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　御祭神は福井藩祖である松平秀康公、江戸幕府
初代将軍である徳川家康公、福井藩16代藩主で
ある松平慶永公（春嶽公）の三柱です。佐佳枝廼社
という御社名は、春嶽公により命名されました。福
井をお守りする社、福井を代表する社という意味と、
福井が栄えるようにという願いを込めて付けられた
とのことです。

　新型コロナウイルスの収束を願って折られた五万羽の折り鶴が昨年の７月から飾られています。同社が社殿に飾る
ことを計画し、職員をはじめ氏子や参拝者、企業関係者らにもその輪が広がり、五万羽以上になりました。一つ一つ
に祈りが込められた鶴は職員によって繋がれ、幅11メートルにわたる鮮やかな虹のグラデーションとなりました。

五万羽の折り鶴▼︎

新年のごあいさつ



株式会社　福井銀行
頭取　林　正博

新年のごあいさつ

　新年明けましておめでとうございます。
旧 年 中は福 井 銀 行をお引き立ていただ
き、厚く御 礼を申し上げます。また、新
型コロナウイルスの感染拡大により影響
を受けられているみなさまに心からお見
舞い申し上げます。
　さて、昨 年を振り返りますと、新 型コ
ロナウイルス感 染 症 の 拡 大により世 界
的に経 済・社 会 活 動が停 滞し、現 在で
も収 束 の 見 通しがたたず厳しい環 境 が
続 いています。しかし一 方 では、急 速
なデジタル技術の進化と普及により、新
しい生活スタイルが定 着しつつあります。
　そのようななかで、地 元 企 業 が 事 業
を継 続できるようしっかりと支 援を行う
ことで地 域 経 済の減 速を最 小 限に抑え、
感染収束後の社会構造の変化も見据え
て、地 元 企 業に対する新たな経 営 形 態
やビジネスモデルのコンサルティングを
行っていくことが地 域 のリーディングバ
ンクである当行の使命と考え、これまで
以上にお客さまと深い対話を重ねながら、
課 題 解 決 策を迅 速にご提 供していきた
いと思っております。

　 昨 年 3月には福 邦 銀 行と「 地 域 経 済
の 発 展 に 向 けた 包 括 提 携 」を 締 結し、
連 携・ 協 働 に 向 けた 検 討 を 継 続 的 に
行っております。 両行はともに福井県を
主たる営 業 基 盤とし、地 域 の 活 性 化を
使命・役割とする金融機関であり、同じ
志を持つ両行が手を取り合うことで、地
域 経 済の持 続 的な発 展とお客さまサー
ビスの 一 層 の 向 上 の 実 現を目指してま
いります。
　また、おかげさまで昨 年 12月に当行
の本店ビルが新築オープンいたしました。
これもひとえにみなさまからのご支 援の
賜物であり、深く感謝申し上げます。 今
後も地 域 の みなさまに感 謝し「 地 域に
おいて一 番に選ばれる銀 行 」を目指し、
福 井 銀 行ならびにグループ 会 社 役 職員
一 同、地 域の持 続 的な発 展に貢 献して
まいります。
　 本 年もご 支 援、ご 指 導 賜りますよう 
お願い申し上げるとともに、みなさまの
ご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げ
ます。
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　2020年の日本経済を振り返ると、一昨年10
月の消費税率引き上げにより大きく落ち込んだ日
本経済は、その後、徐々に持ち直しに転じたもの
の、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、3
月に入り、政府によって打ち出された自粛要請、
さらに4月7日の緊急事態宣言発令の影響などか
ら、2020年4−6月にかけ落ち込み幅が最大と
なった。こうした中、2020年4−6月期（2次速報）
の実質GDP成長率は、前期比年率▲28.1％と
1次速報（▲27.8％）からさらに下方修正を余儀
なくされている。ちなみに、このマイナス幅は、リー
マン・ショック後の2009年1−3月期（前期比年率
▲17.8％）を上回り、GDP統計で遡ることがで
きる1955年以降の記録の中では最大の落ち込
みとなった。
　ただ、5月下旬の緊急事態宣言解除以降、輸
出面では経済活動の正常化が進む中国向けや、
減少が続いた欧米向けも経済活動の再開を受け
輸送用機械などを中心に下げ止まり感が出始め
たほか、生産面でも自動車や生産用機械関連需
要などがプラスに転化、消費面でも巣ごもり需要
に加えてペントアップ需要の顕在化などから持ち
直しの動きが強まっている。そのため、2020年7
−9月期の実質GDP成長率（改定値）は、前期
比年率22.9%増と速報値（21.4%増）を1.5ポ

