ 

〇DI 値は下がりましたが、高い DI 値を維持しています   

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」34.8％、「横

ばい」47.8％、「減少」13.0％、無回答 4.3％で、ＤＩ値は

21.8 となり、前々回、前回と低下し続けていますが、依

然として高水準を維持しています。 

昨年同期は熊本・大分地震の回復初期であり、建設需要

が大きく伸びた時期でもあり、その時期に比べての DI 値

であり、安定した経営軌道にあると考えられます。 

  

 

 

 

 

 

 

                          

 

３．経常利益 

〇2008 年以降の最高値を記録 

前年同期と比べて、今期の経常利益は「増加」43.5％、

「横ばい」47.8％、「減少」4.3％、無回答 4.3％で、ＤＩ

値は大幅に伸びて 2008 年以降でみて最高値 39.2 を計上

しています。 

特に、経常利益が「減少」した企業はほとんどないこと

で、こうした結果となっています。これまでのトレンドは

「増加」と「減少」がもみ合う形が多かったのですが 2013

～14 年以来の現象です。前回の DI 値の山も消費増税や熊

本・大分地震で低迷することになってきたように、外的要

因に大きく影響されやすいことにも留意する必要があり

ます。 
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【製造業】 

１．業況 

〇３期連続 DI プラスで業況に安定感 

前年同期と比べて、今期の業況は「好転」21.4％、「不

変」64.3％、「悪化」14.3％で、DI 値は 7.1 と前々回、前

回と逓減状態にあります。 

しかしながら、これまで DI 値が３期続けてプラス値で

あったことは 2008 年以降一度もありません。産業計と比

べると低い DI 値になっていますが、大きな落ち込みもな

く、県内製造業の業況は安定状態にあると言えます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

２．売上げ 

○前回より回復しながら３期連続プラス値 

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」28.6％、「横

ばい」57.1％、「減少」14.3％となり、ＤＩ値は大きく改

善し、14.3 となりました。 

前回は DI 値が減少しましたが、今期は上方修正となり

ました。業況同様に３期連続でプラス値を示しています。

売上げ指標も、産業計に比べれば低いのですが。業況同様、

安定感がある結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経常利益 

○再び大きく増加し、経費節減の努力？ 

前年同期比べて、今期の経常利益は「増加」35.7％、「横

ばい」50.0％、「減少」14.3％でＤＩ値は前回から大きく

改善し、前々回と同水準の 21.4 まで戻しています。 

業況がやや悪化はしましたが、経常利益を伸ばした企業

は大きく増加したということになります。業況がそれほど

「好転」しないなかで、経常利益が「増加」することにな

っています。推測の域を超えませんが、業況感の改善が鈍

い中で、経費節減が進んでいることも考えられます。 
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【情報・通信・商業】 

１．業況 

〇５期連続マイナス DI 値から脱出 

前年同期と比べて、今期の業況は「好転」29.5％、「不

変」59.1％、「悪化」11.4％で、ＤＩ値は 18.1 と前回から

大きく改善し、５期連続マイナス DI 値を脱しました。 

これまでプラス値を計上していた他業種とも傾向を異

にしていましたが、今回は全体の傾向をプラス値で押し上

げています。この業種区分内には、卸売・小売業が多く含

まれているため、個人消費の伸びの低さが影響してきたと

考えられますが、今回はその制約が弱かったといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

２．売上げ 

〇３期連続改善で高水準を維持 

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」36.4％、「横

ばい」47.7％、「減少」13.6％、無回答 2.3％で、ＤＩ値は

22.8 となり、2014 年前期に 37.2 を記録して以来の高い

水準になりました。 

図を見て分かる通り、プラス値が３期連続で、それも高

い水準で伸びています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経常利益  

○４期ぶりのプラス DI 値だが、デフレ経済の影響も  

前年同期と比べると、今期の経常利益は「増加」29.5

％、「横ばい」47.7％、「減少」22.7％で、ＤＩ値は 6.8

となり、前期まで続いていた３期連続マイナス値の流れ

から大きく改善し、４期ぶりにプラスになっています。 

これまでの推移からすると 6.8 は高い数値とはいえま

すが、業況や売上げの DI 値と比べると、やや低い値にな

っています。理由の一つとして、小売業を多く含んでい

る業種区分でもあり、デフレ経済の影響を強く受けてい

る結果とも考えられます。 

 

 

 

 

 



大分県中小企業家同友会 2017年７～12月期 第 26回景況調査報告                 7 

 

