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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
供給面での制約の影響がみられ
るものの、緩やかに持ち直してい
る

供給面での制約の影響がみら
れるものの、緩やかに持ち直し
ている

個人消費は、家電販売額、ホームセンター販売額
が前年を下回っている一方で、百貨店販売額、
スーパー販売額などが前年を上回っているほか、宿
泊や飲食サービスなどは持ち直しており、緩やかに
持ち直している。生産活動は、一部に供給面での
制約の影響がみられるものの、生産用機械、輸送
機械などが増加しており、緩やかに持ち直している。
雇用情勢は、緩やかに改善しつつある。

前回（4年7月判断） 今回（4年10月判断）
前回
比較

個人消費 緩やかに持ち直している 緩やかに持ち直している

生産活動 持ち直しに向けた動きに一服感がみられる 緩やかに持ち直している

雇用情勢 持ち直している 緩やかに改善しつつある

設備投資 ４年度は増加見込みとなっている(全規模・全産業ベース) ４年度は増加見込みとなっている(全規模・全産業ベース)

企業収益 ４年度は減益見込みとなっている(全規模ベース) ４年度は減益見込みとなっている(全規模ベース)

企業の景況感 「下降」超となっている(全規模・全産業ベース） 「下降」超となっている(全規模・全産業ベース）

住宅建設 前年を下回っている 前年を上回っている

公共事業 前年を下回っている 前年を下回っている

輸出 前年を上回っている 前年を上回っている

Ⅰ.最近の関東財務局管内の経済情勢

※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。
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〔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。



原材料価格等の高騰を受けた価格転嫁に関する企業の声
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➤価格転嫁の実施状況について企業に確認したところ、価格転嫁が一定程度以上できている企業（「すべて転嫁で
きている」、「一部転嫁できていない」の合計）が約７割あり、前回調査時と比べて転嫁が進んでいる状況がうかが
われる。

➤一方で、「まったく転嫁できていない」又は「ほとんど転嫁できていない」とする企業が２割近くみられた。

➤事業形態別にみると、BtoC企業に比べBtoB企業の方が転嫁が進んでいる状況がうかがわれる。

（※）関東財務局及び管内各財務事務所が企業に対してヒアリングを行い、その回答を分類したもの。

「前回」…調査時期：令和4年6月～ 7月中旬 回答者数：222先 〈企業規模別〉大企業 126先、中堅・中小企業 96先 〈事業形態別〉BtoB 125先、BtoC 97先
「今回」…調査時期：令和4年9月～10月中旬 回答者数：233先 〈企業規模別〉大企業 141先、中堅・中小企業 92先 〈事業形態別〉BtoB 115先、BtoC 118先
端数処理の関係上、合計値が100％とならない場合がある。
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原材料価格等の高騰を受けた価格転嫁に関する企業の声
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参考

《すべて転嫁できている》

➤鋼材、物流費等様々なコストが上昇しているが、すべて製品価
格に転嫁する方針。値上げを行っても需要動向に影響はない。
【生産用機械/大企業】

➤新製品発売のサイクルに合わせて価格転嫁を行っており仕入価
格上昇分は、ほぼ転嫁できている。【小売（家電）/大企業】

《一部転嫁できていない》

➤6月から値上げを行っているが、計画の70％程度の進捗。値上
げによる買い控えを懸念してか、スーパー等にはなかなか値上
げを受け入れてもらえない。【食料品/中堅企業】

➤家庭用品の値上げによる消費者マインドへの影響を抑えるため
新製品発売や改良にあわせ、付加価値向上をアピールしつつ価
格改定や減量等の実質値上げを実施。【化学/大企業】

➤原材料費の価格転嫁について取引先の理解は得られているもの
の、値上げを行っても更に原材料価格が上昇してしまい、転嫁
が追い付かない。【電気機械/中小企業】

➤ナショナルブランド品についてはそのまま価格転嫁を実施する
一方、プライベートブランド品は企業努力によりコスト上昇分
を吸収。転嫁できている割合は７割程度。

【小売（スーパー）/大企業】

➤原材料価格上昇分の転嫁はできているが、電気料金や工業用油
等の価格上昇分の転嫁については販売先から認められておらず
転嫁できるのはコスト上昇分の７～８割程度。
【自動車・同附属品/中小企業】

