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2018 年８月９日 

大分県中小企業家同友会 

2018 年 1～６月期 第 27 回景況調査報告  

景気は安定しているが、下降期に入りつつある。サービス業は反転の勢い。 

＜概要＞ 

〇国内の景況感にやや陰りがみられます。 

 2018 年 1～３月期の実質 GDP は 9 期ぶりに 0.6％減でマイナスに転じました。この報告書の発行の明日が 4

～6 月期の発表になっています。予測では再び回復するとの見通しです。日銀の信託統計に致命的な誤りがあり、

日銀統計の信頼性が揺らいでいますが、日銀の短観をみると、低下傾向にあり、GDP のマイナスが続きそうで

すが、先行きへの見通しは上昇傾向にあり、現状の不安定さと将来への期待が入り混じっています。 

 世界経済ではトランプ政権による貿易戦争の惹起で、輸出経済は今後も不安定化していくことが予想されると

同時に、消費活動が活性化する要因も少なく、当分は一進一退の景況感が続くことが予想されます。 

〇同友会全国の景況感は一旦悪化後、回復の予想。 

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』によれば、業況判断 DI（「好転」—「悪化」割

合）は 13→３→４（2017 年 10～12 月→2018 年１～３月→4～６月）、売上高 DI（「増加」—「減少」割合）

は 13→４→３、経常利益 DI（「増加」—「減少」割合）は 11→△１→1 と今年に入って大幅な下落を示してい

ます。これは実質 GDP の低下と軌を一にしています。2017 年 10～12 月期の調査では、次期に低下する予想が

出ていましたが、実際はそれを大きく上回る下がり幅となりました。これから 2017 年末が景気の山であること

も考えられますが、一旦４～６月にやや持ち直し、次期の予測は業況判断 DI が４→８、経常利益も現在の１→

７と急回復を予想しています。再び安定軌道へと変化することも期待されています。 

〇大分同友会の調査ではやや低迷するも安定的に推移。背景にはサービス業の反転傾向。 

 大分同友会の今回の調査では、前回調査よりも景況感は低下していますが、全国調査ほど低下幅は大きくなく、

安定的に推移しているといえます。特に、この２年間４期連続で DI 値がプラスを示しており、2008 年以降の調

査結果のなかでは、業況も売上も経常利益のすべてが長期間プラス値を継続することは初めての結果です。業種

別でみると、建設業の経常利益、製造業の売上げ、情報・通信・商業の業況では大きな下落を示しているのです

が、サービス業が反転することで景況感を底上げしていることがわかります。次期の見通しもサービス業では高

く、2018 年後半戦も同友会景況調査において、景況感のけん引役になりそうです。一方、建設業の経常利益の

「減少」企業が増加していることへ注意する必要があります。人手不足感は一旦解消の傾向にありますが、ガソ

リン価格の高騰や人件費増などへの対応に苦慮していることもうかがえます。 

今回、経営上の課題では、需要の停滞や価格競争が高まり、社員教育や従業員確保は低迷しています。労務管

理の在り方にも変化の兆しがみられます。 

 

＜調査要領＞ 

(1)対象期間 2018 年１月１日 ～ 2018 年６月 30 日 

(2)対象企業 大分県中小企業家同友会 会員企業 558 社 

(3)調査期間 2018 年５月 28 日 ～2018 年７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 123 社、回収率は 22.0％、業種構成は下記の通りです。 

農林水産業       ３社 

建設業            25 社 

製造業              14 社 

情報・通信・商業1    37 社 

サービス2            37 社 

その他               ６社 

無回答         １社 

(6)参考資料 景況調査 2018 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 2018 年１～６月期、対象企業は大分県中小企業家同友会の会員企業 558 社、有効回答は 123

社、回収率は 22.0％（前回比 2.8 ポイント減）でした。 

 

Ⅱ．業種・年商実態 

業種別に多い順に並べると、「建設業」が 20.3％、次いで「卸売・小売業」が 18.0%、その次に「製造業」が

11.4％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 30.1％、サービス業も 30.1％とな

っています。 

年商額も多い順でみると「1 億円～3 億円」28.5％であり、次の「5 千万円～1 億円未満」17.1％と大きな開き

があります。最も少ない「３千万円未満」は 15.4％となっています。全体としては１億円未満が４割、１億円～

５億円未満も４割、５億円以上が２割といった構成になっています。 

 

