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優良従業員表彰式・橿原市長感謝状授与式を開催

橿原商工会議所では、去る３月３０日（水）に優良従業員表彰式並びに橿原市長感謝状授与式が第 48 回通常議員総会に
引き続いて行なわれ、会員事業所に勤務する２８名に表彰状と記念品が贈られました。
表彰を受けたのは、優良従業員表彰として、勤続３０年以上の特別永年勤続表彰７名、同１５年以上３０年未満の永年勤
続者表彰１９名、過去に表彰をされた方の中から当所が推薦して決定した橿原市長感謝状２名の計２８名です。
それぞれに表彰状・感謝状及び記念品が贈られた後、当所 森本会頭と森下橿原市長より祝辞が述べられました。また、
受賞者を代表して 佐藤薬品工業株式会社 植田吉雄様より「本日の受賞に感謝し、事業所はもとより地域社会の一員とし
て精進し努力をしてまいります」と謝辞が述べられました。最後に記念撮影を行ない式典は終了し、懇親会も行なわれました。
優良従業員表彰式は昨年まで勤続年数１５年以上の枠のみの表彰でしたが、今回より表彰基準を変更し、またそれに伴い
受賞者の人数枠も拡大させていただきました。

～平成２７年度 優良従業員表彰・橿原市長感謝状受賞者のみなさま（順不同・敬称略）～
【永年勤続者表彰（勤続年数 15 年以上 30 年未満）】
●梅本 美喜子
●青山 寿行
佐藤薬品工業株式会社
●御供田 時子
●坂口
昇
●大江 雅義
●河野 秀直
●福井 さとみ ダイヤ製薬株式会社
●田淵 洋一
●山辺 由佳
●荻野 典孝
●吉田
泉
オカハシ株式会社
●山口 清美
丸八運輸株式会社
●増田 泰三
●石井 久陽
株式会社ロイヤルうねび
●西岡 宏治
橿原ロイヤルホテル
●下西 達也
●杉田 清治
三和運輸株式会社
●髙貝 公一郎 株式会社サンロード
●兵頭 辰也
大和合同製薬株式会社

【特別永年勤続者表彰（勤続年数 30 年以上）】
●鳥居 順一
佐藤薬品工業株式会社
●福田 完治
●吉川 正明
三和運輸株式会社
●秋本 秀明
●乾
忠信
株式会社崎山組
●井上 忠司
●浅田 雅信
～優良従業員 橿原市長感謝状～
●植田 吉雄 佐藤薬品工業株式会社
●島本 二郎 三和運輸株式会社

永年勤続者表彰 集合写真
特別永年勤続者表彰 集合写真
（前列左より 3・4 人目は橿原市長感謝状受賞者） （前列左より 3・4 人目は橿原市長感謝状受賞者）

ビジネスマッチなら

「かしはら ビジネス商談会」ベストブースコンテスト表彰式
3月 30日
（水）ビジネスマッチならかしはらビジネス商談会ベストブースコンテス
ト表彰式が行われ、グランプリに輝いた
「大和信用金庫」様へ表彰状と賞金が森本会頭
より手渡されました。このコンテストは、
昨年 10月 22・23日の 2日間開催されました、
かしはらビジネス商談会において、来場者に対して展示ブースの装飾を華やかに、ま
た自社の事業内容をわかりやすくアピールし一番印象に残った企業に投票いただいた
もので大和信用金庫様がみごと一位となり、この度表彰させていただきました。
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橿原商工会議所

プレミアム商品券取扱店大募集予告／宮崎と橿原の観光と物産展
お知らせ

 会頭杯親善ゴルフコンペ
平成２８年４月１
４日に発生した
平成28年度 橿原商工会議所
部会事業〜部会長あいさつ〜
橿原商工会議所では、
「熊本地震」
で被災された方々を支援するため、
義援金
経営発達支援事業 第三者事業評価委員会開催
 平成27年度
橿原市建設関連部課と橿原商工会議所建設業部会・橿原市建設協会合同による意見交換会
の募金箱を事務所カウンターに設置しています。
 観光ルート作成会議／古代大和飛鳥観光ルート調査／橿原神宮清掃奉仕
地域連携会議親睦スポーツ大会／3月定例会
皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。
雇用保険料率変更案内／ハローワークからのお知らせ
 中小企業相談所 通信／協会けんぽのおしらせ

