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令和元年 9 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  

【令和元年 8 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。 

このため令和元年 8 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 令和元年 8 月 31 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） 

【駆け込み需要による消費拡大が全体の業況を好転させた】 

産業全体の業況 DI（景気動向指数・前年同月比）は-8.1（前月-14.2、前年同月-9.4）で、前

月比 6.1pt 好転した。小売業や建設業を中心に、消費税増税直前の駆け込み需要により売上げ

が増加したことが要因となり業況を好転させた。 

【製造業】 

業況は-15.6（前月-14.6、前年同月-5.2）と前月に比べ 1.0ｐｔ悪化した。食料品製造業においては

一部駆け込み需要が確認できたが、製造業全般としては米中貿易摩擦を発端とした中国市場

低迷により、受注減少・生産調整などの悪影響を与え業況を押し下げた。  

【建設業】 

業況は 11.8（前月-2.9、前年同月 0.0）と前月に比べ 14.7pt 好転した。リフォーム関係を中心に 10

月の消費税増税前の駆け込み需要が確認出来、業況は好転した。安定した受注がある一方、慢性

的な課題である人手不足は深刻化しており多忙を極める状況となった。 

【小売業】 

業況は-16.7（前月-26.5、前年同月-18.7）と前月に比べ 9.8pt 好転した。特に耐久消費財は、7

月の冷夏から一変して 8 月は猛暑となったことや、消費税増税前の駆け込み需要があったこ

とが要因となり売上が増加、業況を押し上げた。 

【サービス業】 

業況は-11.8（前月-12.8、前年同月-13.6）と前月に比べ 1.0pt 好転した。旅館業・理美容業が天

候不順の悪影響を受ける一方、洗濯業では例年 7 月に出る布団など大物が長雨の影響を受け 8 月

にずれ込んだことや天候不順 (台風等 )によるコインランドリーの乾燥機利用者が増加したこと等が要因

となり、業況を好転させた。 

 

３ 本調査に関する問合せ 静岡県商工会連合会  産業振興課  ℡054-255-9811〔担当：小磯・中村〕 
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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） 

・天候不順による観光産業の低迷に連動して悪化が見られる。（伊豆） 

・輸出向け工業製品を製造している会社が米中貿易摩擦により生産調整に入り、下請業者に

影響が出ている。（富士駿東） 

・前月と比較して大きな差は無いが連休の影響が売上に出ている業種もある。（中部） 

・中国市場低迷による受注減少、繊維業では海外の原材料が手に入らず困っている。（中東遠） 

・食料品製造業については消費税増税前の駆け込み需要が確認できたが、繊維関係は低迷の

まま現状推移である。（西遠） 

【建設業】 

・新築は多くないがリフォーム関係は消費増税前の駆け込み需要が見られる。（伊豆） 

・大型商業施設の派生効果を狙い、空き物件への問い合わせ等が増加している。（富士駿東） 

・長期休みがある為、人員不足が目立った。（中部） 

・安定して受注が入っており、好調である。（中東遠） 

・増税前の駆け込み需要で超多忙である。（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） 

・今年の夏はかなり好調。消費増税の駆け込みで売上が伸びた。８月急に暑い日が続いたため、

エアコン等の需要が増加。（伊豆） 

・食品小売は、食材仕入値・運送費用の上昇や人手不足を受けて、価格高値傾向。（富士駿東） 

・お盆時期でもあり、少しではあるものの売上等が好転した。（中部） 

・エアコンを始め、白物家電の販売は悪くなかった。（中東遠） 

・地域の祭典が開催され、アルコールを含む飲料の売り上げが急増した。（西遠） 

【サービス業】（旅館業・洗濯業・理美容業） 

・原料の仕入れ単価は大きな変動無く、経費削減を進めていた事業所において採算は若干の

好転に転じた。（伊豆） 

・洗濯業は長梅雨だったため 7 月に出る布団など大物が今月にずれ込み昨年の 8 月よりは、

売り上げが上がった。（富士駿東） 

・8 月は天候不順(台風等)によって海水浴場は前年比 50％になった。旅館等宿泊業はこれら

の影響をいくらか受けた。（中部） 

・クリーニングはコインランドリー乾燥機利用者増。毛布等の取扱いは一段落した。（中東遠） 

・理美容は、客単価が伸びない状況である。（西遠） 
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小規模企業景気動向調査（令和元年  8 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  -20.5  -20.5  不変   業況  -20.6  -23.6  好転  

売上  -14.7  -20.6  増加   売上  -23.5  -29.4  増加  

仕入単価  17.7  23.6  低下   仕入単価  14.7  8.8  上昇  

採算  -35.2  -32.4  悪化   採算  -47.1  -47.1  不変  

資金繰り -23.5  -20.5  悪化   資金繰り -23.6  -20.6  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  -17.6  -17.6  不変   業況  -3.0  -11.8  好転  

