４．南関東（地域別調査機関：株式会社日本経済研究所）
（−：回答が存在しない、○：主だった回答等が存在しない）
分野 景気の現状判断
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 ・景気は良いと思っているが、それは７月24日から
家計 良く
者）
動向 なっている
ずっと続く祭りの影響である。当市は、市民祭り、花
関連
火大会などに力を入れているため、お祭り景気になっ
ている。
(南関東) やや良く
一般小売店［祭 単価の動き
・大口の注文をいくつか受けている。
なっている
用品］（経営
者）
一般小売店［文 来客数の動き ・文具店の繁忙期である４月と比較すると来客数、売
房具］（経営
上共に落ちるが、前年同月と比べてどちらもやや増加
者）
している。また、例外的であるかもしれないが新作ス
マートフォン向けゲームの公開以来、街全体に多くの
利用者がみられ、当店の来客増にもつながっていると
思われる(東京都)。
百貨店（営業担 お客様の様子 ・高額品売上の落ち込みが収まりつつある一方、衣料
当）
品などでは、必要なものだけを買うという堅実な購買
が多い(東京都)。
スーパー（経営 お客様の様子 ・提案したものに、客はしっかり反応してくれてい
者）
る。
コンビニ（経営 販売量の動き ・今月は各団体の予約が多く入ったため、単価が上が
者）
り、売上は多少良くなっている。
家電量販店（統 単価の動き
・猛暑の影響で、夏物家電が好調である。また、オリ
括）
ンピックイヤーによる映像商品の販売も好調に推移し
ている。
乗用車販売店 来客数の動き ・新型車効果により、客の動きが活発になってきてい
（総務担当）
る。
一般レストラン それ以外
・商店街の空店舗に、立て続けに２軒入店した。外部
（経営者）
から当地が商圏として価値があると再認識している
(東京都)。
一般レストラン 単価の動き
・原料高騰により、６月に値上げを行った。客単価は
（経営者）
値上げ前の４％ほど上がっているものの、来客数が一
時落ち、７月後半から戻りつつある。まだ様子を見て
いるところだが、客も納得して支払っているのではな
いか(東京都)。
旅行代理店（営 お客様の様子 ・募集ものの海外旅行の申込が、予想より多く集客で
業担当）
きている(東京都)。
旅行代理店（営 販売量の動き ・夏の旅行シーズンを迎えて、販売量がやや上昇して
業担当）
いる(東京都)。
タクシー運転手 お客様の様子 ・前年に比べて梅雨が長かったためか、月半ばまでは
人の動きもぱっとせず、タクシー利用も少なかった。
梅雨明けした途端に、深夜の街に人がどっと繰り出
し、一気にそれ以前の景気の悪さを払しょくしている
(東京都)。
通信会社（営業 販売量の動き ・今月は営業日数の内、休日が５回あり、客と会う機
担当）
会が多く契約件数が増えている。リオデジャネイロオ
リンピックが販売促進となっている。営業担当者の増
員ができたことも契約件数の増加の要因である(東京
都)。
その他サービス 来客数の動き ・６月から新規の問い合わせが増えて、好調な気配に
［学習塾］（経
なっている。
営者）
設計事務所（経 お客様の様子 ・前月末より公共案件の入札件数が増加している。前
営者）
年度はほとんど受注できなかったが、今年度は狙って
いた案件がたまたま受注できている。入札案件の受注
は、景気の回復というより運の要素が強いため、判断
は難しいが、多少なりとも明るい兆しである。
住宅販売会社 販売量の動き ・前月は悪かったものの、今月の販売は目標の約
（従業員）
115％で良く、３か月前と比べてもやや良くなってい
る。ここ３か月ぐらいは来客数がかなり減っている
が、ゴールデンウィーク時の集客が、今の販売につな
がっている。
変わらない
商店街（代表 来客数の動き ・今年の天候をみると、かなり暑い日が続いてその後
者）
は涼しいという感じだが、暑いと来客、高齢者の動き
が悪いのが大変こたえる(東京都)。

商店街（代表
者）

販売量の動き

一般小売店［家 販売量の動き
電］（経理担
当）
一般小売店［文 販売量の動き
具］（販売企画
担当）
一般小売店
販売量の動き
［茶］（営業担
当）
百貨店（売場主 来客数の動き
任）

