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平成 30 年 7 月 

News Release    

       

   県下商工会と一体となり 

小規模企業の支援を行っています  

【平成 30 年 4 月期 小規模企業景気動向調査報告書】 

                                      

本会では、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 30 年 3 月期の調査結果がまとまりましたので報告します。 

１ 調 査 概 要 

（１）調 査 時 点 平成 30 年 4 月 30 日 

（２）調 査 対 象 県下 35 商工会（うち 34 商工会より回答）【回収率 97.1％】 

（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） 

【各業種において年度始めの人手不足が顕在化】 

 産業全体の業況 DI（景気動向指数・前年同月比）は-9.6（前月-5.0、前年同月-18.6）で、

前月比 4.6pt の悪化となった。各業種において、年度始めにもかかわらず採用に苦慮するな

ど人手不足の問題が顕在化しており、小規模事業者にとっては厳しい状況が続いている。 

【製造業】 

業況は-3.9（前月 4.8、前年同月-8.9）と前月に比べ 8.7ｐｔの悪化を示した。仕事量はあるが多品

種小ロットが増加し利益確保に苦慮しているとの声があった。人材不足のコメントも相変わらず多い。  

【建設業】 

 業況は-2.9（前月 0.0、前年同月-23.3）と前月と比べ 2.9pt 悪化した。人手不足により、仕事の単価

と受注量が増加しているとの声がある一方で、増税後、オリンピック後の業況を心配する声もある。 

【小売業】 

 業況は-16.7（前月-17.1、前年同月-22.3）と前月と比べ 0.4pt 好転した。食料品小売業では、単価

がやや安定してきている状況で、仕入単価の DI 値は 5.3ｐｔ低下した。耐久消費財小売業については、

各種 DI 値をみても厳しい状況が続いている。 

【サービス業】 

 業況は-14.7（前月-7.6、前年同月-20.0）と前月と比べ 7.1ｐｔ悪化した。各種 DI値を見ると、旅館業

では仕入単価、洗濯業では資金繰り、理美容業では資金繰りを除き悪化を示した。 

 

３ 本調査に関する問合せ 静岡県商工会連合会  情報・経理課 ℡054-255-8080〔担当：豊田〕 
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H29.4 H29.5 H29.6 H29.7 H29.8 H29.9 H29.10 H29.11 H29.12 H30.1 H30.2 H30.3 H30.4

DI値（製造業） -8.9 -4.2 -3.0 -4.5 0.0 0.3 0.9 -0.9 -1.8 -1.8 2.7 4.8 -3.9

DI値（建設業） -23.3 -15.6 -2.9 -8.1 -8.1 -4.0 -8.1 -10.8 -13.5 -5.4 13.5 0.0 -2.9

DI値（小売業） -22.3 -21.9 -17.7 -18.0 -21.6 -4.3 -11.7 -15.3 -18.0 -16.2 -20.7 -17.1 -16.7

DI値（サービス業） -20.0 -8.4 -16.7 -12.6 -12.6 -4.7 -16.2 -16.2 -14.4 -10.8 -13.5 -7.6 -14.7

DI値（全業種平均） -18.6 -12.5 -10.1 -10.8 -10.6 -3.2 -8.8 -10.8 -11.9 -8.6 -4.5 -5.0 -9.6
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＜経営指導員コメント抜粋＞ 

【製造業】（食料品製造業・繊維工業・機械金属業） 

・テレビで紹介された商品に注文が殺到し製造が追いつかない食品製造業者があった。（伊豆） 

・機械加工部品の仕事が増えているが、原料の値上がりが気になる。（富士駿東） 

・金属部品関連では仕事量はあるが、多品種小ロットが増加し利益確保に苦慮している。（中

東遠） 

・人材不足が続いている。（中部、中東遠、西遠） 

 

【建設業】 

・人手不足が問題となっている。（伊豆、富士駿東、中部、中東遠、西遠） 

・仕事の単価と受注量が増加している。（中部） 

・昨年に比べると 4 月は好調だった。しかし、消費税増税前の駆け込み需要の影響だと思わ

れるので、消費増税後、オリンピック後が心配。（中東遠） 

 

【小売業】（衣料品小売業・食料品小売業・耐久消費財小売業） 

・食品価格がやや安定しているように見受けられるが、運送費用の上昇などにより、値上が

りの傾向は続くと見られる。静岡県商工会連合会のアンテナショップに出品し、積極的に販

路開拓に取り組む事業者もある。（富士駿東） 

・４月からビールやたばこ・小麦が値上がりしたが、大きな影響は見られない。（中東遠） 

 

【サービス業】（旅館業・洗濯業・理美容業） 

・理美容は年度末に多く来店した影響で 4 月は減少。（中東遠） 

・クリーニングは冬物衣料の取り扱いが増加傾向。（中東遠） 

・町内の同業者（美容院）にもいえることだが、それぞれの店で固定客が多く新規の顧客が

減ってきている。（中東遠） 
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小規模企業景気動向調査（平成 30 年 4 月末）  

