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景気の現状�やや低迷��不調�が２６.７％

　ゴム報知新聞では７月にゴム・樹脂製品製造業および卸商社を対象に、景況・業績見通しなど
に関するアンケート調査を実施した。今回は製造業編を掲載する。調査結果によると、２０２１年度
業績はコロナ禍だった前期から大きく回復したが、コロナ前の水準には達していない企業も多
い。足元の景況感も１月の前回調査と比べると下向きがやや目立ち、２０２２年度の経常利益予想
も厳しく見通す企業が増えている。『外部環境に関する懸念』では、原材料関連、物流関連に加
え、為替関連の回答が急浮上しており、取り巻く経営環境は依然厳しい。（８～９面に関連記事）

�コロナ前に回復してない�は５８.１％

　今回は１５４社に送付し、１０６

社から回答を得た。回答率は

６８．８％だった。

　『景気の現状』については、

「横ばい」が５１．４％と最多回

答で、「やや低迷」２１．９％、「ま

ずまず」１７．１％、「不調」４．８％、

「好調」２．９％と続く。景況

は底堅いと感じている企業が

多いが、「やや低迷」「不調」の

ネガティブ回答が２６．７％と

「まずまず」「好調」のポジテ

ィブ回答を６．７ポイント（P）上

回った。また、前回調査との

比較ではポジティブ回答は

２１．０Pと大幅に減少する一方

で、ネガティブ回答は８．７P増

加した。

　『今後の見通し』にも同様

の傾向が現れている。最多回

答は「横ばい」４２．９％だが、

「若干下降」１７．１％は前回から

１２．１P増加しており、１月時

点と比較すると厳しい見通し

が目立ってきた。

　業績面はどうか。『２０２１年度

の業績』については、売上

高、経常利益ともにコロナ禍

で落ち込んだ前期から大きく

回復した。売上高では「１桁

増加」４４．８％が最多で、次の

「２桁以上の増加」２５．７％と

合わせて７割の企業が増収。

経常利益も「２桁以上の増

加」２７．６％がトップで、続く

「１桁増加」２６．７％、「黒字復

帰」４．８％を合わせて６割近

い企業が増益と回答した。

　ただ、『２０２１年度の業績はコ

ロナ前の水準に回復したか』

では、「してない」５８．１％が

「した」４１．９％を１６．２P上回

った。「してない」と回答した

企業への追加設問『２０２２年

度の業績見通しでは回復する

か』では、「回復しない」

７５．４％が「回復する」１９．７％

を５５．７Pと大きく上回ってお

り、コロナ前の水準に達する

にはさらに時間を要するとみ

る企業が少なくない。

　『２０２２年度業績予想（計画）』

では、売上高は回復傾向が続

くが、経常利益は見通しが分

かれた。売上高は「１桁増加」

５１．４％が最多で、「横ばい」

２８．６％、「２桁以上の増加」

１１．４％増と続き、増加２回答

を合わせ６割以上の企業が増

収を見込む。一方、経常利益は

「１桁増加」２１．９％と「２桁以

上の増加」１０．５％と増加２回

答で３割強の企業が増益を見

込むが、「１桁減少」２１．０％と

「２桁以上の減少」８．６％の減

少２回答も３割近くを占めた。

　前回調査との比較では増加

２回答は１５．６P減少、減少２

回答は１９．６P増加と大きく変

動している。ウクライナ情勢

の悪化や上海のロックダウ

ン、急激な円安、原材料価格の

高騰など、取り巻く環境の変

化が足元の利益計画に影響し

ている。

　『外部環境に対する懸念』

では、１位「原材料価格の高

騰」９７．１％、２位「為替の急

激な変動」６１．９％、３位「物

流費の高騰」５３．３％が上位を

占めた。「原材料価格の高騰」

は、ほぼ全ての企業の懸念事

項になっている。「為替の急激