大和信用金庫様表彰式

集合写真

Vol.228 ふくもと畳店

 会員さんクローズアップ Vol.227 スーパー英語塾 I Will
 税務情報「消費税軽減税率導入による影響」
 労務情報「改正後の高年齢者雇用安定助成金」
 平成28年度 各種検定試験日程表
 商工会議所 LOBO 早期景気観測
 橿原商工会議所からのごあんない／経営セーフティ共済／
6月 日商簿記検定 3級受験対策講座 全6回
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橿原商工会議所のページ

第48回 通常議員総会開催 平成
第48回通常議員総会開催
橿原商工会議所（会頭 森本俊一）の第48 回通常議員総会が、去る3
月30 日（水）午前10 時30 分より橿原市商工経済会館大ホールにて、当
所議員並びにご来賓出席のもと開催されました。開会挨拶に立った森本会
頭は、
「本年は橿原市制６０周年、宮崎市姉妹都市５０周年にあたる年であり
行事も目白押しとなっており、
“動く商工会議所”
として、観光とビジネス商談
会を柱にしてすすめて参りたい。」
と述べました。引き続き議案審議に入り全
議案が承認され、終わりにあたり森下橿原市長と松木市議会議長にご挨拶
いただき通常総会は終了いたしました。

挨拶をする森本会頭

今回の議案内容
第１号議案 平成２８年度 事業計画（案）
について
第２号議案 平成２８年度 収支予算（案）
について
第３号議案 その他について
総会の様子

平成 28 年度一般会計収支予算書
自
至

【会計別合計】
科

目

一般会計
中小企業相談所特別会計
共済事業特別会計
労働保険事務組合労働保険料会計
労働保険事務組合一般会計
合 計

平成 28 年 4 月 1 日
平成 29 年 3 月 31 日
金

額

158,132,000
47,209,300
9,985,000
47,500,000
5,550,000
268,376,300

【収入の部】

（円）

科

目

会費
加入金
特定商工業者負担金
交付金
事業収入
雑収入
繰入金
繰越金
合
計

金

額

29,490,000
1,000,000
900,000
86,489,000
16,745,000
555,000
5,580,000
17,373,000
158,132,000

【支出の部】

（円）
科

目

事業費
一般事業費
１．総合振興費
２．検定事業費
３．商業振興費
４．工業振興費
５．観光振興費
６．労務対策費
７．情報対策費
８．部会等活動費
９．青年部、女性会振興費
10．国際交流事業費
11．法定台帳作成管理運用費
12．空き店舗対策事業費
13．青少年健全育成事業費
14．イルミネーション事業費
15．外国人技能実習生受入事業
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金

額

88,851,800
16,801,000
1,865,000
41,436,800
1,900,000
100,000
4,550,000
3,775,000
1,000,000
1,100,000
50,000
150,000
6,424,000
50,000
7,200,000
2,450,000

科

目

管理費
給料等
福利厚生費
旅費
事務費
会議費
交際費
渉外費
負担金
家屋費
広報費
租税公課
退職給与引当費
積立金
繰出金
予備費
合

計

金

額

51,053,300
21,417,300
3,201,000
905,000
7,850,000
1,270,000
50,000
400,000
2,000,000
11,860,000
100,000
2,000,000
510,900
5,300,000
8,883,300
3,532,700
158,132,000

28年度 事業計画・収支予算決まる
重点目標事業
１．経営発達支援計画による事業の計画的実施
２．観光地域づくり事業の実施
３．消費喚起「プレミアム商品券」発行事業
４．会員の増強と組織の充実強化
５．橿原、明日香、高取広域連携の事業の計画的実施
６．中心市街地を中心とした事業の実施
７．新規創業、販路拡大への積極的な支援強化
８．部会・委員会等事業の計画的実施
９．提言、要望活動の積極的展開とその実現化
１．会議

