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業界の現況は？

国の施策で︑
﹁テレビ・冷蔵庫・エアコン﹂にエコポイント
が付与されています︒
その中の﹁テレビ﹂においては︑
放送メディアをデジタル
化することが世界的な流れとなっています︒
日本でも︑
本年
７月までに地上テレビ放送のデジタル化への切り替えが進
められています︒
それに伴い︑当業界においてもテレビの売上台数は年々
伸びて来ています︒
また︑
昨年 月のデジタルテレビ等のエ
コポイント半減により︑
年末に向けて駆け込み需要が殺到
しました︒全国では昨年 月には約５２４万台︑ 月には
約５５５万台と過去最高の出荷台数となりました︒
同様に山梨県においても︑ 月・ 月の出荷台数は過去
最高となりました︒
この２ヶ月間での出荷台数は︑
例年の年
間出荷台数とほぼ同数となりました︒
その他︑
﹁冷蔵庫・エアコン﹂についても︑
エコポイント制
度や昨夏の猛暑の影響もあり︑
例年に比べ出荷台数は伸び
ました︒
特にエアコンについては︑
通常は７月頃で受注が一
段落するのですが︑昨年については９月頃まで受注があり
活況を呈しました︒

今後の展開は？
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本年７月 日正午でアナログ放送は終了し︑
デジタルに
完全移行する予定です︒
しかし︑山梨県内においては未だ約１割の世帯において
切り替えが行われていない状況と思われます︒
当組合では︑
テレビ放送のデジタル化への切り替え等に
対応するため︑﹃あなたの町の﹁デジタル１１０番山梨﹂﹄
を設置しました︒
ここでは︑
地上デジタル放送に関する問い
合わせなどに対応しています︒
これは︑
本年７月の地上デジタル放送移行後もこの活動
を続けていく予定となっています︒
また︑
当業界としてはテ
レビの買い換えに伴うＤＶＤ等の関連製品の販売促進も
進めて行きたいと考えています︒
﹁オ
その他︑近年省エネ・エコ意識が高まっているため︑
ール電化・太陽光発電・ＬＥＤ照明﹂等の販売にも力を
入れていきたいと考えています︒
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台の全面高︑元売各社の仕切も
全油種とも値上げとなり︑3円
程度の値上げとなった︒
今後は︑
中 東 の ド バイ 原 油 の 大 幅 上 昇
で︑全油種とも3円程度の値上
げを予想︒
●商店街／急な寒さで︑衣料品が
好調︒
忘年会は例年並み︒
●宿泊業／現状は安価安定︒中国
人観光客数も落ち込んでおり︑
業界も一層の観光客の掘り起こ
しをする必要がある︒
●美容業／消費者自らがヘアーチ
ェンジや髪を結うアレンジが流
行している︒来客頻度は低下す
る一方︒
●建設業
︵型枠︶
／昨年の公共工事
の前倒しにより︑今後工事量の
減少は否めない︒更なる工事単
価の低下による経営への影響は
避けられない︒
●設備工事
︵電気工事︶
／県の工事
発注が集中的に行われ︑まずま
ずの受注状況だが︑
一般の工事
が冷え込んでいる︒
●運輸
︵トラック︶
／ 月は荷動き
が多少なりとも好転したようだ
が︑１月以降の見通しは付かな
い︒
●その他
︵介護︶
／緩やかではある
が︑
人材確保が出来てきている︒

デジタル110番山梨

データから見た業界の動き（平成22年12月分）

らの受注もまずまずだったが︑
1月の受注は芳しくなく先行き
に不安︒
■非製造業
● 卸 売︵ 紙 製 品 ︶／ 景 気 低 迷 が響
き︑古紙発生量が平均 ％ダウ
ン︒古紙の国内販売ではメーカ
ーの在庫が増え︑操業短縮が今
月 よ り 始 ま り 在 庫 調 整 に 入っ
た︒
●小売
︵SC︶
／食料品を中心に退
店したため大きく売上は減少︒
全体的に衣料︑宝飾を中心とし
た売上不振が目立った︒
●小売︵食肉︶／猛暑の影響等で︑
畜 産 物 全 体 に 高 値 が 続 いてい
る︒
●小売
︵水産物︶
／ここ2ヶ月は売
上の下げ止まり感がある︒
●小売
︵電機製品︶
／エコポイント
の駆け込み需要も終了し︑年末
の売上は通常月ペースで推移︒
オール電化の対象商品に対する
補助金も減額された︒店頭にお
いてエコポイントの手続きの代
行業務に時間をとられた︒
● 小 売︵ 事 務 機 文 具 ︶／ 値 引 競 争
で︑売っても利 益につながらな
い︒ネットなどの情報を基に買
手主導で売値が決まっている︒
●小売
︵石油︶
／中東原油が ドル
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業界から一言
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■製造業
●食料品
︵ワイン︶
／原料のブドウ
がベト病等により 〜 %の被
害を受けたため多くのメーカー
で %くらい仕込み量が減少︒
ワインの品質は良好︒
●繊維・同製品︵織物︶／暖冬のた
めマフラー︑スカーフ等の店頭
での動きが悪い︒
原材料︑
燃料が
上昇し始め︑
コスト高・製品価格
安の現象が出てくると予想︒
●木材・木製品製造／エコポイン
トの影響もあり︑住宅の受注は
あるが︑
今後今の反動が不安︒
●窯業・土石︵砂利︶／河川工事の
発注量が前年より少ない︒1月
中旬より徐々に出荷量が増加し
ていく見込み︒
道路工事︑
建設工
事︑庁舎の建替工事等目白押し
だが︑骨材を使用するのは大半
が4月以降︒
●一般機器／ものづくりは中国を
始め新興国へ進出︒海外生産へ
と移行し︑仕事量の減少に歯止
めが立たず︒
受注合戦となり︑
値
下げ︑短納期︑品質の厳選など︑
下 請 製 造 業を取り巻く環 境は
更に悪化の方向︒
●その他
︵貴金属︶
／ 月まではク
リスマス需要があり︑得意先か
30