Ⅲ．従業員数実態 

 正規従業員（役員も含む）数は「１人～５人」36.6％、「６人～10 人」22.8％と 10 人以下が６割を占めてい

ます。臨時・パート・アルバイト従業員数では多い順に「1 人～5 人」36.6％、「0 人」が 13.0％、「6 人～10

人」が 12.2％となり、こちらも 10 人以下で６割を占めています。 

なお、社員に臨時・パート・アルバイトの社員を加えた総社員数（正規社員数回答あり企業）についてみると、

「６人～10 人」が 22.0％、次いで「５人以下」が 21.1％、この次の「11～15 人」の 18.7％であり、15 人以下

企業が６割を占めています。 
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Ⅳ．概  況 

【全体】 

１．業況 

〇全体としては好況感の継続 

前年同期（2017 年１～６月期、以下同じ）と比べた今期

の業況は「好転」23.6％、「不変」60.2％、「悪化」11.4％、

無回答 4.9％となっています。 

「好転」と「悪化」の差であるＤＩ値は 12.2 になり、前

回よりも下がっていますが、４期連続プラス値を維持して

います。全体としては好況感が続いています。                      

 

 

 

 

 

 

 

 

２．売上げ 

〇売上も安定傾向 

前年同期と比べた今期の売上げは「増加」28.1％、「横ば

い」43.9％、「減少」15.1％、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 13.0 となり、業

況同様、前回より低下しましたが、４期連続プラス値を維

持しています。前回から低下傾向にあり、今回もやや低下

幅は大きくなりましたが、売上げについても安定している

といえます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

３．経常利益 

〇はじめての４期連続プラス 

前年同期と比べて、今期の経常利益は「増加」27.6％、

「横ばい」51.2％、「減少」17.9％、無回答 3.3％となって

います。 

「増加」と「減少」の差であるＤＩ値は 9.7 ポイントと

前回調査より反転して低下してはいますが、他の指標と同

じく４期連続プラス値で安定しています。これまで（2008

年以来）、経常利益が４期連続プラス値であったのは初め

てです。 
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業種別 

【建設業】 

１．業況 

〇低下はしたが、高い好況感を４期連続維持 

 前年同期と比べて、今期の業況は「好転」32.0%、「不

変」60.0%、「悪化」8.0%、無回答 0.0％で、前回 DI 値は

24.0 と前回よりやや低下していますが、低下幅も大きく

はなく、この４期安定的に高水準の DI 値を維持していま

す。結果、産業計にもこの傾向が反映 

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 

〇高い DI 値で安定中 

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」36.0％、「横

ばい」52.0％、「減少」12.0％、無回答 0.0％で、ＤＩ値は

24.0 となり、前回よりわずかですが上昇し、こちらも４

期連続で高い DI 値を維持しています。 

これまでも４期連続プラス値はありましたが、この２年

間ほど安定している時期はありません。 

  

 

 

 

 

 

 

                          

 

３．経常利益 

〇大きな下落で、今後が不安 

前年同期と比べて、今期の経常利益は「増加」28.0％、

「横ばい」48.0％、「減少」24.0％、無回答 0.0％で、ＤＩ

値は前回の過去最高値から大きく下落し、プラス値ではあ

りますが 4.0 となりました。 

建設業ではこれまでも一進一退の動きを示してきたの

で、今回低下も予想されましたが、2014 年の消費税増税

後の下落とほぼ同じ落ち方となっています。ただし、業況

感や売上げは高い水準で維持されており、利益を圧迫する

燃料・資材や人件費の価格上昇が予想され、今後の動き次

第では安定軌道を崩しかねません。 
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【製造業】 

１．業況 

〇低下傾向ではあるが、かろうじてマイナスを回避 

前年同期と比べて、今期の業況は「好転」7.8％、「不変」

78.6％、「悪化」7.1％、無回答 7.1％で、DI 値は 0.0 と前

回より下回り、今回、マイナス値は免れましたが、景況感

がもみあう不透明な結果になりました。 

前回までは３期連続プラス値で安定感があるとしまし

たが、徐々に低下傾向は進んでおり、さらなる悪化も懸念

されます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

２．売上げ 

○３期連続プラスから大きく反転 

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」7.1％、「横

ばい」71.4％、「減少」21.4％、無回答 0.0％となり、ＤＩ

値は大きく反転し、△14.3 となりました。 

前回までは３期連続 DI 値がプラスで安定していました

が、大きく崩れる結果です。2014 年の消費増税ほどの下

落ではないものの、それに匹敵し、2018 年前期の需要低

迷は、それまでが安定していただけに反転も大きくなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経常利益 

○経費節減の努力も限界か？ 

前年同期比べて、今期の経常利益は「増加」14.3％、「横

ばい」78.6％、「減少」7.1％、無回答 0.0％でＤＩ値は前

回からは低下しましたが、7.2 とプラス値を維持していま

す。 

上記でみたように、業況や売上げは悪化を示しています

が、経常利益は安定していることになります。これは前回

も述べたように、利益を維持するための経費節減が進んで

いることが考えられます。ただし、傾向的には低下してお

り、それも限界があることを示唆しています。 
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【情報・通信・商業】 