百貨店（営業担 販売量の動き
当）

百貨店（販売促 来客数の動き
進担当）
百貨店（店長） 販売量の動き

百貨店（副店
長）

お客様の様子

スーパー（販売 単価の動き
担当）

スーパー（経営 単価の動き
者）
スーパー（店
長）

単価の動き

スーパー（店
長）

来客数の動き

スーパー（営業 販売量の動き
担当）
スーパー（仕入 販売量の動き
担当）
コンビニ（経営 来客数の動き
者）

・中小スーパーの乱立により、駅前大型商業施設のみ
ならず、大型ショッピングモールへの客足も土曜、日
曜以外は減少してきているようである。地域の商店街
では、長い間営業を続けてきた生鮮店や総菜店が閉店
し、その店子として居酒屋系の店舗が増加しつつあ
り、商店街の飲み屋街化が進行しつつある(東京都)。
・月始めに暑い日が続いたため、エアコンの動きが良
い。業務用のパッケージエアコンも動いている。ス
ポーツ施設などの街灯ＬＥＤ化の注文など、いろいろ
な要望が出ている。
・店頭における来客数や販売量はほとんど変わらな
い。外商の物件数についても、それほど悪くもなく良
くもない伸び悩みの状態が続いている。
・販売量の伸び悩みで会社は儲かっていないため、こ
こ数年ボーナスが出ないことが続いている。会社あっ
ての我々なので我慢である(東京都)。
・セールが始まり当初、売上は好調であったが、下旬
からは化粧品など必需品は好調な一方、その他の婦人
服やバッグなどの売上は10％ほど下回っている。客
は、吟味して買っており、梅雨明けが遅れたためにサ
ンダルなども苦戦している。
・クリアランスセールの前倒し実施により、７月前半
は２けたの伸びを見せたものの、後半に入り失速し、
前年実績をとらえるのが精一杯である。婦人アパレル
のセールの動きは厳しい一方で、一部定価品に動きが
あり、価格と品質のバランスが取れたものが売上につ
ながっている。お中元ギフトは６月からの累計では前
年割れだったものの、７月に限ってはプラス５ポイン
トと堅調な動きを見せている(東京都)。
・催事等の影響で、売上は店舗によって良し悪しはあ
るが、来客数に大きな変動はない。お中元商戦はトー
タルで見ると前年並みで終了している(東京都)。
・年度前半戦の最大商戦月であるが、お中元が前年に
も増して低迷している。６月の大幅マイナスから７月
は少し戻したが、トータルで大きく割れている。クリ
アランスも前倒しした効果が少しあったものの、月の
後半失速している。これが当月の売上に大きく響いて
いる。
・７月は、夏物商材のセール時期を前年より早めた効
果が出ている。また、天候にも恵まれ、ビアガーデン
は好調に推移している。しかし、それ以外に特筆すべ
きものがなく、販売現場ではやや停滞感も感じられ
る。
・競合との価格競争もあり、ナショナルブランド商品
などの価格が下落傾向にある。客の買上点数は前年を
上回っているものの、平均単価が下がっている分、客
１人当たりの買上額は前年割れの状況が続いている
(東京都)。
・来客数は多少増えているが、やはり単価が下がって
おり、客単価もわずかに下がっている。こうしてデフ
レ傾向になっているのかと感じている。
・買上点数は前年を大きくクリアしているが、単価が
思うように上がらないため、売上未達の厳しい状況で
ある(東京都)。
・来客数の微減が続いており、１週間の来店頻度が下
がってきている。いろいろな店への買い周り頻度も高
く、日常生活ではまだまだ節約志向が続いている(東
京都)。
・関東地方の梅雨がまだ明けておらず、天候不順が続
いているため、季節商材の売上が軟調である。あわせ
て、英国のＥＵ離脱問題から始まる円高、株安も景気
に大きく影響している(東京都)。
・前半は暑さの影響もあり、夏物商材の売上が前年を
超える状況であったものの、中旬以降に気温が低下傾
向になると、売上も同様に落ちていき、結果としては
前年並みの売上で推移している。
・売上、来客数共に変化はない。ただし、ドーナツな
ど一部の商品の販売量が、全く伸びない。客は必要な
物をきちんと見極めており、安価で高品質な物だけが
生き延びていく証である。

コンビニ（経営 来客数の動き
者）

コンビニ（経営 来客数の動き
者）
コンビニ（商品 来客数の動き
開発担当）
衣料品専門店 販売量の動き
（経営者）
衣料品専門店
（経営者）

お客様の様子

衣料品専門店
（統括）
乗用車販売店
（経営者）

販売量の動き

乗用車販売店
（営業担当）
住関連専門店
（営業担当）

お客様の様子

販売量の動き

お客様の様子

その他専門店 販売量の動き
［ドラッグスト
ア］（経営者）
その他専門店 販売量の動き
［ドラッグスト
ア］（経営者）
その他専門店 お客様の様子
［貴金属］（経
営企画担当）
高級レストラン 来客数の動き
（副支配人）
高級レストラン 来客数の動き
（仕入担当）
一般レストラン 来客数の動き
（経営者）
一般レストラン 販売量の動き
（経営者）
一般レストラン 来客数の動き
（経営者）
一般レストラン お客様の様子
（経営者）

