
第２０回中小企業景況調査概要 

 

 

１． 鳥取県商工会議所連合会（鳥取、米子、倉吉、境港）は平成 14 年７月、第

２０回県内景況調査を実施、このほどその結果をまとめました。 

 

 

２．調査時点  平成 14 年 5～6 月期 

 

 

３．調査対象  県内中小企業 200 事業所 

        製造業 60 事業所、非製造業 140 事業所 

        鳥取･米子＝各 65 事業所、倉吉･境港＝各 35 事業所 

 

 

４．回 収 率      １４９件（７４．５％） 

        製造業５２事業所・86.7％、非製造業９７事業所・69.3％ 

 

 

５．集 計      ＢＩＳ表示 

        Ｘ＝上昇･増加、Ｙ＝不変・横ばい、Ｚ＝減少・下降、 

        ＢＩＳ＝１／２（Ｘ－Ｚ）但し（Ｘ+Ｙ+Ｚ）＝１００％ 

 

 

注）前年同期＝13 年 5‐6 月  前回＝14 年 3‐4 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[前年同期比](昨年 5～6 月比) 

 全体の売上高はマイナス２２．４(前年同期マイナス１４．４、以下同)、売上

単価同２６．４(同２０．７)、仕入単価同１０．１(同２．９)、在庫同１４．２(同

１１．１)、資金繰り同１８．１(同１３．８)、借入難度同７．３(同４．７)、収

益状況２５．６(同１９．８)、業況判断も同２７．３(同２２．８)などいずれも

大幅に後退している。地区別では鳥取・米子・境港とも売上高・収益状況・業

況判断で、倉吉が収益状況で大幅の後退となっている。 

 また、製造業、非製造業とも２ケタのマイナスで、非製造業が製造業に比べ

大幅な後退が目立っている。 

 

[前 期 比] 

 今年３－４月期に比べた今年５－６月期は、調査 8 項目のうち在庫、資金繰

り、収益状況を除いて回復しており、その中で製造業の回復が大きくなってい

る。 

 

[来期見とおし] 

 前期比に比べ来期見通しでは、調査８項目の内５項目でマイナス幅を拡大、

売上ではマイナス１４．２(同１４．０)、在庫同１１．０(同９．７)、資金繰り

同１５．３(同１４．８)、借入難度同７．４(同６．６)、業況判断も同１８．１(同

１７．４)となっている。 

 製造業では６項目の売上マイナス９．３(同１３．８)、売上単価同１４．２(同

１５．２)、仕入単価同１．２(同６．５)、資金繰り同１０．４(１４．９)、借入

難度同４．８(同１３．３)、業況判断同１４．２(同１６．３)改善されているが、

収益状況が後退しているのが目立っている。その半面、非製造業はそれぞれ売

上マイナス１６．６(マイナス１４．２)、在庫同１２．９(同１１．０)、資金繰

り同１７．９(同１４．７)、借入難度同８．７(同４．８)、業況判断同２０．０(同

１７．９)と後退の見通しです。 

 

[経営上の問題点] 

 当面する問題点は、全体で①同業者間による競争激化80件（構成比２０．６％）、

②消費・需要の停滞 77 件(１９．８％)、③販価・受注単価上昇難 53 件(１３．

６％)の順で、上位に変化はないが、次いで、請負単価低下・上昇難 35 件(９．

０％)、人件費等経費増加 22 件(５．７％)、事業資金の借入難 19 件(４．９％)、

生産設備過剰 18 件(４．６％)、同業者の進出・新規参入 17 件(４．４％)と問題

点が分散化傾向になっている。 



前年同期比（13年5－6月比）

※各項目の（　）内は前年期の数字＝７月集計

     （　　）内　回収数

 全県（１４９） -22.4 (-14.4) -26.4 (-20.0) -10.1 ( -2.9) -14.2 (-11.1) -18.1 (-13.8) -7.3 ( -4.7) -25.6 (-19.8) -27.3 (-22.8)

 鳥取（　４１） -27.8 (-18.2) -32.7 (-23.4) -23.0 ( -9.7) -12.5 (-16.1) -10.0 (-12.1) -9.6 (  3.2) -26.9 (-21.2) -31.5 (-25.7)

 米子（　５３） -21.8 (-14.9) -27.8 (-25.5) -5.6 ( -4.6) -16.7 (-12.0) -22.4 (-16.1) -10.9 ( -7.3) -25.6 (-23.7) -25.6 (-23.3)

 倉吉（　３３） -21.9 (-23.8) -30.7 (-22.5) -12.5 ( -7.5) -17.7 (-15.0) -15.7 (-15.8) 0.0 ( -2.5) -28.1 (-26.2) -28.1 (-28.6)

 境港（　２２） -18.2 (  2.1) -9.6 ( -4.2) 0.0 (  8.7) -5.3 ( -2.7) -23.8 ( -9.1) -7.9 ( -2.3) -20.5 ( -6.3) -25.0 (-12.5)

 全県（　５２） -13.9 (-18.1) -22.6 (-17.0) -5.9 ( -2.1) -10.4 ( -2.2) -19.8 (-14.5) -8.2 ( -6.6) -19.0 (-24.5) -16.6 (-25.5)