【サービス】 

１．業況 

〇反転はあるものの高い水準で安定 

前年同期と比べて、今期の業況は「好転」22.6％、「不

変」66.0％、「悪化」9.4％、無回答 1.9％でＤＩ値は 13.2

となり、急伸した前回から反転し、前々回水準に戻って

います。前回が大きく伸びていたために、今回反転とな

りましたが、これまでのサービス業の推移のなかでは高

い水準にあるといえます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

２．売上げ 

〇飛躍的な改善傾向が一服 

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」28.3％、「横

ばい」56.6％、「減少」15.1％で、ＤＩ値 13.2 となりまし

た。こちらも前回から大きく低下し、前々回の水準に戻

っています。前々回が 8.8 であり、それよりは高くなって

います。 

前回は、サービス業が産業計の改善傾向をリードして

いましたが、今回は産業計より数値は悪く、足を引っ張

る形になっています。ただし、数値としては３期連続で

プラス値を維持しており安定期ではあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経常利益 

○前回結果から 180 度の変化 

前年同期と比べて、今期の経常利益は「増加」26.4%、

「横ばい」50.9％、「減少」22.6％でＤＩ値は 3.8 となり、

プラス値を維持はしているものの前回から急激な低下

となりました。また、前々回の値よりも低くなっていま

す。 

産業計、他業種では経常利益は改善傾向がみられ、か

つサービス業の DI 値よりも高くなっており、前回とは

180 度変わり、先行きに不安を感じさせる結果となって

います。 
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【次期の見通し】 

〇前回よりやや見通しが鈍化、建設業は安定、サービス業は不安定。 

 次期（2018年１～６月期）の業況基準の見通しについての調査を行いました。業況水準を５段階（良い、や

や良い、そこそこ、やや悪い、悪い）で回答してもらっています。集計結果は下記の通りになりました。良い

＝５点、やや良い＝４点、そこそこ＝３点、やや悪い＝２点、悪い＝１点とし、加重平均を産業ごとに算出し

ました。標準は３点で、産業計も含めて製造業を除き、全ての業種で３点は上回りました。 

前回調査から開始しており、前回との比較をすると、全体で 3.36点から今回は 3.33点と若干見通しが悪化

しています。上昇したのは、「情報・通信・商業」の 3.22→3.26の微増のみで、軒並み低下しています。特に、

サービス業の落ち込みが最も大きく 0.2点下がり、前回は産業計を押し上げていましたが、今回は産業計を引

き下げてしまっています。 

 最も見通しが悪かったのは前回に続き製造業の 2.92 点で、３点を割り込んでいます。製造業は前回のなか

でもっとも見通しは悪かったのですが、今回の結果をみると、改善基調がみられ見通しはやや厳しい見方であ

ったようです。一方で、サービス業の見通しはかなり高かったのですが、今期の景況を受けて、下方修正され

ています。 

 建設業は持続的に高い業況見通しを予測しており、サービス業の反転とは様相を異にしています。サービス

業の不安定さと建設業の安定性が際立っています。 

 

＜産業計・業種別＞ 

 

 

 

〇５～９人規模の企業の見通しが改善、５人未満は見通し悪化 

従業員総数（正社員＋臨時・パート・アルバイト）を算出し、10 人未満と 10 人以上に区分して次期の見通

しをみます。また 10 人未満については、さらに５人未満と５～９人に分けて集計をします。社員数に人数を

記載している企業（137 社）に臨時・パート・アルバイトの人数を加えた従業員総数を出し、見通しの設問に

回答した企業は 134社であり、10人未満企業は 53 社、このうち５人未満は 29社、５～９人は 24社、10人以

上が 79社でした。 

この区分を使って、次期の見通しをみると従業員数規模の 10 人未満の方で評点が高く、力強さがあります。

この結果は、前回結果と同じですが、より小企業の 5 人未満をみると前回より大きく低下しています。一方で、

５～９人規模の企業が伸びており、小企業の見通しが良かった前回とは様相を異にしています。また、従業員

10 人以上では 3.28から 3.27へわずかですが減少しています。 

 

＜従業員総数規模別＞ 

 

注：前回調査で 10 人未満の評点を 3.40 と表記していました。正しくは、3.54 点です。修正してお詫びします。 

 

 

 

次期の業況見通し 計 良い やや良い そこそこ やや悪い 悪い 評点 前回

産業計 100.0% 15.7% 16.4% 54.5% 11.9% 1.5% 3.33 3.36

建設業 100.0% 21.7% 26.1% 39.1% 8.7% 4.3% 3.52 3.54

製造業 100.0% 0.0% 25.0% 41.7% 33.3% 0.0% 2.92 3.00

情報・通信・商業 100.0% 11.9% 11.9% 66.7% 9.5% 0.0% 3.26 3.22

サービス業 100.0% 15.4% 13.5% 57.7% 11.5% 1.9% 3.29 3.49

次期の業況見通し 計 良い やや良い そこそこ やや悪い 悪い 評点 前回

産業計 100.0% 15.7% 16.4% 54.5% 11.9% 1.5% 3.33 3.36

従業員総数10人未満 100.0% 18.9% 17.0% 50.9% 11.3% 1.9% 3.40 3.54

従業員５人未満 100.0% 17.2% 13.8% 51.7% 13.8% 3.4% 3.28 3.60

従業員５～９人 100.0% 20.8% 20.8% 50.0% 8.3% 0.0% 3.54 3.50

従業員総数10人以上 100.0% 12.7% 16.5% 57.0% 12.7% 1.3% 3.27 3.28
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Ⅴ．当該期間の経営上の問題点 

