
‐1‐ 

景気動向調査の概要【平成２９年１０月～１２月】 
平成３０年３月１４日 

富 山 商 工 会 議 所 

＜実施要領＞ 

 １．調査実施期間  平成 30 年 1 月 12 日～1 月 19 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  27 社（回収率 93.1％） 

｢緩やかに回復している」が 6割超え、回復基調が続く 
～来期は慎重な見方も～ 

今回の調査では景気の現況に加え、政府が進める働き方改革や賃金の改定予定について聞いた。 

景気の現状は、「緩やかに回復している」(63.0％）が前期比 23.7ポイントと大きく改善され６期

連続で増加し、「足踏み状態」（25.9％）が前期比 17ポイント減少した。「緩やかに後退している」（3.7％）

は、ほぼ横ばいとなり「後退している」（3.7％）は前期比 7ポイント減少した。 

また、前期との比較では DIが 7.4（前期比 11ポイント改善）と、平成 27年 7～9月期以来、9期

ぶりにプラスに転じ、景気全体は回復基調を示す結果となったが、来期の見通しの DIは△3.7 を示し

慎重な見方となった。 

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などは需要が増加し、好

調が続いている。自動車関連では、四輪エンジン部品で軽自動車販売の増加で好調が続く一方、北米

向けでモデルチェンジに伴い受注が減少し不調が続いている。 

電気機械関連は、自動車の EV化や家電製品の高付加価値化の影響で電子部品は好調を維持してい

るが、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、介護用品で新製品の投入により好調となったが、ペット用品で犬の市場の縮

小傾向が続いている。 

医薬品関連は、ジェネリック医薬品の生産が好調に推移したほか、関連分野である医薬品添付文書

用洋紙についても大判化の影響で好調となった。一方、配置用医薬品は従事者の減少などから厳しい

状況が続いている。 

紙加工では、医薬品や機械向けの段ボール製品が好調となったが、青果物や建材向けの段ボールで

天候不順や住宅着工数の減少の影響から不調となった。また、包装資材では、海外需要の高まりから

好調となった。 

｢非製造業」は小売業関連では、百貨店で化粧品の新ブランド導入により客層の若返りを図った結

果、化粧品とヤングアダルト向けの婦人服、周年記念の催事などで食料品などが好調となったが、定

年退職後の 60歳代以上の女性層の購買意欲の低下からミセス向け婦人服が不調となった。 

郊外店などでは、日用雑貨や化粧品の新商品発売により好調となったが、野菜や紳士用品の価格が

高騰し不調となった。 

旅行関連では、海外旅行はテロ等へのリスク管理の高まりで好調となった反面、国内旅行は、テー

マパークの周年イベントの不足などからの影響で依然不調が続いている。 

リース関連では、新規設備の導入や更新需要の高まりから、土木建築機械、電算機関連機器のリー

スは好調に推移した。一方、通信機器や医療機器、事務用機器のリースでは、他社との競争激化から

不調となった。 

「働き方改革」への取り組みについて「積極的に取り組んでいる」は６社、「様子を見ながら少し

ずつ取り組んでいる」は 17社が回答し、８割以上の企業で何らかの取り組みを実施している結果と

なった。 

実施（検討）する取り組みでは、「長時間労働の是正」は 14社、次いで「女性活用の推進」「職

場環境の改善」「社員の生産性向上」は各 13社、「有給休暇取得の推進」は 12社が回答した。 

賃金の改定については「賃金を引き上げる」との回答が７社、「賃金の改定予定はない」は５社と

なり、「分からない」は 15社と最も多かった。 
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１．景気の現況について（四半期ごとの推移） 

 

 

 

 

２．前期との比較と来期の見通し 

 

 

 

 

28年 

10-12月期 

29年 

1-3月期 

29年 

4-6月期 

29年 

7-9月期 

29年 

10-12月期 

前
期
比 

好転 19.2 25.0 19.2 25.0 37.0 

不変 38.5 42.9 57.7 46.4 33.3 

悪化 42.3 32.1 23.1 28.6 29.6 

ＤＩ △ 23.1 △ 7.1 △ 3.9 △ 3.6 7.4 

来
期
の
見
通
し 

好転 7.7 17.9 15.4 14.3 18.5 

不変 61.5 60.7 57.7 67.8 59.3 

悪化 30.8 21.4 26.9 17.9 22.2 

ＤＩ △23.1 △3.5 △11.5 △3.6 △3.7 

（単位 %） 
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３．各社(業界)の動向 

製 造 業 

◆一般機械 

国内外での需要が増加し、産業用ロボットと建設機械向け油圧モータが好調に推移した。 

◆電気機械 

自動車のＥＶ化や家電製品の高付加価値化によって市場ニーズが増大し、抵抗器等の電子部品の需要

が増加する一方で、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

分野は依然不調が続いている。 

◆輸送機械 

四輪エンジン部品で、国内に部品を納入する顧客の軽自動車販売を受けて好調となった。一方、北米

向けの四輪エンジン部品で、顧客のモデルチェンジに伴い受注が減少し不調となった。 

◆プラスチック 

介護用品は、前期に導入予定だった新製品が今期にずれ込み好調となった。一方、ペット用品で犬の

市場の縮小傾向が続いている。 

◆医薬品 

ジェネリック医薬品は、国の利用促進策により生産は好調に推移している。一方、配置用医薬品では、

配置従事者の減少により厳しい状況にある。 

◆紙加工・卸 

段ボール製品は、医薬品や機械向けの段ボール製品が景気の拡大によって好調となったが、天候不順

の影響や住宅着工数の減少で、青果物向けや建材向けの段ボール製品が不調となった。 

包装資材では、化粧品向けで化粧品メーカーが化粧品の製造を中国から国内生産へ回帰した影響で売

上が増加した。 

紙卸では、医薬品添付文書の大判化で、医薬品添付文書用洋紙が好調であったが、電子化の影響や薬

価改定に備えた在庫調整から商業印刷用洋紙と医薬品パッケージ用板紙が不調となった。 

 

