７．近畿（地域別調査機関：りそな総合研究所（株））
分野 景気の現状判断
家計 良く
動向 なっている
関連 やや良く
なっている

（−：回答が存在しない、○：主だった回答等が存在しない）
業種・職種
判断の理由
追加説明及び具体的状況の説明
コンビニ（経営 来客数の動き ・来客数の増加に対して在庫を増やしたことで相乗効
者）
果が生まれ、売上がより一層伸びてきている。
商店街（代表 それ以外
・ゴールデンウィークを控えて恒例のセールを開催し
者）
た。来客数が増加し、店内の高額品の売行きが好調
で、前年比118％にアップした。
一般小売店［時 単価の動き
・今月は近隣で大型ショッピングモールがグランド
計］（経営者）
オープンしたことで、その影響を心配していたが、結
果的には悪くなかった。オープニングセールで来店し
た人々が、欲しい物がない等の理由で当店へ回ってき
た。さらに、平均単価も平月にしては高かった。
百貨店（売場主 販売量の動き ・各ゾーンとも全般的に順調に推移し、春物商材の後
任）
ずれと夏物商材の前倒し傾向により、４月は衣料全体
の動きが良かった。
百貨店（営業担 お客様の様子 ・祖母から子や孫たち１人１人に高級時計を贈った
当）
り、同居のために家具を買ったりと、ペイオフの影響
ではないかと思われる動きが出てきている。
スーパー（広報 販売量の動き ・行楽関連商品、特に花見弁当が好調である。昨年の
担当）
高気温の反動で夏物商品の動きは低調だが、昨年４月
よりスタートした消費税総額表示による買い控えの反
動もあり、全体として好調である。
コンビニ（経営 来客数の動き ・突然の陽気と桜の遅咲き、雨が少なく花見の期間が
者）
２週間に及んだこと等で、行楽に出向く人が多かった
ほか、週末の天気が良かったことで売上が伸びた。商
品単価も少しずつ回復基調となり、特におにぎりに関
しては、具や米にこだわった高品質の商品がよく売れ
た。その一方で、100円おにぎりは売行きが下降傾向
にある。
コンビニ（店 お客様の様子 ・客の表情が少し明るくなり、財布を出す時も不景気
長）
を口に出さなくなった。使うお金は少ないものの余裕
が感じられ、つり銭の小銭を寄付する余裕も出てきて
いる。
衣料品専門店 販売量の動き ・既存客からのオーダースーツの注文数量が増加し、
また新規客も増加している。
（営業・販売担
当）
その他専門店 来客数の動き ・季節的なこともあるが、花粉症による鼻炎などで目
薬、マスクなどの鼻炎商品の売上が好調である。ま
［医薬品］（経
た、健康食品、ダイエット、美容の関連で、エネル
営者）
ギー補給商品であるコエンザイムＱ10、アルファリポ
酸の健康食品がよく売れている。特に化粧品関連では
美白商品の動きが良い。
都市型ホテル 来客数の動き ・宿泊は前月に続いて好調で売上目標をクリアした。
（営業担当）
単価の低いアジアの団体やインターネット予約等で稼
働率を上げているため、平均販売室料は下がり気味で
あるものの、売上ではプラスとなった。個人旅行客に
少し勢いがなくなってきているのは、愛知万博の影響
があるものとみられる。宴会に関しては一般宴会の調
子が良く、前月に続いて婚礼の件数が伸びたことで売
上目標をクリアした。
旅行代理店（広 販売量の動き ・愛知万博の開幕やゴールデンウィークの日並びの良
報担当）
さが影響してか、ゴールデンウィークを中心に４月か
ら６月の旅行取扱人数が、国内旅行、海外旅行とも昨
年より概ね１割増加している。
通信会社（社 お客様の様子 ・地上デジタル放送関連の認識が広まるにつれ、この
員）
機会にケーブルテレビに加入したいと考える人が増え
ている。
美容室（店長） 販売量の動き ・新しい客がなかなか増えない状況であるが、セット
販売を行っているホワイトニング化粧品の売上が堅調
であった。
その他サービス 販売量の動き ・ＣＤの物販売上が新商品投入不足のため前年割れと
なったが、レンタルは好調である。
［ビデオ・ＣＤ
レンタル］（エ
リア担当）

