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１．はじめに 
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 大分県内の景気は、農林業、観光関連など一部で九州北部豪雨の影響

がみられるものの、基調としては緩やかに回復している。こうした中、企業

部門をみると、収益力や設備投資、雇用者所得といった面で、全国に比べ

力強さに欠けている。当県の景気がしっかりとした足取りで回復を続け、景

気の拡大に転じていくためには、企業部門の改善が必要となる。 

 企業収益の拡大に向けては、①付加価値の拡大、②効率化・コスト削減

といったアプローチがある。コストの上昇や競合の激化など、企業を取り巻

く環境は厳しさが続いているが、こうしたもとでも、消費者のニーズを上手く

捉えることで収益を拡大させている企業もみられている。 

 本レポートでは、県内企業の付加価値拡大に向けた取組みに焦点を置

いて紹介したい。 
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 大分県内の景気は、農林業、観光関連など一部で九州北部豪雨の影響

がみられているものの、基調としては緩やかに回復している。ただし、全国

と比べると、企業の収益力や設備投資、雇用者所得において、力強さに欠

けている。  

２．企業を取り巻く環境 

【図表1】大分と全国の景気動向の比較 

（資料）日本銀行大分支店「大分県内の景気動向」、日本銀行「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」 
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（注）17年度は計画。 

（資料）日本銀行大分支店「企業短期経済観測調査」（大分支店調査分）、日本銀行「全国企業短期経済観測調査」 

 企業収益について、短観の売上高経常利益率をみると、全国に比べ改

善ペースが鈍い。 

 企業収益の改善は、企業の設備投資や賃金の引き上げに欠かせない。

景気の拡大に向けた前向きな循環が進むためには、企業収益を増加さ

せる取組みが求められる。 

（１）企業収益 

【図表2】大分と全国の売上高経常利益率の比較 
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 設備投資をみると、全国では緩やかな増加基調にあるのに対し、大分

県では幾分弱い動きとなっている。雇用者所得も同様に、全国では緩

やかに増加している一方、大分県では、横ばい圏内の動きとなっている。 

（２）設備投資と雇用者所得 

【図表3】大分と全国の設備投資の比較 【図表4】大分と全国の雇用者所得の比較 

（注）17年度は計画。 

（資料）日本銀行大分支店「企業短期経済観測調査（大分支店調査分）」、 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」、 

     大分県「毎月勤労統計調査」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」 
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（注）直近データは17年6月調査時点の先行き予測。 

（資料）日本銀行大分支店「企業短期経済観測調査（大分支店調査分）」 

 短観で企業の価格判断をみると、ここ数年、仕入価格判断は上昇傾向

にある一方、販売価格判断は横ばい圏内で推移している。コストの上

昇を十分に販売価格に転嫁できておらず、この点が、企業収益の改善

に繋がらない背景の1つと考えられる。 

（３）仕入価格と販売価格 

【図表5】仕入価格判断D.I.の推移 【図表6】販売価格判断D.I.の推移 
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 当店が独自に行ったアンケート調査では、「これから製商品の値上げを

したいか」との質問に対しては、 ９１％の企業が「値上げをしたい」と回

答。人件費や原材料費の上昇を受け、企業の値上げ意欲は相当強い。

また、「実際に値上げが出来ているか」と質問したところ、できている企

業は２８％と少数で、７割の先は値上げができていない。 

（４）企業の価格に関する考え方 

したい 

91% 

したいとは思

わない 

9% 

できている 

28% 

できていない 
72％ 

【図表7】これから製商品の値上げをしたいか 【図表8】実際に値上げができているか 

（注）当店が独自に集計。有効回答社数は、図表7は53社、図表8は50社。
調査は17/6月に実施。 
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 販売価格の設定については、競合激化による販売価格の下落圧力を

指摘する声が聞かれており、コストの上昇を単純に価格に反映すること

は難しい状況にある。 

（５）企業の競合激化 

会社（業種） ヒアリング情報 

A社 
（小売業） 

県内の小売業の競争が一層激化しているため、「この店舗は値段が高い」
というイメージがついてしまえば顧客がすぐに離れる。競合を考えると、値上
げはできない。 

B社 
（製造業） 

当社製品は国内で相当高いシェアを持っているが、企業間の競合がグロー
バル化しているほか、競合他社も事業を拡大しているため、値上げはしづら
い状況。 

C社 
（製造業） 

モノづくりの世界では、汎用品であれば原材料価格と手間賃を考慮した理
論上の「標準価格」が算定できる。他社との競合の中では、この標準価格を
少しでも下回る企業の努力が不可欠。 

D社 
（小売業） 

競合他社の新規出店やＥコマースの台頭など、小売業界の競合が年々激
化している。このため、当社では価格競争だけではなく、丁寧な接客や肌理
細かな商品説明を強化している。 

