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（３）調査内容

（２）実施時期

（４）調査対象

（５）調査方法

２０１２年４月～６月期

30社

140社

（ 業 種 別 ）　

140社

28.0％

（１）回答率

１．    実施概要

合 計

サ ー ビ ス 業

小 売 業

卸 売 業

建 設 業

製 造 業 42社

32社

10社

26社

回 答 率

回 答 企 業 数

調 査 対 象 企 業 数 500社

県内９つの商工会議所（宮崎・都城・延岡・日向・高鍋・日南・小林・
串間・西都）の地域の実情を考慮して、製造業、建設業、卸売業、小売
業、サービス業の５業種で合計５００社を調査対象とした。

調査対象１四半期について前期比、前年同期比及び来期見通しについ
て、売上高（出荷額・受注額）、採算（経常利益ベース）、資金繰りの
状況、仕入れ単価（資材、原材料、商品）、雇用（労働力）状況（含む
パート）、設備投資計画、業況の各項目ごとに景況感を調査した。

県内９商工会議所において、それぞれの地域の調査対象企業へ調査票を
送付し、回答を返信用封筒及びファクシミリで返信していただき、それ
ぞれの商工会議所で行った調査結果を宮崎商工会議所専門経営指導セン
ターにインターネットを活用して返信し、集計分析を行った。
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前年同期比（全企業ＤＩの推移）

　　　設備投資ＤＩ＝（拡大　　〃　　）―（減少　　〃　　）

　　　業　　況ＤＩ＝（好転　　〃　　）―（悪化　　〃　　）

　ゼロを基準として、プラス値で景気の上向き傾向を表す回答の割合が多いことを示し、マイナ

　ＤＩは、売上・採算・資金繰り・仕入価格・雇用状況・設備投資・業況などの各項目につい

　　　採　　算ＤＩ＝（好転　　〃　　）―（悪化　　〃　　）

　　　売　　上ＤＩ＝（増加回答の割合）―（減少回答の割合）

ての、判断状況を表します。

スの値で景気の下向き傾向を表す回答の割合が多いことを示します。従って、売上高などの実数

値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気などの景気感の相対的な広がりを意味します。

　　　資金繰りＤＩ＝（好転　　〃　　）―（悪化　　〃　　）

　　　仕入価格ＤＩ＝（下落　　〃　　）―（上昇　　〃　　）

　　　雇用状況ＤＩ＝（不足　　〃　　）―（過剰　　〃　　）

２．    調査結果（ＤＩ）

ＤＩとは（景況判断指数）とは
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■ 売上 -42.2 -16.1 -20.7 -18.5 -8.1 -14.5 -19 -24.7 -8.1 -24.7 -8.1 1.5 -7.9

◆ 採算 -33.9 -16.2 -19.6 -17.8 -16.3 -13.9 -22.7 -24.7 -22.6 -24.7 -22.6 -10.3 -7.2

● 資金繰り -22 -20 -19.8 -18.2 -24.5 -12.4 -16.4 -21.2 -15.3 -21.2 -15.3 -9.6 -12.2

▲ 仕入価格 4.6 -18.4 -18 -24.4 -27.7 -41.2 -47.8 -37.7 -41.8 -37.7 -41.8 -44.0 -18.4

△ 雇用状況 -8.3 -13.1 -21.3 -22.2 -24.5 -3.6 -9.2 -3.5 1.6 -3.5 1.6 0.7 0.7

◇ 設備投資 -19.3 -15.5 -9.7 -7.4 -3.1 -16.1 -14.3 -20 -11.4 -20 -11.4 -0.7 -14.6

＊ 業況 -24.8 -12.5 -12.7 -9.8 -5 -20.7 -25.7 -27.1 -21.3 -27.1 -21.3 -14.2 0.0
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３．　概況

（４）今後の対応策

（２）来期の見通し

（１）今期の特徴

７項目のうち３項目（採算、仕入れ価格、業況）上昇、３項目下落（売上、資金繰り、
設備投資）１項目変わらず（雇用状況）となった。
趨勢としては前年同期と比べると業況判断がゼロとなり、９６年７～９月期以来１６
年ぶりにマイナスを脱却した。これには仕入れ価格の大幅な改善が寄与していると
考えられる。原油価格のいっぷく感や円高による輸入価格の下落による仕入れコス
トの低下などがあげられる。しかしながらこの業況感はかなり不安定なものであり今
後も注視する必要がある。また雇用情勢は若干であるが不足状態が続いているも
のの、一昨年4～6期の-21,3ポイントと比べると改善してきた感がある。一方売上ＤＩ
の減少、資金繰りの悪化は継続しており改善の兆しが見えない。

