
景況調査 平成25年4月～6月期 新発田商工会議所

 

製造業
売上額 増加 25.0% 不変 75.0% 減少 0.0% 増加 37.5% 不変 62.5% 減少 0.0% 増加 25.0% 不変 75.0% 減少 0.0%
資金繰り 好転 12.5% 不変 87.5% 悪化 0.0% 好転 12.5% 不変 87.5% 悪化 0.0% 好転 12.5% 不変 87.5% 悪化 0.0%
採算（経常利益） 好転 25.0% 不変 62.5% 悪化 12.5% 好転 - 不変 - 悪化 - 好転 28.6% 不変 71.4% 悪化 0.0%
従業員(含臨時・パート) 増加 25.0% 不変 75.0% 減少 0.0% 増加 - 不変 - 減少 - 増加 0.0% 不変 100.0% 減少 0.0%
業況（自社） 好転 25.0% 不変 62.5% 悪化 12.5% 好転 25.0% 不変 62.5% 悪化 12.5% 好転 25.0% 不変 62.5% 悪化 12.5%

※売上で前年同期比・前期比ともに減少と答えた企業は無くなり、来期に向けても上向き傾向にある。
今期直面している経営上の課題→①原材料価格の上昇  ②製品（加工）単価の低下・上昇難

　

建設業
完成工事高 増加 40.0% 不変 40.0% 減少 20.0% 増加 20.0% 不変 40.0% 減少 40.0% 増加 60.0% 不変 0.0% 減少 40.0%
資金繰り 好転 0.0% 不変 100.0% 悪化 0.0% 好転 0.0% 不変 100.0% 悪化 0.0% 好転 0.0% 不変 100.0% 悪化 0.0%
採算（経常利益） 好転 40.0% 不変 60.0% 悪化 0.0% 好転 - 不変 - 悪化 - 好転 40.0% 不変 60.0% 悪化 0.0%
従業員(含臨時・パート) 増加 20.0% 不変 80.0% 減少 0.0% 増加 - 不変 - 減少 - 増加 0.0% 不変 100.0% 減少 0.0%
業況（自社） 好転 40.0% 不変 60.0% 悪化 0.0% 好転 0.0% 不変 100.0% 悪化 0.0% 好転 20.0% 不変 80.0% 悪化 0.0%

※業況は好転しているものの売上前年同期比・前期比で減少企業が増えた。来期に向けては増加・好転と明るい兆し。
今期直面している経営上の課題→①請負単価の低下・上昇難　②官公・民間需要の停滞

卸売り業
売上額 増加 25.0% 不変 50.0% 減少 25.0% 増加 25.0% 不変 50.0% 減少 25.0% 増加 25.0% 不変 25.0% 減少 50.0%
資金繰り 好転 25.0% 不変 50.0% 悪化 25.0% 好転 25.0% 不変 50.0% 悪化 25.0% 好転 25.0% 不変 50.0% 悪化 25.0%
採算（経常利益） 好転 25.0% 不変 50.0% 悪化 25.0% 好転 - 不変 - 悪化 - 好転 25.0% 不変 50.0% 悪化 25.0%
従業員(含臨時・パート) 増加 25.0% 不変 75.0% 減少 0.0% 増加 - 不変 - 減少 - 増加 0.0% 不変 100.0% 減少 0.0%
業況（自社） 好転 25.0% 不変 50.0% 悪化 25.0% 好転 0.0% 不変 50.0% 悪化 50.0% 好転 0.0% 不変 50.0% 悪化 50.0%

※サンプル数も少ないが前期比で業況は半数が悪化。来期に向けても売上・業況ともに悪化傾向。
今期直面している経営上の課題→①需要の停滞　②販売単価の低下・上昇難

小売業
売上額 増加 6.7% 不変 40.0% 減少 53.3% 増加 26.7% 不変 33.3% 減少 40.0% 増加 6.7% 不変 33.3% 減少 60.0%
資金繰り 好転 0.0% 不変 60.0% 悪化 40.0% 好転 6.7% 不変 53.3% 悪化 40.0% 好転 0.0% 不変 53.3% 悪化 46.7%
採算（経常利益） 好転 0.0% 不変 46.7% 悪化 53.3% 好転 - 不変 - 悪化 - 好転 0.0% 不変 46.7% 悪化 53.3%
従業員(含臨時・パート) 増加 6.7% 不変 86.7% 減少 6.7% 増加 - 不変 - 減少 - 増加 6.7% 不変 80.0% 減少 13.3%
業況（自社） 好転 0.0% 不変 40.0% 悪化 60.0% 好転 6.7% 不変 40.0% 悪化 53.3% 好転 0.0% 不変 40.0% 悪化 60.0%

※売上の前年同期比では好転していないものの・前期比で売上が増加した企業が増加、しかし来期に向けて業況は厳しい。

　

サービス業（15社）
売上額 増加 13.3% 不変 53.3% 減少 33.3% 増加 13.3% 不変 60.0% 減少 26.7% 増加 13.3% 不変 80.0% 減少 6.7%
資金繰り 好転 0.0% 不変 86.7% 悪化 13.3% 好転 6.7% 不変 80.0% 悪化 13.3% 好転 6.7% 不変 93.3% 悪化 0.0%
採算（経常利益） 好転 6.7% 不変 66.7% 悪化 26.7% 好転 - 不変 - 悪化 - 好転 6.7% 不変 73.3% 悪化 20.0%
従業員(含臨時・パート) 増加 6.7% 不変 86.7% 減少 6.7% 増加 - 不変 - 減少 - 増加 0.0% 不変 93.3% 減少 6.7%
業況（自社） 好転 6.7% 不変 66.7% 悪化 26.7% 好転 0.0% 不変 73.3% 悪化 26.7% 好転 6.7% 不変 73.3% 悪化 20.0%

※売上・業況共に少しずつではあるが回復傾向。来期に向けては前年同期並みの売上・業況と見る企業が多い。

　

前年同期比（Ｈ24年4月～6月） 前期比（Ｈ25年1月～3月） 前年同期（Ｈ24年7月～9月）と比べ

前年同期比（Ｈ24年4月～6月） 前期比（Ｈ25年1月～3月） 前年同期（Ｈ24年7月～9月）と比べ

来期の見通し(Ｈ25年7月～9月）
前年同期比（Ｈ24年4月～6月） 前期比（Ｈ25年1月～3月） 前年同期（Ｈ24年7月～9月）と比べ

来期の見通し(Ｈ25年7月～9月）

今期直面している経営上の課題→①需要の停滞　②新規参入業者の増加、利用者ニーズの変化への対応

来期の見通し(Ｈ25年7月～9月）
前年同期比（Ｈ24年4月～6月） 前期比（Ｈ25年1月～3月） 前年同期（Ｈ24年7月～9月）と比べ

来期の見通し(Ｈ25年7月～9月）

来期の見通し(Ｈ25年7月～9月）
前年同期比（Ｈ24年4月～6月） 前期比（Ｈ25年1月～3月） 前年同期（Ｈ24年7月～9月）と比べ

今期直面している経営上の課題→①購買力の他地域への流出　②需要の停滞