 鳥取（　１８） -13.6 (-15.3) -36.2 (-19.2) -22.7 (-11.5) -18.1 ( -8.3) -22.7 (-15.4) -13.6 (-15.4) -18.1 (-19.2) -18.1 (-19.2)

 米子（　１６） -25.0 (-18.4) -30.8 (-22.2) 3.9 ( -2.8) -21.5 ( -5.6) -25.0 (-15.8) -7.7 ( -2.8) -28.6 (-31.6) -21.4 (-29.0)

 倉吉（　１０） 5.0 (-25.0) -15.0 (-12.5) -10.0 (  0.0) -5.0 (  6.3) -5.0 (-14.3) -5.6 (  7.2) -5.6 (-25.0) -5.6 (-25.0)

 境港（　　８） -18.8 (-14.3) 0.0 (  0.0) 6.3 (  7.2) 12.5 (  7.2) -25.0 (-21.4) -12.5 (-14.3) -18.8 (-14.3) -18.8 (-28.6)

 全県（　９７） -26.7 (-12.5) -28.4 (-21.7) -12.1 ( -3.4) -16.4 (-16.9) -17.2 (-13.3) -8 ( -3.6) -28.8 (-17.4) -32.5 (-21.4)

 鳥取（　２３） -37.4 (-20.0) -30.0 (-26.3) -23.3 ( -8.3) -7.7 (-21.8) 0.0 (-10.0) -6.6 (  5.5) -33.5 (-22.5) -40.6 (-30.0)

 米子（　３７） -20.3 (-13.2) -26.6 (-27.1) -9.4 ( -5.4) -14.0 (-16.1) -21.2 (-16.2) -12.1 ( -9.5) -24.3 (-19.7) -27.3 (-20.5)

 倉吉（　２３） -34.1 (-23.1) -38.1 (-29.2) -13.7 (-12.5) -23.8 (-29.2) -20.5 (-16.7) 2.3 ( -7.7) -37.0 (-26.9) -37.0 (-30.8)

 境港（　１４） -17.9 (  8.8) -15.4 ( -5.9) -3.9 (  9.4) -18.2 ( -8.4) -23.1 ( -3.3) -4.6 (  3.3) -21.5 ( -2.9) -28.6 ( -5.9)
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前期比（平成14年3月－4月比）

※各項目の（　）内は前期の数字＝７月集計

     （　　）内　回収数

 全県（１４９） -17.4 (-19.2) -12.7 (-15.3) -5.7 ( -6.2) -10.7 ( -8.8) -15.3 (-12.1) -4.5 ( -4.7) -20.9 (-20.0) -21.0 (-21.0)

 鳥取（　４１） -24.0 (-28.8) -21.1 (-18.2) -14.0 ( -8.0) -14.5 ( -8.9) -14.0 (-10.6) -7.7 ( -4.8) -27.5 (-25.7) -31.4 (-33.3)

 米子（　５３） -23.4 (-14.9) -11.4 (-14.6) -5.7 ( -6.4) -7.9 ( -9.8) -17.4 (-15.5) -7.8 ( -3.6) -21.3 (-22.0) -21.3 (-19.0)

 倉吉（　３３） -15.2 (-26.2) -17.8 (-22.5) -4.7 (-12.5) -17.8 (-17.5) -12.5 (-12.5) 3.3 (  0.0) -18.8 (-31.0) -17.2 (-28.6)

 境港（　２２） -4.6 ( -8.4) 2.4 ( -6.3) 2.4 (  2.2) 0.0 ( -2.7) -16.7 (-11.4) -5.3 ( -6.9) -9.1 ( -2.1) -13.7 ( -4.2)

 全県（　５２） -8.1 (-21.2) -7.1 (-17.0) -1.2 ( -6.5) -8.1 ( -6.6) -11.6 (-15.6) -3.6 ( -7.8) -15.4 (-19.3) -14.2 (-23.5)

 鳥取（　１８） -27.2 (-30.7) -13.6 (-23.1) -4.5 (-11.5) -18.2 ( -8.3) -18.2 (-19.2) -9.1 (-15.4) -22.7 (-19.2) -22.7 (-30.7)

 米子（　１６） -10.8 (-15.8) -11.6 (-16.7) 0.0 ( -5.6) -10.7 (-11.1) -14.3 (-15.8) 0.0 ( -2.8) -17.9 (-23.7) -14.3 (-26.3)

 倉吉（　１０） 0.0 (-25.0) -5.0 (-12.5) 0.0 (-12.5) -5.0 ( -6.3) 5.0 ( -6.3) 0.0 (  7.2) 0.0 (-31.3) 0.0 (-25.0)

 境港（　　８） 0.0 (-14.3) 6.3 ( -7.2) 0.0 (  0.0) 6.3 (  7.2) -18.8 (-21.5) -6.3 (-14.3) -18.8 ( -7.2) -18.8 (-14.3)

