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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
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

物価上昇や供給面での制約の
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、物価上昇の影響がみられるものの、
百貨店販売額、スーパー販売額、コンビニエンスス
トア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
の影響がみられるなか、輸送機械などが増加してい
るものの、生産用機械、化学が減少しており、持ち
直しの動きに一服感がみられる。雇用情勢は、緩
やかに改善しつつある。

前回（4年10月判断） 今回（5年1月判断）
前回
比較

個人消費 緩やかに持ち直している 物価上昇の影響がみられるものの、緩やかに持ち直している

生産活動 緩やかに持ち直している 持ち直しの動きに一服感がみられる

雇用情勢 緩やかに改善しつつある 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年度は増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） 「上昇」超となっている（全規模・全産業ベース）

住宅建設 前年を上回っている 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

※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。
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〔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。



原材料価格等の高騰を受けた価格転嫁の状況

➢価格転嫁の実施状況について企業に確認したところ、「すべて転嫁できている」又は「概ね（7割以上）転
嫁できている」とする企業は合計で約2割にとどまり、「一定程度（3～7割程度）転嫁できている」とする
企業が約4割と最も多くなっている。

➢中堅・中小企業においては、「ほとんど転嫁できていない（3割未満にとどまる）」又は「まったく転嫁で
きていない」とする企業が合計で３割あり、大企業に比べて転嫁が進んでいない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。

■調査時期 令和4年12月～令和5年1月
■回答数 240先・規模別内訳：大企業 124先

中堅・中小企業 116先
・業種別内訳：製造業 105先

非製造業 135先
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【価格転嫁の実施状況】
■ すべて転嫁できている ■ 概ね転嫁できている（7割以上を転嫁） ■ 一定程度転嫁できている（3～7割程度を転嫁）

■ ほとんど転嫁できていない（3割未満にとどまる） ■ まったく転嫁できていない ■ 影響なし ■ その他
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〔参考：これまでの調査結果〕

すべて転嫁できている 一部転嫁できていない ほとんど転嫁できていない

まったく転嫁できていない その他（不明、影響なし等）

69.6％

53.6％

（注1）大企業（資本金10億円以上）中堅企業（同 1億円以上 10億円未満）中小企業（同1億円未満）
（注2）端数整理の関係上、合計値が100％とならないことがある。
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「すべて転嫁できている」
・電子部品、樹脂などの原材料価格が値上がりしているが、

コストアップ分は価格転嫁できており、人気機種であれ
ば値上げしても売れている。【業務用機械/大企業】

・値上げ要請があった商品については、すべて転嫁済み。
エネルギー価格の上昇分については、販促方法の変更等
コストコントロールにより解消。【小売（ドラッグスト
ア）/大企業】

「概ね転嫁できている」

・従来は半年ごとに期中に価格交渉を行い、決着するまで
は仮価格で販売していたところ、今年度から大口顧客向
け売価を、四半期（または半期）毎に受注前に確定させ
る「先決め方式」に変更したことで概ね転嫁できている。
【鉄鋼/大企業】

・従来は、取引先から常にコストダウンを求められていた
が、今は品質や安定供給を求められるようになった。下
請け企業にとって、“値下げを求められない”ことは、大
きな環境変化であり、前向きにとらえている。【電気機
械/中小企業】

・住宅市場は好調を維持しており、販売価格が上昇しても
売れているので、価格転嫁は順次進めている。【不動産
/中小企業】

・エネルギー価格の高騰分については転嫁が困難。10月の
メニュー改定時に初めてエネルギー価格の高騰分を取り
入れた改定を実施したが、全額は転嫁できていない。
【飲食サービス/大企業】

原材料価格等の高騰を受けた価格転嫁の状況～企業の声～

「一定程度転嫁できている」

・原材料価格やエネルギーコストの上昇分を自社で吸収し
きれないことから、10月に主力商品の値上げを実施。足
下で電気料金や輸送費の上昇が続いているため、十分な
転嫁には至っていない。【食料品/中堅企業】

・電気料金が非常に高騰しており、交渉の結果、販売価格
への転嫁が一部認められたが、足下の電気料金は交渉時
点から更に上昇しており、転嫁率は5割未満であると考
えている。【鉄鋼/大企業】

・9月に製品全体の価格改定を行い、一定程度の転嫁を進
めることができたが、あまり転嫁を進めてしまうと消費
マインドの冷え込みにつながりかねないため、現状以上
の転嫁実施は困難。【電気機械/大企業】

・衣料品全般の原価が上昇傾向。高価格帯の商品は価格転
嫁が受け入れられやすいが、低価格帯の商品は値上げを
すると顕著に売れなくなる傾向があるため、高価格帯を
中心に価格転嫁を実施。【卸売/大企業】

・仕入原価の上昇分は販売価格に転嫁しているが、エネル
ギー価格や人件費の上昇分は転嫁できていない。消費者
離れを懸念し、値上げは競合店の動向を見て判断。【小
売（スーパー）/大企業】

