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景気動向調査の概要【平成２９年７月～９月】 
平成２９年１１月２２日 

富 山 商 工 会 議 所 

＜実施要領＞ 

 １．調査実施期間  平成 29 年 9 月 25 日～10 月 3 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  28 社（回収率 96.6％） 

景気は緩やかな回復基調を継続 
～「回復している」、「緩やかに回復している」との回答が 5期連続で増加～ 

今回の調査では景気の現況に加えて、豪雨災害など気候変動の影響と平成 29年度上半期を終え

ての総括や下半期に向けての展望等について聞いた。 

景気の現状は、「足踏み状態」（42.9％）が前期比 5.1ポイント減少、「緩やかに回復している」

(39.3％）が前期比 0.7ポイントの微減となった。しかし、前期には無かった「回復している」

(3.6％）との回答が見られ、「緩やかに回復している」と合わせると 42.9％となり、5期連続で増

加となった。「後退している」（10.7％）は前期比 2.7ポイントの増加、「緩やかに後退している」

（3.6％）は前期比 0.4ポイントの微減となった。 

また、前期との比較では DIが△3.6（前期比 0.3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、来期（10月～12月）の見通しを示す DIも△3.6（前期比 7.9ポイント改善）

と明るさが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が共に需要の拡大で好

調が続いている。自動車関連では、部品を納入するメーカーの自動車販売の増加を受けて好調と

なったが、海外向けの部品ではモデルチェンジによる既存モデルの生産終了などの影響から不調と

なった。 

電気機械関連は、電機製品の高付加価値化や多機能化により電子部品の需要が増加したほか、電

装化や IT化が進む自動車分野も好調が続いたが、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が好調となったが、園芸用品やペット用品が不調となった。 

医薬品関連では、国の利用促進策からジェネリック医薬品の生産が好調に推移し、関連分野であ

る医薬品パッケージ用板紙が好調となった。一方で、配置用医薬品は従事者の高齢化や後継者不

足、ネット販売やドラッグストアの拡大から厳しい状況が続いている。 

「非製造業」は、小売業関連では新規化粧品ブランドの展開やイベント・催事などの効果で女性

客を中心に来店者が増え、化粧品やキャリア婦人服・子供服、生鮮食料品などが好調となった。 

一方、60歳代以上の女性層への対応不足や高額品に対する新たな顧客開拓の不足から、ミセス向

け婦人服をはじめ、身の回り品、美術や宝飾品などが不調となり、郊外店では天候不順と競争激化

により衣料品や食料品が不調となった。 

旅行関連では、海外旅行におけるテロ等へのリスク管理意識の高まりや、旅行会社の安全への取

組強化もあって不安が減少し好調が続いた。一方、国内旅行は、テーマパークの周年イベントやト

レンドの不足などから不調となった。リース関連では、産業および工作機械、土木建築機械のリー

スが好調に推移した。 

今年の夏の各社（業界）における気候変動の影響は、｢製造業」では季節商品の部品や流通用製

品で売上減少や販売不振などの影響があった。「非製造業」では、青果の相場の不安定などもあ

り、また、小売店などで来店客の減少から夏物衣料が不振となり、売上に影響を与えた。 

各社（業界）の上半期の総括や下半期に向けての展望等は、｢製造業」では欧米や中国での経済

の持ち直しや市場ニーズでの影響で売上が伸び、下半期で需要の拡大や製品開発、拡販や生産効率

の改善に取り組むとの意見や、人材と利益の確保が一層重要であるといった声が聞かれた。｢非製

造業」では、競争の激化で売上の減少が続き、利益の確保が厳しい状況にあるものの、新規顧客の

更なる取り込みをはじめ、売上利益や顧客満足度の向上などに取り組みたいとの意見が聞かれた。 
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１．景気の現況について（四半期ごとの推移） 

 

 

 

 

２．前期との比較と来期の見通し 

 

 

 

 

 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 

前
期
比 

 