➤8月下旬に全体的に約5％の値上げを実施。食材価格上昇に加
えて人件費負担も増加しており、コスト増加分を転嫁し切れて
いない。【飲食サービス/大企業】

《ほとんど転嫁できていない》

➤受注から納品まで約1年のタイムラグがあるため、原材料コス
トは契約時よりも2～3割上昇するが、契約金額の定めがある
以上、容易に転嫁を受け入れてもらえる状況にはない。転嫁で
きているのは3分の1程度。【生産用機械/中堅企業】

➤物価高を背景に価格交渉に応じてもらえることは多くなったが
値上げ幅は、製造コスト上昇分の50％にも満たない状況。
【生産用機械/中堅企業】

➤取引先から「値上げをするならば他社と取引する」と言われ、
価格を据え置いたことがあった。【生産用機械/大企業】

➤食材の仕入価格の上昇に加え、光熱費等の諸経費も増加してい
るが、他店に顧客を奪われないよう、可能な限り価格は据え置
き、コスト削減で対応。【飲食サービス/中小企業】

➤光熱水費の上昇が大きな利益圧迫要因。価格を上げたいのが本
音だが、価格設定について近隣の同業者間で牽制しあっている
ため行動に移せず、様子見の状況。【宿泊/中小企業】

《まったく転嫁できていない》

➤原材料価格が上昇する一方で、販売先との価格交渉が難航して
おり、原材料価格上昇前に契約した価格の出荷を余儀なくされ
ており、まったく転嫁できていない。
【自動車・同附属品/大企業】

➤電気料金が高騰しているが、運賃改定には認可が必要なほか、
高騰がいつまで続くのか見通せないことから、現時点では運賃
改定は考えていない。【陸運（鉄道）/大企業】

➤物価上昇の影響は大きいが、売上確保を優先するため価格転嫁
は実施せず、コスト削減に取り組んでいる。【宿泊/中小企業】
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参考

消費者行動の変化等に関する企業の声

・食料品においては価格転嫁が一部にとどまっていることもあり
現時点では客足や客単価への影響はあまり見受けられないもの
の、値上がり分は買い上げ点数を減らすことで消費を抑える傾
向が感じられる。【小売（百貨店）/中小企業】

・10月に様々な商品で値上げがあった影響で、売上が落ちている
商品も多い。売上に占める特売商品の構成比が前年同月に比べ
て５％上昇しており、消費者の価格志向、節約志向の高まりが
みられる。【小売（スーパー）/大企業】

・消費者は価格動向に敏感で、現在は完全に節約志向型に転換し
た。無駄なものは買わず、一人当たりの買上点数が減り、客数
も伸びないため、売上確保はここ数年にない位厳しい。
【小売（スーパー）/中小企業】

・消費者の節約志向を受け、ドラッグストアからディスカウント
ストアに顧客が流れている印象。10月からの販売価格上昇に伴
う更なる流出を予想。【小売（ドラッグストア）/中小企業】

・来店客数は減少していないが、他店との買い回りが増加して、
購入に至るまでの時間が長くなっていることから消費者マイン
ドの低下が考えられる。【小売（家電）/大企業】

・消費者マインドに影響がない程度の値上げは実施しているもの
の売上にほぼ変化がないところを見ると、値上げについては容
認しているのではないかと感じている。
【小売（スーパー）/大企業】

・レストラン部門では、原材料費の高騰に伴い値上げをしたが客
数は増加。遠出ができない分、プチ贅沢としての利用が増えて
いると感じる。【宿泊/大企業】

物価動向等を踏まえた賃金改定に関する企業の声

・足下のインフレの状況を踏まえ、国内全社員を対象にインフレ
を加味したベアを実施。【その他製造/大企業】

・昨今のインフレ傾向を念頭に、従業員給与のベースアップ（月
3000円程度）を予定。【小売（専門店）/中堅企業】

・物価上昇率をベンチマークに来年以降の賃上げについて検討す
る予定。【陸運/大企業】

・燃料費高騰に対応し通勤手当を増額。また、長期化するコロナ
禍での尽力に報いるため、非正規従業員に対し特別報奨金を支
給。【小売（ホームセンター）/大企業】

・コロナ対応協力金として、全社員に一律2万円を支給。

【生産用機械/中堅企業】
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〔参考〕 物価と賃金の推移（前年同月比）