○従業員不足を中心に人事管理が大きな課題に 

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、第１位は「従業員の不足」が

43.2％と最も高くなりました。同選択肢は前回よりも 5.9 ポイントも高く、他の課題が 30％を切る中で 40％

以上の企業が経営上の問題点として挙げており群を抜いています。 

第２位は、前回３位だった「人件費の増加」で、26.6％で前回よりも２ポイント上がりました。上位２項目

は人手不足に関する問題点であり、採用をめぐっての問題に全体として悩まされています。 

第 3 位は、前回２位であった「同業者相互の価格競争の激化」の 23.7％です。下表に斜体で示しているよう

に前回から 7.3 ポイント低下し、企業間競争より人手不足への対応にシフトしています。また、「熟練技術者の

確保難」も前回より上昇しており、人手不足の問題を中心とする人事管理の問題への対応が求められています。 

また、「民間需要の停滞」や「官公需要の停滞」への取組を強化するところも大きく減っています。一方で、

「取引先の減少」も上昇しており、需要が必ずしも一方的に増加しているわけでもなく、取引先の倒産や廃業

が影響している可能性もあります。 

 

 

        

注：網掛けは前回より数値が上がった項目。また、斜字は前回よりも５ポイント以上変化した数値。 

  

２６回（今回） ２５回（前回） ２４回（前々回）
①従業員の不足 43.2 37.3 35.4
②人件費の増加　 26.6 24.6 18.6
③同業者相互の価格競争の激化 23.7 31.0 35.4
④仕入れ単価の上昇 20.1 21.4 16.8
⑤熟練技術者の確保難 16.5 15.9 12.4
⑥民間需要の停滞　 12.1 18.3 23.9
⑦取引先の減少 11.5 8.7 9.7
⑧新規参入者の増加 8.6 13.5 11.5
⑧下請け業者の確保難 8.6 4.8 8.8
⑩大企業の進出による競争の激化 7.9 8.7 11.5
⑪税負担の増加 7.2 6.3 1.8
⑪販売先からの値下げ要請 7.2 4.0 4.4
⑬仕入先からの値上げ要請 6.5 3.2 3.5
⑭管理費等間接経費の増加 5.8 15.9 6.2
⑭官公需要の停滞 5.8 12.7 11.5
⑯金利負担の増加 2.2 3.2 1.8
⑰事業資金の借入難 1.4 1.6 2.7
⑱輸入品による圧迫 0.0 0.0 0.9
⑱輸出困難 0.0 0.0 0.0
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Ⅵ．現在の取り組み状況 

○人材確保や確保のための経費見直しが広がっています 

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、最も多かったのは前回と同様「新

規受注（顧客）の確保」44.6％でした。しかし、前回よりは大きく減少しました。先の経営上の問題点から明

らかなように、新規顧客の確保の課題は広がりをみせておらず、それよりも既存の顧客に対応する人材が不足

していることが課題となっています。 

新規受注のアンケート項目が低下する一方、上昇しているのが第２位や第４位にある人事管理項目です。「人

材確保」、「社員教育」の２項目は前回より高くなりました。特に「社員教育」は前々回、前回と着実に取り組

み企業を増加させています。 

人材確保のための経費を獲得するために「付加価値の増大」や「得意分野の絞り込み」は増加傾向にあり、

人材確保経費の節減である「機械化促進」や「人件費削減」もわずかですが、増えています。 

 

 

 

注：網掛けは前回より数値が上がった項目。また、斜字は前回よりも５ポイント以上変化した数値。 

 

２６回（今回） ２５回（前回） ２４回（前々回）
①新規受注（顧客）の確保 44.6 55.6 52.2
②人材確保 43.2 38.9 40.7
③付加価値の増大 42.4 42.1 42.5
④社員教育 41.0 36.5 31.9
⑤財務体質の強化 21.6 19.8 20.4
⑥新規事業の展開 19.4 17.5 13.3
⑦情報力強化 12.9 14.3 15.0
⑧得意分野の絞り込み 12.2 7.9 8.0
⑨人件費以外の経費削減 9.4 13.5 14.2
⑩機械化促進 5.8 4.0 2.7
⑪研究開発 2.2 2.4 1.8
⑫人件費削減 2.2 1.6 0.9
⑬機構改革 1.4 0.8 0.0
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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。 