今期は前年同期比業況感が０ポイントになったが、来期については夏場の季節変

動に伴う需要減、仕入れ価格の上昇が予想されており、厳しい状況が続くとみられ

る。仕事量が増えても単価が上がらないため収益向上要因にはならず、また生産数

量の減少が見込まれ売価も上昇しない。景気の構造的要因と循環的要因が重なり

大変厳しい業況になることが予想される。

一方で業種によっては補助金制度や季節需要が見込めたり、また自助努力で続け

てきたコストダウン、販路拡大等が効果が見え始めた企業もあり、これらが全体の

業況感にどれだけのインパクトを与えることができるか注視していく必要がある。

　今回の上位順位は、１位に「新規市場を開拓したい」、２位に「その他の合理化を

実施したい」、３位は「新製品の開発を行いたい」となった。前回と同様の結果になっ

ている。他社との差別化を明確化することで負のスパイラルを脱却したい意向が見

て取れる。

今回の上位順位は、１位に「需要の停滞」、２位に「製品（販売）単価の低下・上昇

難」が挙がり、３位は「県外大手企業の進出による競争の激化」が続く結果となっ

た。需要不足が他の問題点に対して突出して高い。圧倒的な需要不足状態が低価

格競争、競争激化を招き負のスパイラルを招いている。

「 業況判断は改善してきたが、足元はまだ弱い 」

（３）経営上の問題点
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仕入れ価格の大幅な改
善（前回調査時の▲44.0
から▲18.4）となり、業況
判断もプラスマイナスゼ
ロポイントとなった。前年
の東日本大震災の比べ
ての反動増であり、震災
前の状況に戻ったという
状況である。足元では実
需不足、円高での外材
流入による価格競争の
激化、取引先からのコス
ト削減要請など、厳しい
状況が続く。一時的な好
転の様相が強い。

来期についても仕入れ
価格の改善、業況感の
改善を期待している。リ
フォームに伴う太陽光設
備や季節変動による旅
行やギフト商品などの需
要増が見込まれる。また
雇用状況も過剰から不
足に転ずるなど好転予
想をしている。
一方業種によっては原材
料や資材の高騰、価格
競争が今後も続くとみら
れ、好転の材料がないと
みる企業も多い。

仕入れ価格が前回調査
時の▲35.8から▲13.1へ
と22.7ポイント改善した。
また雇用状況も需給バラ
ンスが取れている状況で
はある。
一方で売上、採算、資金
繰りは低位安定してし
まっており改善の兆しが
見えない。
総体的に足元の景気動
向は弱含みで推移し、今
後も注意深く見ていく必
要がある。

前年同期比（平成２３年４月～６月比）

前期比（平成２４年１月～３月比）

来期見通し（平成２４年７月～９月見通し）

４． 県内の景気動向（全業種）
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前期と比べ売上、資金繰
り、設備投資、業況感が
悪化し、仕入れ価格のみ
好転し、採算、雇用状況
が変わらずだった。DI値
が改善した企業はニーズ
をつかみ大幅に受注が
増えたり、工程管理を徹
底させ他社からの引き合
いが増えている企業など
自助努力で改善してい
る。一方悪化の原因とし
ては円高の影響や商品
単価が伸びず収益が悪
化していることがあげら
れる。

前年同期と比べ売上、採
算、資金繰り、雇用、設
備投資、業況が悪化し、
仕入れ価格のみ改善し
た。大震災から１年経過
し以前の状況に戻ったと
ころもあるが、年度末の
受注増の反動減、実需
不足、天候不良に伴う原
材料の高騰、長引くユー
ロ安、円高で輸出を主体
としている企業からの受
注が減少するなど、マイ
ナス要因が多い。

売上、採算、資金繰り、
設備投資が悪化し、業況
か改善、雇用状況は変
わらずとなった。来期は
季節要因として夏季の繁
忙期に伴う需要増、新規
開拓による拡販を見込
む。一方で好転の材料
がなく、見通しが立たな
いとする企業が目立つ。
円高の影響や天候の不
順など不安定な状況が
続き、計画的な生産体制
が組めない企業も多い。