・値上げをしていなかったが堪えられなくなり、同業他社
の状況を見つつ多くの品目で価格転嫁を行っている。輸
入品については、為替ヘッジ等を活用して少しでもコス
トを抑えるようにしている。【小売（ホームセンター）
/中小企業】

4



原材料価格等の高騰を受けた価格転嫁の状況～企業の声～

「その他」
・建設資材の価格上昇により、ゼネコンから提示される建

築工事費は上昇傾向。当該上昇分を価格転嫁していると
いうよりも、好調な需要を背景にマンション価格が高水
準にあるため、影響を吸収できているという印象。【不
動産/大企業】

「ほとんど転嫁できていない」

・円安による輸入コストの上昇、ガス・電気等のエネル
ギーコストや油脂・包装資材の仕入値の上昇により製造
コストが大幅に上昇しているが、足下の転嫁率は3割未
満にとどまっている。【食料品/大企業】

・中小企業レベルでは精緻なコスト管理ができておらず、
価格交渉時に取引先から求められるエビデンスが提示で
きず苦慮している。【金属製品/中小企業】

・建設資材全般が高騰。公共事業は「資材等の価格高騰に
対するスライド条項」があり転嫁できるが、民間工事は
価格競争が激しいため、価格転嫁は困難。【建設/大企
業】

・データセンタにおける電力料金の負担増の影響は甚大。
前年比２倍ほどの費用となっており、億単位の影響があ
るが、期中での価格転嫁は難しく、新年度から価格転嫁
すべく顧客への説明を始めた。【情報通信/大企業】

・許認可事業のため、ほとんど価格転嫁はできていないが、
5年1月から高速バスの一部路線で運賃改定を実施した。
【陸運/中堅企業】

「まったく転嫁できていない」
・当社が大企業に先行して価格改定を行うと、シェアを奪

われる恐れがあるため、現時点で価格転嫁は行っておら
ず、当面行う予定もない。【化学/中小企業】

・近隣の一般的な相場があるため、当ホテルだけ先んじて
値上げすることは困難。ただし、経費の急激な増加を踏
まえると、値上げの検討が必要。【宿泊/中小企業】

価格転嫁のための取組事例

《製造工程ごとの電力使用量を可視化》
・生産ラインにセンサーを設置し、製造工程ごとの電気

使用量を可視化。
・これにより、製品1台あたりのコスト上昇分が分かる

ようになったことから、取引先との値上げ交渉に根拠
として提示している。

・価格転嫁の状況としては「まだまだ」だが、最近は値
上げを受け入れてもらえるようになった。

【生産用機械/中小企業】

《業界団体が作成したパンフレットを活用し、
値上げへの理解を求める》

・業界団体が作成した資料により、施主や事業者に対し
て資材価格の高騰や品不足・ひっ迫の状況等を説明し、
調達価格を反映した価格での契約について交渉。

・しかしながら、顧客の理解が得るのは難しく、転嫁で
きているのは全体の半分程度。

【建設/大企業】
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2023年度賃金改定の方向性

➢2023年度賃金改定の方向性について企業に確認したところ、全体の約半数が「引上げの方向」と回
答。中堅・中小企業においては過半数が「引上げの方向」。

➢「引上げの方向」と回答した企業のうち、「ベースアップ」の実施を検討している企業は、大企業
では半数を超える一方、中堅・中小企業では約３割にとどまる。

引上げの方向

117先

48.1%

据置き

の方向

24先

9.9%

引下げの方向

1先

0.4%

未定・不明

101先

41.6%

【全規模】

57先

44.5%

13先

10.2%
1先

0.8%

57先

44.5%

【大企業】

60先

52.2%

11先

9.6%0先

0.0%

44先

38.3%

【中堅・中小企業】

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。

■調査時期 令和4年12月～令和5年1月
■回答数 243先

うち大企業 128先
中堅・中小企業 115先

対象：「引上げの方向」と回答した企業（複数回答）
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全規模
（117先）

大企業
（57先）

中堅・中小企業
（60先）

ベースアップ 50先（42.7%） 31先（54.4%） 19先（31.7%）

定期昇給 84先（71.8%） 41先（71.9%） 43先（71.7%）

一時金増額 28先（23.9%） 15先（26.3%） 13先（21.7%）

未定・無回答 8先（ 6.8%） 1先（ 1.8%） 7先（11.7%）

《賃上げの実施方法》

（注1）大企業（資本金10億円以上）中堅企業（同 1億円以上 10億円未満）中小企業（同1億円未満）
（注2）端数整理の関係上、合計値が100％とならないことがある。



2023年度賃金改定の方向性 ～企業の声～

■引上げの方向
・昨今の物価高を受けて、賃金を引き上げる方向で検討し

ており、現状ではベースアップが有力。ただし、社内に
は「一度上げると下げられない」ベアではなく、一時的
な手当にすべきとの慎重論もある。【化学/大企業】

・物価高を受けて、ベースアップを検討。物価高の中、グ
ローバルに展開する企業の責務として、一定の賃上げは
必要と考えている。【電気機械/大企業】

・物価高に伴う一時金の支給は考えていないが、働きやす
く持続可能な企業にするためにも、ベースアップ・定期
昇給による賃上げが必要。【小売（スーパー）/中堅企
業】

