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景気動向調査の概要【平成２９年４月～６月】 
平成２９年９月２０日 

富 山 商 工 会 議 所 

＜実施要領＞ 

 １．調査実施期間  平成 29 年７月 20 日～７月 28 日 

 ２．調 査 対 象  当所景気モニター企業 29 社 

 ３．調 査 方 法  調査票を郵送し、ＦＡＸで回収（一部、電話による聞き取り調査を実施） 

 ４．有 効 回 答 数  26 社（回収率 89.6％） 

景気は緩やかな回復基調が感じられるが、先行きには依然不安感も 
～「緩やかに回復している」との回答が 4期連続で増加～ 

今回の調査では景気の現況に加えて、ITの発展とともに著しい成長を遂げる｢AI」や｢IoT」

などが各社（業界）に与える影響や､これら IT技術への取り組み状況などについても聞いた。 

景気の現状は、「足踏み状態」（48％）が半数以下となり、「緩やかに回復している」（40％）

との回答が 4期連続で増加する一方、「後退している」（8％）との回答も前期から若干増加する

結果となった。また、前期との比較では DIが△3.9（前期比 3.2ポイント改善）となり、全体

的には緩やかな回復基調が感じられるものの、来期（7月～9月）の見通しを示す DIは△11.5

と悪化し、先行に対する不安感が依然感じられる結果となった。 

業界別の動向を見ると、｢製造業」では、産業用ロボットや建機用油圧機器の需要が高まり伸

長しているが、特殊鋼は不調が続いている。自動車関連では、国内での堅調な自動車販売によ

り好調となったが、北米向けの部品が大型車用から中型車用へダウンサイジング化されること

で、部品単価が下がるなどの影響で不調となった。電気機械関連は、電装化や IT化が進む自動

車分野で好調が続いているものの、デジタル家電分野は依然不調である。 

プラスチック関連は、ペット用品や介護用品が好調となり園芸用品は不調となった。医薬品

分野のプラスチック製品では、他社製品との差別化を図った容器が好調となった一方で、国が

咳止め医薬品に対し 12歳未満に使用制限した影響を受けて、服用時に使用する計量カップが不

調となった。 

医薬品関連では、ジェネリック医薬品が国の利用促進を背景に好調を維持したことで、関連

分野である医薬品向けの添付文書用洋紙やパッケージ用板紙が堅調に推移した。一方で、配置

用医薬品は配置従事者の減少や売上不振などの影響から不調が続いているなか、配置薬卸の共

同会社の設立など、配置薬の新たなビジネスモデルの構築といった動きが出ている。 

「非製造業」は、小売関連では新規ブランドを展開した化粧品が好調だったほか、イベント・

催事などに伴う集客増加や付加価値を高めた商品の強化により、食料品も好調だった。一方、

消費者マインドの停滞をはじめ、気温低下（6月）などの気候要因も重なり、婦人・紳士物の

夏物衣料品などが不調となった。 

旅行関連では、景況感の改善や海外旅行におけるテロ等へのリスク管理意識の高まりもあっ

て不安が減少し、団体、個人とも海外旅行が好調となったが、個人の国内旅行はテーマパーク

の周年行事などのイベントが無かったこともあり不調となった。リース関連では、国の補助金

等を活用した設備更新や新設の影響で、産業および工作機械のリースが好調に推移した。 

｢IoT」や「AI」が各社（業界）に与える影響や今後の取り組みについては、｢製造業」では人

手不足の解消をはじめ、ビッグデータの分析・活用などが検討されており、また、｢IoT」や

｢AI」の機器に対する自社製品の需要を期待する事業所なども見られた。「非製造業」では、

データ管理や販売戦略、物流面での活用、販売促進の支援などにおける活用を検討していると

の回答が見られた。 
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１．景気の現況について（四半期ごとの推移） 

 

 

 

２．前期の比較と来期の見通し 

来
期
の
見
通
し 

好転 10.7 15.4 7.7 17.9 15.4 

不変 53.6 50.0 61.5 60.7 57.7 

悪化 35.7 34.6 30.8 21.4 26.9 

ＤＩ △ 25.0 △ 19.2 △ 23.1 △ 3.6 △ 11.5 

 