１．業況 

〇再びマイナス値への危険、個人消費の鈍化か 

前年同期と比べて、今期の業況は「好転」21.6％、「不

変」48.6％、「悪化」21.6％、無回答 8.1％でＤＩ値は 0.0

となりました。前回５期連続マイナス DI 値を脱したばか

りですが、再びマイナス値の危険に晒されています。 

これまでプラス値があまり見られず、特に消費増税以降

昨年あたりからようやく景気浮上する傾向が見えてきま

したが、またしても低下傾向へと傾いています。 

前回も述べたように、この業種には、卸売・小売業が多

く含まれているため、個人消費が影響していると考えられ、

今回はそれが裏目に出ていると考えられます。 

 

 

 

 

 

２．売上げ 

〇低下しつつもまだ安定 

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」29.7％、「横

ばい」45.9％、「減少」21.6％、無回答 2.7％で、ＤＩ値は

8.1 となり、売上げも業況と同じく低下傾向にあります。

ただし、プラス値は維持しており、低下しつつも売上げは

安定傾向にあります。 

これまでの調査結果でも DI 値の上がり下がりはかなり

の頻度で起きているが、今後商業などで消費需要が伸びる

ことが予想されにくく、低下傾向が続くことが懸念されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経常利益  

○DI 値はプラス値を維持し、安定傾向 

前年同期と比べると、今期の経常利益は「増加」29.7

％、「横ばい」45.9％、「減少」21.6％、無回答 2.7％で、

ＤＩ値は 8.1 となり、前回よりも高くなり、DI 値を２期

連続でプラス値に導くことになりました。 

これまでも２期連続でプラス値になったのは、2014 年

の消費増税の前倒し需要の時以来です。また、この時は

低下傾向のなかでのプラス値でしたが、今回は安定的に

推移しています。 

ただし、業況感や売上げ指標は悪化傾向にあり、今後

安定的に推移することはやや難しいと考えます。 
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【サービス】 

１．業況 

〇前回から再反転し、４期連続プラス値 

前年同期と比べて、今期の業況は「好転」27.0％、「不

変」64.9％、「悪化」5.4％、無回答 2.7％で DI 値は 21.6

となり、前回の下落から再び反転し、高い DI 値を示し、

４期連続プラス DI 値も達成しています。 

さらに業況において、今回４業種のなかで唯一の上昇

転換であり、これまでの調査期間中で最も安定している

時期が続いています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

２．売上げ 

〇低下傾向から、再び上昇トレンドへ 

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」43.2％、「横

ばい」45.9％、「減少」10.8％で、DI 値 32.4 と前回から

の大きな反転となり、４期連続プラス値となりました。 

なお、産業計と比べて、サービス業のみが産業計とは

異なる改善トレンドにあります。前回は足を引っ張る形

でしたが、今年に入っての売上げは堅調に伸びています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経常利益 

○再び反転、上昇トレンドへ 

前年同期と比べて、今期の経常利益は「増加」32.4%、

「横ばい」48.6％、「減少」13.5％、無回答 5.4％で DI

値は 18.9 となり、大幅に改善しました。 

この値は１年前の 2017 年１～６月期に次ぐ高い数値

です。他業種の経常利益が低下トレンドにあるなかで、

異なるトレンドにあります。需要が低迷するなかで、新

しいサービスが需要を喚起していることも考えられま

す。 
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【次期の見通し】 

〇連続で次期見通しが悪化。建設業や情報・通信・商業では今後悪化、サービス業は好調だが不安定。 

 次期（2018 年 7～12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。無回答は除いた回答構成比、および良い＝

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

下記の表に示しています。標準は３点であり、これを下回ると次期は今期よりも悪化すると考える企業が多い

ことになります。 

 本調査は 25 回調査（前々回）から開始しており、これまでの２回の調査では 3.36 点から 3.33 点へと低下

傾向となりました。今回は 3.16 点であり、３点は上回るものの、前回よりも落ち幅は大きくなっています。 

 業種別にみると、最も見通しが悪かったのは前回に続き製造業の 2.79 点で、３点を割り込んでいます。製

造業は、前回 2.92点と３点を割り込みました。今回、製造業は業況、売上げ、経常利益ともに DI 値を下げて

おり、予想が当たった形になっています。この他、今回はやや安定的に推移していた建設業や情報・通信・商

業も３点は下回ってはいませんが、毎回数値が低下しており、特に今回は前回の減少よりも大きく、今後景気

が低迷していくことを予想させます。  

 一方、サービス業は４業種のなかで唯一、点数が上昇しており、次期の改善が予想されます。ただし、前回

は低下傾向あるなかで、先に見た改善傾向が表れており、現在の景況感にも強く影響される傾向がみられます。

サービス業の需要変動が多きいため、半年先ですら予想することは困難とも言えます。 

 

＜産業計・業種別＞ 

 

 

〇10 人未満企業の方が相対的に高い次期への見通し、需要不足や人件費も影響か。 

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。この区分を使って、次期の見通しをみると前回同様、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、前々回から一貫しています。しかしながら、その力強さは低下傾向にあ