消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）
名目賃金指数
実質賃金指数

（資料）総務省「消費者物価指数」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」
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Ⅱ．地域企業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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（１）設備判断BSIの推移

《前年比「増加」の要因》

・コロナ禍で抑制していた生産設備の更新を進めるほか、ＤＸ関連投資も増加。

【非鉄金属/大企業】

・需要が旺盛なディスプレイ用液晶フィルムの生産能力増強のため。

【化学/大企業】

・モデルチェンジを控えており、金型など製品開発に係る投資が増加。

【自動車・同附属品/大企業】

・コロナ禍において先送りとなっていた開発案件が再開し、投資額が増加。

【不動産/大企業】

・コロナ禍により手控えていた新規出店や改装を予定。【飲食サービス/大企業】

・電子値札導入のため、システム関連投資が増加。【小売(スーパー)/大企業】

《前年比「減少」の要因》

・昨年度実施した定期修繕分の剥落により、今年度は減少。

【石油製品/大企業】

（前年度の大規模投資からの反動減による減少を見込む企業は多数あり）

・新規出店を計画していたが、適当な出店用地がないため、減少見込み。

【小売(スーパー)/大企業】

（２）設備投資計画（前年比）の調査期別推移

（３）令和４年度の設備投資額の見込み（前年比）

全産業
製造業 非製造業

設備投資額 22.9% 33.0% 17.7%

（注）令和４年7-9月期調査時の見込み

（注１）設備投資額は、土地購入額を除き、ソフトウェア投資額を含む。
（注２）各年度の1-3月期調査においては、当該年度の実績見込みと翌年度の計画を調査。
（出所）関東財務局「法人企業景気予測調査」
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設備投資計画（法人企業景気予測調査）
⚫ 令和4年度の設備投資計画額は、前年比22.9％の増加見込みとなっており、引き続き堅調な計画を維持。生産能力増強や

研究開発投資の増加等を背景に、ほとんどの業種で増加の見込み。

⚫ 企業からは、増加要因として「コロナ禍において見送った投資の再開」を挙げる声もきかれている。

期末判断「不足」－「過大」社数構成比

現状

過
大
超
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今事業年度における設備投資の現状

（４）今事業年度における設備投資計画の着地見込（金額ベース）

回答社数：（令和４年度）：206先（不明・未回答9先除く）

3.4%

2.9%

19.9%

8.3%

65.5%

計画変更を検討

計画内容を大幅に変更

（金額は当初計画と同程度）

当初計画を下回る

当初計画を上回る

当初計画通り実行

⚫ 今事業年度における設備投資計画の着地見込について、６割超の企業が「当初計画通り実行の見込み」と回答。

⚫ 投資の一部見送りや来期以降への延期により「当初計画を下回る見込み」とする企業が約２割みられた。

《当初計画通り実行》

・今期は大規模投資の計画はなく、店舗の修繕等小規模にとどまるため、計

画通り実行の見込み。【小売（百貨店）/大企業】

・年度当初に計画した新規出店については、概ね計画通りに進捗。

【小売（ホームセンター）/大企業】

・部品の納期や工期が長期化するとの情報を得て早めに手配したことで、計

画通り実行できる見込み。【情報通信機械/中堅企業】

《当初計画を上回る》

・半導体関連事業、バイオ関連事業における受注が好調なことから、生産キャ

パシティを拡大する。【その他製造/大企業】

・導入予定の設備の値上がりのほか、来年度導入予定設備の納期に不透明

感があるため、即納可能な現時点での前倒し発注を予定しており、当初計

画を上回る見込み。【食料品/中堅企業】

・新規出店工事の進捗は計画通りであるものの、資材価格の高騰により店

舗当たりの建設コストが上昇しており、投資額が当初計画を上回る見込み。

【小売（スーパー）/大企業】

《当初計画を下回る》

・原材料価格高騰や人件費の増加により利益が圧迫されており、当初計画し

た投資の一部見送りや実施時期の後ろ倒しを予定。

【食料品/中小企業】

・感染症や供給制約の影響による受注減少により業績低迷が続いているなか、

収益改善と資金繰り対策のために設備投資の削減や来期への繰り延べを

実施。【自動車・同附属品/大企業】

・半導体不足による納車遅延等により車両の更新が計画通り進捗していない。

【陸運/大企業】

《計画内容を大幅に変更》

・新製品対応のための投資を予定していたが延期となったため、老朽化設備や

建屋の更新費用に充当した。【自動車・同附属品/大企業】
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（５）今事業年度の設備投資実行を遅らせるリスク要因