住宅販売会社 単価の動き
（経営者）
その他住宅［情 お客様の様子
報誌］（編集
者）

変わらない

・実需かどうかは判断に苦しむが、確実に土地の仕入
単価は上昇傾向にある。
・新築マンションの販売在庫は引き続き低いレベルで
推移しており、2002年秋頃の半分以下の水準になって
いる。デベロッパー各社の決算も好調の様子である一
方、不動産相場の先行き上昇感から新規発売のペース
は鈍っており、品薄感が出てきている。
商店街（代表 お客様の様子 ・暖かくなって人出はあるが、夜の引きが早いため売
者）
上が伸びない。
一般小売店［精 お客様の様子 ・気温が一定しないので食べる物の傾向が定まらず、
商売の仕掛けが上手くいかない。特に、精肉において
肉］（管理担
は気温が下がれば鍋商材で、上がれば焼肉という傾向
当）
がある。また、牛肉の相場が年明けから下がらず、
ゴールデンウィークを前に更に上昇していることか
ら、思い切ったセールも実施しにくい。
一般小売店［衣 お客様の様子 ・春物の売行きはかなり低調で、むしろ客の目は夏物
服］（経営者）
に動いている感がある。
百貨店（売場主 販売量の動き ・天候の不順により、相変わらずファッションの季節
任）
品の動きが鈍い。しかし、月後半になってサンダルや
帽子などの季節品が動きだした。
百貨店（売場主 お客様の様子 ・部門やアイテムによりばらつきがあるが、紳士の衣
任）
料関係は気温の上昇とともに上向いてきた。ただ、子
供の衣料関係は従来になく不調である。
百貨店（サービ お客様の様子 ・今月も衣料品関連を中心に苦戦している。また、少
ス担当）
子化で子供服のほか玩具等の教養商材が不振であり、
客単価は上がっているものの販売量の減少で苦戦して
いる。しかし、全体としては食料品の好調により先月
並みの水準を確保している。
スーパー（店 お客様の様子 ・昨年は４月から導入された消費税総額表示に対し
長）
て、価格が高くなったという客の感覚があり、売上へ
の影響がみられた。今年はその反動で売上は先月より
若干良い。しかし、本質は変わっていない。
スーパー（経理 販売量の動き ・これまで不調であった日用雑貨や婦人、紳士衣料が
担当）
比較的好調である。その一方で、生鮮部門は今一つ
で、特に鮮魚部門は不振であった。全体としては前年
実績を上回る傾向を維持している。
家電量販店（企 単価の動き
・デジタル家電関連、薄型テレビなど相変わらず好調
画担当）
であるが、単価は毎月下落している。その他、空気清
浄機、電子レンジの売上も前年を上回っているが、全
体をけん引するほどではない。
乗用車販売店 お客様の様子 ・新型車が売れているので、販売台数は昨年より少し
（営業担当）
多めに推移しているが、商売をしている客が古くなっ
た車を仕方なく乗り換えている感がある。
来客数の動き ・来客数が前年比で２％〜５％の減少傾向であるのに
その他飲食
対し、客単価が２％〜５％で上昇した結果、売上は横
[コーヒー
ばいとなった。決して景気が上向いているとは感じら
ショップ]（店
れない。
長）
観光型旅館（経 単価の動き
・数年前からみると来客数は減少しているが、近隣に
営者）
レジャー観光スポット等があるため、極端に落ち込む
こともなく、客単価も安定してきている。
都市型ホテル それ以外
・レストラン部門での前年割れは３か月前と変わらず
（役員）
続いている。宿泊部門では愛知万博の影響を懸念して
いたが、九州、北陸方面へのセールスやインターネッ
ト販売に努力した結果、何とか前年を上回ることがで
きた。しかし、ホテル全体の売上は３か月連続で前年
を若干下回っている。
タクシー運転手 お客様の様子 ・観光、花見等で客の外出機会も増えるため、乗車機
会の増加を期待したが、前月と比較して目立った増加
傾向はみられなかった。
タクシー運転手 競争相手の様子 ・企業等で昔はよく利用されていたタクシーも今は利
用件数が少なくなった。仮に利用があっても、以前は
新大阪や空港までの長距離だったものが、最寄りの駅
までの近距離などの利用が多く、節約傾向がみられ
る。
通信会社（営業 販売量の動き ・春商戦と新商品に支えられ、比較的好調に売れてい
担当）
る。