な変動」は４１．９Pの大幅増で

前回の９位から一気に浮上し

た。一方、前回から大きく回

答率を落としたのは、４位の

「原材料不足」（２０．６P減）、５

位の「コロナによる影響」

（１７．０P減）。汎用的な原材料

が一時に比べ入手しやすくな

っていることや、コロナを予

防しながら経済を動かすよう

に社会が対応したことなどが

影響していると思われる。

　今回新たに設けた『円安の

利益への影響について』は、

「減益要因」６１．０％が、「増益

要因」１０．５％を大幅に上回っ

た。原材料価格や輸入品の高

騰が大きな要因とみられる。

　『２０２１年以降の製品値上げ

の実施』については、「した」

が８９．５％で、ほとんどの企業

が実施している。『回数につい

て』は「１回」が５７．４％、「２

回」が２６．６％で２回答で８割

以上を占めた。『現状の値上げ

により目標数値に達したか』

については、「もう１回以上必

要」とする回答が５６．２％と半

数以上を占めていることか

ら、しばらくは値上げの動き

が続きそうだ。

トップアンケート製造業編／ゴム報知新聞調べ
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経営課題　 �為替の急激な変動�が急上昇 （� ）前回調査から
４１.９ポイント増

夏季特別企画

　朝日ラバー／出雲ゴム工業

／イナバゴム／入間川ゴム／

イノアックコーポレーション

／イワカミ／右川ゴム製造所

／エスイーシー化成／王子ゴ

ム化成／近江度量衡／オーサ

カゴム／大野ゴム工業／オカ

モト／尾�ゴム工業／角一ゴ

ム工業／関西ロール／共和／

錦城護謨／金星ゴム工業／近

政ゴム／金陽社／倉敷化工／

ゲイツ・ユニッタ・アジア／

ケースリー／弘進ゴム／江北

ゴム製作所／光洋シーリング

テクノ／小暮ゴム／小里機材

／小松原／埼光ゴム／サンエ

ス護謨工業／三興化学工業／

三興護謨工業／三和ゴム工業

／霜田ゴム工業／白井シーエ

ムビー／シンコー／住友ゴム

工業／住友理工／西遠ゴム工

業／ソマールゴム／大成／タ

イセイポリマー／ダイハン／

大同ゴム／タイヨウ／太陽興

業／太陽ゴム工業／竹原ゴム

加工／タイヨーラベックス／

ツーワン／TPRノブカワ／

寺�ゴム工業／デンカエラス

トリューション／東海ロール

／東拓工業／東邦ゴム工業／

東北ゴム／東和コーポレーシ

ョン／トーア・アイアール／

トーアテック／TOYO

TIRE／東洋クオリティワン

／十川ゴム／十川産業／豊田

合成／トヨックス／内外ゴム

／ナガセケンコー／中田エン

ヂニアリング／ナンシン／日

米ゴム／ニチマン／ニチリン

／日進ゴム／日本ゼオン／ハ

チケン／八興／早川ゴム／バ

ンドー化学／広島化成／福山

ゴム工業／藤倉コンポジット

／冨士高圧フレキシブルホー

ス／プラス・テク／宝来ゴム

加工／ホッティーポリマー／

ポバール興業／マクセルクレ

ハ／松田製作所／丸中ゴム工

業／ミクロ電子／水内ゴム／

ミツウマ／三福工業／三ツ星

ベルト／宮川ローラー／村岡

ゴム工業／明治ゴム化成／明

和ゴム工業／モリテック／モ

ルテンポリミックス／安福ゴ

ム工業／大和ケミカル／�野

ゴム工業（５０音順）

アンケートへのご協力ありがとうございました。

アンケート回答企業
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２０２１年以降で製品値上げを実施したか

ゴム報知新聞のゴムゴム報知新聞のゴム・・樹脂企業樹脂企業　トップアンケートトップアンケート製造業編
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　　利益に影響なし ２５．７