好転 15.4 19.2 25.0 19.2 25.0 

不変 46.2 38.5 42.9 57.7 46.4 

悪化 38.5 42.3 32.1 23.1 28.6 

ＤＩ △ 23.1 △ 23.1 △ 7.1 △ 3.9 △ 3.6 

来
期
の
見
通
し 

好転 15.4 7.7 17.9 15.4 14.3 

不変 50.0 61.5 60.7 57.7 67.8 

悪化 34.6 30.8 21.4 26.9 17.9 

ＤＩ △19.2 △23.1 △3.5 △11.5 △3.6 

（単位 %） 
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３．各社(業界)の動向 

製 造 業 

◆一般機械 

中国を中心とした需要の拡大で、産業用ロボットと建設機械向け油圧機器が好調に推移した。 

◆電気機械 

電機製品の高付加価値や多機能化によって、抵抗器等の電子部品の需要が増加し、電装化や IT化

が進む自動車分野でも好調を維持している。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不調が続いた。 

◆輸送機械 

国内向けの四輪部品は、部品を納入する顧客の自動車販売を受けて好調となった。一方で、海外向け

の四輪部品は、顧客のモデルチェンジに伴い、既存モデルの生産が終了した影響で不調となった。 

◆プラスチック 

介護用品は、昨年は新製品の導入が遅れたことから、今年はその反動により好調となった。一方、園

芸用品は販売ルートの切換、ペット用品は特に犬の市場が縮小してきた影響で不調となった。 

◆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、

従事者の高齢化と後継者不足、ネット販売やドラックストアの拡大で厳しい状況が続いているなか、配

置薬業部会の発足による従事者の資質向上の研修に取り組むなどの新たな動きが見られる。 

◆紙加工・卸 

段ボール製品は、輸出企業向け段ボール製品が好調であったが、夏の気候変動の影響で青果物や建材

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）や化粧品向けの包装資材がインバウンドや越境通販などの影響で、

引き続き受注は好調に推移した。 

紙卸では、県内の医薬品企業の生産拡大で、医薬品パッケージ用板紙が好調であったが、ITの進展や

個人情報保護法、少子化などの影響から商業印刷用洋紙の不調が続いている。 

非製造業 

◆食料品卸売 

スイカ、桃、梨などの果実は、出遅れや作柄の不安定などの要因による需給バランスの乱れから高値

となり好調となった。一方、ジャガイモ、玉ネギ、人参などの野菜は、昨年の北海道における台風被害

による高値の反動から、今年は安値傾向となり不調となった。 

◆リース 

新規案件や更新などにより産業機械と工作機械、土木建築機械のリースが好調となった。一方、通信

機器や医療機器のリースは低料金による他社との競争激化から不調となった。 

◆大型小売店 

＜百貨店＞ 

新規の化粧品ブランドの出店で 30～40歳代の女性客が増加したことに加え、イベント・催事などの効

果で来店者が増えた影響で、化粧品やキャリア婦人服・子供服、生鮮食料品などが好調となった。 

一方、定年退職によるリタイヤから購買意欲が低下する 60歳代以上の女性層に対する対応や、高額品

に対する新たな顧客開拓の不足の影響で、ミセス向け婦人服や身の回り品、美術や宝飾品が不調となっ

た。 
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＜大型店＞ 

富山市郊外の店舗は、日用雑貨や化粧品が新商品のヒットなどの影響で好調となった一方で、天候不

順や競合店との競争激化により、衣料品や食料品などは不調となった。 

富山駅前の店舗は、インバウンド客や近隣人口の増加、知名度の上昇に加え、一点買いの顧客の増加

により、文化・生活雑貨などが好調となった。一方、新規飲食店の入店が既存飲食店へ影響を与えたこ

とや、人材不足や業界自体の低迷もあり、飲食とエステが不調となった。 

＜専門店＞ 

家電量販店では、季節的な要因を受けたエアコンや品揃えを充実させたオーディオ製品が好調となっ

た。一方、今年は、話題性のある商品のリリースがない影響でパソコンは不調となった。 

◆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、海外旅行の商品が好調となった。一方、国内旅行の商品は、テーマパークの周年

行事やトレンドの不足などから不調が続いた。 

◆宿 泊 

インバウンドでの利用の影響で、宿泊と宴会が好調となった。一方で、人口減少や婚姻率の低下など

からブライダルが不調となった。 

◆飲 食 

テイクアウト商品の PR等を強化したことで、知名度が広がり好調となったが、来店客は不調が続いて

いる。 

◆情報関連 

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となった。 

◆物流関連 

営業強化をはじめ、新規案件の獲得、昨年の地震の影響回復などの影響で、PCB輸送やコンテナ発送、

医薬品保管、アルミサッシ輸送業務などが好調となった。一方、鉄鋼移入や韓国船の入船の減少から、

海運国際輸送が不調となった。 

◆不動産関連 

企業の合理化などから営業所などの賃貸借物件の借り換えが増加した一方、個人商店などの減少で不

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）         

 

 

 

 

 受注額（100万円） 前年 

同月比(％) 平成 29年 平成 28年 

7月 10,059 15,522 64.8 

8月 9,523 11,549 82.5 

9月 10,999 16,704 65.8 

 戸数（戸） 前年 

同月比(％) 平成 29年 平成 28年 

7月 230 299 76.9 

8月 444 287 154.7 

9月 349 296 117.9 

（富山県建築住宅課調べ） 
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◆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） 