来期見通し（平成２４年７月～９月見通し）

前年同期比（平成２３年４月～６月比）

５． 業種別の景気動向
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（１）製造業 
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採算、資金繰り、仕入れ
価格、業況が改善し、売
上、雇用、設備投資が悪
化した。取引先の業容拡
大に伴う需要増、公共工
事の継続工事など好転
理由があるが、公共事業
の反動減、季節的な需
要減、そもそもの経済力
の減少などマイナス要因
が多くを占め、全体のポ
イントを下げている。

５． 業種別の景気動向

前年同期比（平成２３年４月～６月比）

来期見通し（平成２４年７月～９月見通し）

前期比（平成２４年１月～３月比）

売上、採算、資金繰り、
仕入れ価格、雇用、業況
が改善し、設備投資が悪
化した。得意先の業容拡
大に伴う受注増というプ
ラスポイントはあるが、公
共工事の現状、県内企
業との競争の激化、仕入
れ価格改善するも売り上
げも減少し目標利益が
達成できないなどマイナ
ス要素が目立つ。総需要
の減少もあり、抜本的な
景気回復を望む声が多
い。

売上、採算、資金繰り、
仕入れ価格、雇用状況、
業況が改善し、設備投資
が悪化した。
新築工事、リフォーム工
事に伴う太陽光発電の
設置、取引先の業容拡
大に伴う受注増がある
が、競争の激化、受注減
少、材料価格の高騰、公
共工事の発注減、仕事
量が増えても単価が上
がらず目標利益が達成
できないなど、厳しい状
況が続く。見通しが立た
ないとする意見も多い。
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前期比（平成２４年１月～３月比）

前年同期比（平成２３年４月～６月比）

来期見通し（平成２４年７月～９月見通し）

売上、採算、仕入れ価格
が改善し、資金繰り、雇
用、設備投資、業況が悪
化した。
新年度の需要など季節
変動に伴う売上増があっ
た。
一方、天候不順、長引く
円高による売り上げ減、
単価下落などがあり、全
体的に前期よりも業況感
が悪化した。

仕入れ価格、業況が改
善し、売上、採算、資金
繰り、雇用、設備投資が
悪化した。
東日本大震災の反動増
というプラス要因がある
一方、不況の影響による
単価下落、人員削減と売
り上げ減少、景気自体の
停滞による需要不足など
全体的にマイナス要因が
多い。

売上、仕入れ価格、雇用
が改善し、採算、資金繰
り、設備投資、業況が悪
化した。
リフォームを中心とした
需要増、季節変動による
売り上げ増を期待。
一方で、夏場の需要減
退、景気停滞などプラス
要因が少ない。設備投資
が前回の０値から▲40.0
ポイントへと急激に悪化
しており先行きの不透明
感が投資判断の冷え込
みに影響している。

５． 業種別の景気動向

-20.0 

0.0 

-10.0 

-20.0 

-10.0 

-20.0 

0.0 

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

売上 採算 資金繰り 仕入価格 雇用状況 設備投資 業況 

増加      増加        好転     低下      不足       拡大          好転 

 

悪化      悪化       悪化       上昇       過剰        縮小     悪化 

 

-10.0 -10.0 -10.0 

0.0 

-10.0 

-30.0 

-10.0 

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

売上 採算 資金繰り 仕入価格 雇用状況 設備投資 業況 

悪化      悪化       悪化       上昇       過剰        縮小     悪化 

増加      増加      好転        低下      不足      拡大          好転 

-10.0 -10.0 

-20.0 

10.0 

0.0 

-40.0 
-30.0 

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

売上 採算 資金繰り 仕入価格 雇用状況 設備投資 業況 

悪化      悪化       悪化       上昇       過剰        縮小     悪化 

 

増加      増加        好転     低下      不足       拡大          好転 

 

（３）卸売業 
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前年同期比（平成２３年４月～６月比）

来期見通し（平成２４年７月～９月見通し）

仕入れ価格、設備投資、
業況が改善し、売上、採
算、資金繰り、雇用、設
備投資が減少した。
経費削減と販促強化、新
規出店やフェア・イベン
ト、大口受注など自助努
力によるプラス要因が目
立つ。
季節変動に伴う需要減、
得意先の縮小に伴う受
注減、仕入れ価格は大
幅に改善したものの売価
も低下したため利益が出
ない状況にある。

採算、資金繰り、仕入れ
価格、雇用、業況が好転
し、売上、設備投資が悪
化した。
業種独自の補助金制
度、住宅の着工数の増
加、新店舗出店と業容転
換など自助努力で好転し
ている企業が目立つ。
一方価格競争により仕
入れ価格は減少している
が売価も下がっているた
め利益が出ない、など消
費者心理を反映して価格
競争に陥っている。