　　増益要因 １０．５

　　無回答 ２．９

問１２．２０２１年以降で製品値上げを実

　　施したか。

　　した ８９．５

　　してない ８．６

　　無回答 １．９

問１３．何回実施したか。（問１２で「し

　　た」と回答）

　　１回 ５７．４

　　２回 ２６．６

　　４回以上 ７．４

　　３回 ６．４

　　無回答 ２．１

問１４．現状の値上げ分で目標水準に達

　　したか。

　　もう１回以上の値上げが必要

５６．２

　　目標に向けて交渉中 ２５．７

　　達している ７．６

　　無回答 １０．５

問１５．今期実施する設備投資の種類は。 

　（複数回答）

　　老朽化対策 ７１．４

　　生産能力の増強 ３９．０

　　新規事業向け ３５．２

　DX投資 ２０．０

　　環境向け １６．２

　　その他 ３．８

　　無回答 １．０

問１６．外国人技能実習制度を利用する

　　か。

　　しない ７２．４

　　する ２４．８

　（検討中）※選択肢になし １．０

　　無回答 １．９

　　景気の動向 ３９．０

　　需要業界の動向 ３８．１

　　国際情勢不安 ３７．１

ユーティリティの懸念 ３７．１

　　労働力の不足 ３０．５

　　物流の停滞・不安 ２４．８

　　サプライチェーンの懸念 ２１．９

　　消費の低迷・販売の不振 １５．２

　　競争の激化 ９．５

　　海外での人件費高騰 ９．５

　　需要先からの値下げ要求 ４．８

　　その他 ０．０

　　無回答 ０．０

問１０．経営課題は。（複数回答）

　　生産の効率化 ７２．４

　　人材育成 ６１．９

　　人材確保 ５１．４

　　工場設備の老朽化対応 ４６．７

　　新規事業の創出 ３６．２

　SDGsへの取り組み ３５．２

　DXの推進 ３０．５

　　カーボンニュートラルへの取り

　　組み ２９．５

　　BCPの策定・実施 ２１．０

　　働き方改革への対応 １９．０

　　適正な在庫管理 １９．０

　　人材の高齢化 １２．４

　　不採算部門からの撤退 １１．４

　　工場稼働率の平準化 １０．５

　　国際競争力の向上 ９．５

　　ネットビジネスへの対応 ８．６

　　賃金体系の見直し ８．６

　　災害への迅速な対応 ４．８

　　人材の過剰 １．０

　　その他 １．９

問１１．円安は利益にどう作用するか。

　　減益要因 ６１．０

問６．２０２１年度経常利益は２０２０年度

　　と比較すると。（増減率％で）

　　２桁以上の増加 ２７．６

　　１桁増加 ２６．７

　　横ばい １５．２

　　２桁以上の減少 １１．４

　　１桁減少 ８．６

　　黒字復帰 ４．８

　　赤字 ４．８

　　無回答 １．０

問７．２０２２年度売上高予想（計画）は

　２０２１年度と比較すると。（増減

　　率％で）

　　１桁増加 ５１．４

　　横ばい ２８．６

　　２桁以上の増加 １１．４

　　１桁減少 ７．６

　　２桁以上の減少 １．０

　　無回答 ０．０

問８．２０２２年度経常利益予想（計画）

は２０２１年度と比較すると。（増減

　　率％で）

　　横ばい ３３．３

　　１桁増加 ２１．９

　　１桁減少 ２１．０

　　２桁以上の増加 １０．５

　　２桁以上の減少 ８．６

　　黒字復帰 ３．８

　　赤字 ０．０

　　無回答 １．０

問９．外部環境に関する懸念は。（複数

　　回答）

　　原材料価格の高騰 ９７．１

　　為替の急激な変動 ６１．９

　　物流費の高騰 ５３．３

　　原材料の不足 ５１．４

　　コロナによる影響 ４０．０

（単位＝％）

問１．半年前（１月）に比べゴム業界の

　　景気の現状は。

　　横ばい ５１．４

　　やや低迷 ２１．９

　　まずまず １７．１

　　不調 ４．８

　　好調 ２．９

　　無回答 １．９

問２．今後のゴム業界の景気見通し

　　は。

　　横ばい ４２．９

　　若干上昇 ２１．９

　　若干下降 １７．１

　　わからない ９．５

　　下降 ５．７

　　上昇 １．９

　　無回答 １．０

問３．２０２１年度の業績はコロナ前の

　　水準に回復したか。

　　してない ５８．１

　　した ４１．９

問４．２０２２年度の業績見通しでは。

　（問３で「してない」と回答）

　　回復しない ７５．４

　　回復する １９．７

　　無回答 ４．９

問５．２０２１年度売上高は２０２０年度と

　　比較すると。（増減率％で）

　　１桁増加 ４４．８

　　２桁以上の増加 ２５．７

　　横ばい １６．２

　　１桁減少 ７．６

　　２桁以上の減少 ３．８

　　無回答 １．９

ゴム・樹脂製造業１０６社アンケート集計結果

ゴム報知新聞のゴムゴム報知新聞のゴム・・樹脂企業樹脂企業　トップアンケートトップアンケート 製造業編