り、毎回減少しています。従業員 10 人以上では、同様に低下傾向にあり、景況が悪化する方向で考えている

企業は多くなっています。 

社員規模の多いところで苦しんでいることから、規模に見あった需要が不足していることや、人件費負担も、

予想を落とす要因として考えられます。 

 

＜従業員総数規模別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 今回 前回 前々回

産業計(N=116) 100.0% 15.7% 16.4% 54.5% 11.9% 1.5% 3.16 3.33 3.36

建設業(N=23) 100.0% 8.7% 26.1% 43.5% 21.7% 0.0% 3.22 3.52 3.54

製造業(N=14) 100.0% 7.1% 14.3% 35.7% 35.7% 7.1% 2.79 2.92 3.00

情報・通信・商業(N=35) 100.0% 11.4% 8.6% 57.1% 20.0% 2.9% 3.06 3.26 3.22

サービス業(N=35) 100.0% 5.7% 37.1% 45.7% 11.4% 0.0% 3.37 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 今回 前回 前々回

産業計(N=116) 100.0% 15.7% 16.4% 54.5% 11.9% 1.5% 3.16 3.33 3.36

従業員総数10人未満(N=45) 100.0% 8.9% 24.4% 48.9% 15.6% 2.2% 3.22 3.40 3.54

従業員総数10人以上(N=69) 100.0% 7.2% 20.3% 49.3% 21.7% 1.4% 3.10 3.27 3.28
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Ⅴ．当該期間の経営上の問題点 

○競争激化や需要不足で、人材ストックから人材フローへ？ 

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

32.5％と前回および前々回同様、最も高くなりました。ただし、前回よりも大幅に低下しており、第２位の「人

件費の増加」に接近しています。 

第２位の「人件費の増加」、第３位の「同業者相互の価格競争の増加」および「仕入れ単価の上昇」といっ

た短期的なコスト要因への課題対応が上位を占めています。 

今回増加した項目をみると、需要の停滞と競争の激化がみられ、前回のように需要増加に対応した人手不足

最大の問題ではなく、いかに減少する需要に対して、価格競争力を持つことへの対応がみられます。 

特に、今回、大きく変動した「民間需要の停滞」や「熟練技術者の確保難」はその傾向の象徴的な変化とな

っており、需要が縮小するなかで、技術者も不要になっており、同友会企業の人材ストックの考え方も転換し

ていく傾向の現れかもしれません。 

 

        

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。 

  

２7回（今回） ２６回（前回） ２５回（前々回）
①従業員の不足 32.5 43.2 37.3
②人件費の増加　 26.0 26.6 24.6
③同業者相互の価格競争の激化 23.6 23.7 31.0
③仕入れ単価の上昇 23.6 20.1 21.4
⑤民間需要の停滞　 19.5 12.1 18.3
⑥取引先の減少 14.6 11.5 8.7
⑦新規参入者の増加 11.4 8.6 13.5
⑦下請け業者の確保難 11.4 8.6 4.8
⑦大企業の進出による競争の激化 11.4 7.9 8.7
⑩熟練技術者の確保難 10.6 16.5 15.9
⑪官公需要の停滞 9.8 5.8 12.7
⑫税負担の増加 6.5 7.2 6.3
⑫管理費等間接経費の増加 6.5 5.8 15.9
⑭仕入先からの値上げ要請 5.7 6.5 3.2
⑮販売先からの値下げ要請 3.3 7.2 4.0
⑯事業資金の借入難 2.4 1.4 1.6
⑰輸入品による圧迫 0.8 0.0 0.0
⑱金利負担の増加 0.0 2.2 3.2
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 

○人材育成の転換点に差し掛かっている？ 

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「付加価値の

増大」で前回は第３位であったものがトップになりました。 

第２位は前回の１位であった「新規受注（顧客）の確保」41.7％です。この間、減少傾向にあり、今回は第

２位です。 

第３位は、前回は第２位であった「人材確保」33.1％となっています。次いで、第４位は「社員教育」23.7

％です。これら人的資源関係は上位を占めていますが、その割合の落ち込みは大きく、今回の特徴となってい

ます。 

従来は、同友会が人を軸に考えることから社員教育や人材確保は重視されてきました。特に景況感が高い時

には、人的資源を固めようとする傾向が出ていたのですが、今回、やや反転化はしつつも、まだ明確な悪化と

までは言いきれないなかで、人的資源に関して軽減される傾向にあります。これは大きな転換点に差し掛かっ

ていることの現れかもしれません。  

今回は増加している項目をみると、新しいことをやろうと「新規事業の展開」の増加が見られますが、一方

で人材育成（社員教育）は低下しており、既存の人材で対応する「減量経営」の傾向がみてとれます。そうで

あるならば、いかに従業員のモチベーションを高めるかが多くの企業経営者の課題として挙がってきます。 

 