一般レストラン お客様の様子
（スタッフ）

都市型ホテル 来客数の動き
（スタッフ）
旅行代理店（経 販売量の動き
営者）
旅行代理店（経 単価の動き
営者）

・当店は１年を通して、７月が一番来客数、売上共に
多い月になる。中旬ごろまでは前年同月比105％と、
大分良い数字で推移していたが、20日過ぎくらいか
ら、段々と落ち着き、現状は同102％である。来客数
をいかに落とさず、あるいは増やして商売をしていく
か、力を入れているところだが、今月に限れば、本部
のフェア等がうまくいっているのではないか。
・天候不順で暖かくならないから客も増えない。
・来客数の減少は続いているが、悪化する傾向もなく
低調のまま推移している(東京都)。
・前月に続き価格訴求の広告を打っている。来客数、
売上共に前年はクリアしている。８月の決算粗利がど
う出るかが問題である。
・バーゲンの最盛期で価格も安くしているが、消費者
は必要な物以外は買わず、なかなか購買力に乏しく、
意欲が感じられない。
・バーゲン時期でいくら安くなっても、価値がなけれ
ば客は手に取ってくれない。
・自動車の整備と販売をしているが、整備は順調に
入っているものの、販売はあまり芳しくなく、２割減
となっている。
・夏休みに入るため、車のメンテナンスにお金はかけ
ても新車購入を考えることは少ない。
・リフォーム業界の現場では客の様子見ムードが強
まっており、引き合い件数は堅調ではあるものの、受
注率が伸び悩んでいる(東京都)。
・夏物商材の動きが良い。今は梅雨明け前なので、梅
雨明け後には、さらに伸びるとみている。
・前月と販売量の動きは変わらない。
・繁華街、百貨店、商業施設などの客の動員は良い。
特に個人の訪日旅行と思われる外国人客が多い。しか
し、販売額は前年同期比100％程度で推移している(東
京都)。
・法人の宴席利用状況から判断し、変わらない(東京
都)。
・来客数、売上高共に、ほぼ前年並みである(東京
都)。
・夜はもちろん、ランチの来客数も減少している。社
会の景気なのか、当店だけ悪いのか判断しきれない
が、結果的に来客数は減少しており、良くない状況で
ある。
・３か月前の４月１〜26日までの前年比は、売上
94.5％、来客数95％である。７月１〜27日までの結果
は、売上94.4％、来客数98.1％である(東京都)。
・今月上旬の予約数はやや少なかったが、後半は暑気
払いなどで予約数が増え、盛り返してきたようである
(東京都)。
・営業努力により売上を伸ばしているが、レストラン
部門の来客数は伸びているものの、客単価は下がって
いる。輸入卸販売部門では、例年と比べて、菓子店、
中華、結婚式場、ホテルなどからの受注量が減少して
いる。特に、中華料理及び中華食材問屋からの受注が
減っている。
・良くなく、悪くもなく変わらないが、人件費や支払
も増えている。他店は売りに出たり、すぐに入れ変
わっていたりするなか、当店は品物も味も変わってな
いから客も安心して来てくれるが、２回来るところが
１回になったりしているので、落ちていないが上がっ
てもいない。結果的にあまり景気は良くない。
・インバウンドの伸びが鈍化しており、良くも悪くも
ない状況である。
・大手企業ではベースアップ等があり、多少なりとも
賃金が上がったというような話だが、個人の客に対し
てはなかなかそこまでは回ってきていない。財布のひ
もはなかなか固い。
・客単価の差が、より一層拡大傾向にある。

旅行代理店（販 販売量の動き
売促進担当）

タクシー運転手 お客様の様子

タクシー（団体 来客数の動き
役員）
通信会社（社 販売量の動き
員）
通信会社（営業 単価の動き
担当）
通信会社（局 販売量の動き
長）

通信会社（総務 お客様の様子
担当）
通信会社（経営 お客様の様子
企画担当）
観光名所（職 来客数の動き
員）
ゴルフ場（支配 来客数の動き
人）
その他サービス 販売量の動き
［保険代理店］
（経営者）
設計事務所（経 それ以外
営者）

設計事務所（職 それ以外
員）
住宅販売会社 お客様の様子
（従業員）

やや悪く
なっている

住宅販売会社
（従業員）

販売量の動き

住宅販売会社
（従業員）
その他住宅［住
宅管理・リ
フォーム］（経
営者）
その他住宅［住
宅資材］（営
業）
商店街（代表
者）
商店街（代表
者）

販売量の動き

商店街（代表
者）

それ以外

お客様の様子

販売量の動き
販売量の動き
来客数の動き

・国内旅行は、熊本地震から３か月が過ぎ、九州ふっ
こう割などの対策もあって持ち直しつつあり、夏休み
で良くなってきている。反面、海外旅行はテロの影響
が大きく伸び悩んでおり、国内、海外旅行両方合わせ
ると変わらない(東京都)。
・客から良くなっているという話を聞いているわけで
はないが、これからは、やや良くなるのではないかと
いう希望を持っている。新都知事も決まるし、期待し
ている(東京都)。
・４月以降、月ごとに前年比で増加と減少を繰り返
し、景気が安定しているとは言えない。前月は参議院
選の影響か減少したが、７月は梅雨などの季節的要因
から若干持ち直している。
・番組への出稿が中止になっている。また、継続番組
の注文が少ない(東京都)。
・キャンペーン商品や安価なサービスが引き続き主力
となっており、単価はなかなか上がらない。
・リオデジャネイロオリンピックにより、４Ｋテレビ
の普及からコンテンツ需要が伸び、当業界にも良い影
響があると思っていたものの、想定よりもあまり盛り
上がっておらず、ケーブルテレビへの興味付けがしに
くい状況にある(東京都)。
・日常の買物客の購入状況に、著しい変化はみられな
い(東京都)。
・３か月前と比較しても、特段動きはない(東京都)。
・当地は観光地のため、３か月前の４月は新緑や遠足
でにぎわう。７月は夏休みに入るため、４月と比べさ
ほど変わらない(東京都)。
・毎月、例年の同月に応じた来客数があり、客の顔ぶ
れも、新旧さほど変わることなく営業は出来ている。
・メーカーの卸価格の値上げ、値下げによって、販売
量に変化が生じるとみていたが、さほど売上には影響
がない。
・当社は環境関係の営業、民間営業を分けている。環
境関係は各市町村に出向き、名刺等を配り営業を重ね
ている。民間はホームページや電話をチェックし、さ
らに客へのアプローチをかけているが、一般住宅につ
いては大変難しく、ホームページを見ている件数は少
ない状況である。行政は各入札関係の指名があるた
め、それに適応している。
・判断しにくい状況が続いている(東京都)。
・受注に関して、戸建住宅は前年並みだが、賃貸住宅
は20％減となっている。商談時間の長期化傾向は続い
ており、ユーザーの慎重度は相変わらずである(東京
都)。
・新築の売りアパートは３か月前と同様に、好調に契
約が取れている。ただし、戸建分譲は全く動かない。
都内の案件は好調だが、隣接する市は、南部が良いが
北部はあまり良くない。
・景気は気からというが、当業界では特に気分に影響
するトピックスもなく、状況に変化は見られない。
・全体の動きとしては先月とあまり変わらないが、後
半に入って多少相談が来るようになっている。
・建築資材は需要期ではないため、動きは安定してい
る。ただし、前年より低水準の状態が続いており、伸
びは鈍化している(東京都)。
・前年と比べて落ち込みが大きい。原因はいろいろあ
るが確定できない。
・最近、商店街の通行量が若干少ないようである。ま
た、店の中に入ってくれる来客数も減少傾向である。
来客数の少なさで販売も思うようにいかない現状で
は、今後に不安が残る。
・参議院選、都知事選と選挙が続き、天候不良も影響
している。中国系観光客が伸びないためか、クレジッ
トカードの取り扱いが予測より伸びず急に鈍っている
(東京都)。