商工会議所事業の遂行と目的達成を強力に推進する為、次の
会議を開催する。
（１）議員総会
通常議員総会を年２回開催するとともに必
要に応じて臨時議員総会を開催する。
（２）常議員会 （３）正副会頭会 （４）監事会 （５）部会（６）
委員会

２．建議活動

本市商工業、建設業の経営改善発達と地域活性化に向けて、
基本方針に従って調査研究の上、広く意見を結集して国、県、
市及び関係機関に具申、要望、建議するとともに、これら関
係機関からの諮問に応じ、地域経済の発達に資する。

３．総合振興事業

（１）地域経済と地域交流事業
ビジネスマッチなら「かしはらビジネス商談会」をはじ
め観光事業・創業者支援事業など各種事業を実施
（２）地域開発事業
中心市街地等活性化対策事業などの促進

４．商工業振興事業

（１）商業振興事業
消費喚起事業「プレミアム商品券」発行事業などその他
商業に関する事業の実施
（２）工業振興事業
地場産業の育成、都市間交流事業、ものづくり企業応援
事業など、その他工業に関する事業の実施
（３）観光振興事業
産官学連携、近隣行政等連携による観光地域づくり事業
など、その他観光に関する事業の実施
（４）建設業振興事業
倒産防止対策等市内建設業活性化に向けた要望活動な
ど、その他建設業に関する事業の実施
（５）サービス業振興事業
先進サービス業界の視察研修会など、その他サービス業
に関する事業の実施

５．中小企業振興対策事業

（１）企業経営対策事業
弁護士、税理士、社会保険労務士等専門相談事業「専
門家連携協議会」、ＩＴ推進、人材育成・雇用対策、
日本商工会議所等からの受託事業の促進
（２）労働福祉対策事業
優良従業員表彰、労働保険事務組合など、その他
労働福祉等に関する事業の実施

６．調査・広報・情報事業

橿原商工ニュース、景気動向調査（ＬＯＢＯ調査等）、
その他調査・広報・情報事業の推進

７．金融・税務・労務対策事業

各種金融制度のＰＲと斡旋、労務相談体制の充実、税
務官庁等連携強化など、その他金融・税務・労務対策事
業の推進

８．商工技術対策事業

簿記検定などの技術・能力検定の実施

９．経営改善普及事業

経営改善普及事業「巡回及び窓口相談業務、金融、税
務、経理、経営等の各種講習会、その他経営に関する支
援事業」の開催
青年部・女性会事業

１０．国際活動に関する事業

国際見本市、展示会の情報収集・発信等事業の国外展
開への支援など、国際活動事業の支援の実施

１１．外国人技能実習生に関する事業
１２．職業紹介に関する事業
１３．組織対策事業

組織対策事業「組織並びに財政基盤の強化、会員増強
運動の推進強化」などの実施
部会事業・委員会事業の積極的運営強化と活性化
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橿原商工会議所のページ

部会だより 建設業部会

部会だより 観光部会

建設業部会
「安全衛生講習会」を開催！
！
建設業部会（部会長：嵜山雅由）は、平成 28 年 3
月 24 日（木）午後 6 時より橿原商工会議所 4 階会議
室において、「安全衛生講習会」を開催致しました。
講師にＣＳＰ労働安全コンサルタントの堀江勉氏をお
招きし、事業所から２４名が参加、労働災害の種別、労
働安全衛生法における事業者の責務、労働者の責務に
ついて労働災害の事例を交えて説明をしていただきまし
た。また、1：29：300（ハインリッヒの法則）を用いて、
1：
「死亡または重篤な災害」 29：
「ケガ」 300：
「ヒ
ヤリハット」と説明され、年間 200 ～ 250 日働いて、
毎日 4 ～ 5 件のヒヤリハット、不安全な行動、不安全
な状態があれば 1,000 件 / 年、10 年 10,000 件、
20 年 20,000 件で、みなさんが死亡災害に遭遇して
いることになり、事故災害の芽を摘みとる「安全の先取
り」をお願いされました。続いて、「不注意」、「錯覚」、
「近道行為」、「省略行為」の四項目が、人間の行動特
性（ヒューマンファクター）の代表で、「人間はあやま
ちをおかす生きもの」であることを認識し、これら四項
目が不安全な行動につながることを熱弁され、実際に
おこった事故の例を挙げつつ、安全対策・災害防止につ
いて熱心に講義をしていただきました。合言葉は“ご安
全に”

