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Ⅰ．最近の北陸財務局管内の経済情勢
Ⅱ．北陸地域における設備投資の現状及び今後の方針について



〔先行き〕先行きについては、ウィズコロナの新たな段階への移行が進められる中、各種政策の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、世界
的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等
の影響に十分注意する必要がある。

前回（４年７月判断） 今回（４年１０月判断） 前回
比較

個人消費 持ち直しつつある 持ち直しつつある

生産活動 緩やかに回復しつつある 緩やかに回復しつつある

雇用情勢 緩やかに持ち直している 緩やかに持ち直している

設備投資 ４年度は増加見込みとなっている ４年度は増加見込みとなっている

住宅建設 持ち直しつつある 持ち直しに向けた動きに一服感がみられる

※１．４年１０月判断は、前回７月判断以降、足下の状況までを含めた期間で判断している。
※２．各項目の詳細については、「全国財務局管内経済情勢報告概要」を参照。

前回（４年７月判断） 今回（４年１０月判断） 前回比較 総括判断の要点

総括判断 緩やかに持ち直している 緩やかに持ち直している

Ⅰ．最近の北陸財務局管内の経済情勢

個人消費は、ドラッグストア販売が順調とな
っており、百貨店・スーパー販売が持ち直し
つつあることなどから、全体では持ち直しつ
つある。生産活動は、電子部品・デバイスが
持ち直しに向けた動きに一服感がみられる
ものの、化学が持ち直していることや生産用
機械が拡大しつつあることなどから、全体で
は緩やかに回復しつつある。雇用情勢は、
緩やかに持ち直している。
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生産・販売などのための設備判断BSIは、全規模で「不足」超が継続。
令和4年度の設備投資額は、前年度比＋11.6％の増加見込み。
前年度から「増加」と回答した企業の要因としては、「需要の増加による生産能力増強投資の増加」や「業務効率化・

ＤＸの推進を目的としたシステムの改修」などの声がある。前年度から「減少」と回答した企業の要因としては、「前年度実
施した投資の反動」などの声がある。

○前年度比「増加」の要因
• 需要の増加による生産能力増強投資の増加等（化学）
• 業務効率化・ＤＸの推進を目的とした基幹システムの大規模改修

（はん用機械器具）
• 脱炭素への対応のためバイオマスボイラーを設置（繊維）
• 顧客ニーズに合わせた店舗改修及び省力化に向けた配膳ロボット導入

（飲食サービス）
• システム更新や店舗統廃合に伴う改修（金融、保険）

注：設備投資計画は、ソフトウェアを含む、土地購入額除く。
各年度の1-3月期調査における計画は、当年度の実績見込みと翌年度の見通しを調査。

出所：北陸財務局「法人企業景気予測調査」

○前年度比「減少」の要因
• 前年度に実施した工場新設の反動減（生産用機械器具）
• 前年度に実施した客室改修の反動減（宿泊）

全産業
製造業 非製造業

設備投資額 （▲10.5％）
11.6%

（▲9.1％）
9.9%

（▲14.7％）
16.1%

注：令和4年7-9月期調査時の見込み
（ ）は令和3年度調査結果（令和4年1-3月期）

出所：北陸財務局「法人企業景気予測調査」

１．設備投資額の見込み等

Ⅱ．北陸地域における設備投資の現状及び今後の方針について
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（２）設備投資計画の対前年同期比

（１）生産・販売などのための設備判断BSI

（％ポイント）

見通し→

「過大」超

「不足」超

（３）令和4年度の設備投資額の見込み（対前年度実績比）

令和4年9月末設備判断ＢＳＩ
大企業：▲1.1 中堅企業：1.4
中小企業：3.8 全規模：1.9

（%）



今事業年度の設備投資計画の着地見込については、「計画通り」と回答した企業が76％を占め、計画を「上回る」と回答した
企業は6％であった。一方、計画を 「下回る」と回答した企業は12％であった。
今後、設備投資の実行を遅らせる要因については、「特になし」と回答した企業が38.2％と最も多く、次いで「原材料価格の高
騰」（27.5％）と「供給制約の影響」（26.5％）と回答した企業が多かった。

