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平成 28 年 5 月 

【平成 28 年 4 月期 小規模企業景気動向調査報告書】 

                                     静岡県商工会連合会  

 

静岡県商工会連合会では、県下商工会地区内小規模企業の景気を把握するため、商工会の経営

指導員に協力依頼し、小規模企業景気動向調査を毎月実施しています。 

このたび平成 28 年 4 月期の調査結果がまとまりましたので報告します。 

記 

１ 調 査 概 要 

（１）調 査 時 点 平成 28 年 4 月 30 日 

（２）調 査 対 象 県下 38 商工会（うち 38 商工会より回答）【回収率 100％】 

（３）調査対象業種 製造業（食料品・繊維工業・機械金属）、建設業、小売業（衣料品・ 

         食料品・耐久消費財）、サービス業（旅館・洗濯・理美容）の 10 業種 

（４）調 査 方 法 商工会の経営指導員に対するアンケート方式 

（５）集 計 方 法 質問項目(業況､売上､仕入単価､採算､資金繰り)の｢好転･増加･上昇｣ 

        とする数値からそれぞれ「悪化・減少・低下」とする数値を引いた値 

 

２ 概 要 （トピックス） 

【4 月期の産業全体の業況 DI は悪化したが製造業のみ好転】 

 産業全体の業況 DI（景気動向指数・前年同月比）は-31.3（前月-21.3、前年同月-26.5）

で、前月と比べ 10.0pt 悪化した。10 業種中 8 業種で悪化を示したが、製造業のみ好転した。

建設業では、年度替わりによる公共事業の減少、小売業では、大型店への流出が多かった事

が悪化の一因と考えられている。 

【製造業】  

 業況は-15.4（前月-17.6、前年同月-12.3）と前月と比べ 2.2pt 好転した。機械金属業では、建築資

材の増加が見込まれるため、受注が増えているとの報告が寄せられた。 

【建設業】 

 業況は-39.0（前月-15.8、前年同月-15.7）と前月と比べ 23.2pt 悪化した。公共工事に関しては新

年度になり受注は減少しているとの報告が複数寄せられた。作業員の高齢化と人手不足に苦慮して

いるとの報告が複数寄せられた。 

【小売業】 

 業況は-37.4（前月-35.1、前年同月-41.2）と前月と比べ 2.3pt 悪化した。食料品については、売上

が前年より減少傾向であるとの報告が寄せられた。衣料品については、売上が前年並みであるとの報

告が複数寄せられた。耐久消費財については、大手量販店の影響が大きいとの報告が複数寄せられ

た。 

【サービス業】 

 業況は-33.3（前月-16.7、前年同月-36.9）と前月と比べ 16.6pt 悪化した。旅館業では、地域により

バラつきがあるが、ゴールデンウイークの予約状況は好調であったとの報告が寄せられた。理

美容業では、前月の忙しさが落ち着いたとの報告や低価格のチェーン店に顧客が流れているとの報

告が複数寄せられた。 

３ 本調査に関するお問合せ 静岡県商工会連合会経営管理課℡054-255-8080〔担当：池谷、吉本〕 
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＜平成 28 年 4 月期 業種別業況 DI 推移表＞  

     

＜経営指導員コメント抜粋＞ 

【製造業】（食料品製造業・繊維工業・機械金属製造業） 

・自動車部品関係の受注量が減少している。（富士駿東） 

・茶業で、ほうじ茶の生産が忙しい。（中部） 

・桜えび漁が始まり、初日の漁獲量はここ数年になく大漁となり期待感が大きかったが、翌日からは、

ほぼ例年通りとなった。（中部） 

・繊維工業において、シリア情勢により受注量が大幅に減少した企業もあった。（西遠） 

 

【建設業】 

・人手不足が当面の課題。また、町内の仕事が少なく、町外へ出向いているケースが多くなっている。

（伊豆） 

・今年度に入り富士宮市で「住宅リフォーム宮クーポン」が予約受付され、リフォーム需要が増加したよう

である。（富士駿東） 

・前月並みであるが依然として人材不足の声を聞く。（中部） 

・材料費の高騰の影響は大きく、民間・公共工事ともに厳しい。（西遠）  

 