熱弁をふるう講師の堀江氏

部会だより

講習会の様子

観光部会と近畿日本鉄道(株)合同企画
橿原神宮2600年大祭・橿原市制60周年記念

特別観光列車『落語列車』
が運行！
観光部会（部会長 岸田守弘）は、橿原に乗り入れ
ている近鉄電車を観光資源ととらえ、橿原神宮 2600
年大祭・橿原市制６０周年記念の特別観光列車を、平成
28 年 3 月 30 日（水）に橿原神宮前－京都間の試験
運行を実施しました。
本番は、平成 28 年 4 月 26 日（火）
・27 日（水）
近鉄上本町駅・近鉄京都駅から各 1 本ずつ橿原神宮特
別参拝・特別拝観列車として橿原神宮前に一般客を呼び
込みます。

近鉄観光列車「つどい」

観光列車内で岸田観光部会長挨拶

観光部会

三方よし！になる地域活性化の秘策！
まちゼミセミナー開催

岡崎まちゼミの会

代表

松井

洋一郎氏

会場の様子

平成28 年3 月25 日（金）橿原商工会議
所観光部会（部会長 岸田 守弘）は、お客
様の満足度ＵＰとお店の売上＆集客ＵＰを高
め、橿原市の魅力ＵＰに繋げる講習会「まち
ゼミセミナー」を、まちゼミ創設者である岡崎
まちゼミの会 代表 松井 洋一郎氏をお招
きし実施しました。参加者30 名で、参加者よ
り新しい顧客獲得にむけて知恵を頂いたと好
評の講習会となりました。
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青年部だより

橿原商工会議所青年部

平成28年度 新体制 スタート

◆平成28年度橿原商工会議所青年部通常総会を実施

平成 28 年度橿原商工会議所
青年部通常総会の様子

◆平成28年度青年部

平成28 年4 月16 日（土）橿原観光ホテルにて、平成28 年度橿原商工
会議所青年部通常総会を開催いたしました。平成28 年度青年部会長に福
本雅宣氏が選ばれ、会長所信表明が述べられました。その後、平成28 年度
の様々な事業が承認され、新しい体制にて今年度が始まりました。
通常総会の後に開かれた懇親会では、多くの来賓にご出席いただきまし
た。懇親会では平成28 年度入会式が行われたほか、青年部を構成する各
委員会の平成28 年度活動方針等が発表されました。

福本雅宣会長

あいさつ

平素より橿原商工会議所青年部の活動に対しまして格別のご支援ご協力を賜り 心より御礼申し上げます。
この度、橿原商工会議所青年部第13 代会長を務める事となり、その責任の重大さに身の引き締まる思
いが致します。これまでの経験を活かし、
より一層青年部活動に精一杯努める所存でございます。素晴らし
い仲間との出会い、自信を成長させて頂きました橿原YEG に、感謝の気持ちを込めて誠心誠意務めて参
りたいと思います。
本年度は、スローガンに「KASIHARA FUNDAMENTAL」を掲げ、平成32 年度に近畿ブロック大
会招致、開催に向け、
これら成功させる為の準備の年ととらえ、
メンバー一丸となって活動して参りたいと
考えております。
また、当会では新規会員様を募っております。共に考え行動して頂ける、若き企業家男女の会員様、もし
くは若手後継者様、先ずは橿原商工会議所青年部事務局までご連絡頂ければ幸いです。
結びに、橿原商工会議所会員の皆様におかれましては、橿原YEG の活動に対しまして、変わらぬ ご指導
ご鞭撻を賜ります様、
これからも何卒お願い申し上げます。