 

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。 

 

２７回（今回） ２６回（前回） ２５回（前々回）
①付加価値の増大 44.7 42.4 42.1
②新規受注（顧客）の確保 41.7 44.6 55.6
③人材確保 33.1 43.2 38.9
④社員教育 23.7 41.0 36.5
⑤新規事業の展開 20.9 19.4 17.5
⑥財務体質の強化 17.3 21.6 19.8
⑦情報力強化 12.9 12.9 14.3
⑦人件費以外の経費削減 12.9 9.4 13.5
⑨得意分野の絞り込み 8.6 12.2 7.9
⑩機械化促進 5.8 5.8 4.0
⑪機構改革 2.9 1.4 0.8
⑫研究開発 2.2 2.2 2.4
⑫人件費削減 2.2 2.2 1.6
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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。 

○「新規事業」がキーワード 

 経営上の努力としての試みについて 75 企業（61.0％）から回答を頂きました。 

全業種共通ですが、「新規事業」がキーワードになっています。需要を掘り起こしが、業種を問わず共通の

課題になっています。一方で、先の「現在の取り組み状況」で低下傾向にある「社員教育」についての取り組

みも多く語られています。ただし、圧倒的に新規事業の掘り起こしが多く、社員教育は背後にあります。 

これは、企業を一定規模まで成長させ維持させるのではなく、小さく多様な需要に対応する現れを示してい

るかもしれません。 

今回は、前回までと同様、業種別に区分はしてみましたが、サンプルが少ないこともありますが。それほど

大きな違いはできませんでした。 

 

＜業種別コメント一覧＞ 

〇農林水産業 

・月次試算表を出して分析を心掛けるようにした。就業規則の見直しで人材確保。 

 

〇建設業 

・得意分野の受注拡大 

・社員教育、技術の向上、品質の向上。 

・情報力の強化と新規事業の方向性。 

・新規開拓、拡販 

・新規取引先の確保。今後は、三方よしの体制で新規取引先の確保と新規事業展開をしていきたい。 

・社員教育に力を入れてきたが、教育が嫌という理由で社員が一名辞職。健全経営を行う為、教育に引き続き

中期、短期計画作成予定。 

・財務内容の分析、不要経費のカット、営業先顧客の確保。 

・危機管理の（働き方改革）の一環として、ジョブローテーションを掲げ、コンサルティング契約を実行。今

後約一年をかけて機構改革を行う。就業規則の見直しやアウトソーシングも検討する。外部研修機関に新人

・若手社員を派遣して社員教育を実施、今後も検討する。合同企業説明会に７回参加も成果なし、今後も継

続する。 

・新規事業の開拓。 

・売上の確保。新規事業の展開。人材確保。 

・経営計画作成に沿った社内体制の整備。新規雇用(建設事務)。 

・残業、休日出勤手当をきちんと支払うようにした。今後共、社員が喜んで働ける職場にしたい。 

・個別に教育（その人に足りないもの、評価できるものを伝える）。資材の管理（副資材を毎朝数える）。 

・社員教育 

・ＯＡＢのＨＰに当社を載せてもらい、うちのＨＰのアクセス数 upを試みた。 

・会社の宣伝広告のためのＨＰの作成。 

・自社で工事の受注・施工を行い利益率の向上を図った。従業員確保の為に賃金を上げる。 

・成文化への取り組みを始めました。成文化したものを明文化し、来年までに作成する予定です。 

・新規事業の掘り起こしと新たな価値の創造。 

・技術者の高齢化による人材不足の為、若手人材確保に向けて人事専門スタッフの配置。来年度、新卒採用に

向けた学校訪問等。 

 

〇製造業 

・既存事業の営業に力を入れ、新規事業の販路開拓をしている。 

・広報活動の活性化。 

・新製品の開発。 

・商品単価の値上げ。 

・臨時社員の正社員化による雇用の安定。 

・若手社員への権限の委譲を進めていく。 

・人員削減・経費削減。 
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〇情報・通信・商業 

（情報通信業） 

・新規事業。 

 

（運輸・通信業） 

・新規事業への取り組みを始めました、本業の支えとなる事業を拡大し、景気の波に左右されない企業づくり

をしています 

 

（卸売・小売業）  

・新規の販路拡大また新規事業。 

・新規顧客の確保のための営業。 

・現状把握と計画。今後は実行。 

・ＰＤＣＡミーティングの実施。 

・キャンペーン。 

・人材採用と組織変更に注力しています。 

・新規取引先開拓、人件費以外の経費削減。 

・経費削減・顧客確保、卸、小売店、個人顧客・新製品、新商品の導入。 

社屋の移転に伴い、新しいサービスが出来る様に仕事内容の質、サービス内容を充実させるように整えまし

た（情報力強化、付加価値のアップ）。 

・働き方改革により休日数を増やす。年間１０５日。 

・人員計画通りに人員採用（中途）来ました。今は人員増加により固定費が上がったが、今後の販路拡大計画

に期待。" 