※・重要度の高い順に３項目まで選択
・令和4年度の「国内リスク」は感染症の影響を除く
・「新型コロナウイルス感染症の影響」及び「供給制約の影響」は、令和４年度のみ設定

⚫ 今事業年度の設備投資の実行を遅らせるリスク要因については、「原材料価格の高騰」、「供給制約の影響」、「利益水準・資金
繰りの悪化」を挙げる企業が多くなっている。

《利益水準・資金繰り悪化》
・感染再拡大により再び行動制限が求められ売上が低迷するような場合には、

利益やキャッシュの確保のため設備投資を先送りする可能性がある。

【小売（百貨店）/大企業】

・車両供給の減少により利益水準が悪化しているため、資金繰りが最大のリスク。

【小売（自動車販売）/中小企業】

《原材料価格の高騰》
・利益確保のため、原材料価格の高騰等によるコスト増加分を設備投資の削

減によりカバーする必要がある。【食料品/中小企業】

・建設資材の高騰や入荷遅延等により新規出店を後ろ倒しにする可能性があ

る。さらに、物価高による消費意欲の減退、利益環境の悪化によるキャッシュフ

ロー減少もリスク。【小売（スーパー）/中堅企業】

《外国為替の動向》
・デジタル関連投資は海外で行っており為替の影響を受けることから、今後の為

替水準によっては投資額を減額する可能性がある。

【小売（スーパー）/大企業】

《新型コロナウイルス感染症の影響》
・中国のゼロコロナ政策により都市封鎖が行われると、同国での店舗展開に影

響が生じる。【飲食サービス/大企業】

《供給制約の影響》

・必要な部品が入手できない、または納入遅延により投資実行が遅れる可能性

がある。 【生産用機械/大企業】

・部材の長納期化により工期が延びるほか、価格高騰に伴い代替品を探すのに

時間を要する等のリスクがある。【情報通信機械/中堅企業】34.6%

10.3%

27.1%

14.5%

10.7%

8.4%

6.5%

27.6%

4.7%

4.2%

19.2%

68.0%

12.2%

3.6%

0.5%

7.2%

3.2%

2.7%

2.3%

13.5%

特になし

その他

供給制約の影響

新型コロナウイルス感染症の影響

国内リスク

外国為替の動向

海外経済の減速

原材料価格の高騰

設備稼働に見合う人手の不足

減価償却の負担

利益水準・資金繰り悪化

回答社数 上段（令和元年度）：222先（不明・未回答4先除く）
下段（令和４年度）：214先（不明・未回答1先除く）

今事業年度における設備投資の現状



8.4%

3.3%

16.4%

49.1%

10.3%

15.4%

17.3%

22.4%

45.8%

22.0%

22.4%

12.3%

43.8%

8.7%

23.7%

17.4%

28.8%

46.1%

22.4%

19.2%

その他

サプライチェーン強靭化等

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

今後の方針

（６）今後の重点投資内容

回答社数 上段（令和元年度）：221先（不明・未回答5先除く）
下段（令和４年度）：215先

（７）今後の重点投資目的

8.8%

9.3%

45.1%

48.4%

48.8%

10.0%

11.3%

34.4%

47.1%

43.0%

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（令和元年度）：219先（不明・未回答7先除く）
下段（令和４年度）：214先（不明・未回答1先除く）