売上  -8.9  -5.9  減少   売上  5.8  -11.8  増加  

仕入単価  11.8  5.9  上昇   仕入単価  14.7  20.6  低下  

採算  -17.6  -14.7  悪化   採算  -5.9  -2.9  悪化  

資金繰り -8.8  -5.8  悪化   資金繰り -14.7  -14.7  不変  

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  -8.8  -5.8  悪化   業況  -14.8  -11.8  悪化  

売上  -14.7  -5.9  減少   売上  -11.7  -8.8  減少  

仕入単価  11.7  11.8  低下   仕入単価  5.9  2.9  上昇  

採算  -11.7  -20.6  好転   採算  0.0  -2.9  好転  

資金繰り -11.8  -5.9  悪化   資金繰り -14.7  -14.7  不変  

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  11.8  -2.9  好転   業況  -11.8  -20.6  好転  

売上  11.8  0.0  増加   売上  -14.7  -11.7  減少  

仕入単価  32.4  17.7  上昇   仕入単価  8.9  8.8  上昇  

採算  -5.9  -5.8  悪化   採算  -11.7  0.0  悪化  

資金繰り -11.8  -5.9  悪化   資金繰り -11.8  -11.8  不変  

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  -26.4  -44.1  好転   業況  -8.9  -5.9  悪化  

売上  -23.6  -29.4  増加   売上  -8.8  -5.9  減少  

仕入単価  8.8  8.9  低下   仕入単価  3.0  0.0  上昇  

採算  -17.7  -26.5  好転   採算  0.0  -3.0  好転  

資金繰り -29.4  -17.7  悪化   資金繰り -8.9  -8.8  悪化  
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金融・雇用相談実績月次報告（令和元年 8 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】 85 100 -15 

【金融相談件数】 102 111 -9 

 新規融資（借換えを除く） 56 64 -8 

 既存債務の借換え 32 34 -2 

 借入れ条件変更 2 2 0 

 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 12 11 1 

【雇用相談件数】 164 181 -17 
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【金融相談】 

金融相談件数は、102 件と前月（111 件）に比べ 9 件減少したものの、各地でマル経融資等を活用

した設備導入に関する相談は多く、前向きな投資を検討する姿勢が見られた。  

＜経営指導員コメント＞ 

・マル経融資で設備投資での活用を提案している。（伊豆）  

・業務用車両購入の相談があった。（富士駿東）  

・先月融資が多かった為、今月は運転資金 1 件と少なかった。（中部） 

・マル経融資の借換えの相談が多かった｡建設業を中心に設備投資などにより売上確保を目

指そうという企業の姿勢が見られる。（西遠）  

 

【雇用相談】 

雇用相談件数は、164 件と前月（181 件）に比べ 17 件減少した。しかしながら、働き方改革関連法

への対応に関する相談は依然として多く、雇用保険・労働保険等の相談が目立った。 

＜経営指導員コメント＞ 

・新規雇用事業所の労働保険手続きに関する相談があった。（伊豆） 

・雇用保険資格取得に伴う適用範囲、離職証明書の記載方法等の相談があった。（富士駿東） 

・人手不足は変わらす深刻である。（中部）  

・労働保険の加入に関する相談が多かった。（中東遠）  

・建設業、製材業でハローワークに求人情報出してもほとんど問い合わせがないと悩んでい

る。（西遠）  

 

【その他商工会管内に関するコメント】  

・7 月より始まったプレミアム工事券の積極的な活用による集客・売上拡大への取組みが見

受けられた。また、おもてなし工事補助金事業の募集が始まり、おもてなしに関する設備

投資への動きがみられる。（河津町） 

・かんなみ猫おどりを道の駅で初実施。天気も良く来場者で賑わった。（函南町） 

・8/3 に清水町湧水まつり共催清水町商工祭を実施した。今年は、人気上昇中のものまねタレ

ントを呼ぶなどし、人出は昨年以上となった。（清水町） 

・8/17(土) 第 33 回かんばらまつりの開催、地域の事業所、団体等の出店で賑わっていた。

（静岡市清水） 

・奥大井湖上駅が、クールジャパンアワード２０１９に選ばれ、アプトラインの客足は順調

に伸びている。（川根本町） 

・市内の花火大会が８月３日にあり市内、近隣市町村からの見物客で賑わった。（御前崎市） 

・10 月 25～27 日 大須賀地区で「ちっちゃな文化展」を開催（掛川みなみ） 

・行政主導(委託業者：近畿日本ツーリスト)でプレミアム付き商品券事業が動き出し委託業

者が取扱店説明会を開催した。しかし参加者が少なかった為、商工会としても商工会員へ

商品券の取扱いについての説明や商品券取扱店登録を勧める等支援を行った。（浅羽町） 

・商工会で企画している「商店寺子屋」や浜松市主催の「ザ・山フェス」への出展準備が始

まった。（奥浜名湖） 

・湖西市が主催する「湖西おいでん祭」（8 月 24 日）が開催され、本会会員事業所も多数出店

し、自社商品のＰＲを行った。（新居町） 


