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項目 前回（４年７月判断） 今回（４年１０月判断） 前回比較

個人消費
一部に弱さがあるものの、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
供給面での制約等の影響がみられるなか、自
動車関連を中心に回復の動きに一服感がみら
れる

供給面での制約等の影響がみられるなか、総
じてみれば、回復の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 緩やかに改善しつつある

設備投資 ４年度は増加見込み ４年度は増加見込み

企業収益 ４年度は増益見込み ４年度は増益見込み

住宅建設 おおむね横ばいとなっている 弱含んでいる

１．最近の東海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、景気が緩やかに回復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。

項目 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 緩やかに回復している
緩やかに回復している
【令和４年１月判断以来、４期連続同じ判断】

個人消費は、緩やかに持ち直している。生
産活動は、供給面での制約等の影響がみ
られるなか、総じてみれば、回復の動きに一
服感がみられる。雇用情勢は、緩やかに改
善しつつある。

※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



３

⚫ 管内の令和4年度の設備投資は、前年度比＋28.7％の見込みで、引き続き堅調な計画を維持。生産能力増強や産業ロ

ボット導入による自動化・省力化の動きなどを背景に、ほとんどの業種で増加が見込まれる。

⚫ 設備投資計画の対前年度比をみると、今年度が過去5年間で最も高くなっている。

⚫ 設備判断BSIをみると、足下では企業規模に関わらず「不足」超となっている。

（３）設備判断BSIの推移

○前年度比「増加」の要因

・生産の維持や合理化のための投資に加え、新規事業やカーボンニュートラルの

実現に向けた戦略的投資を行っていく。 （輸送用機械：大企業）

・半導体需要の高まりを受けて、生産ラインを増やすなどの増産対応をメインに

行っている。 （情報通信機器：大企業）

・輸送サービスの充実に向けた施設整備や安全・安定輸送の確保のためのイン

フラ整備などを予定している。 （運輸：大企業）

・物流センターの建設を予定している。最先端のロボット技術やAIの導入により、

作業の自動化・省人化を目指す。 （卸・小売：大企業）

（２）設備投資計画の対前年度比

○前年度比「減少」の要因

・昨年度、工場の建替えを行ったことによる反動減。（木材・木製品：大企業)

・昨年度の施設開業に向けた投資が一段落したため。 （不動産：大企業）

（１）令和４年度の設備投資額の見通し（対前年度比）

全産業
製造業 非製造業

設備投資額 28.7% 41.2% 20.6%

注：令和４年7-9月期調査時の見通し

（%）

（注１）設備投資計画は、ソフトウェアを含む、土地購入額を除く。
（注２）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。
（注３）BSI：「不足」－「過大」
（出所）内閣府・財務省「法人企業景気予測調査」

２．設備投資計画 ～法人企業景気予測調査～
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0社, （0.0%)

1社, （1.4%)

14社, （19.4%)

4社, （5.6%)

53社, （73.6%)

変更を検討中

内容を変更

下回る

上回る

計画通り

● 人手不足は、効率化に向けた設備投資のきっかけになる。他方で、省人化が進んでも、メンテナンスのみならず更なる設備改善（オペレーション改良
等）につなげることのできるエンジニアが必要であり、こうした高スキルのエンジニア不足が設備投資の制約になっている面もある、といった声も聞かれた。

４

⚫ 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73.6％と最も多いが、計画を「下回
る」と回答した企業も19.4％に上った。

⚫ 今後、設備投資の実行を遅らせる要因については、「供給制約の影響」（40.0％）が多く、次いで「原材料価格の高
騰」（24.0％）、「利益水準・資金繰りの悪化」（21.3％）と回答した企業が多かった。

（４）今事業年度における設備投資の着地見込

回答社数：72社（不明・未回答3社除く）

（５）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）

「 供給制約の影響」
〇 半導体不足に伴う設備用部品の供給制限により、設備投資が遅延する場合

がある。（輸送用機械：大企業）

「原材料価格高騰」
〇 店舗改装を計画しているが、建築資材の高騰により設備投資費が増加するこ

とが懸念される。（小売：中小企業）

「利益水準・資金繰りの悪化」
〇 受注減少や、原材料価格の高騰などにより利益水準が悪化した場合は、投資

の先送りも考えられる。（電気機械：大企業）
〇 感染拡大による来店客数の減少等で収益が悪化した場合は、設備投資を後

ろ倒しにする可能性がある。（小売：大企業）

回答社数：75社

17社, （22.7%)

4社, （5.3%)

30社, （40.0%)

15社, （20.0%)

11社, （14.7%)

7社, （9.3%)

9社, （12.0%)

18社, （24.0%)