・人材確保・定着率向上のため数年前から給与水準を引き
上げており、23年春もベアを実施予定。【不動産/中小
企業】

・売上は増加しているが、増え続けるコストの先行きが見
通せないほか、収益環境がまだ改善していないことから
ベースアップは実施せず、定期昇給のみ実施予定。【宿
泊/中小企業】

■据置きの方向
・売上は増加しているが、コストが増加する一方であり、

利益が増えない状況のなかでは、賃上げは困難。【化学
/中堅企業】

・物価高が収益を圧迫し、賃上げ原資となる利益が伸びて
いない。なお、コロナ禍を機に導入した管理職の給与
カットを継続中。【小売（ショッピングセンター）/中
小企業】

■引下げの方向
・業績連動の一時金の減少により年収ベースでは減額とな

る見込み。【小売/大企業】

■未定・不明
・賃上げをしたい気持ちはあるが、足下の業績は依然とし

て苦しい状況にあるため、現時点では賃上げの実施は未
定。【飲食サービス/中小企業】
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物価動向に対応した賃上げの事例

■非鉄金属製造業（大企業）

・昨今の物価上昇を踏まえ、従業員の生活支援のため、
インフレに対応した賃上げを実施。

・時給制のパートも含め全従業員を対象に月例給与に
一律で月額3万円加算して支給。

・賃上げにより、従業員のモチベーションアップにつな
がっている。

■小売業（大企業）

・22 年6 月分給与から従業員約3,000 名を対象に物価
上昇に対応した手当として月額1 万円を上乗せ支給。

・12月以降、上記手当分を基本給に織り込んだうえで、
さらに1 万円上積みを実施（例年4月に行う賃金改定
の前倒し実施）。

・物価上昇が続く中、従業員の生活を支援し、安心して
仕事に向き合ってもらうことで、モチベーション向上
や従業員の確保につながることを期待。



Ⅱ.物価高・円安への企業の対応について（事例紹介）
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清酒輸出量の推移

✓日本酒の消費量はピーク時の約1/4
に減少

⇒酒造産業・日本の食文化の危機

《課題》
✓非常に多くの銘柄

⇒どれを選べば良いか分からない
✓大容量の「瓶」での販売が主流

⇒重くて運びにくい
⇒飲み切れない

物価高・円安への企業の対応事例
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➤輸出拡大で酒蔵所在地域を活性化
・充填設備を国内外に設置し、7割を海外で販売することで、5年から7年

以内に年間1億本の生産を目指す（2022年生産数15万本）
・日本酒を「知ってもらう」→「買ってもらう」→「地域に来てもらう」

→「リピーターの増加」の好循環を実現。インバウンド消費も取り込み
地域活性化への貢献を目指す

(本社)神奈川県茅ケ崎市 (設立)2020年 (資本金)46百万円
(従業員)18名
食分野のコンサル業務を手掛けるスタートアップ企業。各地の日本酒を
アルミ缶に充填した「ICHI-GO-CAN®︎」(一合缶) を開発・販売

1. 企 業 概 要

2. 国内での取組み

3. 海外市場の開拓

4. 今 後 の 展 開
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清酒消費量の推移
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【出所】 国税庁統計年報
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(千kl)

・円安により、海外顧客は良質な日本製品を安価に購入可能
・原材料である酒米は国産。製造過程において為替の影響を受けにくい

一方、為替効果により円ベースの売上は増加
・2022年、シンガポール、香港など海外での販売も開始
・低価格・大量生産のセカンドブランド「Canpai」(カンパイ)を投入し、

日本酒ファンのすそ野を広げ、海外展開を加速

全国の酒蔵と連携して様々な種類の「缶の日本酒」の販売を開始。円安も追い風とな

り輸出が拡大。酒造業と地域の活性化を目指す。

【出所】 財務省貿易統計

【画像出所：Agnavi】

✓海外では日本酒が人気に
⇒日本酒は政府の輸出重点品目
⇒輸出量は増加傾向

《課題》
✓海外展開に成功している銘柄は一

部に限られる
（各地に輸出資源が眠っている）

✓酒蔵は「造り」のプロでも「売る」
ことは不得手。中小の規模の酒蔵で
は輸出手続や販路開拓等が困難

「ICHI-GO-CAN®」 の特性(※)を
活かし、Agnaviが海外市場を開拓

75.6%
減少

➤日本酒を「缶」に充填した「ICHI-GO-CAN®」を販売
・各地の厳選した日本酒を、気軽に手取りやすい1合（180ml）サイズ

の缶に充填して販売
・缶への「充填サービス」を国内で唯一提供。小規模な酒蔵でも取り組

み易いよう、小ロットから充填を受託
・パッケージを活用して他企業とコラボレーション。新たな層の顧客を

開拓
・手に取りやすい「缶」の普及により日本酒の市場拡大を目指す

2.3倍
に増加

(※)
軽い、破損しにくい、積載効率
が良い、紫外線をカットし、品
質保持力が高い、衛生的

等

(kl)

13,770

32,052

アグナビ

㈱Agnavi