一般小売店［和
菓子］（経営
者）
一般小売店［家
電］（経理担
当）
一般小売店［家
具］（経営者）
一般小売店
［傘］（店長）
一般小売店
［茶］（営業担
当）
百貨店（総務担
当）

来客数の動き

・猛暑だったり、雨続きで、来客数が激減してしま
い、売上につながらない。

販売量の動き

・６月の売行きが良く、７月以降も売れると予想して
いたが、天候のせいもあって、夏物商材が今一つ売れ
ていない。
・小売店は景気が悪く、来客数も最近は非常に少な
く、売上もそれに伴って増えていない(東京都)。
・客は必要な物だけを購入している。単価も抑え気味
である。
・買上点数の減少に伴い、売上も減っている。

来客数の動き
お客様の様子
販売量の動き
来客数の動き

百貨店（広報担 単価の動き
当）

百貨店（営業担 来客数の動き
当）
百貨店（営業担 販売量の動き
当）

百貨店（販売促 来客数の動き
進担当）

百貨店（計画管 販売量の動き
理担当）
百貨店（店長） 単価の動き
スーパー（総務 お客様の様子
担当）

スーパー（仕入 来客数の動き
担当）
コンビニ（経営 販売量の動き
者）
コンビニ（経営 来客数の動き
者）
コンビニ（エリ 来客数の動き
ア担当）
衣料品専門店
（経営者）

来客数の動き

衣料品専門店
（営業担当）

販売量の動き

・前年同月上旬の天候不順に対し、今年は月初より天
候が良く、衣料品、服飾雑貨等は好スタートを切った
ものの、食料品がギフトを中心に苦戦し、全体として
厳しい結果となっている。
・高額品の売行きが鈍化している。原因の一つに株安
による逆資産効果で富裕層の買い控えが進行している
ことがあり、特に、高級時計などに顕著に影響が出て
いる。もう一つは、円高によるインバウンド消費の鈍
化である。外国人旅行客の購入は増加しているもの
の、単価が低下しているため、結果として売上はマイ
ナスとなっている(東京都)。
・６〜７月にかけて、大きく来客数が落ちている。天
候不順があるものの、クリアランスも盛り上がらず厳
しい状況である(東京都)。
・今月は月初よりクリアランスセールを実施し、ス
タートが金曜日に当たったことにより動員、購買拡大
につながっている。６月に苦戦していたお中元ギフト
も、クリアランス動員効果を受けて、売上は２けた増
に回復している。ただし、累計では前年を下回る状況
である。６月までの夏物衣料、雑貨商戦の不振を考慮
すれば、クリアランスセールによる一過性の回復と推
察できる(東京都)。
・前年は中旬スタートのブランドも多かったクリアラ
ンス商戦だが、本年はほぼすべて７月１日にスタート
したため、来客数は月初は前年よりプラスとなってい
たが、長続きせずに中旬以降はマイナスに転じてし
まっている。単価は上昇しているものの、客数減によ
る販売量減をカバーするには至っていない。
・クリアランスセールの初日が前年より前倒しとなっ
たため、セール前半は前年と比べて売上が好調に推移
していたものの、後半は不振が続いている(東京都)。
・売上は維持しているが、生活雑貨、衣料雑貨、衣料
品等、全体的にデフレ傾向にある。
・今月の売上は、前年同月を５％ほど下回っている。
要因としては、梅雨明けが遅れたことや、賞与が上
がったという報道もあったが中小企業を含めた一般的
な方の賞与はそれほど上がっていなかったように思わ
れることから、客の購買意欲が今一つであったためで
ある。
・関東地方の梅雨明けは、前年は７月10日だったが、
今年はまだ明けていないので、夏物商材の動きがピー
クを迎えていない。
・前月と比べて、販売量が落ちている(東京都)。
・天候の違いかもしれないが、前年に比べて来客数が
94％と落ちている。
・天候不順から客の来店が減っている印象である。特
に、アイスクリームや飲料類の夏物商材の動きが鈍い
(東京都)。
・バーゲン月にもかかわらず、天気に左右され客の外
出が少なかった。また、目的買いの客は、余計な物は
買わずに、かなり引締めている様子である。
・とにかく売上が厳しい。前年比は82.8％で、客の買
い方も必要な物を必要なだけしか買わず、低単価の物
しか買わない。街の景気はひどく、当ショッピングセ
ンターも今月でまた、１店閉店になり、空き店舗が４
店舗を超えている。このままどんどん減って昔からの
店はなくなっていくのではないか。