○人材確保以外にも新たな事業の取り組みも展開。中長期的な見通しにつなげられるかが鍵。 

 経営上の努力としての試みについて 88 企業（63.3％）から回答を頂きました。前回（62.0％）と同程度の

回答率となっています。回答率は取り組みの活性化のバロメーターでもあり、景況感の好転が持続している結

果、回答企業も増加していると考えられます。 

 業種別にみると、好調の建設業では人材確保に関する取り組みに加えて、事業継承や新規事業の開拓に向け

た取り組みがみられます。同じく好調の製造業でも、幹部の育成や新社屋への投資など長期的視点をもった経

営への取り組みがみられます。卸売・小売業では、前回同様、人材確保よりも新事業展開や新商品開発が多く、

IT 化やマーケティングの充実なども取り組みとして挙げられています。サービス業では、対事業者サービスで

は、新事業・サービスに向けた組織革新や IT 活用が、対個人サービス業では新商品・サービスの活用に関す

る記述が多くみられます。 

 人材確保が大きな課題になっているなかで、人材確保のみに邁進するだけではなく、その人材が活躍できる

土俵作りや新規事業の立ち上げに取り組んでいることがうかがえます。こうした活動を将来へどう繋げていく

かが鍵になっていきます。 

 

＜業種別コメント一覧＞ 

〇建設業 

・社員を一人採用した。仕事に対する意識の統一（誠実施工）。 

・新規顧客の確保。 

・自社モデルハウス兼ショールームに投資して建築中、建築期間中に新規営業が停滞してしまったが秋口から

新規再開リカバリー中。多忙になりすぎでショールームの仕上げが進まないが、完成させてお披露目を急ぎ

たい。 

・人材の確保のためパート社員の採用。 

・管理会計による社内状況の分析及び対策。 

・大分県職業能力開発協会の管理者研修に 5％の新任課長を派遣。 

・大分県総合雇用促進協会主催の「ＵＩＪターンの希望者・新規大卒者等の合同企業説明会」（福岡市内）に

参加・・・１名内定。 

・経営指針の浸透、人材採用活動、社員共育活動・・・今後も継続する。 

・節約、多角化。 

・現場の人材が確保できないので、工期の無い工事には積極性を欠き契約にこぎつけない状況で見直しをして

いる。 

・事業承継に向けての勉強会への参加。就業規則の整備・経営理念の明文化。 

・老朽化した車両の買い替え。残業手当、休日出勤手当の見直し。 

・ベトナムの研修生を迎えた（３名）３年間。研修生に仕事を覚えてもらって活躍してもらいたいです。 

・社員教育。 

・協力会社さんの見直しを行った 

・社員教育に力を入れ、個人の能力の向上と業務の効率化による利益の増大につなげる。 

・ロスのない仕入れ管理の徹底および在庫管理。下請けを含む技術者（職人）の確保。 

・採用活動に注力。 

 

 

〇製造業 

・一人あたりの売上高（売上利益率）の向上→生産性の向上。 

・時期幹部候補生研修。役員の追加。次世代長期経営計画書の作成～発表。 

・固定費の削減。 

・新規受注。 

・納期を守り信頼を得る。商品の高品質化を効率化。 

・新社屋の工事に入った。新社屋を使って新規客の開拓。 

・生産性向上。 
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〇情報・通信・商業 

（電機・ガス・熱供給・水道） 

・社員研修（社内研修）。 

 

（運輸・通信業） 

・社風の改善と社員教育、来期の経営方針書の作成。 

・機械化の促進。 

・同業他社がしていないサービスの提供。 

 

（卸売・小売業）  

・経費削減、既オーナー先への販売強化など。 

・マーケティングを検討し、新たな集客方法や営業方法を実践。 

・新規顧客確保の為の営業。 

・新規取り組みへの準備を行いました。今期（6月まで）に始動をしていきます。また 1事業部の仕組み化を

完了させます。 

・同業者相互の価格競争に巻き込まれないようにする為に、付加価値の高い商品作りに精進した。売り上げよ

り付加価値の高い商品づくりに取り組む。 

・新製品の開発、販売。 

・仕入先の再選定（今後）社内業務システム等の改善による人件費の削減。 

・受注から納品に至るまでの作業の効率化。（作業順序を効率化して、いかに顧客に早く納品するかを検討し

た）展開需要はますます停滞してゆくと思うけど、一人一人お客様を今まで以上に大切にする。 

・常に新規開拓。新商品導入。新規納入先。 

・新商品開発により売上利益向上、これからも季節ごとのフェアーなどで売上向上を目指す。 

・独自商品の開発、既存商品の充実・拡販。 

・人事制度の導入、ＩＴ活用やホームページコンテンツ。 

・新規事業に取り組みを始めました。この事業を成長させるのが当面の目標です。 

・なかなか、人材確保が出来ない中で社員一人一人のレベルアップに向け社員共育に力を入れた。今後はＩＴ

や機械化による効率化をすすめていきたい。 

・百貨店での新たな切り口による催事。 

・新規事業の黒字化推進。障がい者就労支援事業の黒字化。不採算部門の縮小。人事異動。ワンルームケアの

推進事業。（売掛部門を分けた） 

 