※・重要度の高い順に３項目まで選択
・「脱炭素対応」及び「サプライチェーン
強靭化等」は令和4年度のみ設定※重要度の高い順に2項目まで選択

⚫ 今後（今年度を含む3年間）の重点投資内容は、「情報化投資」と回答した企業の割合が令和元年度調査時よりも10ポイント
以上増加。

⚫ 重点投資目的は、「設備の更新」、「省力化・効率化」と回答した企業が多いなか、「脱炭素対応」を挙げる企業も16％あった。

《建設投資》
・他社の撤退店舗の増加により優良立地の物件が増加している。進出余地を

見極めて新規出店を進める。【飲食サービス/大企業】

《情報化投資》

・ソフトウェア更新及び管理業務自動化の投資を、今後重点的に進めていく。

【陸運/大企業】

・近年の消費者行動に対応し、ネット販売などのデジタル化投資を推進。

【小売（百貨店）/中小企業】

《研究開発投資》
・将来的な企業価値向上を図るため、建機の電動化・安全性向上など先行

開発分野への投資に重点。【生産用機械/大企業】

《省力化・効率化》
・人員不足の対応として作業工程のより進んだオートメーション化・効率化は必

須の課題。【自動車・同附属品/大企業】

《設備の更新（老朽化等）》
・新規出店は考えておらず、既存店強化の方針。老朽化した店舗の建て替えを

計画的に進めている。【小売（自動車販売）/中小企業】

《脱炭素対応》
・地域社会への貢献のためGX（グリーントランスフォーメーション）を推進。

【小売（ホームセンター）/大企業】

《サプライチェーン強靭化等》
・ BCPの観点から、サプライチェーンの寸断を避けるためバックアップ体制を構築。

【化学/中小企業】
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【事例紹介】 管内企業における特徴的な設備投資事例

㈱やまなしハイドロジェンカンパニー （山梨県甲府市）

沖電気工業㈱ （東京都港区）

日本ＧＬＰ㈱ （東京都港区）

㈱ＪＶＣケンウッド （神奈川県横浜市）

セイコーエプソン㈱ （長野県諏訪市）

グ リ ー ン イ ノ ベ ー シ ョ ン の 推 進

環境に配慮したスマートファクトリー

デ ジ タ ル イ ン フ ラ の 整 備

国内生産増強・サプライチェーン強靭化



➤P2Gシステムの技術革新
○大型化・モジュール化

・グリーンイノベーション基金（第１号
案件として採択）を活用

・化石燃料から水素へのエネルギー転換
を目指す

○小規模パッケージ化
・ＮＥＤＯ※の助成を受けて推進
・脱炭素化が困難だった産業分野を中心に新たな水素利用モデルを開拓
※国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

➤コスト縮減に向けた取組
・普及に向けた課題は「コスト」

現状…グリーン水素の利用コスト ＞ 一般的な電気等の利用コスト
・製造コスト縮減のため、大型化・モジュール化、耐久性と電導性に優れ

た電解膜の実装、水素ボイラの燃焼効率向上等の技術開発
・県では、グリーン水素の利用拡大に向け、化石燃料需要家から広く賦課

金を徴収し、グリーン水素需要家への支援に充てる等の「共助制度」導
入を提案

➤産業分野への普及
・グリーン水素利用拡大に向けた取り組みを行い、産業分野でのカーボン

ニュートラル実現を目指す

➤水素エネルギー社会の実現に向けた山梨県の取組み
・県では従来から、化石燃料由来の電気や熱に替えて「地産のクリーン

エネルギーによる電気や熱の利用」を進める施策を展開
・水力発電事業等の「電気事業」を通じて長年培ってきた技術を活かし

グリーン・イノベーションを推進

➤P2Gシステムによる水素の製造（2016年開発開始）
・再生可能エネルギー由来の電力を用いて水を電気分解し、水素を製造

➤「やまなしモデルP2Gシステム」の有効性
・電解する原料が純水であり、取扱いが容易
・太陽光等の電力変動に装置が高速対応 ⇒ 再エネの不安定さを吸収
・小型でシンプルなシステム構成

⇒ 工場等需要側施設への導入、量産による価格低減に期待

➤水素サプライチェーン構築に向けた実証試験（2021年～）
・グリーン水素を製造・貯蔵・輸送・利用する一環システムの実証試験
・県内の工場や店舗に輸送し、燃料電池や水素ボイラの燃料として使用

管内企業における特徴的な設備投資の事例

㈱やまなしハイドロジェンカンパニー
P2Gシステムの技術開発と、国内外への展開により、水素エネルギー社会の構築を進める
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(本社)山梨県甲府市 (設立)2022年 (資本金)2億円
・山梨県、東京電力ホールディングス㈱、東レ㈱の共同出資により設立さ