・社員を組み換えして（チーム替え）効率化を目指した。 

・就労支援事業（Ｂ型）が安定してきつつあります。就労移行支援サービスを１０月より開始予定。 

・集客、成約、囲い込みの強化。 

 

（金融・保険） 

アフターケアを重視 

・手数料の料率維持。 

 

（不動産業） 

・商品仕入れの強化 

 

（飲食店） 

・ＣＳよりＥＳを充実させることに集中。ＥＳが目標まで上がったところで、ＣＳを徹底的に上げていく。ニ

ーズとクレームを分析。 

・販路拡大。 

・適正な販売価格の見直し、人材確保。 

・営業交際の強化。 

・商品、企画（イベント）グレード up。 

 

（医療、福祉） 

・固定経費の見直し等。 

・業務精査。 

・人材確保及び IT化の推進、社内システムの見直し他。 

・利用率の向上。 

 

（教育・学習支援） 

・新しく店舗を移転して集客を工夫した。 

・人材確保。組織力の強化。 

 

（対事業所サービス業） 
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・個人面談、新規顧客。 

・原価管理、価格の見直し、人件費削減による粗利率 UP、5S 活動の徹底。 

・利益計画の徹底 

・社員共育、業務の工程管理の徹底、業務の予算計画の徹底 

・ブランディングの再構築。付加価値経営の促進。マーケティング戦略の強化。新規事業の取組み。 

・ノウハウの充実。 

・人材育成のチラシを郵送しました。 

 

（対個人サービス業） 

・社員、パート・アルバイトの採用活動。新業態店舗の運営と検証。海外店舗（台湾２店舗）の運営。作業改

革実験に向けた準備。 

・来場ユーザー様の確保、ＩＴ化、社員教育など繁忙期もある為リスク管理や人材の確保と成長を促す等。 

・新規事業の開業。 

・業務の効率化 新しいソフトの導入。 

・人員確保に全力。いろいろ求人を試みたが、全く反応が無い。外注を上手く使ってしのぐ。 

・社員研修。 

・サービス内容の見直し（物的サービスだけでなく、心に残る細やかなおもてなし）。 

 

（その他） 

・顧問先企業に対する付加サービスの充実 

・就業規則の見直し。コストカット。今後、セミナーなどを含む社員教育。 

・生産性向上のため測量機器の導入、三次元処理ソフトウェアの導入。今後は、これまでの技術力をベースに、

新しい技術をどこでどう使うのが有効なのか検証、そして確立し、生産性向上に努める必要がある。 
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Ⅷ．夏の平均賞与額（見込み可）について、どれくらい（予定）ですか？ 

○平均 28.7 万円、月数では 1.4 カ月で景況感は低下傾向だが、賞与は上昇トレンドへ 

冬の賞与支給額は有額回答のあった企業ベース（N=62／回答率 50.4％）でみると平均 28.7 万円でした。回

答の幅は大きく最低５万円から最高 50 万円までのバラつきがあります・１年前の 25 回景況調査で行った昨年

2017 年の夏の平均賞与額は 25.7 万円（N=69／回答率 54.8％）でした。この額と比べ金額ベースで３万円上

昇しています。前回 26 回調査の冬のボーナスは 25.3 万円でしたので、景況感は低迷しつつありますが、賞与

は上昇トレンドを示し、前回の下降トレンドから反転する形になっています。 

支給月数についてもみてみると、回答のあった企業ベース（N=70／回答率 56.9％）では平均 1.4 ヶ月でし

た。最低月数は 0.2 カ月分と最高月数は 5.0 カ月となっています。金額ベース同様、昨年の冬の調査（25 回）

は 1.3 か月分（N=72／回答率 57.1％）、前回（26 回）の夏のボーナスも平均 1.2 カ月でしたので、こちらも上

昇トレンドを示しています。 

 

Ⅸ．近年の採用実績（採用人数／計画人数）ならびに来春の採用計画人数についてお尋ねします 

○大学・高専・専門学校・短大卒の採用実績は低下、学歴が低いほど景気変動を受けやすい 

 新卒採用について学歴別の採用動向を聞いたところ、採用計画のある企業のみの回答として、以下のような

結果を得られました。 

 まず、実績ベースでみると、大学、高専以上では 2017年以降、採用実績は平均 2.7人→2.1人→2.0 人と低

下傾向にあります。また、計画との差をみると、2017年も 2018年も計画がよりも多く採用していることが分

かります。 

 次に、専門学校、短大卒をみると、最も多い採用枠になっています。大学、高専卒と同じように実績でみる

と採用実績は年々低下しています。また、採用枠が大きいこともあってか、専門学校、短大卒では大学、高専

卒とは異なり、計画を超える採用にはなっていません。 

 最後に、高卒では、年によって変動が大きくなっています。2017年は採用を控えていましたが、2018年は

採用計画が大きくなり、2019年にはまた縮小するように景気の影響を強く受けています。学歴が低くなるにつ

れて景気変動を受けやすい形になっています。  

 

