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今 回は4月 1日 に日本銀行松 山支店で公表 しま し

(水

)(愛 媛新聞 E4編 集係

)

「短観 」 (第 180回 全国企業短

期経済観測調査 く愛媛県内企業 149社 アンケ ー ト調査、調査期間2月 下旬〜3月 下旬 >)を 取

り上げます。
く業況判断 >
業況が「良 い 」 と答 えた企業 の割合か ら「悪 い」 と答えた企業の割合 を引いた、業況判断

指数 (全産業)は 「良い超」の5と なりました.3か 月前の前回調査から▲5ポイン ト悪化
しました。業種別では、「建設」が西日本豪雨被害 にかかる復旧案件の受注が増加 したこ
とから改善 しま し́た。一方で、原材料価格高騰の影響を受けた「食料品」「はん用 。生産
用・業務用機械」や人手不足から減産を余儀なくされた「輸送用機械」で悪化方向の動き
とな りました。また、暖冬の影響から、冬物商材の販売が鈍化 した「小売」「卸売」や、
灯油等の輸送需要が減少 した「運輸・郵便」で悪化 しました。先行きは、全産業で ▲4ポ
イン トの悪化予想 となり、「輸送用機械」などで中国経済の減速等の影響を懸念する声が
聞かれています。

<雇 用人員判断>
雇用人員の過不足を表す雇用人員判断指数は、「不足」方向に▲2ポイン ト変化 し、「不
足超」の ▲37と 1991年 11月 以来の水準とな りました。一部には事務の見直 し等による生
産効率の引上げから人手不足感が緩和 した先もみられましたが、業種を問わず新卒・ 中途
採用等の人手確保 には依然苦戦 し、全業種で人手不足感が強まつています。先行き3か月
も「不足」方向に▲ 1ポ イン ト変化する予想となつています。

<事 業計画

(売 上 。経常利益 。設備投資計画

)>

3月 短観調査で は、 18年 度 実績見込み に加え、 19年 度計画 も集計値 を公表 しま した。た
だ、 19年 度計画で は、まだ計数が固まつていない調査対象企業も多 く、先行 き計数が修正
され うる点 には留意が必要です。
(売 上 。経常利 益計画 )18年 度 (全産業 )は 、 2年 ぶ りに増収増益見込み とな りま した。

製造業 は、 「紙 ノUレ プ」で海外 向 け紙 おむつ等の販売増加 等 もあ り、増収増益見込みの 一
方 、非製造業 は、 「小売」で暖冬 による冬物商材 の販売伸び悩み等か ら減収減益見込み と

な りま した。 19年 度 は、全産業で売上 (前 年比 ▲0.1%)、 経常利益 (前 年比 +0.2%)と
も前年度 の収益 レベ ル を維持 する計画です。
(設 備投資計画 )18年 度 (全産業 )は 、 +26.5%の 増額見込 み とな りま した。製造業で

は、「紹υ υレプ」で需要好調な衛生用紙等の能増投資等がみ られ ま した。また非製造業で
は、「小売」で既存店 の 改装や省力化 。効率化投資 、 「運輸 」で国内輸送量増加 を受けた
倉庫増設等の動 きがみ られ ま した。 19年 度 の伸 び 率 (▲ 13.9%)は 、昨年 3月 時点での 18
年度の伸び率 (▲ 16.3%)を 上回 つています。因み に 18年 度 は、その後増額修正 され 、今
回調査の実績見込みで は前年比 +3割 方 の伸び率 とな りま した。もつ とも、新年度入 り後
の景気情勢 によつて、修正の足取 りは変わ りますので 、注視 して いきたい と思 います。

今回の愛媛県短観において、事業計画 (全産業)で は、18年度は増収増益の見込み、19年
度は18年 度 と同程度の収益レベルを維持する計画とな りました。設備投資は、18年度は +
3割 方の増額見込みとな り、19年 度は、昨年3月 調査の18年 度を上回る伸び率です。一

方、企業マイン ドを表す業況判断指数は、今回調査では+5ポ イン トと依然プラスの領域
にあ りますが、前回12月 調査から▲5ポ イン ト悪化 しました。先行きも、中国経済減速に
よる県内経済への影響を懸念する先もみられていますので、今後の企業マイン ドや経済活
動の動向など、引き続き県内経済を点検 して参 ります。
(日 本銀行松山支店長・堂野敦司氏)