家電量販店（経 来客数の動き
営企画担当）

乗用車販売店
（経営者）
乗用車販売店
（販売担当）

販売量の動き
お客様の様子

乗用車販売店 販売量の動き
（店長）
住関連専門店 販売量の動き
（統括）
一般レストラン 来客数の動き
（経営者）
一般レストラン 来客数の動き
（経営者）
一般レストラン 来客数の動き
（経営者）
その他飲食［給 お客様の様子
食・レストラ
ン］（役員）

都市型ホテル
（スタッフ）

販売量の動き

都市型ホテル 販売量の動き
（総務担当）
旅行代理店（従 お客様の様子
業員）
タクシー運転手 お客様の様子

・７月前半は猛暑到来という感じで、季節家電を中心
に回転していたが、関東以北がいまだ梅雨明けしてい
ないため、後半は月前半の勢いが消えて、前年割れの
水準となっている。累計の来客数、客単価も前年割れ
である(東京都)。
・軽自動車の販売台数が、前年に比べてかなり減少し
ている。
・運送関係の客は、「基本的に良くない。輸送量が増
えていないし、運賃も上がっていない。ただし、ドラ
イバーは足りていない。それは、賃金ベースを上げら
れないことに加えて、待遇が良くないので、運送業の
ドライバーも後継者がいない。そういう状況のなか
で、増車はできず、配送運賃も上がりそうになく、全
体的に停滞感がある」と言っている(東京都)。
・客の動きが悪く、販売量も落ち込んできている。先
行きに不安を感じる。
・季節的な要因も多少はあるが、来客数、販売量共に
伸び悩んでいる。
・飲食店では夏の売上がどうしても落ち込んでしま
う。ただし前年の７月から比べて、少しは売上が良く
なっているものの、２〜３か月前と比べればやはり落
ちているため、やや景気が悪くなっている。
・３か月前に比べて英国のＥＵ離脱問題や参議院選等
があり、極端に来客数が減っている(東京都)。
・夜の会社単位で飲食に出る回数があきらかに減り、
しかも週１回だと金曜日に集中している。それ以外の
日に動こうという人の絶対数が少ないので、景気が悪
くなっていると感じる。
・最近では、本社移転する企業等を中心に社員食堂を
設置しない企業が増えている。その理由としては、厨
房設備への投資を行わないことや、専用の食堂フロア
を設ける無駄を省くためである。それらは経費抑制策
の一環であり、景気の状況を一部反映していると判断
している(東京都)。
・４月以降すべての部門で販売量が徐々に落ちてお
り、好調だった宿泊も稼働率、客単価、売上共に減少
傾向である。選挙の関係かレストランも接待利用がほ
とんどなく、ランチは変わらないものの、ディナーで
の苦戦が続いている。
・販売量、売上の減少傾向が出ている。

・ボーナス支給後の状況にしては、客の反応が悪い
(東京都)。
・月初、雨が少なくどんよりとした日が続き、今一つ
利用が少ない。20日過ぎあたりから梅雨らしい天気に
なり、客足も増え、昼間の利用は良いものの、深夜の
利用客は相変わらず少ない。
通信会社（経営 競争相手の様子 ・携帯電話を軸とした他社の乗り換えによる当社イン
者）
ターネットの解約が増え続けている。またテレビとイ
ンターネットの新規加入も予算に届かず、電話を入れ
た３サービス加入も純増が大きく未達である(東京
都)。
通信会社（営業 お客様の様子 ・契約更新に当たり、より安価なプランを選択する客
担当）
が以前より増加している。
通信会社（営業 お客様の様子 ・料金プランの見直しや新規加入について、少しでも
担当）
負担の少ないようにという客の意識を強く感じる。
通信会社（管理 販売量の動き ・前月同様、法人向けソリューション設備への投資意
担当）
欲が低下しているようである。また、携帯電話及び周
辺機器の個人需要も低下している(東京都)。
ゴルフ場（経営 単価の動き
・客の来場数は増えているのに、売上が減少してい
者）
る。
ゴルフ場（従業 来客数の動き ・７月のゴルフ場収入は、前年を上回っているが、天
員）
候の影響である。景気回復ではなく、むしろ後退では
ないか。
ゴルフ場（企画 来客数の動き ・夏場を迎え、当ゴルフ場では乗用カートの使用制限
担当）
があるため、どうしても夏場の来客数が減少する。

パチンコ店（経 お客様の様子
営者）

美容室（経営 来客数の動き
者）
その他サービス 来客数の動き
［福祉輸送］
（経営者）

その他サービス お客様の様子
［電力］（経営
者）
設計事務所（所 お客様の様子
長）

悪く
なっている

企業 良く
動向 なっている
関連 やや良く
なっている

・単価の動きと客の様子両方からの回答だが、高射幸
性遊技機というギャンブル性があって面白い機械を、
設置してはいけないということになり、今徐々に外し
ている。そうした人気のある機械で遊んでいた客が、
あまりお金を使わずに遊べる機械に移行したり、遊ぶ
ことを辞めたりしている。来客数は増えているが、売
上につながっていない(東京都)。
・早く梅雨が開けないと、来客のサイクルが鈍るよう
な気がする。
・７月は、参議院選、都知事選と、様々な政治課題と
世界中で起きているテロに関する報道など、消費者意
識を高くするような報道がほとんどなかった。その影
響か、客が動く用事が、非常に少なくなっている気が
する。加えて当社のメーカーブランドでは、今年前半
に新車、新型車発表があまりなく、景気が下り坂に感
じる要素が多くなってきている(東京都)。
・割安な料金メニューの提示を望む客が多い(東京
都)。