平成28年度 橿原商工会議所
青年部（橿原YEG）組織図

平成 28 年度 会長
福本 雅宣

橿原商工会議所青年部
会員 募集中（随時）
！
！
橿原商工会議所青年部
は、様々な活動を通じて、
異業種の仲間達との人脈
を広げ、
お互いに教え学び
あい、
青年経済人としての
資質を磨き、
地域企業の繁
栄と橿原の発展を目指す
「若き起業家集団」
です。
○会員条件：経営者、又は
従業員で45 歳未満の
成人の方

ビジネスマッチなら
かしはらビジネス商談会
4月個別商談会開催！
平成２８年４月１９日（火） 橿原商工会議所会場にて、中国
富裕層向け通販会社 楽ニュー株式会社をバイヤー企業とし
て招聘し、海外販路を本気で開拓したい事業所９社と商談を実
施しました。
4 月個別商談会「商談の様子」
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この店、
この人、
この会社

会員さん
Vol.230 和創だいにんぐ

絵空

創業から現在までのあらまし

大阪の割烹料理店などで十数年にわたり修業後、生まれ育った奈良
で自分のお店を開きたい、そして自分が作る和食創作料理をお客様に
おいしいと喜んでもらいたいと思い、昨年に店舗をオープンしました。

店のこだわりについてお聞かせください。

お店で扱う食材にこだわりをもち、奈良県産のブランド和牛「大和牛」、
奈良が育てた美豚「ヤマトポーク」、豊富な肉汁も含んだ「大和肉鳥」な
どの奈良県産の食材と季節の旬の食材を使用し、手作りにこだわった料理
を提供しております。特におすすめは、鯖のきずしの概念を覆す意外な組
み合わせ「鯖のきずしのサンドイッチ」やこだわりの自家製のたまり醤油
で味わっていただく「お造りの盛り合せ氷室盛り」です。季節感にもこだ
わりがあり、月ごとにメニューを換えておりますので、特にランチは毎月の
季節を感じてもらえる料理となっています。また、店内を日本料理のイメー
ジにある空間というよりも洋食店のイメージも取り入れた若者にも入って
もらいやすい店内となっています。是非ご来店いただきたいです。

↑ランチ料理

↑鯖のきずしのサンドイッチ

↑外観

↑店主とスタッフ

店の心構えを教えてください。

スタッフもお客様に楽しんでいただける雰囲気づくりを心掛け、自分
たちもお客様と接することを楽しむことで、常にお客様に楽しかったと
言っていただけるお店作りを心がけています。店をたくさんの方に知っ
てもらい、気軽に和食を楽しんでもらいたいです。

今後の展望

これまでの修業経験で日本料理には年配層の方のご来店が多いこと
から、ユネスコ無形文化財に登録された「和食」を若い層にも気軽に
楽しんでもらえるような店舗をつくっていきたいです。また、今後は現
在のお店を中心に奈良県内に店舗を増やしていきたいです。

和創だいにんぐ 絵空

代表 木下 健一 / 〒６３４－０845 奈良県橿原市中曽司町 185-7

350744-55-4909

ホームページ：http://www.wasoudining-esora.com
営業時間：AM11：30 ～ PM2：00（L.O：PM1：30）
PM 5：00 ～PM10：30（L.O：PM10：00）

Vol.231 魚エン
創業から現在までのあらまし

魚屋に 23 歳から約 20 年間勤務していました。魚の仕入から経営
に携わることを任された 13 年間の経験を活かして、懇意にしていた
だいていたスーパーのオーナーからの声掛けもあり、約 3 年前に上品
寺町のスーパーの魚屋として独立、出店しました。
店名の「魚エン」は「人の付き合い（縁）を大事する」ところから
付けさせていただきました。ところが、3 年目のこれからという時に
スーパーが撤退。現在地へ移転することになり 1 年が経過した今年の
3 月から飲食店としても経営を始めています。

事業内容について

↑外観

魚を中心に魚屋として魚の販売、飲食店として魚料理の提供をして
います。毎日市場から仕入れた新鮮な素材を活かした商品の提供を心
がけています。橿原市や大和高田市の飲食店も信頼がありよく仕入に
来ていただいており、目利きの良さは自負しています。