れた国内初のP2G（Power to Gas）専業企業
・燃料の非化石化を促進し、脱炭素の実現に向けた活動を展開
・2022年、岸田総理大臣及び菅前総理大臣ほか複数の閣僚が視察

1. 企 業 概 要 2. 背 景

3. 取 組 概 要 4. 今 後 の 展 開

米倉山電力貯蔵技術研究サイト
（出所：山梨県ＨＰ）

（提供：山梨県）



➤環境問題への対応
・「環境と事業の融合による価値創造の最大化」を目指

して環境経営を推進

➤社会貢献
・社会のため、自分たちのため「できることから始めよ

う!」をスローガンとし、社員と会社が協力して社会貢
献活動へ取組み

➤事業継続性
・変種変量生産のEMS（設計・製造受託サービス）事業

を展開。航空宇宙や医療機器など、故障が許されない
ハイエンド領域の生産を担っており、生産施設には高
い事業継続性が求められる

沖電気工業㈱
「モノづくり基盤強化」に向け、地域社会と共存し、災害に強く、環境負荷低減に配慮したスマート工場を新設

(本社)東京都港区 (設立)1949年 (資本金)440億円
(連結売上高)約3,521億円 (連結従業員)14,850名

・情報通信システム、プリンタ、ATM、EMS（設計・製
造受託サービス）等を手掛ける。通称「OKI」

・「社会の大丈夫をつくっていく」企業として、SDGsに
示された社会課題解決のため、ESGの取組みを推進

1. 企 業 概 要

2. 背 景

➤環境とつながる
・環境負荷低減・温暖化防止の分野での最先

端の工場として、再生可能エネルギーを積
極活用

・設計段階のエネルギー削減率133%（省エ
ネ51％、太陽光発電による創エネ82％）
を達成することが認められ、大規模生産施
設として国内初となる『ZEB』認定を取得

※ZEB：Net Zero Energy Buildingの略。建物で消費す

る年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物

➤地域とつながる
・持続可能な社会の実現に向け、建物内外に地産材（秩父杉、

本庄絣、利根川砂利等）を活用
・建屋内に使用した秩父杉の伐採跡地において植樹を行い、森

林循環を促す

➤経営とつながる
・精密電子機器から大規模システムまで顧客ニーズの変化や技

術の進化にこたえるフレキシブルな生産エリア
・免震構造と、木製直交集成板（CLT）に加工した秩父杉をふ

んだんに採用し、地震に強いビルとして国土交通省の令和2
年度サステナブル建築物等先導事業（木造先導型）に採択、
自然災害に強い工場を実現

3. 取 組 概 要

➤クリティカルなモノづくり（高信頼性、高可用性、耐障害性、耐環境性機器の開発）・コトづくり（機器群とクラウドをリアルタイムに連携させた
ソリューション）を通じて社会課題を解決していく

➤「モノづくり・コトづくり」を通して、より安全で便利な社会のインフラを支える企業グループを目指す

4. 今 後 の 展 開
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本庄工場H1棟（出所：沖電気工業HP）

DX戦略のフラッグシップファクトリーとして
スマート工場（本庄工場H１棟）を建設

H1棟内観
（出所：沖電気工業HP）

管内企業における特徴的な設備投資の事例
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インターネットトラヒックの推移