・資金的には継続採用ゆえ変わらないが、仕事量が現
実に減少に転じている。零細、中小の建築の客が、上
昇傾向ではない(東京都)。
設計事務所（所 競争相手の様子 ・全体に仕事量が減っている。特に、改修工事ばかり
長）
で新築物件が非常に少ない。耐震診断等の補強も、補
助金が出てもそれではまかなえず、修理者の負担が大
きくなっているのが元凶である。
住宅販売会社 販売量の動き ・契約数が伸び悩んでいる。
（従業員）
一般小売店［食 来客数の動き ・競合店が増床オープンしたため、悪くなっている。
料雑貨］（経営
者）
百貨店（営業担 それ以外
・今月はセールが好調に推移しているものの、インバ
当）
ウンドの単価下落による売上縮小や、経済不安による
客の購入に対する慎重さが増している(東京都)。
コンビニ（経営 来客数の動き ・夏休みに入ったものの、天候に裏切られ秋のような
者）
陽気で、来客数は前年比マイナス11％と大幅に下降し
てしまっている(東京都)。
コンビニ（経営 来客数の動き ・関西地方の梅雨明けは早かったが、神奈川や東京西
者）
部は今年は低温で、来客数が減少している。また、異
業種やスーパーマーケットの営業時間延長等によって
も、来客数が減少し、売上に影響している(東京都)。
その他小売［生 お客様の様子 ・客が来ない、来たとしても買わない。毎日がそのよ
鮮魚介卸売］
うな感じで在庫処分にも苦労している(東京都)。
（営業）
その他小売
販売量の動き ・前年比90％程度にとどまりそうである。定番の大型
［ゲーム］（開
タイトルが発売されたものの、販売動向は前タイトル
発戦略担当）
と比べ半分近くに落ち込んでおり、現状の勢いのなさ
を象徴している(東京都)。
その他小売
販売量の動き ・２〜４月にかけて、当ショッピングセンターの145
［ショッピング
店のうち130店舗が改装、あるいは新規入店開業とな
センター］（統
り、その改装オープンのプラス効果が６月まではあっ
括）
たものの、７月以降は影響がない。
タクシー運転手 お客様の様子 ・終電後の客の流れがない(東京都)。
住宅販売会社 販売量の動き ・住宅を主に扱う不動産デベロッパー業と総合建設業
（経営者）
である。私がこの業界に入って44年になるが、住宅が
これほど売れないことは今までにない。オイルショッ
ク、バブル崩壊、リーマンショックでも住宅は売れて
いた。おそらく、一般サラリーマンの所得が実質的に
増えていないためだと思われる。総合建設業の方で
は、前政権時代、公共工事は悪だと判断され、建設業
に携わっていた人が離職したところへ、現政権に変わ
り耐震補強工事など、必要な公共工事が大量に発生し
ているが、人手不足が原因で工事原価が上昇してい
る。実際に、公共工事の発注額では対応できない工事
が多く発生している。
−
−
−
食料品製造業
（営業統括）

受注価格や販売 ・少しずつではあるが、高価格帯の商品が売れるよう
価格の動き
になってきている。

(南関東)

変わらない

出版・印刷・同 受注量や販売量 ・今月は法人からのゴム印特需はないが、会社の設営
関連産業（営業 の動き
があり、不動産関係の景気が良いのか、支店を出すた
担当）
め普通は木製の代表者印のところを、黒い墨印で２本
注文があったり、別の不動産屋で新規の会社設立が
あった(東京都)。
プラスチック製 受注量や販売量 ・７月は毎年動く月だが、受注が増えたので、少し良
品製造業（経営 の動き
くなってきていると感じる。
者）
建設業（経営 受注量や販売量 ・今のところ順調に受注している。先の計画もあるた
者）
の動き
め、安心している。
建設業（営業担 受注量や販売量 ・消費税増税の再延期で、駆け込み需要はなくなった
当）
の動き
が、福祉施設や工場の増設、改修の話など、細かい案
件も含めた仕事の発注が出始めている。
税理士
取引先の様子 ・新作スマートフォン向けゲームの配信によって、一
時的かもしれないが株価の大きな動きがあり、良い材
料となっている。都知事選関連業種も好況と思われ
る。猛暑予想だったが、今月中はそれほどでもないた
め、関連業種は来月に期待している。
繊維工業（従業 受注価格や販売 ・店頭の小売が不振で、繊維業界全体に不況感が漂っ
員）
価格の動き
ており、ニット業界も苦戦気味である。また、消費者
の購買意欲が湧き上がらないのは、先行きが不透明な
ためである(東京都)。
出版・印刷・同 受注量や販売量 ・お盆休み前の追込み注文が全くない。
関連産業（経営 の動き
者）
出版・印刷・同 受注量や販売量 ・例年なら受注量の下がる時期だが、新規受注があっ
関連産業（経営 の動き
たため、３か月前と比べても受注量に変わりがない
者）
(東京都)。
金属製品製造業 受注量や販売量 ・３か月前の受注量は底のような感じだが、そのまま
（経営者）
の動き
継続している。
一般機械器具製 受注量や販売量 ・数的に落ちているが、単価も下がっている。
造業（経営者） の動き
精密機械器具製 受注価格や販売 ・受注量が一層減少し、各社で仕事の奪い合いで、デ
造業（経営者） 価格の動き
フレになっている。取引先より更なる単価引下げ要請
があり、最悪である。
その他製造業 取引先の様子 ・得意先は、売上が落ち込むと検品が厳しくなるた
［鞄］（経営
め、このところ売上が落ちているような気配を感じ
者）
る。まだ当社には、特別大きな変化はない。
建設業（経営 受注価格や販売 ・今一つ、地元が良くない。
者）
価格の動き
輸送業（経営 それ以外
・取扱量が前年同期を下回り続け、大変厳しい状況が
者）
続いている。最近、車両の通行量の減少を感じること
が多くなってきたので、世間全体の景気も悪いのでは
と推察することが多くなっている(東京都)。
輸送業（総務担 取引先の様子 ・出荷量は計画を下回っており、増減の波はあるもの
当）
の、低迷状態が続いている。
輸送業（総務担 受注量や販売量 ・７月になっても消費低迷や市場変化などによる当社
当）
の動き
への影響は少ないものの、依然厳しい状況は続いてい
る。
金融業（統括） 取引先の様子 ・客の前向きな資金ニーズがほとんどない。
金融業（支店 取引先の様子 ・英国のＥＵ離脱問題の影響が不透明で、株価、為替
長）
共に動きが読みづらい。投資家も慎重な姿勢を取って
いる。
金融業（営業担 取引先の様子 ・製造業等の設備投資は変わらず低調である。不動産
当）
業は物件の動きは低調なものの、賃貸はまだ新規物件
ができており好調である。ただし、古い物件は空室が
目立つようになってきている。企業向けの融資金利は
低金利傾向で、借りやすくなっているものの、借入需
要が伴っていない(東京都)。
金融業（役員） 取引先の様子 ・最近は、発注企業が受注企業を上回る傾向で、仕事
はあっても、人手不足等の理由で受注に踏み切れない
実態がある。
不動産業（経営 競争相手の様子 ・前月報告の駅から13分の物件は、前月と変わらず33
者）
室のうち19室が残っている。駅前の101室の物件も39
室が残っている。駅７分の42室の物件もまだ33室が
残っている。駅から５分の築２年の物件が一度満室に
なったものの、現在11室が空いてるようである(東京
都)。
不動産業（総務 取引先の様子 ・オフィス賃貸業の当社にとって、テナントの動きも
担当）
特になく、３か月前と比べて景気の変動はないと感じ
ている(東京都)。