（金融・保険） 

・機械化投資による業務効率の向上。融資取引先数の拡大。本業である融資業務の増強を継続的に行う。 

・市場そのものが縮小傾向なので、ＣＳの質の向上を図るよう努力。 

・新規顧客の確保の為に紹介依頼をしたり、未取引の企業を訪問しました。今後も引き続き新規取引を増やし

ていきたいと思います。 

・新たな商品需要の掘り起こし。 

 

（不動産業） 

・人材の確保。 

・パートの採用。 

 

（医療、福祉） 

・積極的な設備投資。 

・就業規則の見直し。安定した収入源の確保。 

・社会福祉法人のため、収益増が最優先ではなく、利用者が働く場所として生きがいに繋がるようにすること

が最優先。利用者が働きやすくなるように面接などを多くして、よくコミュニケーションを取るようにした。

経済的には農作物の販路拡大に力を入れた。 

・同業他社との結びつき強化、情報収集強化、経費見直し。 

・業務の効率化。 
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（教育・学習支援） 

・社員の就業環境の向上。 

 

（対事業所サービス業） 

・生産性向上の為の原価管理。今後は 5Sの取り組み強化を計画的に行いさらに生産性向上させる。 

新規事業の展開。 

・経営課題を職務ごとに細分化し職務ごとに解決のための具体策を講じる。各目標に対して実績を月次から週

次で把握共有する。不採算案件について原因分析し対応策を立案、実行する。社員のやる気を引き出し盛り

上げるムード作りなどなど。 

・仕事内容の分解。 

・補助金等の活用。 

・新規事業の取組みの実行及び既存技術から情報化技術への取組みの実施。 

・採用の強化・新規先の開拓。今後も継続する。 

・1、付加価値経営の推進。２、マーケティング戦略による営業力強化。３、働き方改革推進による営業力強

化。４、社員教育の体系化（キャリアマップ）。 

・社員満足度の向上を図り、定着化を行った。新規受注の確保。 

・毎日朝礼で緊張感を持ってもらっている。「現実を見れ」と実践させてる。 

・社員教育と育成 ⇒ 社員教育・育成、業務の効率化・マニュアル化。 

・契約更新にあたり条件面での交渉。営業努力による新規先増加中。粗利を確実に稼げる体質の強化。社員と

の数字の共有強化。 

・ノウハウの習得。 

・経費の見直し。 

・「お客様の声」やスッタフの「改善提案」によって会社を良くする仕組みの構築と定着。今後はホームペー

ジの解析など、未顧客や就活生に対して情報発信をする。 

 

（対個人サービス業） 

・人材確保。 

・経費の削減。内部留保金の確保。 

・300坪土地購入による施設確保の準備。 

・新商品の開発・ハード面の充実等。 

・新規開拓と既存の確保。 

・独自性を出すこと。 

・心が通うサービスの徹底（アフターフォローに手間を惜しまない） 

・固定費の削減、無駄をなくす。 

・今後は定着率 UP（従業員・顧客など）を目指します。 

・新体制の確立。働き方の自由化と給与を自分で決める仕組み作り。 

・営業をしてクライアントを増やす。 

 

（その他） 

・経営計画をもつ。 

・競合他社にない当社独自の取組み（大学とのコラボによるリクルートビデオの作成、奨学金返戻支援制度導

入、企業新卒合同説明会、高校野球メモリアルブック作成など）。価格競争に巻き込まれない商品開発。 

・人員、車輌も増やすことが出来ない為、仲介業務などを新規で開始した。 
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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 25.3 万円で昨年より３万円ダウン。景況とは逆に、下降トレンドにあります。 

冬の賞与支給額は有額回答のあった企業ベース（N=79／回答率 56.8％）でみると 25.3 万円でした。第 24

回景況調査で行った昨年 2016 年の冬の平均賞与額 28.3 万円（N=59／回答率 52.2％）と比べ金額ベースで３

万円ダウンしています。金額の幅は大きく、最低額は５万円から最高額は 50 万円でした。前回 25 回調査の夏

のボーナスは 25.7 万円でしたので、景況とは逆に下降トレンドにあります。。 

支給月数の平均は回答のあった企業ベース（N=78／回答率 56.1％）でみて 1.2 ヶ月でした。最低月数が 0.