（１）今事業年度における設備投資の現状

「上回る」

○競合対策もあり、当初計画していなかった店舗の改装を追加で実施（中

小・小売）

「下回る」

○半導体不足による機械の納期遅れが発生しているため、計画の一部を次

年度以降へ後ろ倒し（中堅・情報通信機械器具）

「内容を変更」

○当初セミセルフレジ導入を予定していたが、人手不足解消のためキャッ

シュレス対応のフルセルフレジ導入へ計画を変更（大・小売）

（２）今後の設備投資の実行を遅らせる要因（重要度の高い順に３項目まで）

65社 (55.6%)

16社 (13.7%)

（令和元年度：設定なし）

（令和元年度：設定なし）

12社 (10.3%)

0社 (0.0%)

16社 (13.7%)

2社 (1.7%)

7社 (6.0%)

2社 (1.7%)

17社 (14.5%)

39社 (38.2%)

5社 (4.9%)

27社 (26.5%)

19社 (18.6%)

13社 (12.7%)

4社 (3.9%)

8社 (7.8%)

28社 (27.5%)

6社 (5.9%)

6社 (5.9%)

16社 (15.7%)

特になし

その他

供給制約

新型コロナウイルス感染症

国内リスク

外国為替の動向

海外経済の減速

原材料価格高騰

設備に見合った人手の不足

減価償却の負担

資金繰り悪化

「原材料価格の高騰」

○受注増加に伴う発送センター建設計画について、資材価格高騰が進

めば、着工時期の先送りもやむを得ない（中堅・化学）

○原油価格高騰等による利益圧迫から、計画の一部を先送り予定（大・

宿泊）

「供給制約の影響」

○加工機械の入替を計画していたが、当該加工機械の部品調達難のた

めに納期が遅れている（中小・生産用機械器具）

回答社数 上段（令和４年度）：102社
下段（令和元年度）：117社

２．設備投資の現状と実行を遅らせるリスク要因
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計画通り
76%

上回る見込み
6%

下回る見込み
12%

金額は同程度だが

内容を大幅変更
1%

計画変更を検討中
1% 不明・未回答

4%

今年度当初計画からの変更状況（金額ベース）

（回答社数 全102社）

※大企業 ：資本金10億円以上
中堅企業：資本金1億円以上10億円未満
中小企業：資本金1億円未満



今後の設備投資における重点項目の内容について、「情報化投資」と回答した企業（47.4％）が３年前よりも大きく増加（16.2％pt
増加）したほか、「研究開発投資」と回答した企業（17.5％）も３年前よりも増加（10.2％pt増加）した。
今後の設備投資における重点項目の目的について、「省力化・効率化」と回答した企業（54.6％）が多いほか、「人手不足への対応」と
回答した企業（21.6％）が3年前よりも増加（8.8％pt増加）した。また、「脱炭素対応」と回答した企業（13.4％）も一定数あった。

（１）今後の設備投資における重点項目の内容（重要度の高い順に２項目まで）

回答社数 上段（令和４年度）：97社（不明・未回答5社除く）
下段（令和元年度）：109社（不明・未回答8社除く）

「機械投資」の内容

○人手不足への対応のため、省力化ロボット等の導入を予定（大・金属製品）

「建設投資」の内容

○行動様式の変化により、大型宴会需要がなかなか見込めない中、少人数

の宴会をたくさん捌ける中小型店舗を新規出店する（大・飲食サービス）

「情報化投資」の内容

○生産性向上のため、工場全体の稼働状況をIoTやAIを組み込んで監視する

システムを開発し、当社工場に導入（大・生産用機械器具）

「研究開発投資」の内容

○サステナビリティ及び販路拡大の観点から環境配慮型素材の開発投資を

拡大（大・繊維）

（２）今後の設備投資における重点項目の目的（重要度の高い順に３項目まで）

「需要増対応」

○北陸新幹線敦賀延伸を見据えた新規出店計画を検討（大・小売）

「省力化・効率化」「人手不足対応」

○ ＡＩによる需要予測等で省力化・効率化を進め、人間が価値ある仕事に

集中できる環境作りを目指す（中小・飲食サービス）

「脱炭素対応」

○ CO2削減に向け、高効率のLNGボイラー及びボイラー台数制御システ

ムを導入（大・繊維）

2社 (1.8%)