1社, （1.3%)

6社, （8.0%)

16社, （21.3%)

特になし

その他

供給制約の影響

コロナの影響

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

人手不足

減価償却の負担

利益水準・資金繰りの悪化

「計画通り」

〇 新型コロナ感染拡大、各種部材の供給難などにより設備投資計画に遅れは
あるものの、年度内で挽回する予定。（輸送用機械：大企業）

「上回る」
〇 事業の黒字化に伴い、次年度予定の設備投資を前倒しする。（輸送用機

械：大企業）
〇 設備自体の価格が高騰しているため、結果として当初の設備投資計画額を

上回る。（小売：大企業）

「下回る」
〇 業績の回復が遅れているため、設備投資金額を減らして減価償却費の負担

軽減を図ることとした。（輸送用機械：大企業）
〇 設備投資に必要な部材の納入が遅れており、当初の計画通りに進んでいな

い。（窯業・土石：大企業）

３．設備投資の現状と実行を遅らせるリスク要因 ～アンケート結果①～

人手不足
の影響



⚫ 今後の設備投資における重点項目の内容について、「機械投資」と回答した企業（56.0％）が最も多く、2番目に多い
「建設投資」と回答した企業（52.0％）の割合は3年前よりも大きく増加した（16％ポイント程度増加）。

⚫ 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」 に次いで「設備の更新」、「新製品（サービス）
の開発、品質向上」と回答した企業が多く、「省力化・効率化」と回答した企業は3年前よりも増加した。また、今回の新
規項目である「脱炭素への対応」と回答した企業は24.7％となった。

（６）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）：75社 、下段（令和元年度）：72社

「機械投資」
〇 世界的なファクトリーオートメーション需要の高まりにより受注が増加しているた

め、設備増強を計画している。（電気機械：大企業）
〇 生産設備更新を通じて、老朽化対応、新車種・EV生産への対応、安全強

化を図っていく。（輸送用機械：大企業）

「建設投資」
〇 トレンドや顧客のニーズに合った店舗改装を引き続き行っていく。（小売：大

企業）
〇 受注増加に対応するため、工場の拡張工事も検討していく。（生産用機

械：大企業）

「情報化投資」
〇 店舗でのAI活用に向けた投資・デジタルサイネージの積極導入を予定している。

（小売：大企業）

（７）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）

「省力化・効率化」
〇 工場のDX化を推進し、従来よりも少ない人員で生産できる体制を整え、効率

化を図っていきたい。（輸送用機械：大企業）
〇 不動産賃貸業に関するソフトウェア投資等により省力化・効率化を図る。（建

設：大企業）

「脱炭素」
〇 カーボンニュートラルに向けて、太陽光導入などの対応を行う。（輸送用機械：

大企業）
〇 EV化や車両等の軽量化に資する部品を加工するための機械の生産や、生

産工程における省エネ化等を実施していく。（生産用機械：大企業）

回答社数 上段（令和４年度）：73社（不明・未回答２社除く）、
下段（令和元年度）：70社（不明・未回答２社除く）

５

6社, （8.3%)

13社, （18.1%)

30社, （41.7%)

26社, （36.1%)

41社, （56.9%)

4社, （5.3%)

9社, （12.0%)

33社, （44.0%)

39社, （52.0%)

42社, （56.0%)

その他

研究開発投資

情報化投資

建設投資

機械投資

10社, （14.3%)

43社, （61.4%)

15社, （21.4%)

12社, （17.1%)

14社, （20.0%)

22社, （31.4%)

39社, （55.7%)

21社, （30.0%)

21社, （30.0%)

5社, （6.8%)

1社, （1.4%)

18社, （24.7%)

36社, （49.3%)

12社, （16.4%)

9社, （12.3%)

10社, （13.7%)

21社, （28.8%)

45社, （61.6%)

17社, （23.3%)

19社, （26.0%)

その他

経済安全保障

脱炭素

設備の更新（老朽化等）

安全・防災等

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

４．設備投資における今後の重点項目 ～アンケート結果②～

※「脱炭素」、「経済安全保障」
については、今回の新規項目。



６

＜参考＞規模別・業種別

規模別

業種別

大
企
業

中
堅
・

中
小
企
業

製
造
業

非
製
造
業

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）

2社, （3.6%)

8社, （14.5%)

23社, （41.8%)

27社, （49.1%)

35社, （63.6%)

その他

研究開発投資

情報化投資

建設投資

機械投資

2社, （10.5%)

1社, （5.3%)

9社, （47.4%)

12社, （63.2%)

6社, （31.6%)

その他

研究開発投資

情報化投資

建設投資

機械投資

3社, （5.5%)

1社, （1.8%)