売上、採算、雇用、設備
が好転し、資金繰り、仕
入れ価格、業況が悪化し
た。
経費削減・販促強化、補
助金・減税、季節商品の
重要増がみこまれる。
仕入れ価格の上昇予想
に伴う利益圧迫、夏場の
需要不足、需要の停滞
などが予想される。

前期比（平成２４年１月～３月比）

５． 業種別の景気動向
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（４）小売業 
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５． 業種別の景気動向

売上、資金繰り、仕入れ
価格、雇用、業況が改善
し、採算、設備投資が悪
化した。
固定費圧縮、内製化の
進展に伴う利益改善、新
規客の増加、客単価の
アップ、繁忙期への移行
など好転材料が多い。
前期のキャンプシーズン
の反動減、個人消費マイ
ンドの冷え込み、天候不
順など季節需要の低減
などがあげられる。

前期比（平成２４年１月～３月比）

売上、採算、資金繰り、
仕入れ価格、雇用、業況
が改善し、設備投資が悪
化した。
東日本大震災の影響が
大きかったためその反動
増、自助努力による増収
増益など全般的に改善
の方向に向かっている。
一方で東日本大震災の
影響を受けていない企業
も多くなんら変化を感じら
れない、先行きが見通せ
ないところも多い。

売上、採算、資金繰り、
仕入れ価格、業況が改
善し、設備投資が悪化し
た。
旅行シーズンなど夏季の
繁忙期を迎えることによ
る売り上げ増、消費増税
に伴う受注増予想など好
転する企業が多く存在す
る。
一方、好転する要素がな
くまた夏場の需要不足を
迎え利益が出ないとする
企業もある。

来期見通し（平成２４年７月～９月見通し）

前年同期比（平成２３年４月～６月比）

-3.3 

0.0 

-10.0 -14.3 

20.0 

-41.4 

0.0 

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

売上 採算 資金繰り 仕入価格 雇用状況 設備投資 業況 

悪化        悪化      悪化      上昇     過剰       縮小      悪化 

 

増加      増加      好転       低下      不足        拡大          好転 

 

-20.0 

-40.0 

-16.7 

-3.4 

20.0 

-31.0 
-26.7 

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

売上 採算 資金繰り 仕入価格 雇用状況 設備投資 業況 

悪化        悪化      悪化      上昇     過剰       縮小      悪化 

増加      増加      好転       低下      不足        拡大          好転 

-3.3 

-10.0 -10.0 
-7.1 

23.3 

-20.7 

-3.3 

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

売上 採算 資金繰り 仕入価格 雇用状況 設備投資 業況 

悪化        悪化      悪化      上昇     過剰       縮小      悪化 

 

増加      増加      好転       低下      不足        拡大          好転 

 

（５）サービス業 
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順位

１位 需要の停滞

２位 製品（販売）単価の低下・上昇難

３位 県外大手企業の進出による競争の激化

４位 原材料（仕入単価）価格の上昇

５位 県内大手企業の事業展開による競争の激化

順位

１位 需要の停滞

２位 製品（販売）単価の低下・上昇難

３位 円高による海外製品との競争激化

４位 熟練技術者（従業者）の不足

５位 原材料（仕入単価）価格の上昇

順位

１位 需要の停滞

２位 県内大手企業の事業展開による競争の激化

３位 県外大手企業の進出による競争の激化

４位 原材料・人件費以外の経費の増加

５位 原材料・人件費以外の経費の増加

項目一覧

    1.県外大手企業の進出による競争の激化     2.需要の停滞

    3.県内大手企業の事業展開による競争の激化     4.新規参入業者の増加
    5.生産設備の不足     6.製品ニーズの変化
    7.原材料（仕入単価）価格の上昇     8.生産設備の過剰
    9.原材料・人件費以外の経費の増加    10.人件費の増加
   11.製品（販売）単価の低下・上昇難    12.原材料の不足
   13.熟練技術者（従業者）の不足    14.金利負担の増加
   15.従業員の不足    16.事業資金の借入難
   17.商品在庫の過剰    18.取引条件の悪化
   19.円高による海外製品との競争激化    20.代金回収の悪化