サービス・特徴など

魚屋での約 20 年間の経験により、魚の目利きには自信を持ってい
て、魚の鮮度、気配り、品揃えに気を付けています。特に「品揃え」
にはこだわりを持っています。
他のスーパーには「おいていない変わった魚」、例えば、深海魚や
メヒカリ、サメガレイ、ハッカク、エビスダイなど、普段耳にしない名
前の魚をこだわって扱うようにしています。
水槽にいるタカアシガニは特に子供たちに人気があります。
マグロにもこだわりがあり、ほほ肉や脳天、カマなど珍しい部位も扱っ
ています。煮つけは妻が担当しており、お客様には「自分の味付けに
似ていておいしい」と評判で、特に年配の方に受けがいいです。刺身
の 2 人前 4 貫 6 種盛もおススメです。是非、一度ご賞味ください。

今後の展望

魚屋をキッカケに飲食店を始め、お客様が魚や貝を自身で焼いて食
べれたり、テーブル上に水槽を設置したりして「見て楽しみ、食べて楽
しめるお店」を目指したいと思っています。その後は、経営を軌道に
乗せ 2 店舗目、3 店舗目と多店舗展開で大きくしたいと思っています。

↑店舗内

↑子供たちが喜ぶ水槽

魚エン
代表 齋藤 和博 / 〒 635 － 0026 奈良県大和高田市神楽 110-6

350745-22-6066
営業時間：11：00 ～ 22：00
定 休 日：水曜日

このコーナーに掲載希望の方、
また、推薦していただけるお店があればお問い合わせ下さい。※掲載料無料
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労災保険 「特別加入制度」
◆労災保険の特別加入制度をご存知ですか？
労災保険は労働者の業務上及び通勤途上の災害について補償するための保険です。しかし、労働者では
ないけれど労働者に準じて保護するのが適当であると認められる一定の方は、特別に任意加入できることに
なっています。これが労災保険の「特別加入制度」
です。

橿原商工会議所では下記の方々の労災保険特別加入の
取扱いができます。
○中小事業主
一定規模以下の事業（表１）を行う個人事業主や法人の役員などが該当します。
中小事業主が特別加入するには、労働保険事務組合という労働保険の事務を行う組合に加入する必
要があります。
（表１）

業種

労働者数

金融業、保険業、不動産業、小売業

５０人以下

卸売業、サービス業

１００人以下

上記以外の業種

３００人以下

○建設業関連の一人親方の方
従業員を使用せずに事業を行っている事業主（一人親方といいます）
が特別加入できます。
一人親方が特別加入するには、労働保険を取り扱う事業主団体に加入する必要があります。
• 建設関連の事業・・・・・大工さん、
電気工事屋さんなど
※認可団体名：橿原商工会議所一人親方労災保険会

※橿原商工会議所が運営する安心で費用も経済的な団体です。

※労働者を使用せずとは：従業員（パート、アルバイト、日雇い等）を使用せず、一人で従事する
  方を言います。但し、アルバイト等を使用し、1 年間のうち延べ100
  日以上を超える場合は、一人親方になりません。
※個人事業主に関わらず、法人の代表者でも一人で従事する方は、一人親方となります。

※上記の労災保険「特別加入制度」に関する事は橿原商工会議所へお問い合わせください。
※税務情報・労務情報のページは、今回お休みとなっています。内容をリニューアルする予定です。
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平成28年経済センサス‐活動調査を実施します
全ての事業所・企業が対象です！
★事業所・企業のみなさま、
ご回答をお願いします！★

経済センサスキャラクター

●経済センサス‐活動調査は、全国すべての事業所・企業を対象に、
平成28 年6 月に実施します。
売上（収入）金額や費用などの経理項目等をお尋ねします。
●支社などがない事業所には、調査員が直接伺い、
調査票をお配りします。
●支社などがある事業所には、国が本社などに傘下の支社分の調査票をまとめて郵送します。
●調査票は、調査員による直接配布を中心とした方法で5 月末までにお配りします。
●今回の調査では、インターネットを利用した回答が可能です。
都合のよい時間にいつでも回答できるので、
ぜひご利用ください。