その他レジャー 来客数の動き
施設［イベント
ホール］（職
員）

やや悪く
なっている

・コンサート、入学式、物品販売会等の各種イベント
が連日開催されてにぎわった。特に、桜の時期という
こともあり、初旬に開かれたイベントは大入りとなっ
たほか、後半の恒例イベントも入場者数の新記録を出
すなど盛況であった。
美容室（経営 来客数の動き ・暖かい日は来客数が多く、寒い日は少ないといった
者）
ように、天候による差が激しい。春は売上が上がると
いう予想だったが、見込みが外れてしまった。
美容室（店員） 来客数の動き ・不景気といわれるようになってから、客がゴールデ
ンウィーク期間中に多くなる傾向がみられる。今年も
同じような傾向となっている。
住宅販売会社 競争相手の様子 ・入札によるマンション用地の落札価格は、相変わら
（従業員）
ず高値で推移している。
その他住宅［展 お客様の様子 ・最近は、すぐに家を建てるというよりは、展示場へ
行楽気分で来場し、弁当を広げる客が増えた。これは
示場］（従業
展示場がより身近になったということだが、３年以上
員）
先にしか計画のない客が増えているのも事実である。
来客数の動き ・近隣のショッピングモールがリニューアルオープン
一般小売店
し、買物客が大きくそちらに流れている。ディナータ
［酒］（経営
イムは非常に好調で、４月後半以降は12月並みの来客
者）
数となったものの、ランチタイムの客が大幅に減っ
た。
百貨店（売場主 お客様の様子 ・同じブランドでも関東の方が売上の良いものが多
任）
く、特に大阪地区での売上の減少が目立つ。また、名
古屋地区は同じブランドで比べても堅調な動きがみら
れる。大阪では高額品の動きも鈍いほか、価格により
一層敏感になっていることで販売量が減少している。
百貨店（企画担 販売量の動き ・一部フロアで改装を実施し、この効果を期待した
当）
が、周辺売場への波及効果等はほとんどみられなかっ
た。
コンビニ（経営 販売量の動き ・花見シーズンの盛り上がりが例年低下してきてお
者）
り、１人当たりの購買量が昨年より減少した。
衣料品専門店 お客様の様子 ・客の様子をみると、買い控えというよりもヒット商
（経営者）
品がない。また、メーカーが大量に生産しないため
に、爆発的なヒットが生まれないのが現状で、売れ筋
を見つけにくい。
家電量販店（店 お客様の様子 ・列車の脱線事故以降、ブライダルや贈答品の需要が
長）
激減している。被害にあった関係者はもちろん、事故
に遭わなかった人の心にも重くのしかかり、自粛ムー
ドが広がっている。
住関連専門店 販売量の動き ・例年４月は、大型連休前に開業、改装しようという
（経営者）
需要が生まれるため、１年で最も忙しい時期である
が、今年はこのような動きが極めて少なく、全く盛り
上がりに欠ける４月となった。
一般レストラン お客様の様子 ・客の声が小さく、元気がない。
（経営者）
一般レストラン 来客数の動き
（経営者）
観光型旅館（経 来客数の動き
営者）