 全県（　９７） -22.6 (-18.2) -15.6 (-14.3) -8.1 ( -6.0) -12.3 (-10.3) -17.3 (-10.1) -5.0 ( -3.0) -23.9 (-20.4) -24.4 (-19.6)

 鳥取（　２３） -21.9 (-27.5) -26.6 (-15.0) -21.4 ( -5.5) -11.5 ( -9.3) -10.7 ( -5.0) -6.6 ( -2.7) -31.2 (-30.0) -37.5 (-35.0)

 米子（　３７） -28.8 (-14.5) -11.3 (-13.5) -8.1 ( -6.8) -6.3 ( -8.9) -18.8 (-15.3) -11.0 ( -4.1) -22.7 (-21.1) -24.3 (-15.4)

 倉吉（　２３） -21.8 (-26.9) -23.8 (-29.2) -6.8 (-12.5) -23.8 (-25.0) -20.5 (-16.7) 4.6 ( -3.9) -26.1 (-30.8) -24.0 (-30.8)

 境港（　１４） -7.2 ( -5.9) 0.0 ( -5.9) 3.9 (  3.2) -4.6 ( -8.4) -15.4 ( -6.7) -4.6 ( -3.3) -3.6 (  0.0) -10.8 (  0.0)
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来期（平成14年7月－8月）見通し

※各項目の（　）内は前年同期の数字＝７月集計

     （　　）内　回収数

 全県（１４９） -14.2 (-14.0) -13.9 (-16.0) -2.4 ( -6.1) -11.0 ( -9.7) -15.3 (-14.8) -7.4 ( -6.6) -14.5 (-18.1) -18.1 (-17.4)

 鳥取（　４１） -21.1 (-30.3) -16.0 (-20.3) -8.3 ( -9.7) -9.1 ( -5.3) -20.8 (-18.2) -10.0 ( -8.1) -32.7 (-31.8) -28.8 (-33.3)

 米子（　５３） -12.8 ( -3.5) -15.6 (-12.8) -2.3 ( -2.7) -13.2 ( -6.6) -16.0 (-15.2) -12.0 ( -8.2) -14.9 (-12.3) -16.0 (-10.4)

 倉吉（　３３） -17.2 (-38.1) -12.9 (-32.5) 1.6 (-22.5) -15.0 (-29.0) -17.2 (-20.0) 0.0 ( -5.0) -18.8 (-37.5) -14.1 (-38.1)

 境港（　２２） -4.6 ( -2.1) -9.5 ( -4.2) -2.4 (  0.0) -2.7 ( -5.3) -4.8 ( -4.6) -5.3 ( -4.6) -9.1 (  0.0) -16.0 (  0.0)

 全県（　５２） -9.3 (-13.8) -14.2 (-15.2) -1.2 ( -6.5) -8.1 ( -7.7) -10.4 (-14.9) -4.8 (-13.3) -15.5 (-14.9) -14.2 (-16.3)

 鳥取（　１８） -22.7 (-26.9) -13.6 (-23.1) -4.5 (-11.5) -4.5 (  0.0) -18.2 (-23.1) -13.6 (-19.2) -27.2 (-30.7) -27.2 (-30.7)

 米子（　１６） -7.2 (  0.0) -19.3 (-11.1) 0.0 (  0.0) -21.5 ( -8.3) -14.3 (-13.2) 0.0 ( -5.6) -14.3 ( -7.9) -10.8 ( -7.9)

 倉吉（　１０） -15.0 (-37.5) -15.0 (-25.0) 0.0 (-18.8) -5.0 (-14.3) -5.0 (-18.8) 0.0 (  0.0) -11.1 (-31.3) -11.1 (-37.5)

 境港（　　８） 12.5 (  0.0) -6.3 (  0.0) 0.0 ( -7.2) 6.3 (-14.3) 0.0 (  0.0) -6.3 (-14.3) -6.3 (-14.3) -12.5 (  7.2)

 全県（　９７） -16.6 (-14.2) -13.7 (-16.5) -3.1 ( -5.9) -12.9 (-11.0) -17.9 (-14.7) -8.7 ( -4.8) -14.1 (-19.9) -20.0 (-17.9)

 鳥取（　２３） -20.0 (-32.5) -17.8 (-18.4) -11.5 ( -8.3) -13.6 ( -9.4) -23.0 (-15.0) -7.1 (  0.0) -36.6 (-32.5) -33.3 (-35.0)

 米子（　３７） -15.2 ( -5.3) -14.1 (-13.5) -3.2 ( -4.0) -8.4 ( -5.4) -16.7 (-16.2) -16.7 ( -9.5) -15.2 (-14.5) -18.2 (-11.5)

 倉吉（　２３） -18.2 (-38.3) -11.9 (-37.5) 2.3 (-25.0) -20.0 (-37.5) -22.8 (-20.9) 0.0 ( -7.7) -21.8 (-41.7) -15.3 (-38.5)

 境港（　１４） -14.3 ( -3.0) -11.6 ( -5.9) -3.9 (  3.2) -9.1 (  0.0) -7.7 ( -6.7) -4.6 (  0.0) -10.8 ( -5.9) -17.9 ( -3.0)
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