8社 (7.3%)

34社 (31.2%)

44社 (40.4%)

62社 (56.9%)

7社 (7.2%)

17社 (17.5%)

46社 (47.4%)

43社 (44.3%)

52社 (53.6%)

その他

研究開発投資

情報化投資

建設投資

機械投資

回答社数 上段（令和４年度）：97社（不明・未回答5社除く）
下段（令和元年度）：109社（不明・未回答8社除く）

３．設備投資の今後の重点項目
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2社 (1.8%)

（令和元年度：設定なし）

（令和元年度：設定なし）

55社 (50.5%)

14社 (12.8%)

14社 (12.8%)

16社 (14.7%)

28社 (25.7%)

53社 (48.6%)

37社 (33.9%)

19社 (17.4%)

2社 (2.1%)

4社 (4.1%)

13社 (13.4%)

49社 (50.5%)

7社 (7.2%)

21社 (21.6%)

22社 (22.7%)

28社 (28.9%)

53社 (54.6%)

26社 (26.8%)

25社 (25.8%)

その他

経済安全保障等

脱炭素対応

設備の更新（老朽化等）

安全・防災対策

人手不足対応

新規事業展開等

新製品開発等

省力化・効率化

能力増強

需要増対応



0社 (0.0%)
0社 (0.0%)

8社 (21.1%)
18社 (47.4%)

5社 (13.2%)
8社 (21.1%)

12社 (31.6%)
10社 (26.3%)

18社 (47.4%)
14社 (36.8%)

12社 (31.6%)

その他

経済安全保障等

脱炭素対応

設備の更新（老朽化等）

安全・防災対策

人手不足対応

新規事業展開等

新製品開発等

省力化・効率化

能力増強

需要増対応

2社 (3.5%)
4社 (7.0%)

5社 (8.8%)
30社 (52.6%)

2社 (3.5%)
12社 (21.1%)

10社 (17.5%)
17社 (29.8%)

35社 (61.4%)
12社 (21.1%)
12社 (21.1%)

その他

経済安全保障等

脱炭素対応

設備の更新（老朽化等）

安全・防災対策

人手不足対応

新規事業展開等

新製品開発等

省力化・効率化

能力増強

需要増対応

0社 (0.0%)
1社 (2.0%)

11社 (22.0%)
21社 (42.0%)

3社 (6.0%)
7社 (14.0%)

9社 (18.0%)
19社 (38.0%)

29社 (58.0%)
22社 (44.0%)

19社 (38.0%)

その他

経済安全保障等

脱炭素対応

設備の更新（老朽化等）

安全・防災対策

人手不足対応

新規事業展開等

新製品開発等

省力化・効率化

能力増強

需要増対応

規模別

業種別

大
企
業

大
企
業

中
堅
・

中
小
企
業

中
堅
・

中
小
企
業

製
造
業

製
造
業

非
製
造
業

非
製
造
業

3社

(7.9%)

9社

(23.7%)

20社

(52.6%)

17社

(44.7%)

16社

(42.1%)

その他

研究開発投資

情報化投資

建設投資

機械投資

3社

(5.3%)

8社

(14.0%)

25社

(43.9%)

25社

(43.9%)

36社

(63.2%)

その他

研究開発投資

情報化投資

建設投資

機械投資

1社

(2.0%)

15社

(30.0%)

27社

(54.0%)

17社

(34.0%)

31社

(62.0%)

その他

研究開発投資

情報化投資

建設投資

機械投資

6社

(12.8%)

2社

(4.3%)

19社

(40.4%)

26社

(55.3%)

21社

(44.7%)

その他

研究開発投資

情報化投資

建設投資

機械投資

今後の設備投資における重点項目の内容（重要度の高い順に２項目まで） 今後の設備投資における重点項目の目的（重要度の高い順に３項目まで）

（全38社）

（全57社）

（全50社）

（全47社）

＜参考＞規模別・業種別

（全38社）

（全57社）

Ⅱ．北陸地域における設備投資の現状及び今後の方針について
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2社 (4.3%)

3社 (6.4%)
2社 (4.3%)

28社 (59.6%)
4社 (8.5%)