     

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  -11.7  -5.7  悪化   業況  -8.8  -11.4  好転  

売上  -8.8  5.7  減少   売上  -17.7  -11.4  減少  

仕入単価  23.6  22.8  上昇   仕入単価  20.5  25.8  低下  

採算  -17.6  0.0  悪化   採算  -29.4  -28.6  悪化  

資金繰り  -14.7  2.9  悪化   資金繰り  -5.9  -14.3  好転  

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  -11.8  -2.8  悪化   業況  -17.7  -11.4  悪化  

売上  -14.7  -8.6  減少   売上  -8.8  0.1  減少  

仕入単価  8.9  8.5  上昇   仕入単価  17.6  17.1  上昇  

採算  -14.7  -11.4  悪化   採算  -14.7  -14.2  悪化  

資金繰り  -5.9  0.0  悪化   資金繰り  -17.7  -17.2  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  11.7  22.9  悪化   業況  -8.8  0.0  悪化  

売上  29.4  19.9  増加   売上  -11.8  -5.7  減少  

仕入単価  26.5  22.8  上昇   仕入単価  17.6  20.0  低下  

採算  5.9  2.9  好転   採算  -14.7  -11.4  悪化  

資金繰り  5.9  8.5  悪化   資金繰り  -11.8  -11.4  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  -2.9  0.0  悪化   業況  -20.6  -14.3  悪化  

売上  0.0  2.9  減少   売上  -11.8  -11.4  減少  

仕入単価  17.7  20.0  低下   仕入単価  17.6  8.5  上昇  

採算  -11.7  2.9  悪化   採算  -17.7  -11.4  悪化  

資金繰り  -17.7  -2.8  悪化   資金繰り  -8.8  -11.4  好転  

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  -23.5  -28.6  好転   業況  -14.7  -8.6  悪化  

売上  -17.6  -28.5  増加   売上  -11.8  -5.7  減少  

仕入単価  11.8  8.5  上昇   仕入単価  2.9  2.9  不変  

採算  -17.6  -22.9  好転   採算  -11.8  -8.6  悪化  

資金繰り  -17.6  -22.9  好転   資金繰り  -3.0  -8.6  好転  
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金融・雇用相談実績月次報告（平成 30 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】 91 66 25 

【金融相談件数】 108 82 26 

 新規融資（借換えを除く） 62 41 21 

 既存債務の借換え 39 31 8 

 借入れ条件変更 0 2 -2 

 消費者金融・商工ロ－ン関連 0 0 0 

 貸し渋り・貸し剥がし 0 0 0 

 その他 7 8 -1 

【雇用相談件数】 279 201 78 

 

H29.4 H29.5 H29.6 H29.7 H29.8 H29.9 H29.10 H29.11 H29.12 H30.1 H30.2 H30.3 H30.4

相談企業 82 83 88 103 83 73 100 115 89 74 88 66 91
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【金融相談】 

 金融相談件数は、108 件と前月（82 件）に比べ 26 件増加した。新規融資に関する相談が 62 件と、 

既存融資の借換え（39 件）を 23 件上回っている。 

＜経営指導員コメント＞ 

・設備・第２創業といった前向きな資金需要の相談があった。（伊豆） 

・人手不足を代替するような機械を購入したいという相談が多く寄せられた。（富士駿東） 

 

【雇用相談】 

 雇用相談件数は、279件と前月（201件）に比べ 78件増加した。年度始めということもあり採用と退職

に関する相談が多かった。 

＜経営指導員コメント＞ 

・パート募集しても人が集まらない。（伊豆） 

・年度始めの定期採用と退職に関する相談がメイン。（伊豆、中東遠） 

・売り手市場のため、小規模零細企業への就職率が低い。パート従業員の募集を出しても製

造業への申し込みがあるのは、外国人ぐらいしかないのが現状である。（中東遠） 

・小売業・サービス業において、人手不足のため外国人の従業員を雇用したい、また雇用し

ているという事業所が増え始めた。（中東遠） 

 

【その他商工会管内に関するコメント】 

・世界ジオパーク認定の影響か堂ヶ島の遊覧船や瀬浜海岸トンボロは、４月の連休前半は観

光客が多く何十年ぶりかの交通渋滞になった（伊豆） 

・賑わいづくり事業として、「ドッグ」と「グルメ」のイベントを開催。県内だけでなく、遠

方からは埼玉や岐阜など、2 日間で延べ 1 万人弱が来場。（中東遠） 

・観光協会や関所周辺自治会等で行い、前年度を上回る来場者数を記録した観光事業「牡蠣

小屋」が４月１日に終了。４月２８日からは同じく着地型観光として、体験企画「うなぎつ

かみ・さかなつかみ・釜揚げしらす」を行う。１０月１４日までの土日祝日と、夏休み期間

（７月２８日～８月２６日）は毎日実施（月曜日は定休）。（西遠） 


