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Ⅰ．最近の北陸財務局管内の経済情勢
Ⅱ．物価高・円安への企業の対応について



※１．５年１月判断は、前回４年１０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。

Ⅰ．最近の北陸財務局管内の経済情勢

〔先行き〕先行きについては、ウィズコロナの下で、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や中国における感染拡大
の影響に十分注意する必要がある。

前回（４年１０月判断） 今回（５年１月判断） 前回
比較

個人消費 持ち直しつつある 緩やかに持ち直している

生産活動 緩やかに回復しつつある 回復に向けた動きに一服感がみられる

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 持ち直しに向けた動きに一服感がみられる 弱含んでいる

前回（４年１０月判断） 今回（５年１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

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・スーパー販売が緩やかに
持ち直していることなどから、全体では緩や
かに持ち直している。生産活動は、生産用
機械が拡大しているものの、電子部品・デバ
イスが弱い動きとなっていることなどから、
回復に向けた動きに一服感がみられる。雇
用情勢は、緩やかに持ち直している。
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Ⅱ．物価高・円安への企業の対応について
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原材料価格等の高騰に対し、十分な価格転嫁には至っていない。
一方、これまで他社競合等により困難としていた企業が価格転嫁を実施するほか、エネルギー価格も織り込んで転嫁するなど、徐々に広がりがみられる。

（１）価格転嫁の進展状況

生産への影響に関する企業の声

（２）景況感に占める販売・仕入価格の影響

→ 「販売価格」を景況の「上昇要因」とした割合は増加も、
「仕入価格」を景況の「下降要因」とした割合は高止まり

→ 十分な転嫁に至らずも、徐々に広がり

（３） 価格転嫁以外の取組み

【出所】 法人企業景気予測調査より作成（直近4/10-12：361先）
【備考】 景況判断（上昇、下降）の決定要因（10項目のうち最大

３項目選択）のうち、販売価格、仕入価格を回答した割合
から算定したもの。

■ 国内生産拠点の集約や低採算品目の見直しなど、選択
と集中で効率性を高めている。【大・繊維】

■ 無人ロボットの導入のほか、加工素材を見直し、廃棄物の
少ないものとするなど、歩留まりの向上に努めている。

【中小・輸送用機械】
■ 原材料価格の更なる上昇を見込み、リスクはあるものの、
前倒し発注により在庫を積み増している。【大・生産用機械】

■ 競合他社の値上げを逆手に、価格を据置くことによって、
受注先を増やしている。【中小・眼鏡枠製造】

▲ 8.8

9.7 9.6

53.7

36.9 37.1

▲ 20

▲ 10

0

10

20

30

40

50

60

4/4-6 4/7-9 4/10-12

仕入価格
（景況の「下降要因」とした割合
－景況の「上昇要因」とした割合）

販売価格
（景況の「上昇要因」とした割合
－景況の「下降要因」とした割合）

（％）



4

Ⅱ．物価高・円安への企業の対応について

≪節約意識の高まり≫
• 特売日には平常時よりも来店客が増加。（スーパー）
• 普段使いの食器等雑貨は買い控えがみられる。（百貨店

ほか）
• 食料品の値上ラッシュにより、価格据え置きのＰＢ商品が

伸びており、中でもマヨネーズやソース等調味料は前年比
+20％で推移。（スーパーほか）

• スーパーより安いとのイメージがあるからか、値ごろ感を求め
た客の他業態からの流入がみられ、特にコーナー増設した
生鮮食品の伸びが大きい。 （ドラッグストア）

消費への影響に関する企業の声

（2）コロナ禍以降の動向(R1年同期比)
→  ピーク時に２割弱を占めた外国人は、コロナ禍で激減

（1）年別の動向

≪こだわり/納得品は堅調≫
• 省エネ性能のエアコンなど高性能で長く使える商品は高価格でも売れ行きが良い。（家電量販店）
• 年末年始に帰省客を迎えるためのごちそう需要が旺盛。普段は節約しても、イベントごとでは高単価な商