18社, （32.7%)

24社, （43.6%)

9社, （16.4%)

3社, （5.5%)

8社, （14.5%)

18社, （32.7%)

31社, （56.4%)

15社, （27.3%)

17社, （30.9%)

その他

経済安全保障

脱炭素

設備の更新（老朽化等）

安全・防災等

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, （11.8%)

0社, （0.0%)

0社, （0.0%)

11社, （64.7%)

3社, （17.6%)

5社, （29.4%)

2社, （11.8%)

3社, （17.6%)

13社, （76.5%)

2社, （11.8%)

2社, （11.8%)

その他

経済安全保障

脱炭素

設備の更新（老朽化等）

安全・防災等

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

1社, （2.2%)

9社, （19.6%)

15社, （32.6%)

20社, （43.5%)

36社, （78.3%)

その他

研究開発投資

情報化投資

建設投資

機械投資

3社, （10.3%)

0社, （0.0%)

18社, （62.1%)

19社, （65.5%)

6社, （20.7%)

その他

研究開発投資

情報化投資

建設投資

機械投資

2社, （4.4%)

1社, （2.2%)

16社, （35.6%)

22社, （48.9%)

7社, （15.6%)

2社, （4.4%)

5社, （11.1%)

17社, （37.8%)

24社, （53.3%)

16社, （35.6%)

14社, （31.1%)

その他

経済安全保障

脱炭素

設備の更新（老朽化等）

安全・防災等

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

3社, （10.7%)

0社, （0.0%)

2社, （7.1%)

14社, （50.0%)

5社, （17.9%)

7社, （25.0%)

5社, （17.9%)

4社, （14.3%)

21社, （75.0%)

1社, （3.6%)

5社, （17.9%)

その他

経済安全保障

脱炭素

設備の更新（老朽化等）

安全・防災等

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



５．東海地域における設備投資事例

【セラミック・マテリアル】 －”転写””装飾”技術－

陶磁器に図柄を転写する技術や、液体
状の金を装飾に使う技術(水金)を応用。

Ex1] 曲面転写、多様な素材への転写
→ 二輪車用ヘルメット、テニスラケット 等
Ex2] 金属や樹脂を均一に混ぜた「電子ペースト」と、セラ
ミック等を多層に重ね焼成することで、極小のコンデンサに。

【東海地方の窯業の概観】
・ 岐阜県・東濃地方や愛知県・尾張地方を中心に、古代より良質で豊富な陶土に恵まれ、美濃焼・瀬戸焼・常滑焼等の陶磁器の産地として発展。
・ 瀬戸・常滑は、「日本六古窯」として2017年に文化庁が「日本遺産」に認定。窯業・土石製品製造業のうち陶磁器の割合が高いことが特徴。
・ 令和2年の窯業・土石製品製造業出荷額は1兆5447億円、全国の約20%（愛知県が全国1位、岐阜県が全国3位）。【出典】総務省統計局「令和3年経済センサス」

株式会社ノリタケカンパニーリミテド
（本 社）愛知県名古屋市（資本金）156億円
（従業員数）5,007名 ※連結
（業 種）窯業

（企業概要）祖業の洋食器生産で培った技術を応用し、自動車や鉄鋼、
半導体、食品、医療等の広範な分野に技術・製品を提供。

背景・課題

【食器】
・ 1904年創立、日本を代表す
る洋食器メーカーとして、米国を
中心に高い評価。
・ 明治中期～第二
次大戦終結期生産
の陶磁器は 「オール
ドノリタケ」 として現
在も高い価値。

事業展開

【工業機材】 －”研磨”技術－

陶磁器製造の最終段階で底部を滑らかに
する「底摺り」用の砥石を工業用に拡販。

Ex1] 自動車のエンジン部品を滑らかに
仕上げ、燃費の向上に貢献。
Ex2] 注射針の先端を滑らかにし、痛みを軽減。

※ 令和3年度の売上高構成比は、工業機材44.9%、セラミック・ マテリアル31.9%、
エンジニアリング18.5%、食器4.7%

【エンジニアリング】 －”焼成””混合”技術－

均一な陶磁器を焼成する技術やセラミックス
の混合技術を活用。

Ex1] 温度・気体濃度を厳密に管理できる連続式焼成
炉で、リチウムイオン電池・半導体等の大量生産に貢献。
Ex2] 空気に触れず衛生的に味噌やクリームを混合。 -
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（百万円） 陶磁器洋飲食器出荷額の推移

（注）東海3県は、愛知・岐阜・三重。静岡はデータ無し。
（出典）経済産業省「工業統計調査」(4人以上事業所)