４．今年の夏の各社（業界）における気候変動の影響について 

全体的には、気温や天候によって、生産物や消費に影響を与え、売上へ影響が出たとの意見が多く

聞かれた。 

｢製造業」は、電気機械製造業においてエアコンやファンヒーターなど空調機器に使用する電子部品

などの売上の影響を危惧する声が聞かれたのをはじめ、紙加工業では気候変動の影響で青果物や飲料

向けダンボールの販売不振、紙流通加工業ではドリンク向け白板紙の需要不振などが見られた。 

｢非製造業｣は、食料品卸売業では相場の不安定から多くの品目で影響が見られた。また、百貨店や

富山市の郊外店では、7～8月の低温の影響から夏物衣料が特に低調となった。このほか、富山駅前の

店舗などでは、富山駅を利用する旅行客の減少から売上に影響が出ているとの意見も見られた。 

旅行業では夏の旅行が影響を受け、宿泊業ではビアガーデンの中止が多くなり、売上が減少したと

の声が聞かれた。 

５．各社（業界）の上半期の総括と下半期に向けての展望等について 

全体的には、製造業では市場ニーズの影響で需要が増加し、下半期も期待しているが、業種によっ

て人材不足や原材料費や物流コスト、人件費などの増加が懸念され、利益の確保という経営課題が上

がっている。非製造業では、少子高齢化や競争激化による売上への影響や、新たな顧客を確保するた

めの取り組みなどが聞かれた。 

区分 業種 内容 

製
造
業 

一般機械 
◇欧米と中国をはじめとする経済の持ち直しによって経営環境が回復してお

り、今後も需要の取り込みを図り、業務の拡大を図る。 

電気機械 

◇上半期は市場ニーズの影響で売上が伸びたが、下半期は自社開発の商品で売

上を大きく伸ばしたい。 

◇上半期に自動車の電装化と携帯情報通信端末の高機能化が進展し、電子部

品の需要が増加基調で推移したため好調となった。下半期も引き続いてこ

の状況が続くと予想し、拡販や生産効率の改善等に取り組みたい。 

輸送機械 
◇上半期は計画通りに推移したことから、下半期も新規受注品の売上に期待し

ている。 

プラスチック 

◇新製品開発の遅れから上半期の売上が前年割れとなったが、8月から前年

並みへ回復する状況であり、下半期に期待している。 

◇原材料メーカーの生産縮小の影響で制限販売となり不安を感じる。 

医薬品 ◇配置薬業における従事者の減少から人材確保が課題になっている。 

紙加工 

◇原材料の大幅な値上げで物流コストや人件費などが増加しているため、利

益を確保するためにも、製品への価格転嫁をしっかりやる。 

◇国内市場は上半期に続き下半期も堅調に推移すると思われる。 

紙流通加工 
◇各種景気指標は好調を示しているが、紙パルプ業界は継続的に不調であり、

供給力の削減が不可避である。 

 台数（台） 前年 

同月比(％) 平成 29年 平成 28年 

7月 2,711 2,755 98.4 

8月 2,236 2,148 104.1 

9月 3,016 3,039 99.2 

 台数（台） 前年 

同月比(％) 平成 29年 平成 28年 

7月 1,674 1,460 114.7 

8月 1,307 1,232 106.1 

9月 1,854 1,762 105.2 

（軽自動車検査協会富山事務所調べ） 
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区分 業種 内容 

非
製
造
業 

食料品卸 

◇上半期は総体的に単価安の影響で売上げを伸ばせず、競争激化もあり利益

率も低迷している。下半期は冬から春にかけて、価格の上昇と荷動きの活

性化を図る。 

大型小売店 

＜百貨店＞ 

◇化粧品等の新規ブランドの導入と近隣の複合施設のオープンなどで、比較

的若い世代の来店促進に取り組んだ。 

◇常に新しい話題となるブランド商品の展開で、今後も来街者を増やすとと

もに、従来の顧客だけでは売上の維持は難しいことから、常に顧客拡大に

向け取り組む。 

＜ショッピングセンター＞ 

◇4月にリニューアルを行い、地域住民に役立つ情報の提供や催事などを実

施し、活動の浸透から来店者も増加しつつある。 

◇売上の減少が続き、利益の確保が厳しい状況が今後も予想される。 

◇上半期は衣料品では全国的なトレンドの低迷や空調関係などの動力費の増

加から収支を圧迫する状況であったが、下半期は空床区画に入店が決まる

など、収支が回復すると予想している。 

＜家電量販店＞ 

◇上半期はリフォーム事業で季節特需によるピークの一極化の影響から、案

件の掘り下げができなかった。下半期は更なるリフォーム事業の拡大と既

存ビジネスの安定を図りながら、顧客の生活シーンに沿った総合提案を行

い、売上利益と顧客満足度の向上に取り組みたい。 

旅行 ◇市場は好調にもかかわらず、営業不足によりニーズを捉えきれていない。 

宿泊 ◇インバウンドでの利用は好調。 

飲食 
◇来店者に対する商品・サービスの心掛けと、下半期の宴会シーズンでの来

店者の獲得を図る。 

輸送 
◇労働時間の短縮に取り組んでいるが、業績にどのような影響を及ぼすのか

懸念している。 

リース ◇競争激化で売上を拡大させながら利益を確保することが困難である。 

住宅 ◇不動産需要が偏在しており、地域差が大きくなる。 

 

以上 