 

今期の業況(％) 
28年 

4-6月期 

28年 

7-9月期 

28年 

10-12月期 

29年 

1-3月期 

29年 

4-6月期 

前
期
比 

好転 21.4 15.4 19.2 25.0 19.2 

不変 35.7 46.2 38.5 42.9 57.7 

悪化 42.9 38.5 42.3 32.1 23.1 

ＤＩ △ 28.0 △ 21.4 △ 23.1 △ 7.1 △ 3.9 

来期の業況(％) 
28年 

7-9月期 

28年 

10-12月期 

29年 

1-3月期 

29年 

4-6月期 

29年 

7-9月期 
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３．各社(業界)の動向 

製 造 業 

◆一般機械 

アジアを中心に産業用ロボットの需要と、欧州と中国で建設機械向けの油圧機器の需要が高まってい

るが、前期に続き特殊鋼の需要が低迷している。 

◆電気機械 

自動車分野での電装化や IT化が急速に進み前期に続き好調に推移し、抵抗機器等の電子部品では、電

機製品の高機能化や自動車のＥＶ化によって部品点数が今までより多くなり好調となった。 

一方、日系セットメーカー（※）の低迷から、液晶テレビ・AV機器・パソコン等のデジタル家電分野

は不調が以前続いている。※セットメーカーとは、ブランド力を持ち、最終消費者へ商品を開発・販売する製造業者

のこと。 

◆輸送機械 

四輪車部品では、国内での納入部品の適用車種での堅調な自動車販売を受け好調となった。一方で、

北米向けの四輪大型車種部品においては、大型車用から中型車用へダウンサイジング化の進行によって

適用部品が変化する影響を受けて不調となった。また、ASEAN 向けの二輪車部品は現地生産が加速し不

調となった。 

◆プラスチック 

介護用品と猫ブームによる猫用ペット用品が昨年と比べて好調となった。一方、園芸用品では、販売

ルートの切換により不調となった。 

医薬品分野では、他社と異なる形状で使い易さなどをアピールした容器が好調となった一方で、12歳

未満向けの医薬品において使用制限する影響受けて、服用時に使用する計量カップが不調となった。 

◆医薬品 

ジェネリック医薬品は、国の利用促進を背景に依然好調に推移しているが、薬価の見直し等で利益の

圧迫が懸念されている。一方、配置用医薬品では、配置従業者の廃業等による減少や売上不振などの影

響から不調が続いているが、配置薬卸の共同会社を設立し新たなビジネスモデルの構築など、新しい動

きが出ている。 

◆紙加工・卸 

段ボール製品では、好調であった輸出関連企業と、早い時期から気温が高かったことを受けて、機械

と飲料向け段ボール製品が好調となった。一方、住宅の着工減少などの影響で建材向け段ボール製品が

不調となった。 

包装資材では、店頭用医療品（OTC）向け、化粧品向けの包装資材においてインバウンドや越境通販に

より受注が好調に推移した。 

紙卸では、医薬品の生産拡大により、医薬品添付文書用洋紙と医薬品パッケージ用板紙が好調であっ

たが、ITの普及にて事務用印刷、商業印刷向け洋紙の不調が続いている。 

非製造業 

◆食料品卸売 

サクランボ、桃、西瓜、メロン類などの国産果実において、天候により食味が向上し、出荷量と需要

のバランスにより単価高で推移し、荷動きや引合いは良好となった。一方で、バナナ、グレープフルー

ツ、パインなどの輸入果実では、高温での消費不振と低価格品が出回ることで単価安となり、また、近

年の温暖化による異常気象で生産地が影響を受け、生産量が減少、輸入量が減るなど不調となっている。 

◆リース 

中小企業等の省エネ生産性革命投資促進事業費補助金などの補助金を活用した設備更新や新設などの
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影響で、産業用機械・工作機械のリースが好調に推移した。 