イント上回る上方修正となり、4四半期ぶりのプ
ラス成長となった。
　一方、2021年の経済情勢について、まず需要
部門では、各種の政策効果などから前年に続き
持ち直しが続くものの、コロナ禍を背景に生活様
式や消費行動が変化する中、外食、宿泊、娯楽
などのサービス消費は引き続きコロナ前の水準
を下回って推移することが予想される。特にイン
バウンド需要の復活には今しばらく時間を要する
であろう。また、小売業でもテレワークの普及や
駅・職場近くの中心市街地での消費自粛の恒常
化などから、中心地域店舗の劣勢に対し周辺地
域店舗の優勢といった立地環境の違いによる収
益格差が顕在化するであろう。
　供給部門では、中国向けなどを中心に外需の
持ち直しが続く中、生産面もはん用・生産用機械
や輸送機械、電子部品・デバイスなど幅広い分
野での持ち直しが期待される。しかし、先進国
を中心とした新型コロナウイルスの感染再拡大
が続けば、輸出の増加ペースは次第に鈍化し、
それに伴い生産活動へも悪影響を及ぼすであろ
う。従って、2021年の日本経済は、需要部門、
供給部門ともに正常化の過程が続くものの、新
型コロナウイルスの感染拡大を受けて緊急事態
宣言が再発令されるようなことがあれば、経済
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、急激に落ち込んだ日本経済
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2020年の福井県経済

4～6月期をボトムに持ち直しに入った福井県経済

1. 概況
　2020年の福井県経済を振り返ると、需要面
では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、
観光関連需要が大きく後退し、宿泊、飲食サー
ビスなどは極めて厳しい状況に陥った。その中で、
県内事業者の間では、飲食店などでテイクアウト
の実施やオンラインビジネスの参入により、低下
した売上をカバーする動きが強まった。ただ、既
存の小売店舗では食品スーパー、ドラッグストア、
ホームセンターなどで巣ごもり需要をキャッチし
売上を伸ばす例もみられ、この傾向は７月以降さ
らに強まるなど、業種業態による業況格差が広
がった年でもあつた。
　一方、供給面では、新型コロナウイルス感染
症が拡大した4−6月期にかけ操業度合いを大き
く落とす企業が増大したものの、その後は電子
部品・デバイス、自動車関連需要の復活などか
ら、多くの業種で持ち直しの動きを強めた。特に、
2020年の特徴として、繊維工業におけるマスク
や防護服などの生産、眼鏡枠工業におけるフェ
イスシールドやマスクピンの開発、化学工業にお
ける抗ウイルス剤や飛沫防止用アクリル板の開
発といった新型コロナウイルス感染症を逆手に
取って新製品開発に着手する企業が増加するな
ど、県内産業界では本業部門を維持しながらも
関連多角化する動きを強める例が増大した。こ
うした動きは、硬直的と言われた本県製造業の
産業構造の転換に一翼を担う動きであり、大い
に評価できる企業行動といえよう。
　いずれにせよ、2020年の福井県経済は、コロ
ナ禍で需要面、供給面ともに厳しい展開を強い
られたものの、前述した県内企業の関連多角化
戦略の実践など企業努力もあって、年末に向け