６． 経営上の問題点
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順位

１位 需要の停滞

２位 製品（販売）単価の低下・上昇難

３位 県外大手企業の進出による競争の激化

４位 代金回収の悪化

５位 県内大手企業の事業展開による競争の激化

順位

１位 需要の停滞

２位 県外大手企業の進出による競争の激化

３位 製品ニーズの変化

４位 原材料（仕入単価）価格の上昇

５位 県内大手企業の事業展開による競争の激化

順位

１位 需要の停滞

２位 原材料（仕入単価）価格の上昇

３位 県外大手企業の進出による競争の激化

４位 製品ニーズの変化

５位 熟練技術者（従業者）の不足

項目一覧

    1.県外大手企業の進出による競争の激化     2.需要の停滞

    3.県内大手企業の事業展開による競争の激化     4.新規参入業者の増加
    5.生産設備の不足     6.製品ニーズの変化
    7.原材料（仕入単価）価格の上昇     8.生産設備の過剰
    9.原材料・人件費以外の経費の増加    10.人件費の増加
   11.製品（販売）単価の低下・上昇難    12.原材料の不足
   13.熟練技術者（従業者）の不足    14.金利負担の増加
   15.従業員の不足    16.事業資金の借入難
   17.商品在庫の過剰    18.取引条件の悪化
   19.円高による海外製品との競争激化    20.代金回収の悪化

６． 経営上の問題点
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順位

１位 新規市場を開拓したい      

２位 その他の合理化を実施したい

３位 新製品の開発を行いたい

４位 人件費を削減したい　　　　

５位 経営の多角化を行いたい　

順位

１位 新規市場を開拓したい      

２位 新製品の開発を行いたい

３位 その他の合理化を実施したい

４位 人件費を削減したい　　　　

５位 生産調整を行いたい（操業短縮等）

順位

１位 その他の合理化を実施したい

２位 新規市場を開拓したい      

３位 人件費を削減したい　　　　

４位 新製品の開発を行いたい

５位 雇用調整を行いたい（１を除く）

項目一覧

    1.新規採用を見合わせたい     2.雇用調整を行いたい（１を除く）
    3.人件費を削減したい     4.生産調整を行いたい（操業短縮など）
    5.その他の合理化を実施したい（製造工程の簡素化など）
    6.設備投資を縮小したい     7.新製品の開発を行いたい
    8.新規市場を開拓したい     9.業種転換を行いたい
   10.経営の多角化を行いたい    11.下請け発注を減らしたい
   12.海外へ生産拠点を移したい    13.海外から原料・部品を調達したい

７． 今後の対応策
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順位

１位 新規市場を開拓したい      

２位 その他の合理化を実施したい

３位 新製品の開発を行いたい

４位 新規採用を見合わせたい　　

５位 人件費を削減したい　　　　

順位

１位 新規市場を開拓したい      

２位 その他の合理化を実施したい

３位 人件費を削減したい　　　　

４位 雇用調整を行いたい（１を除く）

５位 新製品の開発を行いたい

順位

１位 新規市場を開拓したい      

２位 その他の合理化を実施したい

３位 新製品の開発を行いたい

４位 人件費を削減したい　　　　

５位 経営の多角化を行いたい　

項目一覧

    1.新規採用を見合わせたい     2.雇用調整を行いたい（１を除く）
    3.人件費を削減したい     4.生産調整を行いたい（操業短縮など）
    5.その他の合理化を実施したい（製造工程の簡素化など）
    6.設備投資を縮小したい     7.新製品の開発を行いたい
    8.新規市場を開拓したい     9.業種転換を行いたい
   10.経営の多角化を行いたい    11.下請け発注を減らしたい
   12.海外へ生産拠点を移したい    13.海外から原料・部品を調達したい

７． 今後の対応策
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卸売業 塗料販売 宮崎 法人税の減税。

建設業 管工事冷暖房設備 宮崎

製造業 オフセット印刷物製造宮崎

建設業 電気工事 宮崎 一定規模以内は指名競争入札制度にしてほしい

建設業 生コン製造  建設業宮崎

建設業 建設業 宮崎

サービス業 ホテル業 宮崎

製造業 輸送機器製造業 宮崎 円高対策が急務と考えます。

サービス業 不動産売買･管理 宮崎

小売業 化粧品石鹸洗剤歯磨宮崎

小売業 各種時計宝飾其の他宮崎

サービス業 総合不動産業 宮崎

小売業 総合小売業 宮崎

小売業 時計貴金属小売業 宮崎

サービス業 美容婚礼業 宮崎

サービス業 建築設計監理・不動産管理宮崎

建設業 土木建築とび土工他宮崎

８．国・県への要望
事業内容 略名 国県への要望業種名

婚礼部門に関しては婚礼の形態が大きく変化して今後ます
ます需要が少なくなると感じています。

設計だけではなかなか事業として成り立つことが難しくなって
きています。公共工事を含め、民間事業も物件が少なく、設
計単価を赤字覚悟で落とさねば、受注できないという事業者
も増えています。わが社もそのひとつかと思います。これから
は、少しずつ始めていた経営の多角化を、さらに進化させね
ばと考えています。