研削砥石

スタティックミキサー

事業展開の背景

・ 洋食器製造で培った、混合・
成形・焼成・装飾等のセラミック
スに関する高い技術
・ 食文化の変化・核家族化等
に伴う食器事業の利益率低下

「転写」応用の一例

① 環境 ② エレクトロニクス ③ ウェルビーイング を成長
領域と定め、事業領域を転換。

① 環境
・ 製造段階のエネルギー
コスト削減と、製品の省
エネ化に両面で取組む。

Ex] 水素燃焼式リチウムイオン電池電極材用連続焼成炉

…従来型は大量の電気を使用するため、電力調達時の
CO₂排出が課題。陶磁器焼成における気体濃度管理
技術を活かし、水素燃料使用時に課題となる窒素化
合物の発生抑制を可能にしたことで、ゼロカーボンを実
現（世界初）。 ※東京ガス・TGESと共同

② エレクトロニクス
・ 「電子ペースト」生産工場を国内に新設予
定。25年3月期までに数十億円規模を投じ、
生産能力を2割超引上げ（候補地選定中）。

→ スマートフォン・PC・EV等の電子部品に
※ 20年に、EV等向け高耐熱電子ペースト開発成功

③ ウェルビーイング
・ 混合技術を活用したライフサイエンス分野（医療・食
品等）への参入を強化
・ 「社員の働き甲斐」向上のため、職場環境改善

電子ペースト

水素燃焼式リチウムイオン電池電極材用連続焼成炉

今後の展望

７



自動車業界からの要望
・CO2排出量の算出方法等、国際ルール作りにおけるリーダーシップ発揮 ・・・ 日本製品の国際競争力向上施策の具体化・実現
・電動化・CN対応のための設備導入補助金や税制支援の拡充 ・・・ 国レベルでのCN対応コスト負担のあり方

８

⚫ 東海地域における設備投資計画（製造業）は、大企業では全国を上回る一方、中堅・中小企業ではそこまでの動きがみられない。

⚫ 自動車産業におけるCN（カーボン・ニュートラル）対応では、自動車のライフサイクル全体でのCO2排出量開示や環境負荷低減が求
められており、現在、「製造工程」、「走行時」におけるCO2排出削減を中心に取組みが進められている。

⚫ しかしながら、部品点数が多く、サプライヤーも多数に上る同産業において、サプライチェーン全体での取組みに向けて課題も多い。現状
では、CO2排出量を「見える化」している段階であり、本格的な設備投資までには至っていないとみられる。

管内設備投資の状況 走行時におけるCO2削減製造工程におけるCO2削減

全国 東海

大企業・製造 30.9％ 44.6％

中堅企業・製造 26.3％ 9.9％

中小企業・製造 15.6％ 17.6％

出典：法人企業景気予測調査（令和4年7-9月期）

６．自動車産業を巡る現状と課題

令和4年度設備投資計画の対前年度比
トヨタ自動車の取組み

◆CO2削減量の簡易算出ツール〔見える化〕
・企業単位から「品目単位」へ。素材まで遡ったサプ
ライチェーン全体で排出量の把握に取り組み中。

・自動車工業会を通じ、各完成車メーカーでの共通
の算出ツールを使用して「見える化」を進めていく。

（課題）
・中小企業は電気メーターのない設備も多数あり、
「見える化」のための設備投資も必要。

・さらに、排出量削減に向けては、省エネ設備、再生
可能エネルギー導入等の設備投資が必要。

東海財務局の取組み

◆CNサポート連絡会
・自動車産業と地域金融機関の情報
共有を進め、サプライチェーン全体で
のCN対応意識の浸透を図る。

・R4.9.29に第2回連絡会を開催。

トヨタ自動車の取組み

◆EV化の方針
・電動化戦略は、BEV、HEV、PHEV、燃料電池車
(FCEV) の全方位で進める。

・2030年までに30車種のバッテリーEVを展開、グ
ローバル販売350万台を目指す。

◆車載用電池生産への投資
・今後の電池関連への新規投資2兆円
（うち最大7,300億円を2026年までに投資）

CNサポート連絡会で把握したCN対応の進捗状況

・Tier2では温度差がある。Tier3以下では未着手の
企業が多く、何から始めてよいか分からない企業が
散見される。

・取組みがしっかり評価され、売値に反映されるか不
安を持ち、取組みが進まない。

関係先の声

・中国ではEVに特化して投資していく動き。一方、日本
では従来の生産ラインでEVを生産。中部地方の設備
投資意欲は現状強くない。

・EV化により、車載部品には、モーターの高速回転や電
池の重量に耐えられる強度や耐久性、電池搭載スペー
スを生むための小型化、騒音を抑える高精度が求めら
れる。