２カ月分と最高月数は 2.5 カ月となっています。金額ベース同様、昨年の冬の調査（24 回）は 1.3 か月分（N=57

／回答率 51.0％）、前回（25 回）の夏のボーナスも平均 1.3 カ月でしたので、0.1 カ月ですが下降トレンドに

あります。 

 

Ⅸ．就業規則についてお尋ねします。 

○就業規則はおおむね整備。法改正にあわせて総社員数（パート等含む）10 人以上の約４分の３で改正実施。 

 今回、はじめて就業規則の整備状況を聞いてみました。就業規則は労基法 89 条により「常時 10 人以上の労

働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」

とされている職場のワークルールを文章化したものです。今日、労働契約法（2008 年 3 月施行）においても、

労働者との雇用契約の基本的な取り決めで、変更する場合には、一定の手続きが必要になるものです。 

 10 人未満の企業も含めたすべての企業でみると、「法改正に合わせて見直しをしている」が 46.0％と最も多

く、これに「毎年またはほぼ毎年見直しをしている」が 14.4％、あわせると約６割企業で就業規則を必要に応

じて改正を行っています。さらに「作成してから見直しをしていない」の 19.4％を加えると、就業規則整備企

業は全体の 8 割程度となっています。 

 労基法では常時 10 人以上就業者の場合であり、総社員数（パートも含む）が 10 人以上のみの企業 83 社を

取り出して集計するとその９割で就業規則が整備され、「毎年またはほぼ毎年見直しをしている」と「法改正

に合わせて見直しをしている」を足した 73.5％である４分の３程度で就業規則の見直しを定期的に行っていま

す。 
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Ⅹ．特別調査 選挙結果を受けて、経営者として政府に望むことはなんですか？ 

○次期の見通しが悪化するほど、中小企業施策への不満が大きい 

 最後に標記の通り、先の衆議院選挙結果について聞いてみました。回答は「なし」や「特にない」などの回答

を除き 58 企業（50.8％）から回答が得られました。 

 これを次期の景況見通しとクロスさせてみてみます。まず、次期を「良い」または「やや良い」とした企業に

ついてみると、政権運営に関する厳しい意見や政府に望むことはないとの突き放す意見もありますが、外交、労

働、社会保障、中小企業支援等、実態をともなったものへの改革要望と消費増税反対が述べられています。景気

拡大を確実にする次の一手を要望しているようにみえます。 

「そこそこ」では要望として、消費税・補助金についての具体的要望が並びます。他の項目に比べ、政権への

要望が多く書きこまれています。 

「やや悪い」または「悪い」では回答はあまり多くはありませんが中小企業施策や政府の介入への不満がみら

れます。 

見通しとコメントは明確な相関関係をもっているとまでは言えませんが、見通しが良い場合や、ある程度の成

長を維持している場合には、現在の景気を持続可能にする要望が語られますが、悪化すると中小企業経営への介

入への不満がみられる傾向がみられます。 

 