 

      注：（ ）内の数値は各カテゴリーの集計サンプル数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019予定 2018実績 2018計画 2017実績 2017計画

大学、高専以上 2.0(17) 2.7(11) 2.1(10) 2.7(10) 2.4(10)

専門学校、短大 5.4(20) 4.9(17) 6.3(  9) 6.5(15) 7.5(13)

高校 3.3(28) 12.8(11) 8.2(15) 1.3(  4) 2.9(15)
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Ⅹ．特別調査 信用保証協会法の改正（2018 年 4 月施行）への対策についてお尋ねします 

○事業性評価への取り組み企業は少なく、対応はこれから 

 最後に、「保証協会法の改正で信用保証協会保証付き融資の制度が変わり、事業性評価融資の取組みが一層進

むことが考えられます。どのような対策を講じますか？」への回答を自由記述で求めました。回答は「なし」や

「特にない」などの回答を除き 33 企業（26.8％）から回答を下記に掲載しています。 

 回答をみると、事業規模の大きい建設業での回答が多くなっており、その取り組みへの関心が表れています。

ただし、アンケートの限界でもありますが、具体的な取組についての記述は、他業種も含めても、あまりなく、

経営ビジョンやその達成に向けた具体案の検討には入っていない企業が多いことがうかがえます。 

 信用保証協会法の改正に先立ち、金融庁は 2016 年 9 月に「金融モニタリング基本方針」を出し、金融機関に

対し、事業性評価に基づく融資や助言を中小企業に行うように命じています。事業性評価とは、「財務データや

担保・保証に必要以上に依存することなく、借り手企業の事業の内容や成長可能性などを適切に評価」すること

にあり、多くの金融機関では、評価シートを作成し、書き込まれた経営理念や戦略をもとに融資を判断しており、

今後の融資方法として、金融庁が推奨している融資方法です。実際に、『2016 年版中小企業白書』では、下記の

ように中小企業も金融機関も事業性評価による担保・融資にシフトすることを予想しています。 

 今後は法改正により信用保証協会は金融機関との連携を強めていくことになり、事業性評価融資が一般化して

いくことも考えられ、企業は経営ビジョンがこれまで以上に具体的に示していくことが、今後求められていきま

す。 

 

出所：中小企業庁『2016 年販中小企業白書』 

 

＜業種別コメント一覧＞ 

〇建設業 

・事業のイノベーションを提示する。 

・５年、１０年の経営計画書の作成と実施。 

・管理会計の整備。 

・政府が推奨する分野(例 IT関係) への融資や保証の査定が優しくなり、逆に 飲食・サービス・建設などに

は厳しくなるような気がしているので、地元金融機関と連携を強化して、経営計画(事業計画)作成・掲示・

実践・検証をお互いで出来ることが大事になるような気がします。 

・経営計画書を見直し、他社にはない取り組みに力を入れていく方針を作成する。 

・事業計画書、決算書など、事業の方向性、結果等を明確にし成文化して四半期、もしくは半期に一度程度・

金融機関に説明をし、理解を得る。 

・提案力や目利き能力の向上に向けた人材の育成。 

 

 

〇製造業 

・展開中の事業を拡大していけるよう、新商品の開発・販路拡大を進める。 

・綿密、詳細な経営計画書の作成、その実施。 

・関連する許可、免許、資格を積極的に取に行く。 
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（卸売・小売業） 

・成長、持続可能なビジネスの種をまき、育てていく。 

 

〇サービス 

（飲食店） 

・最新の事業計画書を常に更新し、持ち歩く。 

 

（医療・福祉） 

・弊社の得意分野を伸ばし企業価値を上げる。 

 

（対事業所サービス業） 

・事業計画の作成。 

・経営指針書の実効性を高める。 

・経営指針の成文化、財務管理をしっかりとやり、自社の能力と適切な戦略を的確に回答できるようにしてお

く。ロカベンの活用、早期経営改善計画の活用（中小企業庁）。 

・以前より取引先金融機関へは、経営指針書の提出・説明及び決算書の提出・前年度との内容比較レポートを

提出済み。保証協会の機能・存在意義については以前より疑問符があり、借入の際は保証協会付は基本行っ

ていない。次年度には無借金予定だが、今後借入の依頼をもしする場合も保証協会を必要とする借入の提案

は断る方向。 

 

（対個人サービス業） 

・今期も順調に売り上げは推移しているので引き続き継続していく、売上増加、新規顧客の確保。業界内での

シェア率アップを目指す。その為にイメージ戦略を進める。ﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ、ＣＭ、社内ブランディング（内装、