【小売業】（衣料品小売業・食料品小売業・耐久消費財小売業） 

・衣料品は、寒暖差があるが、全体的に売上は平均的に推移している。(伊豆) 

・新入学・入園のイベントに合わせたケーキや菓子の注文が特に多かった。（中東遠） 

・家電小売業で、後継者育成方法に悩んでいる。（西遠） 

 

【サービス業】（旅館業・洗濯業・理美容業） 

・旅館は、春の行楽シーズンで、客足が多かった。（伊豆） 

・洗濯業は、前年よりも寒い日が続いたため、季節もののクリーニング注文が遅かった。（中東遠） 

・理美容については、同業者も減っているが、高齢者や若い世代の町外流出等により顧客も減少して

いる。(中東遠) 

H27.4 H27.5 H27.6 H27.7 H27.8 H27.9 H27.10 H27.11 H27.12 H28.1 H28.2 H28.3 H28.4

DI値（製造業） -12.3 -9.7 -12.3 -10.5 -7.9 -6.2 -15.4 -10.6 -13.2 -15.4 -9.7 -17.6 -15.4

DI値（建設業） -15.7 -13.1 -23.7 -15.7 -13.2 2.6 -39.0 -13.2 -5.3 -39.0 -26.3 -15.8 -39.0

DI値（小売業） -41.2 -40.3 -42.1 -35.1 -30.7 -24.5 -37.4 -30.7 -26.3 -37.4 -37.7 -35.1 -37.4

DI値（サービス業） -36.9 -22.8 -22.8 -22.8 -9.7 -14.9 -33.3 -21.9 -16.6 -33.3 -20.1 -16.7 -33.3

DI値（全業種平均） -26.5 -21.5 -25.2 -21.0 -15.4 -10.7 -31.3 -19.1 -15.4 -31.3 -23.5 -21.3 -31.3
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小規模企業景気動向調査（平成 28 年 4 月期） 

    