【図表9】競合激化を指摘する企業の声 



 県内のコンビニエンスストアやドラッグストアの店舗数をみると、新規出

店の継続から、増加が続いている。インターネット販売との競合もあり、

顧客の獲得は一層厳しくなっていると思われる。また、店舗数の増加は

人材確保面でもコスト増加の影響を及ぼす。 

（６）小売店舗の増加 

【図表10】県内のコンビニ店舗数 【図表11】県内のドラッグストア店舗数 

（資料）経済産業省「商業動態統計」 
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３．付加価値拡大に向けた企業の取り組み 
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 こうした中、県内企業の一部では、消費者ニーズに合わせて、自社商品・

サービスを見直したり、品揃えを強化したりすることで、過度な価格競争を

回避し、収益拡大に繋げているケースもみられる。 

 このような付加価値拡大に向けた取組みの特徴を分類すると、①健康、

②安全、③地産外商（消）、④研究開発・設備投資、⑤ストーリー、の5つと

なった。 

 具体的には、これまで少子高齢化、長寿命化を踏まえ、「健康」をキー

ワードとする取組みが進められてきたが、最近では「安全」に着目する動き

が増えている。また、地域資源を大きなマーケットに向けて売り込む「地産

外商（消）」も引き続きみられており、並行して自社製商品そのものの魅力

を向上させる「研究開発・設備投資」も進められている。これらに加え、商品

の「ストーリー」をＰＲすることで、差別化する工夫もみられている。 



 「新鮮でおいしい農産物は値段が高めでも売れる」、「シニア層を中心

に、質を重視した商品が選ばれている」との声が聞かれた。健康志向

の高まりを背景に、地場生鮮食品やカロリーカット商品、保健機能食

品の品揃え強化により、客単価を向上させている先がみられる。 

（１）健康 
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会社（業種） ヒアリング情報 

Ｅ社 

（小売業） 

国産牛などの質の高い生鮮食品は、輸入品に比べて価格が高めとなるにも
かかわらず、シニア層を中心に需要が高い。このため、国内産の生鮮食品
の品揃えを強化した。 

Ｆ社 
（小売業） 

地元の柑橘系（みかん・かぼす等）や野菜（ベビーリーフ・水耕レタス）などの
商品は新鮮でおいしいと高評価で、引き合いは非常に旺盛。 

Ｇ社 

（小売業） 
多少高額でも、寝つきや寝心地の良さを重視して寝具を選ぶ消費者が増え
ている。特にシニア層にその傾向が強い。 

Ｈ社 

（卸売業） 
健康志向の高まりから、多少単価が高くても、カロリーカット商品、保健機能
食品などの販売が伸びている。当社では、そうした商品の品揃えを強化した。 



 近年の自然災害や高齢ドライバーの事故に関する報道などを受けて、

消費者の安全性能に対する意識が高まっている。住宅や自動車につ

いて、オプションを付けてでも安全性を重視するケースが増えている。

また、高齢化の進展に関しては、独り暮らしの高齢者の増加を踏まえ、

訪問販売に合わせた安否確認といった新たなサービスも生まれている。 

（２）安全 
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会社（業種） ヒアリング情報 

Ｉ社 

（不動産業） 

熊本地震発生以降、住宅の耐震性能に対する関心が高まっている。住宅の
基本設計に制震装置を導入したところ、住宅価格は上がるにもかかわらず、
相談件数が増加した。 

Ｊ社 

（小売業） 

高齢ドライバーの事故に関する報道が多かったこともあって、車の安全性へ
の関心が高まっている。自動車を購入する顧客のほとんどが、自動ブレー
キシステムなど安全性能を高めるオプションを上乗せする。 

Ｋ社 

（小売業） 
顧客訪問に合わせて、独居老人の安否確認を行うなど、付帯サービスを充
実させている。 



 購買力が大きい大都市圏向けに地場のブランド農産物を販売する動

きがみられているほか、インバウンド需要を捉え、外国語対応ができる

人材を確保するなど、新たな需要を掘り起こす取組みもみられる。 

（３）地産外商（消） 
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会社（業種） ヒアリング情報 

Ｌ社 

（卸売業） 

地元に比べ、首都圏の消費者の購買意欲は非常に高い。高級志向が強く、
別府や由布院、日田などの生産品を中心に、鶏の炭火焼きや梨のゼリーな
どは高価格帯にもかかわらず、売上が好調。 

Ｍ社 

（水産業） 

当社が養殖している魚は、独自の養殖手法や配合飼料の開発によって、ブ
ランドを確立できた。コストをかけている分、一般養殖魚の市場価格と比べ
て値段が高めにならざるを得ないが、関東エリアを中心に販売は堅調となっ
ている。 

Ｎ社 

（宿泊業） 

関東や海外の高所得者向けのグレードの高い客室を増設して、新たな需要
を取り込んだ。また、多言語で外国人に対応できる人材を積極的に採用し、
海外客の顧客満足度を高めた。 



 研究開発投資や設備投資を行い、製商品・サービスの付加価値を向

上させ、顧客満足度の向上につなげる取り組みがみられる。また、大

規模投資でなくとも、利便性に着目したひと工夫が売り上げにつな

がった事例もあった。 

（４）研究開発・設備投資 
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会社（業種） ヒアリング情報 