やや悪く
なっている

悪く
なっている

広告代理店（営 受注量や販売量 ・新規案件の相談や、下期や来期に向けての大型コン
業担当）
の動き
ペなどの話が少ない。宣伝販促予算も絞られ、規模も
小さくなっている(東京都)。
税理士
それ以外
・夜、ＪＲ駅に向かって商店街の中を歩いている。歩
きながら飲食店を外からガラス越し、ドア越しから見
ているが、本当に客が入っていない。客の入るべき時
間帯にそれなりに客が入っていないと店としてやって
いけないと思うが、あまり入っていない(東京都)。
社会保険労務士 取引先の様子 ・資金繰りの厳しい会社が見受けられる(東京都)。
経営コンサルタ 取引先の様子 ・取引先が前年並みの動きのため、変わらない。
ント
経営コンサルタ 取引先の様子 ・駅前の衣料品店主の話では、サマーセールがスター
ント
トしているが、想定したような売上になっていないそ
うである。梅雨明けが遅く、本格的な夏空が見えない
ことも原因ではあるが、それだけではなさそうであ
る。主婦たちの景気に対する警戒感が強くなっている
ような気がする。
その他サービス それ以外
・毎週求人募集を出しているものの、応募がない。労
業［警備］（経
働条件を良くしない限り、交通誘導警備員不足の根本
営者）
的な解消にはつながらない。
その他サービス 受注価格や販売 ・見積件数は増えてきているが、成約にはつながらな
業［ビルメンテ 価格の動き
い(東京都)。
ナンス］（経営
者）
その他サービス 取引先の様子 ・通信関連設備の整備に関する需要が増えず、当初の
業［情報サービ
想定を下回っている。
ス］（従業員）
食料品製造業 受注量や販売量 ・価格の高い商品の出が鈍い感じがする(東京都)。
（経営者）
の動き
食料品製造業 受注量や販売量 ・季節商材の売上が前年より悪く、全体的にも前年実
（経営者）
の動き
績を割っている。
出版・印刷・同 それ以外
・同業者だけでなく競争相手も変わっていくなか、紙
関連産業（経営
媒体の売上は減少してきている。
者）
出版・印刷・同 それ以外
・印刷機引取業者の話では、印刷会社の事業縮小、廃
関連産業（営業
止、廃業がいまだに続いており、買取を含む引き取り
担当）
中古機械は国内では売れないため、ほとんどがアジア
に輸出されるとのことである(東京都)。
プラスチック製 受注量や販売量 ・今まで利益をけん引してきた化粧品容器の受注が、
品製造業（経営 の動き
円高の影響や外国人客の爆買いの一服感もあり、前年
者）
同期と比較して２〜３割減少している。
金属製品製造業 取引先の様子 ・見積提出はするものの、なかなか決まらない。一段
（経営者）
と値引きの話が多くなってきているのが現状である。
建設業（経理担 受注量や販売量 ・改修工事以外の新規案件が少なく、見積件数も減少
当）
の動き
している。実際、都内の工事現場の件数に比べ、地方
に異動すると、めっきり少なくなっているのが目に見
える。
輸送業（経営 競争相手の様子 ・荷物の動きが非常に停滞し、客からの受注も少なく
者）
なっており、あまり良い動きではないと実感してい
る。
通信業（広報担 受注量や販売量 ・今月は、これまで順調に拡大していた流れが止まっ
当）
の動き
てしまっている(東京都)。
経営コンサルタ 取引先の様子 ・中小金属加工業は、大手からの下請仕事があっても
ント
価格下落が更に厳しく、それに対応できなければ受注
減につながるという、二重苦となっている。先行き
は、厳しさしかみえない(東京都)。
その他サービス 受注量や販売量 ・受注量が例年になく目減りしている。取引先工場等
業［廃棄物処 の動き
の稼働率が落ち込んでいることや、縮小傾向にある市
理］（経営者）
場での価格競争の激化が要因である。
その他サービス 取引先の様子 ・円高の影響で輸出業も急激に落ち込んでおり、取引
業［映像制作］
先から受注している仕事も停滞している(東京都)。
（経営者）
その他サービス 競争相手の様子 ・夏休みのためか、仕事が多く要員不足という話は聞
業［ソフト開
かない(東京都)。
発］（経営者）
出版・印刷・同 受注量や販売量 ・ボーナス商戦向けの販促物を期待する時期である
関連産業（所 の動き
が、前年に実績のある案件は皆無で、数字の予想がで
長）
きない。
電気機械器具製 受注量や販売量 ・３月以降、急激に売上が減少し始めている。月を追
造業（経営者） の動き
うごとに減少しており、お手上げ状態である(東京
都)。