て持ち直す動きが強まっていったのも事実である。
　ちなみに、今回の新型コロナウイルス感染症
の拡大による県内企業の影響を福井県立大学
地域経済研究所が実施した緊急調査（福井県
企業の「コロナ禍での事業活動に関する緊急調
査」）から眺めてみると、2020年上期（１月～６月）
における業況については、アンケート調査解答
企業1081社中761社、率にして70.4％の企業
が「悪くなった」と答えており、多くの企業で新
型コロナウイルス感染拡大の影響を受けていた
ことがわかった。こうした中、2020年上期（1月
～6月）の売上高は、前年同期比「4割～3割減」
がもっとも多く、回答企業の20.5%を占めている。
また、5割以上減少した企業は全体の22.4%と
なったものの、「変化がない」企業と「増加した」
企業も合計26.3%みられた。つまり、全体の約
4分の1が5割以上減少している一方で、約4分
1は変わらない或いは増加しており、回答企業は
今回のコロナ禍でも底堅く持ちこたえた企業が
多かったようだ。この要因として、福井県は製造
業や建設業などの二次産業ウエイトが高いが、
これら産業が今回のコロナ禍でも打たれ強い産
業として機能したことにより、地域経済全体の落
ち込みを和らげたことがうかがえる。ちなみに、
「変わらない」のウエイトは製造業で34.8%、
建設業（土木建設と住宅建築）では49.6%に達
している。今回のコロナ禍では、福井地域の一
見派手さに劣る産業構造が、地域経済を下支え
する役割を果たしたのではなかろうか。
　いずれにせよ、2020年の福井県経済は、コ
ロナ禍ながら、底堅い地域産業の特徴を活かし、
4−6月期をボトムに、それ以降は徐々に需要面、
供給面ともに持ち直しの傾向を強めた一年で
あった。

成長率は再びマイナスとなり、景気の失速は不
可避となろう。
 ここでは、上述した日本経済の動向を参考とし
ながら、まずは2020年の福井県経済がコロナ禍

でどのような歩みをみせたかを振り返り、そのう
えで2021年の県内経済情勢と、それを踏まえた
上での産業・企業活動の方向性について若干の
コメントを付け加えたい。 
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こうした概況を踏まえたうえで、以下では2020
年における福井県経済の動きを需要面と供給面
に分け、それぞれ主要項目別（経済活動別）に
一年の動きを眺めてみたい。

2. 経済活動別状況
（1 ） 需要面の動き
①消費活動
　消費とは、「生活の必要を満たすために財や
サービスを使用し、消耗する」ことである。我が国
では国内総支出に占める民間最終消費支出の割
合が６割前後を占めていることから、消費の増減
が経済全体に与える影響は極めて大きい。その
ため、ここでは消費を決定づける最大の要因とな
る所得（賃金）の動きと、消費に関連した供給サイ
ドの指標を採り上げ、福井県内における2020年
の消費活動を振り返る。
　まず、県内勤労者の所得環境を、『福井県毎月
勤労統計調査』及び『福井市消費者物価指数』
をもとに眺めてみると（図1）、物価上昇分を差し
引いた実質賃金指数は、4月の前年比＋0.4%を
除き、各月とも前年比マイナスで推移した。ちな
みに、新型コロナウイルス感染症が拡大し始めた3
月には−4.1%と低下したほか、7月にはこの年最
大の−5.2%を記録している。一方、物価動向（総
合指数）も、前年比で１月が＋1.4％となった以外、
2月＋0.7%、3月＋0.6%、4月
＋0.2%など小幅な上昇となり、
9月には−0.3%、10月−0.6%
と一転してマイナスでの推移と
なった。
　つまり、2020年の所得や物
価動向は、いずれも小幅な動き
となったものの、どちらかといえ
ば賃金の上昇が鈍く、物価の
上昇を下回る推移となったこと
がわかる。その結果、2020年
の県民の暮らしぶりは、コロナ
禍で賃金上昇が低水準に抑え
られる中、ゆとりのない生活環
境を強いられたことがうかがえ
る。ちなみに、公益財団法人ふ

くい・くらしの研究所が実施した「2020年秋の消
費動向調査」（図6）をみると、収入DIのマイナ
ス幅が拡大する中（前回調査▲26.8→今回調査
▲27.9）、支出も低下（前回調査4.8→今回調査
4.1）、その分、貯蓄のマイナス幅が縮小（前回調
査▲44,7→今回調査▲39.7）している。つまり、
県内の生活者は、収入が減る分、支出を押さえ、
貯蓄に回そうとする傾向が強まっていることがう
かがえる。
　この結果から推測されることは、県内生活者の
消費マインドとして、コロナ禍で企業の経済活動
が不安定さを増す中、実質賃金の伸び悩みが恒
常化し、これに将来不安も加わって前年同様、消
費を極力抑えて貯蓄に回す生活防衛型の暮らし
向きを志向する傾向がさらに強まった年であった
といえよう。
　こうした中、県内大型店の売上高状況（図2）を
みると、コロナ禍、衣料品などのお出かけ関連需
要が年を通じ不冴えであったものの、巣ごもり需
要の拡大から食品関連やアウトドア用品、ドラッグ
関連需要が盛り上がり、緊急事態宣言解除以降
の6月は前年比＋4.7%、7月同＋4.2%、8月同＋
3.3%、9月同＋3.4%、10月同＋8.9%と堅調に
推移した。
　また、百貨店・スーパー販売以外の業態別動向
をみると、食品スーパー販売は、家庭内で過ごす時
間が増加するにつれ需要が伸び概ね堅調に推移。