Ｏ社 

（宿泊業） 

客室やイベント会場のリニューアルを積極的に行うことで顧客満足度を向上
させることを最優先。この結果、リピーターを確保できており、客室稼働率が
高まった。 

Ｐ社 

（製造業） 
長年に亘って研究開発を進めてきた結果、独自技術を用いた製品の開発に
成功。大手企業との取引に繋げ、ライセンス料を得ることができた。 

Ｑ社 

（小売業） 

道具販売に際し、道具を用いた製作動画をインターネットで配信。製作に興
味を持った人が道具を購入できるようリンクを掲載し、利便性が向上。売上
が増加した。 

Ｒ社 
（サービス業） 

スクール施設の改修に加え、スマートフォンで24時間予約やキャンセルがで
きるシステムを導入したことが奏功し、レッスンの契約者数は緩やかに伸び
ている。 



 商品化までの経緯や製造過程でこだわった点など、何が特別なのか

をわかりやすく発信することで、商品の魅力を伝える工夫がみられる。

消費者が価値が高いと思ったものには積極的にお金を使う、といった

「こだわり消費」を上手く捉えられるかどうかがポイント。 

（５）ストーリー 
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会社（業種） ヒアリング情報 

Ｓ社 

（製造業） 

新商品の設計から量産化までのストーリーをＨＰに掲載。商品開発担当者
が商品化で苦労したことや商品の強みなどを説明するインタビュー記事で
当社の技術力をＰＲし、受注が伸びている。 

Ｔ社 

（製造業） 

地域に古くから伝わる伝統食品を売り出す際に、原材料の収穫方法や商品
製法の特徴等、商品のこだわりをＰＲすることで、類似商品との差別化を図
り、商品評価が年々高まっている。 

Ｕ社 

（水産業） 

地域の特産品としてのブランド力を確立するため、地域と協力して商品開発
を行ってきた。トップ自らの商品開発にかける思いをＨＰに掲載。商品の魅
力をしっかりと伝えることで、高付加価値商品として販売できている。 



（６）付加価値拡大のキーワード 
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健康 
国産、新鮮食材、 

シニア、保健機能食品 

安全 災害対策、事故防止、安否確認 

地産外商（消） 
首都圏への移出、ブランド化、 

インバウンド 

研究開発・ 
設備投資 

顧客満足度、リピーター獲得、 
技術開発 

ストーリー 
商品化までの経緯、 

製造過程、生産者の思い 



４．結び 
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 多くの企業にとって、収益の拡大は容易ではない。しかし、本レポートで紹

介したように、一部の県内企業では、付加価値の拡大に取り組み、収益増

加を図っている。 

 原材料価格、人件費といったコストの上昇、人口減少による需要の減少、

後継者問題など、企業を取り巻く環境は厳しい。こうしたもとでも、高付加価

値の商品・サービスを生み出し、消費者の需要を掴む取り組みが拡がること

で、企業収益増加⇒所得増⇒消費拡大の好循環が進んでいくことを期待し

たい。 
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＜当店が公表している特別調査レポート等のご案内＞ 
＜WEB上でご覧になっている方は、下記レポートのタイトルをクリックするとそのレポートを閲覧することができます＞ 

 
● 平成29年7月九州北部豪雨による大分県経済への影響と今後の見通し（17年8月23日公表） 

● 人手不足時代を乗り切るための５本の柱 ～県内企業の対応状況と今後の課題～（17年6月19日公表） 

● 大分県の底力 ～熊本地震から1年を迎えた大分県観光の現状と今後の展望～（17年4月18日公表） 

● 原油価格に対する感応度が全国よりも低い大分市の消費者物価（17年4月18日公表） 

● 大分県と海外経済の繋がりを読み解く～米国・EU・アジアにおけるリスクと県経済へのインパクト～ 

  （17年3月17日公表） 

● 着実に改善している大分県の労働需給（17年2月15日公表） 

● 現場にヒントあり！大分県の活発な企業立地の背景と目指すべき方向性 ～ 将来の大分県産業の「礎」と
なる前向きな動き ～ （17年1月31日公表） 

● 「酉年」の2017年を展望して（16年12月28日公表） 

● 大分県民の金融知識・判断力と金融教育の課題～「金融リテラシー調査」（2016年）結果を踏まえて～  

  （16年12月7日公表） 

● 持続的な賃上げに向けて ～ 大分県における最近の賃金動向と今後の課題 ～ （16年10月26日公表） 

● ５月をボトムに回復に向かう大分県の観光 ～ 熊本地震による影響のフォロー ～ （16年8月23日公表） 
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（当店ホームページのトップページ） 

  http://www3.boj.or.jp/oita/index.html 

（大分県内の景気動向） 

  http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/geppou.html 

（短観） 

  http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/tankan.html 

（特別調査レポートのご案内） 

http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/tokubetu_repo.html 

（支店見学のご案内） 

  http://www3.boj.or.jp/oita/tennai_kengaku/kenngaku_annai.html 

 
 

 

＜当店のホームページのご案内＞ 

http://www3.boj.or.jp/oita/index.html
http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/geppou.html
http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/geppou.html
http://www3.boj.or.jp/oita/kohyo/tokubetu_repo.html
http://www3.boj.or.jp/oita/tennai_kengaku/kenngaku_annai.html