14社 (29.8%)
13社 (27.7%)

9社 (19.1%)
24社 (51.1%)

4社 (8.5%)
6社 (12.8%)

その他

経済安全保障等

脱炭素対応

設備の更新（老朽化等）

安全・防災対策

人手不足対応

新規事業展開等

新製品開発等

省力化・効率化

能力増強

需要増対応

（全50社）

（全47社）



。

環境投資が生むイノベーションで海外市場の拡大を狙う取組

小松マテーレ（株）
（本 社）石川県能美市
（資本金）4,680百万円 （従業員数）1,105名
（業 種）繊維工業・染色整理業

染色を基盤として、海外のトップブランドにも
供給するファッション・スポーツ等の衣料分野
から、資材分野、さらには炭素繊維等など
環境共生素材を軸とした先端材料分野ま
で、幅広く事業を展開。

背景

これまでの取組・成果❶

これまでの取組・成果❷

今後の展開等

Ⅱ．北陸地域における設備投資の現状及び今後の方針について 事例紹介①
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● 狙うマーケットは、欧米のラグジュアリーブランド。
欧米では「環境意識」が強く、サステナブルの要素がないと売れない時代。

【ファッションと環境】
国連貿易開発会議(UNCTAD)では、ファッション業界
は世界で第２位の汚染産業とみなされている。<※出所1>
例えば、2015年、繊維生産からの温室効果ガス排出量

はすべての国際線と海運を合わせたものを上回る。
また、世界の工業用水汚染の20％ は、繊維の染色と
処理に起因。<※出所2>

※1国際連合広報センター2019.4.30
※2Ellen MacArthur Foundation(2017) A NEW TEXTILES ECONOMY:REDESIGNING FASHION’S FUTURE

● 2015年12月、「環境宣言」。
以降、対応投資を着実に実行し、CO2排出量等の数値目標を達成。

＜環境宣言に係る主な投資実績➋/2＞
■エネルギーや染料の大幅な抑制を目指す
製品開発（→環境配慮型素材として商品化）

＜環境宣言に係る主な投資実績❶/2＞
■LNG化に併せて、高効率LNGボイラー、制御システムを導入
■工場排水の熱を回収し、工場用水を温める廃熱回収システムを独自構築
■排水処理で発生する余剰微生物(廃棄物)を活用した製品開発

→ 余剰汚泥、粘土、珪藻土等を混練・焼成し、舗装材等として商品化。2019年完成の国立競技場にも採用！
■排水処理コントロールシステムとバイオ製剤技術の確立

ＷＳ糸Ⓡ(Soku Sen＝ダブルのS) は・・・
糸加工メーカーや北陸先端科学技術大学院
大学と連携し、糸作りの工程で物理的作用を変
化させて開発した「速く染まる糸（そくせんし）」。
この糸を使用した織物生地は、効率よく染め上
げることができ、ファッション、カーテン、インテリア向
けの生地まで用途は幅広い。