外装）。社員教育及び後継者の育成として社内研修、同友会や業者会等の参加に取り組んでいます。 

 

〇その他 

・経営計画の 10年策定。人材投資、採用計画を明確にする。中期計画を含む、新規事業の立ち上げでリスク

分散を行う。 

・最新技術の導入。 
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Ⅺ．総括提言 

〇「非物財的な経済成長」の可能性を考える 

 前回総括提言では、ライフワークバランスを述べました。今回は、調査結果であるサービス業の伸長をふま

えて、この点について別の視点から述べてみます。今回は同友会調査では全国結果よりも景気が安定している

ことが明らかになり、かつ 10 人未満の小規模企業やサービス業で特に安定していることが見られました。こ

れらは地域にある企業や市民・生活者を相手に商いをする事業で、比較的うまくいっていることの表れかもし

れません。機動的に変化に対応して、新しいサービス需要の掘り起こしもできていると推測されます。ただし、

経営上の課題において、今回「人材確保」や「社員教育」といったストック型が低下していることが、このこ

とと連動しているとすれば、同友会が持つ労使コミュニケーションのあり方も変容していくことも予想されま

す。ただし、機動的な事業を行いつつ、従業員の生活の安定を同時に達成することは、それほど容易ではあり

ません。今回話題にあげた事業性評価に、従業員の生活をどう書き込むかは非常に難しい作業です。 

 ここで発想の転換が必要です。 

高度経済成長期、国民は近代化という発想の転換にのりました。物財的成長の恩恵を受け、一億総中流の中

間層を作りだしました。経済成長により都市化は進みましたが、地方の時代だと言われるようになっています。

しかし、あいかわらず物財中心の経済成長から抜け切れていないかもしれません。ＧＤＰは現在、アメリカが

１位、中国が２位、日本が３位ですが、これらの国は格差と貧困が頻発している国でもあります。１つは、所

得再分配の在り方を模索する必要があります。ただし、ＧＤＰを大きくする仕組みは、人間にある「際限ない

欲望」と連動して簡単には止められません。経済成長は公害、戦争、貧困、環境破壊という副産物を生みだし

続けています。しかし、この経済成長を管理する在り方があるかといえば、これまでそのような取組でうまく

いった制度はなく、社会主義も共産主義もすべて失敗しています。人間が大人になって成長することが必要な

ように、人類社会にも成長は必要です。これに回答を与えているのは東京大学で経済史を教えている小野塚知

二『経済史』（2017 年、有斐閣）です。彼は明確に「物財・エネルギー以外の面で成長できる資本主義」を構

想することを唱えています。「非物財的な経済成長」です。実は、われわれの世界はすでにその方向に舵をき

りつつあります。エネルギーを多く消費する商品からエコな商品に、現在、消費行動が停滞しているのも、エ

ネルギーを大量に消費するあり方とは異なる方向に向かっているとも考えられます。 

 

〇対人サービスは供給不足 

こうした非物財的な成長が期待される社会で、まず不足しているサービスは育児や介護などの対人サービス、

教員の多忙化に対応した教育サービスの充実など、物財でないニーズにもとづいたサービスの成長こそ考えて

いく必要があります。さらに、小野塚は個人という考え方にも疑問をさしはさみます。個人化は他者との峻別

を行い、一緒に生き、一緒に社会を作ることを不可能にしていくからです。困っていれば、声をかけ、問題を

共有化して解決につなげる、そのようなサービスは行政しかできないのか、ここにも発想の転換から、社会サ

ービスの成長が期待されます。 

物財成長は少子高齢化を急速に進めていくことにもつながっています。欧米諸国は近代化の時期と高齢化が

同時に起きたため年金制度による所得保障制度が作られました。日本もかろうじて機能しています。しかし、

アジア諸国は十分な経済成長ができないため、十分な高齢期の所得保障制度ができないままです。生活を維持

するためには子どもの数も減ります。結果、少子高齢化と貧弱な高齢期の所得保障制度になっています。しか

し、遅れたアジア諸国は十分な物財成長ができないため、安い社会保障制度で対応できる参加型社会を作ろう

としているとする研究があります。このことは東京大の金成垣が述べています（金成垣・大泉啓一郎・松江尭

子『アジアにおける高齢者の生活保障』2017 年、明石書店）。一度高度化した社会保障を切り下げることは困

難ですが、対人サービスの成長のなかで徐々に変更をしていくことを企図しています。 

小野塚も金もまだ試論段階ですが、物財によらない成長や社会保障に必要な事業展開は、行政の特権ではな

くあらゆるネットワークからうまれていくはずです。ＩＴやＡＩはそのツールとして活用できますし、今後、

大企業が大量にはき出す人材も人的資源として非物財的成長に役立つのではないかと考えます。 
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