入札制度を変えてほしいとは言わないが、技術力・過去の施
工実績だけで受注できる仕組みでは優良な企業も倒産す
る。発注額の減少に比べ許可業者数が減少していないため
に、１社当たりの受注額が少なくなっている。適正業者数は
わからないが、経営と技術に優れた建設業者が生き残れる
ような施策がほしい。金融円滑化法を本年度で終了させても
らい企業の淘汰を図るべきである。入札ボンド制は、国発注
の大型工事にしか適用されていないが、すべての工事に適
用してもらうよう働きかけていただきたい。２年に１度の格付
けや経営審査よりも金融保証会社が持っている情報の方が
新鮮でかつ正しい。これを利用するべきである。

公共工事を安定して発注し経営基盤となるような物件を政策
的に予算で組んでほしい。自社で努力できることは自社とし
てやるが業界として考えなければならない案件は全体的に
考えてもらいたい。

宮崎の場合には震災前の口蹄疫による被害も受けているの
で、多くの企業が体力の限界に近い状態だと思われます。こ
こ１～２年でも税金の減免対策や金融機関の来年４月以降
の緩和政策の継続をお願いしたい。

公共事業を拡大して景気回復・活性化を図るという案が政府
内で出ているようですが、大いに賛成。景気回復の一番良い
方法だと思います。

宮崎県における入札制度による弊害。現在の総合評価落札
方式では受注・未受注の二極化が表面化している。

今の政局でよく景気が持っているものだと感心しています。
日本の底力を見るような気がします。まだ力が残っているう
ちに権力争いをしている政治家たちを排除しないと、本当に
日本はだめになる。北はそこそこ安定している。南に自衛隊
を配置し中国の覇権主義に真正面から対抗すべし。

開発の許可を出してもらいたい。宮崎は宮崎なりの手を打つ
べきだ。何も省庁の言いなりでは宮崎はよくならない。

可処分所得のＵＰの策。減税・補助金等の新設・延長の実
施。末端の小売業にとっては、手持ちの現金の量が増えない
と伸びる余地がない。

県・市の商品調達の利便性を高めてください。特に介護用品
等の県内・市内業者の利用を優先してほしいです。
政権交代のその日から〇〇の意思の表明の繰り返しで野党
にいるときは上品なマニフェストを言っている。次の選挙では
民主、自民も総崩れで第３党が力をつけますます政治は不
安定になる。経済が上向かなくては税収もなし。国の発展も
望めない。

消費税率のアップ分を、価格転嫁することはできず、自社負
担せざるを得ないかと思っている。

印刷業に対しては、物品から委託事業へと発注形態が変化
している。設備調査をしっかりとして、それに見合う発注方法
を確立してほしい。
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建設業 土木建設業 日南

卸売業 青果卸 日南

小売業 石油製品販売 日南

卸売業 建築資材卸 日南 あまり期待しません。

製造業 金属加工業 日南

サービス業 警備 日南

小売業 総合食料品スーパー日向 商品売価の低下とそれによる利益率の低下、ディスカウント
の過熱、特に大手企業（小売業）によるディスカウントは、他
の小売業の倒産を招く可能性大。日本から中小企業が消え
る恐れあり。

雇用の場を増やして欲しい。特に若い人たちが宮崎市内・県
外に就職せざるを得ない状況にある。ますます高齢化率が
高まり、活気がなくなっていく。人口流出を防いでほしい。

とにかく東九州自動車道　北郷-日南間に予算を付けていた
だきたい。公共工事の県南地区への予算の配分をお願いし
たい。

消費税率引き上げは反対。納付困難。未納者の消費税額が
現在どのくらいあるのか明らかにしてほしい。

ユーザーの海外シフトが進んでいる。（円高によるメリット
か？）（現地調達の為シフトせざるを得ない）

企業誘致や観光産業の活性化等、宮崎の相対的な経済規
模を拡大させる施策を進めていただきたい。
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