品が買われている。（スーパー）

≪インバウンドの増加≫
• 円安効果もあって、訪日外国人が徐々に増加しており、化粧品やブランド品、

土産物が人気で、免税売上高が急増している。（百貨店）
• 全国旅行支援やインバウンド増加により、観光地周辺店舗は、客数・売上とも

に伸び率が高い。（コンビニ）

• 入国規制が大幅に緩和された10月以降外国人観光客が徐々に回復して
おり、アメリカやシンガポール、台湾からの来訪が多い。（観光地）

• 12月は宿泊客数の1割が外国人だった。欧米を中心に春先の予約も既に
入っている。（宿泊）

（万人）

≪コスト削減≫ 商品は価格転嫁するも、エネルギー・物流コストが収益圧迫
• 電気代が前年の２倍に。バックヤードの空調や照明を調整するなど節電に努めている。（ﾎｰﾑｾﾝﾀｰほか）
• セルフレジの導入等によりコスト縮減に取り組んでいる。（スーパー）
• 当社の情報システム及び共同拠点センター活用により顧客の物流コストを半減できるため、小売事業者の

契約数が増加傾向にある。（運輸）

（資料：石川県金沢城・兼六園管理事務所調）

物価高の影響から、消費者の節約意識がより高まっており、メリハリのある消費行動がみられる等の声が聞かれる。
小売店では、節電や物流の効率化等により、コスト削減に取り組んでいる等の声が聞かれる。
足下では、円安効果もあってインバウンドが増加傾向にあり、観光地の入り込み客数押し上げや免税売上の増加がみられる。

→  足下では、外国人はコロナ前の３割程度まで持ち直し（％）

＜兼六園の入園者数＞



中小企業が輸出を行わない理由の主は「国内業務で手一杯」のため。
入社してみて、「中小企業はこんなに人が足りないのか」「こんなに仕事の

量・種類があるのか」と驚いた。輸出を始めたいとする潜在的なニーズは多く、円
安をきっかけとした問い合わせも多かった。８clickを随時アップデートするとともに、
市場調査や各社にあわせた販売戦略の作成等を行い、これから海外事業に取
り組もうとする中小企業をサポートしていきたい。

◎ 商社を利用しない
商社を利用するとラク。だけど、ノウハウも情報も残らず、
価格決定権も無いし、下請けと同じになる。

◎ ニーズをとらえる
ターゲットを絞らず海外のギフトショーに出展し、失敗。
「ベビー」と「日本以上の製品強度」が必要と痛感！

⇒ 2016年、乳幼児用の歯ブラシ「HAMICO(ハミコ)」を歯科医師らとともに開発。

～2015年：紙印刷やテレホンカード、病院・診察券の印刷で、下請け比率100％。
「いかに安く仕上げるか」

2015年～：外部人材の入社を機に、特許を持つ高い技術力に着目。
脱下請けを目指し、歯ブラシのオリジナルブランドを立ち上げ。

「こんなものも作れる！」
北陸新幹線開業にあわせ、2015年、金沢駅前にショールームを開設。

ショールームでは、意外にも、外国人観光客から「かわいい」等との反応で大量購入する
姿を目の当たりにし、海外の購買力の高さを実感。海外進出を決意。
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Ⅱ．物価高・円安への企業の対応について 事例紹介①

（株）ホクビ
（本 社）石川県野々市市
（資本金）10百万円 （従業員数）29名
（業 種）印刷業

自社ブランドで海外市場へ挑戦 ＋ 獲得したノウハウを活かして輸出をはじめたい中小企業を後押し

取組① 自社ブランドによる海外市場への挑戦

１.自社用システムの開発

輸出開始当初、専用のシステムを探し回ったがどこにもなかった。
知り合いのエンジニアと共にシステムを開発。ものづくり補助金を活用し、
2018年、約半年をかけ、自社利用のためのシステムが完成。

２．他社の海外市場進出をサポート

自社用に作成したシステムを、誰でも利用できるような操作性やデザイン
に整え、「８click」システムを開発・販売。同時に海外配送代行サービス
も開始。5か月間のネット広告に300件以上の見積依頼。

輸出を始めたいとする中小企業から、事務手続きなどの照会が増加。
自分が苦労した経験やノウハウを活かし、海外輸出を支援する事業を
始めることに。

今後の展開

【出所：㈱ホクビ】

８click
販売管理

８click
海外配送

実績 ３社 12社
目標 月に各5件程度の契約を獲得

８click販売管理（’21年12月完成、‘22年11月本格販売）

８click海外配送（‘22年1月販売）

国内外からの受注情報を一元管理するITシステム。英語と専門知識が必要なインボ
イスやパッキングリストなどの貿易書類をたった８回のクリックで自動発行。そのまま印
刷して商品と一緒に送るだけで輸出業務が完了。