悪く
なっている

・来客数の前年比の動きが、３か月前に比べて悪化傾
向にある。
・愛知万博が本格的に動き出し、特に団体の動きが鈍
くなっている。実際に方面変更という理由でキャンセ
ルになることも多い。
都市型ホテル 来客数の動き ・婚礼や宴会は前年並みで順調に推移しているが、宿
（スタッフ）
泊の動きが団体、個人ともに極端に悪い。特にビジネ
ス客の動きが鈍く、年初からその傾向が続いている。
タクシー運転手 競争相手の様子 ・京都市内の客の数が減っており、安い価格が売りの
タクシーにも空車が目立つ。
その他サービス 来客数の動き ・新学期を迎えるにあたって、昨年よりも退会者が増
えた。
［学習塾］（経
営者）
商店街（代表 お客様の様子 ・商店街の商圏を囲むようにスーパーが乱立してお
者）
り、催し等を行っても、よほど消費者にとって利益に
なるものでない限り効果がない。

その他専門店 お客様の様子
［宝石］（経営
者）

観光型ホテル
（経営者）
企業 良く
動向 なっている
関連 やや良く
なっている

−
食料品製造業
（従業員）

電気機械器具製
造業（経営者）
金融業（営業担
当）
不動産業（経営
者）
変わらない

化学工業（経営
者）
金属製品製造業
（管理担当）

一般機械器具製
造業（経営者）
一般機械器具製
造業（経営者）
建設業（経営
者）
建設業（経営
者）
不動産業（経営
者）
不動産業（営業
担当）

やや悪く
なっている

販売量の動き
−

・先月に続き、今月も上顧客にプレミアム付きのダイ
レクトメールを送ったが、例年に比べて圧倒的に反応
が悪い。ここまで来客数が悪く、ダイレクトメールの
反応が悪かったのは初めてである。また、最近の中
国、韓国問題によって影響を受けている取引先もみら
れる。
・４月の販売量は極端に悪く、対前年比で８割を少し
超える程度であった。当旅館は中部地区を含む団体客
の比率が高いので、愛知万博の影響が大きい。
−

受注量や販売量 ・原材料価格が上がっているなかで、販売量が伸びて
の動き
きている。当社の製造しているソースは基礎的な調味
料なので、一般的な家庭、業務店で消費量が増加して
いるということは、多少景気が良くなっている証拠で
ある。
取引先の様子 ・自動車関連の海外での設備投資意欲はおう盛であ
る。また、環境対策による投資にも前向きである。
取引先の様子 ・建機部品製造業は、売上、利益ともに依然好調であ
る。また、プラスチック材料の卸売業やお菓子の小売
業でも売上が増加している。
受注量や販売量 ・大阪市内中心部の飲食店舗の空室率が依然低く、空
の動き
室が出てもすぐに埋まる状態が続いている。また、一
等地における駐車場の利用率も年初来好調である。
受注量や販売量 ・全体として、受注が活発になってきている得意先は
の動き
増えてきているが、大口の落ち込みをカバーするまで
には至っていない。
受注価格や販売 ・鉄材等の材料の仕入価格が１年前に比べると約２倍
価格の動き
に上がっており、売れば売るほど赤字になる商品が出
てきている。また、材料の質も悪く不良品も多く出て
いることから、利益を出すより、どれだけ赤字を減ら
すかが課題となっている。
取引先の様子 ・当社の取引先には大手製鉄会社が多いが、引き合い
は相変わらず活発であるものの、交渉に緊迫感がなく
設備投資の先延ばしムードが出ている。
受注量や販売量 ・既に今年12月分の注文まで受注済みである。
の動き
受注量や販売量 ・受注予定の案件が先延ばしになりつつある。顧客の
の動き
予算等の関係もあり、なかなか資金が出るまでには至
らない。
受注量や販売量 ・以前に比べて、多少ではあるが民間の発注量が増加
の動き
傾向にある。しかし、価格競争は相変わらず厳しい。
取引先の様子 ・建売住宅、分譲マンション業者の土地取得意欲はお
う盛であり、土地取得価格が上昇しているが、一部地
域を除いて販売価格に転嫁できていない。
取引先の様子 ・依然として事務所の需要は少ないことから、事務所
用地や自社ビル用地という観点では依然厳しい状況で
ある。一方で、マンション用地の仕入競争は非常に激
しくなっており、売却物件が出れば奪い合いになると
いう状態である。
受注量や販売量 ・広告の受注先が固定化されてきており、新たな発注
の動き
先が増えない。
取引先の様子 ・業界全体で受注は多くなっているが、国内で仕入す
ると若干高いので、海外仕入をしているケースが多
く、当社の受注についてはあまり変わっていない。
受注量や販売量 ・４、５月のスポットＣＭ受注量が伸び悩み、前年比
の動き
100％確保が厳しい状況である。