＜見通し別コメント一覧＞ 

「良い」「やや良い」 

・無償化とかバラマキとかやめて欲しい。言い訳しないでそんたくの責任とって関係者処分しなさい。 

・国ではなく、民間が行っている事に対しての支援型政策。またベンチャー技術に更なる投資。 

・北朝鮮における東アジアの安定に不安を感じているので、安全保障に力をいれてほしい！ 

・通販得税の導入。 

・消費税の 10%への引き上げは絶対にしない事。今、増税をしたならば経済は失速する。むしろ今は、減税 

政策をするべきだ、財源だとか言って互いに打ち消し合う政策では、結局共倒れである。政治家として将来

ビジョンを具体的に示し、実行するべきで、財務省の言いなりでは決してうまくいかないし行くはずもない。

地域社会には、どんどん規制緩和を実施すべきだし、古い時代に造られた法律、団体だと経済の足かせしか

ならない。地方の事は地域の自治体に任せ、国が関与するべきではないと思う。もっと地方は自立すべはで

ある。 

・人不足・モノ不足などの対応として、中小企業対策の内閣府直属の審議会を設置して省庁横断的に対策を      

検討して欲しい。(中小企業への既存の価値観を変えていくには教育が重要と思われるから)。外形標準課税へ

の対応は慎重にして欲しい。 

・安部さんの嘘を官僚が隠すことがこの国の政治になったらいけないと思う。となりの国ならば、検察が動い

て逮捕だと思う。 

・ばらまきをやめ、今後の日本に真に必要とされる施策の遂行。消費税増税をやめ、景気の底上げ。最低賃金

の毎年の上昇、働き方改革、人手不足感と逆行する施策。国の真意が見えない。みなにいい顔をするため収

集がつかない状況。私欲を捨てた真のリーダーが求められる。 

・景気が上昇していることが個人として感じられることが無い。福祉事業所としては報酬単価がどんどん削ら

れている傾向にあり、努力している事業所には相応の報酬のある制度にしてほしい。 

・規制緩和。別申請をより簡潔に！地方にＰＦＩ・ＰＰＰを取り入れ安く！ 

・①金融緩和の出口戦略作り。②財政の健全化。③持続可能な地方経済を作り出すための支援策。 

・自民党の安定した政権を維持してもらいたい。そこで対アメリカ、中国、韓国、北朝鮮にたいし強固な日本

を示してもらい、経済が不安定にならないようにしてもらいたい。 

・働き方改革を小手先の手段ではなく、本質で政策作りをお願いしたい。 

・景気回復。持続可能な医療制度の改革。 

 

「そこそこ」 

・大企業優先の政策⇒中小企業対策へもう少しシフトをしてもらいたい。 

・中小企業、零細企業への税負担への軽減。 

・場当たり的ではなく、計画的な予算執行を望む。 

・自動車税の軽減。 

・中、小零細企業に対しての税制優遇。事業賃金借入の条件緩和（保険料、金利等）。 

・消費税対策及びオリンピック後の景気の予測の明確化。 
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・消費税増税の先送り。 

・再生エネルギーの普及をもっと進めてほしい。経済産業省の再生エネルギーのＩＤ申請代行センターのＪＥ

ＰＡの業務の改善をしてほしい。ＩＤの発行やその他処理に日にちがかかりすぎる。 

・もっと真剣に国の行く末を考えるべきである。（長期展望が全くない） 

・大手企業の景況感や株高で景気が良いと言われていることに違和感。若者が都市部に集中しローカル市場が

縮小している中で新規事業や海外進出などの投資はリスクが多すぎる為手が出せない。新制度では人手不足

解消の為に外国人実習生を採用してはいけないと言うが不法就労が増える原因は就労ビザの取得が厳しい

からでは？取り締まるための規制強化を行う前にそもそもの要因がなんであるかをもう少し理解してほし

い。 

・今後の中小・零細企業にとってものづくり補助金はずっと継続してもらいたい。 

・環境省、経産相への要望として、エネルギーベストミックスの大転換を是非。①再生エネルギーをベースロ

ード電源とすべき。②各地域の連携線が脆弱であり、増強すべき。③気象予測は充分であり、もはや再生エ

ネルギーは不安定は通用しない。④石炭火力、原子力から撤退すべきである。また、地方再生、経済面から

も省エネの取組みこそが日本を発展させられる。 

・中小企業の声をもっと聞いてほしい。バラマキの中止、税金の使い方の再考。教育の無償化など絶対やめる

べきだと思う。 

・医師の優遇はやめよ。 

・官民の給与格差、同程度の学力、能力、就職力の人を比べて、民の方が少し悪いように思う。全体を含める

と更に悪い。 

・官が市街地を買って駐車場など優遇しすぎる。 

・補助金が多すぎる。平等でない、早く気付いた人のみ得をする。 

・脱原子力発電。社会的弱者への支援の拡充。 

・地方創生の具体策。 

・法人税減税。消費税値上げの見直し。 

・働き方改革について、地方の中小企業の実情に応じた施策を講じてほしい。 

・賃金の底上げを要望します。消費の拡大に繋がります！ 

・人口減少社会へのスムーズな移行 

・違法者（無資格者）排除が出来ると、国民個々の支出が半減以下となり、違う法申請もなくなり、素晴らし

い前進となります。 

・大企業中心から中小企業中心へ暫定を早急に。地域経済は零細企業で成り立っている。 

・中小企業に対して人材確保の補助金など援助して欲しい。 

・自民党政権が安定しているのではなく、野党があまりにもレベルが低いだけ、もっと自民党にしっかりと頑

張ってもらいたい。 

・一部業界の為だけでなく、全体の成長を見据えた施策をお願いしたい。 

・人口の減少に歯止めをかけるため、出産と子供を育てるための国からの援助。 

・労働時間や働き方についての企業に適した法改正。 

・法人税率の見直し。 

・減税措置。 

・労働人口の増加。 

 

「やや悪い」「悪い」 

・中小企業支援の強化。 

・人材不足解消。景気の維持、向上。働き方改革（時短）の推進。国民の生活改善・・・景気回復。 

・自然災害で被害を受けた JR、道路などインフラなどの早期復旧。 

・賃金や労働時間など介入し過ぎ。それよりも経営理念の追求をした方が効果がある。 

・製造機械の補助金。 

・助成金制度をもっともっと充実させてほしい。そしてもっと中小企業に分かり易くしてほしい。 

・マスコミに振り回されず（偏向報道）着実に政策を実行して欲しい。 
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ⅩⅡ．総括提言 