図 1. 実質賃金指数・消費者物価指数（福井市、総合指数）、前年比の推移

資料：福井県「毎月勤労統計調査」、総務省統計局「消費者物価指数」
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コンビニエンスストア販売は、外出自粛の影響な
どから低調な動きとなった。ドラッグストア販売は、
飲食料品等に動きがみられたことに加え、新規出
店効果などから好調を維持。ホームセンター販売
は、家庭内で過ごす時間の増加から園芸用品や
DIY用品等に動きがみられ好調となっている。一
方、家電大型専門店販売は、テレビや白物家電
等に動きがみられたことから持ち直している。ただ、
外食、宿泊、娯楽などのサービス消費関連の需
要は年を通じて不調に終わっている。
　以上から、福井県内の個人消費は、コロナ禍で
の実質賃金の伸び悩みが恒常化する中、自粛を
要請されたことで売上減少にあえぐサービス関連
の業態が苦しむ一方、巣ごもり需要で盛り上がる
業態も存在するなど、業種、業態により業況に大
きな格差が現れた一年であったといえる。

②投資活動
　一方、需要項目として重要
な投資活動はいったいどのよ
うな状況であったか。まず、企
業の設備投資について整理す
ると、設備投資には大別して
能力増強投資のように現在或
いは近い将来の需要を考慮し、
望ましい資本ストック（生産設
備）を確保するために行われる
投資（能力増強投資）と、研究
開発投資、省力化・情報化投
資など需要動向や企業の生産
能力とは異なった観点から決
定される投資（独立投資）があ
る。また、企業の設備投資の
動きは、新たな生産能力を生
み供給力を増大する効果とと
もに、マクロ的には有効需要を
喚起し経済活動を活性化させ
ることで所得を増大させる効
果を持っている。一般に、これ
を投資の二重効果と呼んでい
るが、いずれにせよ設備投資
が経済成長や景気変動と密接
な関係にあることは言うまでも
ない。では、2020年における

県内の設備投資動向はどのような状況であった
か。日本政策投資銀行が公表する『北陸地域設
備投資計画調査（2020年8月公表）』から眺め
てみると（表1）、2020年度の計画段階では、製
造業で電子部品関連の増強による電気機械な
どが増加するものの、前年度に自動車部品関連
の大型投資があった非鉄金属、環境関連投資が
あった窯業・土石、電子部品向け素材や薬品向
けメーカーの増産投資が剥落する化学などが減
少し、製造業全体では13.0%の減少に転じる結
果となっている。
　また、非製造業は、建設、通信・情報などが
増加するものの、前年度に商業施設、店舗向け
投資があった卸売・小売業、ホテル投資があっ
たサービス業などが減少し、非製造業全体でも
23.8%減と3年ぶりの減少が予想されている。

図 2. 福井県内大型店（百貨店＋スーパー）売上高の推移

資料：近畿経済産業局『大型小売店販売状況、全店ベース』

（単位：％）

資料：日本政策投資銀行「北陸地域設備投資計画調査（ 2020年8月公表 ）」

表 1. 福井県設備投資動向

【単位：％】2019年 2020年 2021年 2019年 2020年実績 計画 計画
増減率 増減率 増減率 修正率 修正率

全産業
（除く電力 ） 56.0 ▲14.1 ▲4.3 ▲15.7 10.3

製造業 64.7 ▲13.0 ▲15.1 ▲18.7 7.9

非製造業
（除く電力 ） 5.9 ▲23.8 36.2 16.2 23.0
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こうした中、今後の情勢としては、新規出店効果
などから一部で増加が見込まれるものの、全体と
してみると、コロナ禍での事業伸び悩みによる業
績悪化の影響を受けて投資マインドは低調に推
移するとみるべきであろう。