商品を国内指定倉庫に送るだけで、面倒
な通関書類等の作成や発送手続きまで
まるごと委託。（当社が８clickシステム
で手続きを代行）

背景

2016年 ベビー用品の代理店と契約。
2017年 ＮＹの展示会に「HAMICO」ブランドで出展。

ＮＹのデザイナーとコラボし、国際エミー賞のVIP用ギフトに選出。
現在では海外20か国に計10万本/年を輸出。
自社ブランドの立ち上げと輸出の取組により、下請け比率は
約5割まで低下。

（企業概要）カードなどの特殊印刷、歯ブラシなどの自社ブランド商品
の製造販売、輸出支援型受発注システム開発、海外輸出支援を行う。
2022年６月中小企業庁「JAPANブランド支援パートナー」に選定。

※ のちに、乳幼児用～大人用を「HAMICO」ブランドに統一

取組② 輸出支援システムの開発・他社の海外進出サポート

「輸出には専門知識が必要な上、手続きが煩雑すぎる」。
限られた時間や人員、資金のなかで、輸出を含めて業容を維持・拡
大するために、業務の効率化がかかせない。



対応
①中国人を採用し、販路開拓
②ブランド化
・自社輸出体制を構築することで、各取引先店舗の末端
にまで営業、取扱方法等の指導により品質を維持

・ハイクオリティ商品の開発、投入
・現地ニーズに合わせた食べ方の提案
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Ⅱ．物価高・円安への企業の対応について 事例紹介②

輸出事業は利益率が高いこともあり、現在の輸出比率5％程度を
10％程度まで引き上げたい。
⇒販売チャネルの開拓に注力

コンテナ単位で輸出するに当たり、サンプル品の輸出など小口の場
合は、自社製品のみでは困難なことも。

⇒輸出を行いたい地元企業を募り、混載輸送することで、当社のみ
ならず地域全体での輸出の拡大を目指す！

為替変動を経て、差別化・販売戦略を磨き、米国市場に再挑戦 ＋ 他企業との混載輸送も目指す

（株）スギヨ
（本 社）石川県七尾市
（資本金）300百万円
（従業員数）750名
（業 種）食品製造

（企業概要）水産練製品を製造・販売し、売上
実績は業界第3位。世界で初めてカニ風味かまぼこ
(カニカマ)を生み出した。主な製品は「ビタミンちくわ」
「ロイヤルカリブ」など。

今後の展開、課題

＜水産卸会社が金沢港近郊に冷凍設備を整備 ⇒ 輸出拡大を後押し＞
2022年秋、石川県の水産卸会社が、金沢港から食品を輸出したいと考え
ている会社の受け皿となるべく、冷凍倉庫を「HACCP」対応の設備に更新。

2022年6月、米国内の旺盛な需要に対応するため、現地工場の増産
対応に加え、為替や日米の賃金差等を勘案し、日本からの輸出を決定。
米国へ輸出するに当たり、同年12月、対米HACCP認証を取得。

2023年1月出荷。

取組：米国への輸出再開

香港の寿司
店でカニカマ
をネタに使用
したメニュー
がヒット。

最高級カニカマ「香り箱」

※ HACCP：食品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法
※ 認証は品目ごとに必要。以前から「香り箱」に係る認証は取得

していたが、今回「カリブ」の輸出に当たり、新たに認証を申請。

これまでの経緯

輸出において主力商品「カリブ」

（巨大マーケットである中国や米国
のほか、現地スタッフを採用しベト
ナムでの販路開拓に向け営業活動）

【出所：㈱スギヨ】

(百万円）

（資料：日本銀行（東京市場 ドル・円 スポット 17時時点/月中平均））

課題
①言葉の壁、商習慣の違い
②現地企業との価格競争

中国国内の経済進展もあり、輸出伸長。
2017年に「和食」がユネスコ無形文化遺
産登録されたことから、世界的に日本食
が普及。中国において、消費トレンド（健
康志向）から日本の練り物がブランド化。

中国などでの差別化・販売戦略
’06～ ’15～


