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平成 31 年 4 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 31 年 3 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 31 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 31 年 3 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） 

【建設業では人手不足から受注を断念するケースが散見され、景況感が大きく悪化】 

産業全体の業況 DI（景気動向指数・前年同月比）は-10.5（前月-6.1、前年同月-5.0）で、

前月比 4.4pt 悪化した。季節柄、理美容業や洗濯業といったサービス業が好調である一方、建

設業においては、労働力が確保できず、受注を断らざるを得ない状況が発生する等、全県的な

不調が響き、全体の景況感を押し下げる結果となった。 

【製造業】 

業況は-7.8（前月-9.8、前年同月 4.8）と前月に比べ 2.0ｐｔ好転した。自動車をはじめとした機械金属

業においては、依然として人手不足に直面する中、受注自体は安定している。また、観光シーズンの到

来を受け、食料品の販売機会が増え、相対的に食料品製造業の業績にも好影響を及ぼしている。  

【建設業】 

業況は-14.7（前月 5.9、前年同月 0.0）と前月に比べ 20.6pt 悪化した。人手不足や資材確保難が

深刻な状態であり、これらが原因で受注を断るケースも増えている。また、消費増税前の駆け込み需

要についても、現段階では一部地域のみに留まっている。 

【小売業】 

業況は-10.8（前月-10.8、前年同月-17.1）と前月と比べ変化がなかった。観光シーズンの到来を受

け、食料品の販売は好調であった一方、気候が安定しない中、衣料品の販売は苦戦する傾向にあっ

た。 

【サービス業】 

業況は-8.8（前月-9.8、前年同月-7.6）と前月に比べ 1.0pt 好転した。季節の節目や卒業シーズン

にあたる今月は、理美容の受注が好調である一方、宿泊業に関しては、観光が盛んな地域とそれ以

外とで景況感が大きく異なる結果となった。 

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 
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小規模企業景気動向調査（平成 31 年 3 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  -17.6 -23.5  好転   業況  -5.9 -8.8  好転  

売上  -8.8 -14.6  増加   売上  -14.7 -17.7  増加  

仕入単価  23.6 14.7  上昇   仕入単価  14.7 11.8  増加  

採算  -8.8 -26.5  好転   採算  -32.4 -29.4  悪化  

資金繰り  -8.9 -11.8  好転   資金繰り  -11.7 -11.7  不変  

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 -8.9  悪化   業況  -5.9 -8.8  好転  

売上  -8.8 -11.8  増加   売上  -8.8 -17.7  増加  

仕入単価  3.0 2.9  上昇   仕入単価  14.7 11.8  上昇  

採算  -11.7 -11.7  不変   採算  -14.7 -14.7  不変  

資金繰り  -5.9 -8.8  好転   資金繰り  -11.8 -11.8  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  5.9 2.9  好転   業況  -5.9 -3.0  悪化  

売上  2.9 0.0  増加   売上  0.0 2.9  減少  

仕入単価  23.6 26.5  低下   仕入単価  5.9 8.8  低下  

採算  -5.9 -11.7  好転   採算  -3.0 -11.8  好転  

資金繰り  -5.9 -5.9  不変   資金繰り  -5.9 -11.8  好転  

 

 

 

    ９ .洗濯業     

H30.4 H30.5 H30.6 H30.7 H30.8 H30.9 H30.10 H30.11 H30.12 H31.1 H31.2 H31.3

DI値（製造業） -3.9 1.0 5.9 2.0 -5.2 -9.8 -2.9 0.0 -9.8 -7.9 -9.8 -7.8

DI値（建設業） -2.9 8.8 2.9 0.0 0.0 -11.8 5.8 8.9 -11.8 2.9 5.9 -14.7

DI値（小売業） -16.7 -16.7 -8.8 -18.7 -18.7 -18.7 -16.7 -23.5 -18.7 -15.7 -10.8 -10.8

DI値（サービス業） -14.7 -13.8 -14.7 -11.8 -13.6 -16.7 -13.8 -20.6 -16.7 -12.8 -9.8 -8.8

DI値（全業種平均） -9.6 -5.2 -3.7 -7.1 -9.4 -14.2 -6.9 -8.8 -14.2 -8.4 -6.1 -10.5
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＜平成３１年３月期 業種別業況DI推移表＞
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４ .建設業  

 今期 DI 前期 DI  対前期比    今期 DI 前期 DI  対前期比  

業況  -14.7 5.9  悪化   業況  -8.8 -11.8  好転  

売上  0.1 5.9  減少   売上  -17.6 -20.6  増加  

仕入単価  14.7 23.5  低下   仕入単価  5.9 8.8  低下  

採算  -11.7 -5.9  悪化   採算  -8.8 -2.9  悪化  

資金繰り  -20.6 -8.8  悪化   資金繰り  -8.8 -11.8  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  -20.6 -14.7  悪化   業況  -11.8 -14.7  好転  

売上  -17.7 -14.6  減少   売上  -2.9 -11.8  増加  

仕入単価  0.0 0.0  不変   仕入単価  2.9 2.9  不変  

採算  -17.7 -11.8  悪化   採算  -8.8 -5.9  悪化  

資金繰り  -14.7 -14.7  不変   資金繰り  -3.0 -5.9  好転  

 