小松マテーレ・サステナビリティ・ビジョン（2020~）

＜SDGsに係る主な投資計画＞
■ 「ＷＳ糸Ⓡの使用素材」のほか、「非フッ素撥水剤による加工素材」、

「有機溶剤を使わない素材」等に続く、環境配慮型素材の製品開発投資を継続
■排水汚泥を分解するバイオ製剤技術の外販・事業化投資

「環境はこれからのビジネスのキーワード」、「SDGsは研究を活性化させる」

2017  糸開発プロジェクト開始
2020 「ＷＳ糸Ⓡ」の完成、活用強化
2022 「ＷＳ糸Ⓡ」を量産開始

【開発の事例】

【バイオ製剤技術の効果’16→’21】【排出量 ‘16→’20】【設備投資額】

【設備投資額】

【WS糸Ⓡ使用の生地生産量】

目標
2030

1.気候変動 温室ガスの削減 4.74t-co2/t ▲46％
有害化学物質の削減 0.96t/t ▲30％

ほか

3.感動創造
環境配慮商品の拡大 売上高比率

2019
10.0% 50％

基準年度
2013

2.循環型社会

汚泥産廃量 廃棄コスト 【出所：小松マテーレ㈱】

【海外市場：売上高構成比％、2021年度】



【音響ＡＩ】モーター異音を可視化

ベテラン作業員が聞き分ける音を可視化し、作業
を標準化⇒機械の普段の音を可視化することで、
機械の予兆保全が可能に。

自社で率先してDXに取り組み、顧客の問題解決にフィードバック

（株）別川製作所
（本 社）石川県白山市
（資本金）1億円 （従業員数）499名
（業 種）電気機械器具製造業

工場だけでなく、本社全体の様々な業務効率化にAI・IoT・RPA等を活用。
設計段階からの『見える化』を拡大し、全社での労働生産性の向上を実現。
• 営業・設計部門におけるペーパーレス及び効率化のためワークフローシステムの新

規導入と既存システムとの連携
• 工場内製品位置管理システム構築のためのQRコードやビーコンの活用
• スマートグラスを使った作業効率向上
さらに、金沢工業大学との共同研究にて、工場設備の異常検知に役立てるスマホア
プリを開発、実用化へ。

今後の取組

老朽化した塗装工場の更新・新工場増設（2022年着工、2024年完成
予定：投資額約40億円）を機に、これまで培ってきたDXの取組を取り入
れ、更なる省力化・効率化を推進。また、新たなサービス提供に向けてさまざ
まな実証実験を実施。

目標達成に向けて

Ⅱ．北陸地域における設備投資の現状及び今後の方針について 事例紹介②
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2017年「スマートファクトリープロジェクト」を始動！システムを自社開発！
2019年～工場をAI・IoT化することで、作業工程の『見える化』を実施。
・工場内のwi-fi環境整備
・全自動配線加工機導入【配線加工工程の作業効率が２倍以上に！】

（※当社独自でAI画像検査機能（不具合を『見える化』）を追加）
各社員がiPodに生産着手・完了など、作業の進捗状況を入力、電子端末に表示す
ることで、個別受注生産における作業を『見える化』。これによりリアルタイムで生産管
理を実現【管理者の日報管理作業が44h/月 → 0h/月】。
AIを活用し「将来予測」「異常検知」「品質分析」「画像認識」「自然言語処理」を工
場内で実証。例えば、塗装作業では24時間モーターが稼働し、モーターが消耗してく
ると異音が出始めるため、それらのデータを蓄積し、壊れる前の最適なタイミングで交換
するという予防・予知（音を『見える化』）で時間とコストを削減【保全作業時間が22h/月
→ 0h/月】。また、当社での実証を経て、同様の問題を抱える顧客へシステムを提案。

これまでの取組・成果

≪成果目標≫
1. 顧客へのDXによる新しい価値創造によ

る売上高及び新規顧客数の増加
2. DXによる従業員一人当たりの労働生

産性向上
3. DX活用による従業員満足度の向上
4. 専門技術取得者数の増加

作業工程を「見える化」することで、製造途中で
の顧客からの設計変更にも即時対応可能に。
工場全体をリアルタイムで把握することで、受注
情報から最適な製品組立スペースをシステムが
自動的に算出。

（億円）

社長ほか幹部役員が高齢化する中、会社の将来に危機感を持った職員たちが自発
的に立ち上げた「次世代幹部育成研修（2014～2017年）」修了時の受講者のプ
レゼンテーションでの「もっと効率の良い工場を作ることで、人・時間・資金に余力を生み
出し、新しい価値を創造する。そして、お客様へ新しい価値を提案できる会社にした
い」との想いから構想がスタート。

電気設備（配電盤、分電盤、制御盤）および
システム（生産管理システム、環境・衛生システ
ム）等の設計、製造、販売、ソフトウェア開発
を手掛ける。製品は全てオーダーメイド。
2022年6月経済産業省から「ＤＸ認定」取得。

背景

新しい製品・サービスを拡充し、顧客に提供していくことで更なる増収増益
を目指す。

中期経営計画 「～満足から感動へ～」
≪トップ戦略≫
1. 既存業務の業務量を徹底的に削減する。
2. 削減した業務量を個人と組織のホスピタリティ向上に投入する。
3. 「フルオーダー」を究め、お客様に感動を与える製品・サービスを提案・提供する。

【出所：㈱別川製作所】