◆大型小売店 

＜百貨店＞ 

新規ブランドの出店とイベント・催事の営業企画に伴う集客の増加、付加価値を高めた食品の強化に

よって化粧品と食料品が好調となった。一方、景況感による買い控えと、6 月の気温低下の影響より、

婦人物と紳士物共に夏物衣料品が不調となった。 

＜大型店＞ 

販売促進活動を強化したことで食品が好調となったが、昨年のリニューアルの反動の影響やヒット商

品の不足などが重なり、衣料品と住宅関連商品が不調となった。 

◆旅 行 

景況感と海外のテロ等の治安情勢を踏まえ、消費者のリスク管理（危険情報の入手等）への意識の高

まりにより団体旅行と個人の海外旅行が好調となった。一方、個人の国内旅行ではテーマパークの周年

行事などのイベントが無かったこともあり不調となった。 

◆飲 食 

テイクアウトとデリバリー商品の PR等を強化することで好調となったが、団体等の宴会利用の不調が

続いている。 

◆情報関連 

地方公共団体向けの基幹システムは好調であったが、電力の小売自由化などのシステム開発需要は低

調になりつつあり、前期と同様の状態が続いている。 

◆物流関連 

受注先の出荷量の増加と、計画的に業務を実施できたことにより、PCB 廃棄物運搬、スクラップ輸出

業務、大型施設の水切り案件が好調となった。一方、引越・移転サービスにおいて価格競争で厳しい状

況により不調となっている。 

◆不動産関連 

住宅などの取引が増えているが、賃貸物件は過剰供給が続いており、陰りが見えてきている。 

◆建設工事 

＜富山県の公共工事の受注額＞           ＜富山市内の新設住宅着工戸数＞ 

（東日本建設保証（株）富山支店調べ）         

◆新車販売 

＜県内の新規自動車登録台数（軽自動車は除く）＞  ＜軽自動車登録届出数＞ 

（富山県自動車販売店協会調べ） 

 受注額（100万円） 前年 

同月比(％) 平成 29年 平成 28年 

4月 13,106 12,332 106.3 

5月 13,751 17,783 77.3 

6月 13,093 12,453 105.1 

 戸数（戸） 前年 

同月比(％) 平成 29年 平成 28年 

4月 184 174 105.7 

5月 308 193 159.6 

6月 393 238 165.1 

 台数（台） 前年 

同月比(％) 平成 29年 平成 28年 

4月 2,235 1,978 113.0 

5月 2,482 2,139 116.0 

6月 2,931 2,691 108.9 

 台数（台） 前年 

同月比(％) 平成 29年 平成 28年 

4月 1,489 1,221 121.9 

5月 1,537 1,305 117.8 

6月 1,827 1,472 124.1 

（軽自動車検査協会富山事務所調べ） 

（富山県建築住宅課調べ） 
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４．「IoT」や「AI」が各社（業界）に与える影響や現在あるいは今後の取組について 

全体的には、生産性向上や人手不足の解消、業務効率化などにおける活用を期待されており、「具体

的な活用法は未定だが活用方法を検討している」など前向きな意見も見られるなど、｢IoT」や｢AI」に

対する関心の高さが伺える。 

「製造業」では、「既存の自動化生産設備に｢IoT」や｢AI」機能を付加して生産性向上につなげる」と

いった具体的な意見が聞かれた一方で、「人手不足への解消に向けた活用」「専門部署の設置」「ビッグ

データの分析と活用方法の検討」など、具体的に活用するための方法を摸索中といった回答も見られ

た。また、電気機器製造業では「IoT」によってセンサー機器等の部品などにおいて、自社製品の需要

の増加に期待する声なども見られた。 

｢非製造業」では、販売促進支援に利用したいとの意見が多く聞かれた。食料品卸売業では｢効率的

な物流管理、生産地等のデータ管理、品質管理などの活用を検討」との意見や、「IoTによる売上や在

庫商品管理のリアルタイムな情報管理」「AIを店内案内業務に活用できないか検討」といった意見が聞

かれた。 

リース業では、「IoT」や「AI」が普及することで、関連した設備導入が進み、ビジネスチャンスが

増加することによる売上の増加に期待する声も聞かれた。 

以上 