非製造業 

◆食料品卸売 

葉物野菜（法レン草、キャベツ、白菜など）は、昨年 10 月下旬の台風や長雨による不作により、単

価高と品薄感のなか有利販売（出荷や価格で生産者の意向が反映できる販売方法）となった。一方、ゆ

ず、みつば、南瓜、りんごでは、冬至需要の減少と食文化の変化、りんごでは流通在庫の引きずりの影

響から不調となった。 

◆大型小売店 

＜百貨店＞ 

化粧品の新ブランドによる顧客の若返りと周年記念の催事により、化粧品とヤングアダルト向け婦人

服、婦人肌着、生鮮食品、美術品などが好調となった。一方、定年退職後の 60 歳代以上の女性層の購

買意欲の低下からミセス向け婦人服が不調となった。 

＜大型店＞ 

富山市郊外の店舗は、最寄り品の需要増加と新商品の発売により、日用雑貨や化粧品、玩具と野菜や

果物を除く食品で好調となった一方で、野菜や紳士用品の価格高騰で不調となった。また、物販が減少

し、サービス・飲食が上昇傾向となるなど、「モノ」から「コト」へのシフトも見られた。 
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富山駅前の店舗では、生活雑貨と飲食、食料品などが好調となったが、トレンドの低迷により衣料品

が不調となった。 

◆旅 行 

前回調査に引き続き、海外テロ等の治安情勢を踏まえた消費者のリスク管理（危険情報の入手等）意

識が高まったことで、海外旅行の商品は好調が続いた。一方、国内旅行の商品は、テーマパークの周年

行事の不足などから不調が続いている。 

◆宿 泊 

個人のインバウンドの利用が増加し宿泊が好調となった。一方で、宴会やレストランの利用者が減少

し不調となった。 

◆飲 食 

テイクアウト商品とデリバリーの PR 等の効果により、知名度が広がり好調となったが、来店客は依

然不調が続いている。 

◆リース 

新規導入と更新により土木建築機械と電算機関連機器のリースが好調となった。一方、通信機器や医

療機器、事務用機器のリースでは、料率で他社との競争激化から不調となった。 

◆情報関連 

主力事業において人材不足の影響から、業務全般において需要に応えきれていない状況が続いている。 

◆物流関連 

アルミ建材や PCB輸送、医薬品関連、樹脂関係、県外港からの輸出などの出荷が増加し好調となった。 

一方、飲料は、生産ラインの入替による影響を受け、コンテナ船では富山港の入船が減少し、移転案

件は取扱の減少により不調となった。 

◆不動産関連 

人口減少の影響を受けて、不動産需要が減少している。 

◆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 

10月 8,213 7,272 112.9 

11月 5,489 4,843 113.3 

12月 4,715 4,029 117.0 

 戸数（戸） 前年 

同月比(％) 平成 29年 平成 28年 

10月 299 436 68.6 

11月 482 386 124.9 

12月 185 262 70.6 

 台数（台） 前年 

同月比(％) 平成 29年 平成 28年 

10月 2,365 2,516 94.0 

11月 2,548 2,838 89.8 

12月 2,096 2,279 92.0 

 台数（台） 前年 

同月比(％) 平成 29年 平成 28年 

10月 1,611 1,620 99.4 

11月 1,673 1,674 99.9 

12月 1,342 1,443 93.0 

（富山県建築住宅課調べ） 

（軽自動車検査協会富山事務所調べ） 
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４．働き方改革について 

 

｢働き方改革への取り組み」について聞いた

ところ、「様子を見ながら少しずつ取り組んで

いる」は 17 社が最も多く回答し、次いで「積

極的に取り組んでいる」が６社、「今後取り組

む予定」が１社と続いており、８割以上の企業

で「働き方改革」に向けて何らかの取り組みを

実施している結果となった。 

 

 

 

 

｢実施（検討）する取り組み」につい

ては、｢長時間労働の是正」は 14 社で

最も多く回答し、次いで「女性活用の

推進」｢職場環境の改善」｢社員の生産

性向上」が共に 13社、「有給休暇取得

の推進」が 12社となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．賃金の改定予定について 

賃金の改定予定について尋ねたところ、｢分からない」

が 15社と最も多く回答し、次いで「賃金を引き上げる」

が７社、「賃金の改定予定はない」は５社となった。 

 

 

 

 

賃金の引き上げ率は回答事業所が少ないながらも、政府の要請に近い「2～3％」や「1.5％」の賃上

げ率の回答も見られたが、｢上げる予定だが率は未定」との回答も見られた。 

以上 

項 目 回答数（社） 

積極的に取り組んでいる 6 

様子を見ながら少しずつ取り組んでいる 17 

今後取り組む予定 1 

現時点では具体的な取り組み予定はない 2 

分からない 0 

無回答 1 

合 計 27 

項 目 回答数（社） 

賃金を引き上げる ７ 

賃金を引き下げる  0 

賃金の改定予定はない 5 

分からない 15 

合計 27 

＜「働き方改革」を実施（検討）する取り組みについて＞ 

N=(27) 

（複数回答） 

＜｢働き方改革」への取り組み状況＞ 