〇ワークライフバランスからライフワークバランスへ 

 私たちはいま、戦後最長の経済成長期にいるかもしれません。2018 年に景気の山が来ない場合にはそれは

達成されます。しかし、格差や貧困、差別やハラスメントは経済発展とともに広がりつつあり、経済成長が何

のためにあるのか見失いつつあります。景気は拡大することは大切ですが、どこに向かっているのか絶えず確

認して、誤りがあれば引き返して軌道修正することも必要です。 

 今回は前回に続き、サービス業や小企業に景気拡大の勢いに陰りがみえています。もっとも家計に近い部分

から弱体化してきたとみることはできないでしょうか。円安傾向、それに関連して日本株が買われ株高を起こ

し、資金需要が潤い、金融ビジネスにおいては、それなりの活況を呈していますが、実態経済、特に多様なエ

ンドユーザー相手の仕事に携わる地域中小企業の役割が経済社会構造の変化のなかで崩れてきているかもし

れません。いまどういう形で地域社会とかかわるべきか、かかわりたいかを問いながら、誰と一緒にビジネス

をしていくのかパートナーを見定め、活用できる資源を探していくことが必要と考えます。 

 まずは企業内のかかわりから検討することはできないでしょうか。小規模であればあるほど、それはスター

トすることは容易です。かかわりのルーツ、なぜこの地で事業が成り立つのか、何を提供できているのか、企

業内での認識を棚卸ししながら、進むべき方向を関係者で編みなおしていくことができないでしょうか。 

いま世界は産業福祉国家の時代から次の社会像へ移行しつつあります。産業福祉国家は一定の成果をもたら

しましたが、次の多様な社会ニーズを可能にする生活福祉社会とでもいうべき方向がいま求められており、こ

の延長上に事業構築が求められていくことになっていくことが予想されます。AI や IT も活用しながら、福祉

サービスの展開、知的・物的資源の有効活用、食や自然とのかかわり等々ライフコースを豊かにするワークの

構築、それはこれまでの労働市場から労働力を集めるのではなく、地域民を育てることも視野に入れたライフ

ワークを提供する仕事作りや仕事起こしに少子高齢化問題を解決することが可能になると考えられます。 

景気拡大期のこの時期にエンドユーザーとの関わりを見直すこと、企業内にいる多様な従業員のライフワー

クバランスが満たされているのかを点検してくことはいかがでしょうか。 

 

〇ライフワークバランスを実現するための社会連帯 

 ライフワークバランスはワークに特化できなくてもライフという生活者ということで関係性をもつことに

意味があります。しかし、ワークがなければ生活資源を獲得できません。そこで、考えられるのが近代哲学の

知恵です。2012 年、東日本大震災の翌年の厚生労働白書は社会保障について特集を組みました。そこで、社

会保障がなぜ必要なのかを、ノーベル平和賞受賞のフランス政治学者、レオン＝ブルジョアの「社会連帯」か

ら説いています。そのなかで興味深いのは「社会的債務の相殺」という考えです。「人は、過去の人類の能力

及び活動の蓄積並びに同時代の他人の能力及び活動の上で生活が可能になっている。この意味で、人は生まれ

ながらに社会に対して債務を負う債務者である」（『平成 24 年版厚生労働白書』,p.20）。つまり、われわれは過

去の財産・遺産を活用して生活をしており、多くの資産・財産を所有する者は、かつて多大な投資が行われて

おり、それを今世で返済する必要があるとします。多大な富を持つものは、多大な社会的債務を持ち合わせて

いるのです。それを自然的に事実として存在している者たちと連帯し、生活のリスクを互いに分担する関係を

作っていくとします。これが社会保障の原理になっていきます。社会保障と企業活動は、働きすぎ、男性中心

型に傾倒してきた日本型企業システムとして不幸な結合をもたらしましたが、それを修正する時期がきている

ことは間違いありません。「働き方改革」はこうした位置づけでみると、生活・家族の改革をどうするのか不

透明であり、また、改革の責任が誰にあるのかも不透明です。少なくとも地方発の取り組みは生活が軸になっ

ていかざるをえません。地方創生は、こうした生活創造事業とそれを支える社会連帯から生まれていくのでは

ないかと考えます。 

 景気拡大期の反転をまもなく迎えるにあたり、次の社会戦略をじっくり考え議論することが求められていま

す。もしできなければ、地方消滅シナリオは着実に進んでいく圧力がますます強くなっていきます。地域にお

ける社会連帯のなかにビジネスフィールドを伸ばしていくことを始めませんか。 
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