山梨県中小企業団体中央会
情報連絡員報告

（平成22年12月分）

トピックス
▼すべてにおいて安いものが正義
ではない︒付加価値を正当に評
今回は︑行政刷新会議にて検討
価し︑適正価格を維持すること
中の﹁競り下げ方式※﹂の導入を
が官公庁はじめ公的機関の役目
どのように考えているか︑各業界
ではないか︒
の意見を聞いたところ︑意見が厳
︻非製造業︼
しい︒
▼人件費率が高く︑入札額によっ
反対する主な理由及び意見につ
ては﹁最低賃金﹂を下回る可能
いては次のとおり︒
性があり︑矛盾が生じる︒
・過度
※公共事業における建設資材や備
な 値 引 き 競 争 は デフレ を 助 長
品︑消耗品の調達をインターネ
し︑
景気を後退させる︒
実施する
ットのオークション形式で行お
分野を検討すべき︒
うという新たな入札制度︒
▼低価格競争を懸念︒納税者とし
︻製造業︼
ての国民の立場では反対しない
▼中小企業の利益にはつながらな
が︑国や県の公共事業における
い・企業負担になる・大企業と中
試算が正しいかは問われる︒
小零細企業の格差が一段と大き
▼モノの価格と労働の価格は別に
くなる・新たなデフレの原因と
考えるべき︒
なる︒
▼採算を無視した単価での契約を
▼地方とか中小企業のおかれてい
させられることも考えられる︒
る状況を理解して︑
このような
ことを検討しているのか疑問︒ ▼中小零細企業の切捨てに動いて
いると感じる︒
むしろ遅々として進まない行政
▼断固反対︒資本力のある大手会
改革の断行を検討すべき︒
社の独断場となり︑
一部の企業
▼経済は︑
常に上昇発展させ︑
国益
のみが勝ち残るだけである︒適
をも たら すこと が 根 幹 であ り
正な工事品質の確保が難しくな
﹁競り下げ方式﹂には反対︒
い
る︒
かにやる気を持たせ国益をもた
▼１円落札のように︑中小企業で
らすかを考えるべき︒
また︑
過去
は到底太刀打ちできない状況が
においても︑値下げ競争によっ
生じ︑体力のある大手企業しか
て︑
ものづくり企業を弱体化さ
生き残れないこととなる︒
せ失敗したケースがあった︒
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本県の12月の景況は、全業種のDI値が、売上高−
26（前年同月比＋24）、収益状況−30（前年同月比＋
22）、景況感−34（前年同月比＋28）
となっており、業
種別のDI値では製造業で、売上高−20（前年同月比＋
30）、収益状況は−35（前年同月比＋20）、景況感は−
30（前年同月比＋35）。非製造業で、売上高−30（前年
同月比＋20）、収益状況−27（前年同月比＋23）、景況
感−37（前年同月比＋23）
となっている。
製造業、非製造業の前年同月比においては全項目で
改善が見られたが、前月比では製造業における収益状
況が不変であった以外、
すべての項目でDI値は悪化し
た。
国内の状況は、円高の影響に加え、エコカー補助金制
度などの終了を受けて、政府の政策効果が徐々に薄ら
いでおり、駆け込み需要から一転、落込みも見えてい
る。今後も引き続き、駆け込み需要の反動が、景気へど
の程度の影響を及ぼすのか懸念される。
情報連絡員による県内の12月の業況報告を見る
と、製造業では、依然として受注・仕事量の減少などに
歯止めがかからず、先行きを懸念する業界が多い中
で、エコポイントなどの影響で受注を確保している業
種もあるが、現状の政策効果が切れた後の反動を不安
視する声もある。また、非製造業でも一部で季節的な
要因も含め、好調となった業種が見受けられるもの
の、
これまで順調だった業種では、やはりエコポイント
終了に伴う、駆け込み需要の終息によって影響を受け
ている。そして、小売業では、一般消費の停滞が著しい
この不況下において、今春オープンする県内の大型シ
ョッピングセンターの影響による、一層の競争激化を
懸念する報告があったことも特徴的であった。
県内の中小企業の多くは、依然として先行きの全く
見えない状況下で、不安を募らせている。

データから
見た

平成23年２月１日（火曜日）
第三種郵便物認可
中小企業タイムズ（3）