➤データセンター需要の拡大
・クラウドサービスの浸透やＩoＴ・ＡＩの活用の広がりによるデー

タ流通量の増加等により、世界的にデータセンター需要が拡大

➤国内のデータセンター需要
・企業等はシステムを自前で保有するのではなく、クラウドサービ

スを利用するケースが増加
・トラヒックの増加に加え、既存データセンターの老朽化の進行も

あり、データセンター需要は増加

➤データセンター事業参入
・自然災害リスクが低く、必要な電力を確保でき、需要家からの距

離が近い都市中心部から35km圏内の開発用地を取得（首都圏5カ
所と関西圏1カ所）

・2023年度より順次着工し、2024年度より順次竣工予定
・投資額は土地、建物、設備、運用に関する総投資額で1兆円以上

を予定
・グローバルに展開する大規模クラウドサービス事業者を顧客とし

て想定

➤専門性を活かした取組み
・主力事業である物流施設事業や、海外で先行しているデータセン

ター事業の運営経験・ノウハウを踏まえて取り組む
・データセンター事業経験者で構成された専門チームを編成し、専

門的なノウハウを要する設計・開発・運用に関するニーズに対応
できる体制を確立

➤キャンパス型データセンターの整備
・広大な敷地の中で複数のデータセンター棟を建設する「キャンパ

ス型」整備が事業の中核
・キャンパス内でライフサイクルマネジメントを行うことで老朽化

へも対応

管内企業における特徴的な設備投資の事例

日本ＧＬＰ㈱
デジタル化を背景に需要が拡大するデータセンター事業に本格参入、大規模な投資を計画
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➤2027～2028年頃には電力キャパシティ900ＭＷの供給能力とな
る国内最大級のサービスプロバイダーを目指す

➤カーボンニュートラルに配慮したグリーン・データセンターの整
備を推進

(本社)東京都港区 (設立)2009年 (資本金)1億円
(従業員)340名
・シンガポールに拠点を置きグローバルに物流施設開発を行うＧＬP

の100％子会社
・日本国内では大規模物流施設事業を展開

1. 企 業 概 要

2. 背 景

3. 取 組 概 要

4. 今 後 の 展 開

※固定系ブロードバンドのダウンロードトラヒックの推移
※出所：「令和4年版情報通信白書」(総務省)より作成

（Gbps）



➤「分散生産」とともに、「ものづくり革新」を自社工場で実現
する

➤生産設備の自動化やデジタル化により、2025年度までに、生産
性を2020年度比で「作業員ひとりあたり5倍以上」に高めていく

➤現在、国内と中国で生産しているスカラ(水平多関節)ロボット※

の需要増加に対応するため、生産能力を強化

➤上記２拠点とも能力強化を図るが、サプライチ
ェーンを取り巻くリスクの低減を図る分散生産
の一環として国内生産比率を現状から高める
方針

➤生産設備の自動化投資により能力増強を図る
とともに、国内生産拠点をマザー工場にして
各生産拠点を牽引していく

➤今後も生産設備の自動化を推進。長野における自動化生産ライン
導入のノウハウを国内他工場にも展開

➤自動化推進、国内生産回帰などを軸に、総生産量・総工数に見
合った生産拠点規模へ統合していく

㈱ＪＶＣケンウッド
日本市場向けカーナビの生産を国内工場に移管
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（本社）神奈川県横浜市 （設立）2008年 （資本金）約136億円
（連結売上収益）約2,820億円 （連結従業員）16,585名
・日本ビクター㈱と㈱ケンウッドが経営統合して設立
・カーナビゲ―ション、ドライブレコーダー、業務用無線システム

等を手掛ける

➤近年、物流をはじめとするサプライチェーンの寸断や部品供給不
足などの地政学リスクが顕在化

➤生産から販売までのリードタイム短縮や、コスト競争力強化を図
るため、「地産地消」を進めることが必要

背
景

日本市場向けカーナビゲーションシステムの生産を
海外工場から、国内工場に移管

取
組
概
要

今
後
の
展
開

企
業
概
要

（本社）長野県諏訪市 （設立）1942年 （資本金）約532億円
（連結売上収益）約11,289億円 （連結従業員）77,642名

・プリンター、スキャナー、プロジェクター、産業用ロボット等を
手掛ける

➤米中貿易摩擦、自然災害の脅威への対応、コロナ禍におけるロッ
クダウンなど、サプライチェーンを取り巻く環境が大きく変化

➤事業成長に伴う生産数量増加を単一拠点に依存した場合、そこで
の生産不能となった場合の影響が大きいため、「分散生産」が
必要
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セイコーエプソン㈱
スカラロボットの国内生産能力を強化

2022年1月～ 全量移管

スカラロボット
（出所：セイコーエプソンＨＰ）

管内企業における特徴的な設備投資の事例

自動車メーカー向け
カーナビ

【生産地：中国】

アフターマーケット向け
カーナビ

【生産地：インドネシア】

㈱ＪＶＣケンウッド長野

今後、段階的に移管

自動化生産ラインを導入
国内生産台数 10万台/年 ⇒ 2023年度中に50万台規模へ

※スカラロボット：
産業用ロボットの一種で、水平方向にアームが動作する。
家電製品の組み立て等に使用される