輸送業（経営
者）
広告代理店（経
営者）

雇用 良く
関連 なっている
やや良く
(南関東) 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

受注量や販売量
の動き
受注量や販売量
の動き

・荷量が減少しており、特に機械系が大きく落ち込ん
でいる(東京都)。
・前年同月にあった仕事の一部が今期に削られたこと
に加え、取引先が縮小した予算の重みが増して、これ
までの金額にかかる作業量が今年度は増加してきてお
り、実質的な値引きの状況で、追い打ちとなってい
る。
人材派遣会社 求人数の動き ・人手不足から直接雇用の募集が増加している(東京
（営業担当）
都)。
求人情報誌製作 求職者数の動き ・全体的に上向き傾向である(東京都)。
会社（営業担
当）
職業安定所（職 求人数の動き ・新規求人倍率は、４月1.42倍、５月1.43倍、6月
員）
1.93倍と増加傾向で推移していいる。６月は５月と比
較して、0.50ポイントの大幅上昇となっている。
職業安定所（職 求人数の動き ・求職者数が減少している。
員）
学校［大学］ 採用者数の動き ・新作スマートフォン向けゲームが社会現象になって
（就職担当）
いる。この効果により、関連市場の動向が伸びている
(東京都)。
人材派遣会社 求人数の動き ・求職者数が若干増えてきているが、各業種とも求人
（社員）
数は増えていない(東京都)。
人材派遣会社 それ以外
・自分を含め、周囲の消費生活の状況に変化がみられ
（社員）
ない(東京都)。
人材派遣会社 それ以外
・東京オリンピック関連で恩恵を受けている業種から
（支店長）
の人材派遣依頼が増えている。その一方、求職者は人
手不足のため待遇等の条件を選び放題なので、なかな
か成約に至らない(東京都)。
人材派遣会社 採用者数の動き ・派遣採用数に関して、ここ数か月ほとんど変動がな
（営業担当）
く横ばいとなっている。ただし、正社員募集の案件数
は増加していると思われ、派遣から正社員を希望する
求職者も増えてきている。求人市場は動きが出てきて
いるものの、派遣市場だけでみれば、若干減少のよう
に感じる。
人材派遣会社 周辺企業の様子 ・全国の中小企業動向をみても、補助金に頼る状況は
（営業担当）
変わっておらず、中小企業には景気上昇傾向は反映さ
れていない(東京都)。
求人情報誌製作 雇用形態の様子 ・受注案件があっても、正社員を増やさずに、派遣で
会社（広報担
間に合わせている感じが強い。景気が見通せないた
当）
め、人員計画も立てにくい状況にある(東京都)。
職業安定所（職 求人数の動き ・新規求人数は、３か月ぶりに前年同月比マイナスと
員）
なったものの、主にパートタイム求人の減少で、フル
タイムの動向に変化は見られない(東京都)。
民間職業紹介機 採用者数の動き ・選考開始から１か月半、内々定が多く出されている
関（経営者）
が、採用継続企業も依然として多い。重複内定の学生
からの辞退を心配する面もあるが、多少採用数を増や
しておこうとする人事担当の声もあり、景気の先行き
に明るさを見ているのかもしれない(東京都)。
民間職業紹介機 採用者数の動き ・多くの部門において、海外業務経験者は常に求めら
関（経営者）
れているものの、なかなか経済が安定的に上向かない
ため、採用レベルはかなり高い。技術領域は企業によ
り特徴はあるが、中期的観点で判断されている(東京
都)。
民間職業紹介機 採用者数の動き ・大手企業を中心に新卒採用が一服し、中途採用への
関（職員）
シフトがみられる。今のところは求人数、採用者数共
に大きな変化はみられない(東京都)。
人材派遣会社 求職者数の動き ・今月に入り、派遣登録者数が更に減少しており、企
（社員）
業からの求人に対して候補者を紹介できず、成約に結
び付かない。
人材派遣会社 周辺企業の様子 ・製造業の取引先から、派遣エンジニアの引き合いが
（営業担当）
減ってきている(東京都)。
求人情報誌製作 求人数の動き ・毎年賞与時期になると正社員募集が増え、人材採用
会社（営業担
の動きは活発になるものの、今年に限っては企業の動
当）
きが鈍く、売上もダウンしてしまっている。
−
−
−