総務省・経済産業省・奈良県・橿原市
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商工会議所 LOBO

商工会議所 LOBO（早期景気観測）

－平成２8 年 3月度調査結果－

業況ＤＩは、足踏み状況。先行きも不透明感強く、慎重な見方が続く
ポイント
▶３月の全産業合計の業況ＤＩは、▲２３．６と、前月から▲０．
８ポイントのほぼ横ばい。原材料価格や燃料費などの下落の恩
恵が続く中、好調な観光需要による下支えのほか、設備投資に
も持ち直しの動きがみられる。他方、人件費上昇や受注機会の
損失など人手不足の影響拡大、消費低迷の長期化に加え、新興
国経済の減速、不安定な金融市場など、取り巻く環境の厳しさ
がマインドを鈍らせており、中小企業の業況感は足踏み状況と
なっている。
▶先行きについては、先行き見通しＤＩが▲２２．１（今月比
＋１．５ポイント）と改善を見込むものの、「悪化」から「不
変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。春の観光シー
ズンに向けた需要拡大や設備投資の持ち直し、補正予算・来
年度予算の早期執行などへの期待感が伺える。他方、新興国
経済の減速やマイナス金利政策を含めた金融市場の不透明感
もあり、先行きが見通しづらい中、中小企業においては、消
費低迷の長期化や人手不足の影響拡大、春闘の結果を受けた
人件費の動向と価格転嫁の遅れに対する懸念などから、慎重
な見方が続いている。

ＬＯＢＯ全産業合計の各ＤＩの推移（２０１4 年3 月以降）
20

従業員ＤＩ

売上ＤＩ

0

資金繰りＤＩ

-20

業況ＤＩ
採算ＤＩ
-40

仕入単価ＤＩ
（下落の回答割合－上昇の回答割合）

-60

14.3

14.7

14.11

15.3

15.7

15.11

16.3

※ＤＩ値について
ＤＩ値は、売上・採算・業況などの各項目についての、判断の状況を
表す。ゼロを基準として、プラスの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す。したがって、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
な広がりを意味する。

【産業別概況】

業

業
サービス業

・
「受注は例年並みを確保できているが、
エンジニア不足を補うた
め外注せざるをえず、
利幅は小さい」
（ソフトウェア業）
・
「 収益圧迫が懸念されるが、パートの確保やモチベーション向上のた
（飲食店）
め、時給を50 円引き上げた」
・
「稼働率が7 割程度で安定しており、空調設備の修理や駐車場
の増設を実施。4 月以降はWi-Fi 導入などネット環境の整備も進
める」
（旅館業）

売

売

ＤＩ値の傾向（最近６カ月の傾向）⇧改善傾向 ⇨ほぼ横ばい ⇩悪化傾向
業況
売上
採算 資金繰り 仕入単価 従業員
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

ＤＩ値の傾向（最近６カ月の傾向）⇧改善傾向 ⇨ほぼ横ばい ⇩悪化傾向
業況
売上
採算 資金繰り 仕入単価 従業員
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
・
「花見シーズンやゴールデンウィークを前に、飲食・宿泊業など
からの引き合いが伸びている」
（調味料製造業）
・
「部品等の仕入先から値上げを求められている一方、
納入先から
の値下げ要求もあって、経営は厳しい状況」
（電気計測器等製造
業）
・
「新規事業を展開するため、継続的な設備投資を計画中」
（航空
機部品等製造業）

ＤＩ値の傾向（最近６カ月の傾向）⇧改善傾向 ⇨ほぼ横ばい ⇩悪化傾向

小

卸

・
「暖冬の影響により落ち込んだ売上の回復を図るため、
春夏物衣
料の販促活動を強化している」
（衣料品卸売業）
・
「北海道新幹線開業に伴い、観光関連の需要増が期待できるた
め、付加価値の高い新商品開発に注力する」
（食料品製造・卸売
業）
・
「景気動向に不安感はあるものの、海外向けを含め、受注が好調
に推移している」
（家庭用刃物等卸売業）