広告代理店（営
業担当）
その他非製造業
［機械器具卸］
（経営者）
その他非製造業
［民間放送］
（従業員）
繊維工業（総務 受注量や販売量 ・注文が前年の２〜３割ダウンしている。この時期の
担当）
の動き
注文で秋までの生産がある程度計画できるのだが、そ
れができない状況である。
繊維工業（総務 受注量や販売量 ・受注分の生産又は仕入を行って納品の準備をしてい
担当）
の動き
るが、取引先は店頭での売行きが悪いので引取りを遅
らせている。

金属製品製造業 取引先の様子
（経営者）

悪く
なっている
雇用 良く
関連 なっている
やや良く
なっている

変わらない

やや悪く
なっている

悪く
なっている

・鉄鋼原料の世界的な高騰による鋼材値上げが浸透し
ているが、海外商品と国産品との価格差が大きいこと
から、ユーザーの目は一部で海外に向けられ、国産品
を敬遠する動きが出てきている。
金属製品製造業 受注量や販売量 ・自動車関係の仕事以外は落ち着いてきている。
（営業担当） の動き
広告代理店（営 受注量や販売量 ・４月は新年度で広告出稿も動きにくいのだが、今年
業担当）
の動き
は特に動きが鈍い。
コピーサービス 受注量や販売量 ・各社とも夏物の新商品、新サービスを開始前の段階
業（従業員） の動き
であり、実際に動きがみられるのはゴールデンウィー
ク明けとなる模様である。それを反映してか、広告
物、販促物等の作成依頼が低調である。
−
−
−
−
人材派遣会社
（経営者）

−

−

求職者数の動き ・昨年の11月頃からの動きであるが、求職者数が求人
数に追いついていない。年度末以降、４月も順調に求
人オーダーが出ているのに対し、派遣スタッフ数が足
りずマッチングできない状態である。ただし、正社員
や紹介予定派遣に多くの人が集まる状況は、ここ２、
３か月変わっていない。
求人情報誌製作 周辺企業の様子 ・特に大都市周辺の中小メーカーが元気であり、今後
の事業展開を考えた人材確保活動を行っている。
会社（営業担
当）
職業安定所（職 求人数の動き ・求職者数は減少しているものの、新規求人数はおよ
員）
そ30年ぶりの高い数値を記録するなど、依然として企
業の採用意欲は高い。
民間職業紹介機 周辺企業の様子 ・月に一度、大手企業を中心とした会合を開いている
関（営業担当）
が、採用に積極的な意見が多くみられた。
学校［大学］ 周辺企業の様子 ・来校社数、採用予定数の増加にみられるように、企
（就職担当）
業の採用意欲は少し上向いている。
人材派遣会社 求人数の動き ・企業からの求人依頼は、年度末の需要が一段落した
（社員）
ような感があるが、それに代わる求人も発生しつつあ
る。
新聞社［求人広 雇用形態の様子 ・少子化の影響か、昨年と比べて塾講師の募集広告が
減った。
告］（営業担
当）
学校［大学］ 採用者数の動き ・企業の採用の動きは早くなった印象であるが、まだ
（就職担当）
様子をみているようで、結果は出ていない。
新聞社［求人広 求人数の動き ・４月の求人数が久々に前年比マイナスとなりそうで
告］（担当者）
あるが、４月は求人が動きにくい月なので、一過性の
動きであるとみている。
民間職業紹介機 求人数の動き ・３か月前は日雇い求人数が前年比プラス10％以上の
関（職員）
増加であったが、今月はプラス５％程度になり、やや
増加率が落ちた。
新聞社［求人広 周辺企業の様子 ・各企業とも費用のかかる求人広告は控えている。以
告］（担当者）
前からみられた傾向であるが、最近は特に職安等を利
用して人材不足を補っている。