１ .食料品製造業     ６ .食料品小売業    

         
 今期 DI 前期 DI  対前期比    今期 DI 前期 DI  対前期比  

業況  -24.4  -21.1  悪化  業況  -39.0  -31.5  悪化 

売上  -22.0  -7.9  減少  売上  -36.6  -18.4  減少 

仕入単価  14.7  26.3  低下  仕入単価  12.2  26.3  低下 

採算  -24.4  -10.6  悪化  採算  -36.5  -13.1  悪化 

資金繰り  -21.9  -13.2  悪化  資金繰り  -34.1  -21.1  悪化 

２ .繊維工業     ７ .耐久消費財小売業   

         
 今期 DI 前期 DI  対前期比    今期 DI 前期 DI  対前期比  

業況  -17.0  -15.8  悪化  業況  -31.7  -31.6  悪化 

売上  -12.2  -13.1  増加  売上  -22.0  -18.4  減少 

仕入単価  0.0  2.7  低下  仕入単価  2.5  15.8  低下 

採算  -17.1  -7.9  悪化  採算  -19.6  -26.3  悪化 

資金繰り  -14.6  -10.5  悪化  資金繰り  -21.9  -26.3  悪化 

３ .機械金属業     ８ .旅館業     

          今期 DI 前期 DI  対前期比    今期 DI 前期 DI  対前期比  

業況  -4.9  -15.8  好転  業況  -31.7  -5.3  悪化 

売上  -0.1  -18.5  増加  売上  -22.0  5.3  減少 

仕入単価  4.9  5.3  低下  仕入単価  2.5  18.5  低下 

採算  -7.3  -10.5  好転  採算  -19.6  2.6  悪化 

資金繰り  -14.7  -10.5  悪化  資金繰り  -21.9  -10.5  悪化 

４ .建設業      ９ .洗濯業     

         
 今期 DI 前期 DI  対前期比    今期 DI 前期 DI  対前期比  

業況  -39.0  -15.8  悪化  業況  -36.5  -26.3  悪化 

売上  -29.2  5.2  減少  売上  -34.1  -7.9  減少 

仕入単価  7.4  13.2  低下  仕入単価  2.4  -5.3  上昇 

採算  -34.2  0.0  悪化  採算  -26.9  -5.2  悪化 

資金繰り  -29.3  -23.7  悪化  資金繰り  -24.4  -7.9  悪化 

５ .衣料品小売業     １０ .理美容業    

          今期 DI 前期 DI  対前期比    今期 DI 前期 DI  対前期比  

業況  -41.5  -42.1  好転  業況  -31.8  -18.5  悪化 

売上  -41.5  -31.5  減少  売上  -34.1  -18.4  減少 

仕入単価  -2.5  2.7  低下  仕入単価  2.4  -2.7  上昇 

採算  -34.2  -23.7  悪化  採算  -29.3  -5.2  悪化 

資金繰り  -34.1  -28.9  悪化  資金繰り  -22.0  -13.2  悪化 
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金融・雇用相談実績月次報告（平成 28 年 4 月期） 
内容別内訳 

(※１件の相談で複数の対応をした場合はそれぞれにカウント) 
今月 前月 前月比 

【相談企業数】 97 99 -2 

【金融相談件数】 110 118 -8 

 新規融資（借換えを除く） 58 59 -1 

 既存債務の借換え 33 50 -17 

 借入れ条件変更 5 3 2 

 消費者金融・商工ロ－ン関連 1 0 1 

 貸し渋り・貸し剥がし 0 0 0 

 その他 13 6 7 

【雇用相談件数】 341 135 206 

 

   

   

   

 

H27.4 H27.5 H27.6 H27.7 H27.8 H27.9 H27.10 H27.11 H27.12 H28.1 H28.2 H28.3 H28.4

相談企業 80 89 100 96 98 90 99 105 87 69 83 99 97
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H27.4 H27.5 H27.6 H27.7 H27.8 H27.9 H27.10 H27.11 H27.12 H28.1 H28.2 H28.3 H28.4

金融相談 105 110 111 102 111 94 117 131 102 84 89 118 110
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H27.4 H27.5 H27.6 H27.7 H27.8 H27.9 H27.10 H27.11 H27.12 H28.1 H28.2 H28.3 H28.4

雇用相談 236 105 81 121 124 126 114 114 116 128 104 135 341
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【金融相談】 

 金融相談件数は、件と前月（118 件）に比べ 8 件減少した。相談内容については、新規融資（借換

えを除く）、既存債務の借換えが減少し、借入れ条件変更、消費者金融・商工ローン関係、その他

が増加した。  

＜経営指導員コメント＞ 

・今月は融資の相談が２件あった。１件借換えが決定したが、新規融資は保留となった。（富士駿東） 

・車両購入など定期的に買換えを行う設備投資に関する相談が多い。（中部） 

・資金繰りが苦しい企業が多い。稼いだ資金が人件費と利息の支払いに回っている。（西遠） 

 

【雇用相談】 

 雇用相談件数は、341 件と前月（135 件）に比べ 206 件増加した。労災保険加入についての手続き、

離職に関する相談、雇用保険の取得と喪失の相談があった。サービス業で人手不足が深刻化してい

る地域があった。  

＜経営指導員コメント＞ 

・今月の雇用の相談は離職に関する相談が３件、新規採用の相談は５件だった。新年度が始まり久し

ぶりに新規採用が喪失を上回った。（富士駿東） 

・年度替わりにより、離職票作成案件と高年齢継続給付についての相談が多かった。（中東遠） 

 

【その他商工会管内に関するコメント】 

・持続化補助金の経営計画作成セミナーを実施。セミナー・個別相談ともに２０人程の参加者があり、

好評であった。（伊豆） 

・４月２９日に大井川港にて朝市を開催。天候に恵まれ約１４,０００人の来場であった。（中部） 

・５月２６日から創業塾を実施。夜間１０日コースで実施するが、応募状況は好調。地域の期待の高さ

を感じる。（西遠） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