業

業

ＤＩ値の傾向（最近６カ月の傾向）⇧改善傾向 ⇨ほぼ横ばい ⇩悪化傾向
業況
売上
採算 資金繰り 仕入単価 従業員
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

造

設

・
「技術職不足が深刻化する中、人件費の上昇に歯止めがかから
ず、
採算は悪化傾向にある」
（一般工事業）
・
「業績改善が進んでおり、賃上げを行いたい。ただし、先行きが不透
明であるため、具体的な金額は決めかねている」
（防水・塗装工事業）
・
「足元の受注は鈍いが、来年度から新庁舎や新設される学校の校舎
建設など大型事業が始まるため、今後に期待できる」
（建築工事業）

製

建

ＤＩ値の傾向（最近６カ月の傾向）⇧改善傾向 ⇨ほぼ横ばい ⇩悪化傾向
業況
売上
採算 資金繰り 仕入単価 従業員
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

業況
⇩

売上
⇨

採算
⇨

資金繰り 仕入単価 従業員
⇨
⇨
⇨

・
「消費者の節約志向は一段と強くなっている。売上を増やすた
め、
イートインスペースの設置など、店内改装を検討中」
（食料・
飲料品販売店）
・
「気温の上昇とともに春物婦人服を中心に売上が伸びた一方、
こ
れまで堅調だった高額品に陰りが出始めている」
（百貨店）
・
「中国をはじめインバウンド需要が堅調。また、経費削減のため、電力
（化粧品販売店）
自由化にあわせて、契約の見直しを行っている」

ＬＯＢＯ調査要領
○調査期間：２０１6 年 3 月１5 日～ 22 日
○調査対象：全国の４２２商工会議所が２９69 企業にヒアリング
（内訳）建設業：454 製造業：719 卸売業：３20
小売業：７06 サービス業：７70
○調査項目：今月の売上・採算・業況等についての状況（ＤＩ値
を集計）および自社が直面する問題等

そのほか、詳しい情報についてはhttp://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.htmlからご覧ください。
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28

4

13

商売に結びつく
ホームページ活用法をご提案します。
月々1.5万円（税抜）で自社のホームページを持つことが出来ます。
デジタル印刷物の企画から制作

（ドメイン・サーバ代込み）

株式
会社

本 社 〒634-0812 奈良県橿原市今井町3-2-5
事業所 〒636-0246 奈良県磯城郡田原本町千代360-1
URL：http://www.aipricom.co.jp

TEL：0744-22-6155
TEL：0744-34-3030
E-mail：info@aipricom.co.jp
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橿原商工ニュース

平 成 ２8 年 ５ 月 号

〜橿原商工会議所からのごあんない〜
事務局インフォメーション
相談会

金融相談

㈱日本政策金融公庫による金融相談
相談日 5 月 18 日（水）10:00〜15:00
相談員

同公庫融資担当者

申込み

5 月11日
（水）までに、
「借入申込書」に添
付書類（確定申告書、決算書等）を添えて、
当商工会議所

中小企業相談所まで

※借入申込書は当商工会議所窓口にございます。

▶お申込み・お問合せは……橿原商工会議所

30744-28-4400 まで
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橿原商工会議所ホームページ QR コード➡

5 月 会議所行事予定

4/27 火
9

月

10

火

11

水

宮崎と橿原の観光と物産展（〜 3 日）
日商簿記検定試験

窓口申込受付期間（～ 13 日）

商業部会正副部会長会議
工業部会役員会
異業種交流会
建設業部会

正副部会長会議

青年部役員会

12

木

産官学（農商工）連携事業

第 1 回勉強会

15

日

産官学（農商工）連携事業

視察研修会

17

火

女性会総会

19

木

監事会

20

金

サービス業部会

役員会

正副会頭会議
23

月

31

火

第 129 回 常議員会
珠算検定試験
金融審査会

申込受付期間（～ 27 日）