（2 ） 供給面の動き
　地域の経済動向を把握する場合、供給面で
の動きとして、その域内にある企業の経済活動
を捉え考察することが重要である。ここでは、本
県の景気動向をみる上で必要不可欠な製造業
に的を絞り、その生産活動の推移を把握した後、
業種別にみた企業マインドについても振り返る。

①生産活動
　製造業に関する諸活動を生産、出荷、在庫の
面から体系的に捉えた統計資料としては、毎月
公表される『鉱工業指数』がある。ここでは、同
統計資料から県内製造業の生産に的を絞り、そ
の動きを追ってみることにする（図3）。
　まず同指数を四半期別にみると、2020年1−
3月期98.9、4−6月期が88.4、7−9月期も92.4
と、新型コロナウイルス感染症の影響から年央
にかけ生産低下が顕在化したものの、それ以降
は持ち直しに入っている。これを月別でみると1
月97.9、2月102.8、3月96.1、４月93.0と推移
した後、5月～7月は80台の推
移（5月84.0、6月88.2、7月
89.9）となり、年央以降、8月
92.8、9月94.6と徐々に持ち
直していったことがわかる。
　ちなみに、業種別動向をみ
ると、繊維工業は、年央にかけ
衣料、非衣料ともに苦戦を強
いられたものの、それ以降、非
衣料については自動車、産業
資材関連需要の復活などから
持ち直しに入っている。眼鏡枠
は、新型コロナ感染症が世界
規模で拡大する中、産地生産
額の約6割を占める輸出の不
振などから、低調な生産出荷
動向が続いた。一方、機械工

業は、電子部品・デバイスで、年央以降、自動車、
5G関連需要の高まりから、順調な生産出荷動向
を維持。輸送機械も自動車需要の復活を受け、
緩やかな回復に向かった。こうした中で生産指数
も、電子部品・デバイスが100～120、輸送機械
が5月の33.4をボトムに、6月51.7、7月93.0、8
月83.4、9月118.2へと復調の兆しを強めた。そ
の他、化学も5月の61.2から徐々に持ち直し、9
月には100.9へと戻している。
　以上から、県内の生産活動は、新型コロナ感
染症の拡大から4月～6月にかけ厳しい展開を強
いられたものの、それ以降は多くの業種で持ち直
しの動きを強めた一年であった。

② 企業マインド
　以上のように、県内の主力産業である製造業で
は、新型コロナウイルスの影響を受け厳しい展開を
強いられたが、年央以降は持ち直していることが分
かった。こうした中で企業マインドは、いったいどの
ような状況となっているのか。参考までに、福井銀
行が四半期ごとに実施する『福井県内企業景気動
向調査：令和2年10−12月期実績、令和3年1−3
月期見通し』から、自社の業況判断を示す業況DI
（図4）をみると、全体では2020年1−3月期の▲
39から4−6月期▲6５へと大幅な落ち込みを示した
ものの、7−9月期には▲58、10−12月期▲36と、

資料：福井県「鉱工業指数 令和２年 9 月分」前年比は、原指数による。

図３. 福井県鉱工業生産指数の推移（2015 年 =100）
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徐々に持ち直しの傾向となってい
る。業種別では、10−12月期、
製造業が▲46（前回比２１ポイン
ト改善）での改善が進んだ。また、
非製造業でも4−6月期（▲60）
をボトムに、徐々に改善へと転じ
ている。
　同様に、昨年12月10日、北陸
財務局福井財務事務所が公表し
た『法人企業景気予測調査（第
67回、令和2年10−12月期調
査）』（図5）をみると、県内企業
の業況判断は全産業平均で前
回調査 (7−9月期 )から25.4ポ
イント改善し7.8となり2四半期
連続の改善となった。業種別で
は、製造業が前回の▲34.0から
今回は8.5に改善したほか、非製
造業も▲3.6から7.3へと改善が進んだ。規模別
では、大企業が前期比26.3ポイント改善の0.0、
中堅企業が同4.3ポイント改善の0.0、中小企業
が同33.6ポイント改善の13.6となっている。
　いずれにせよ、2020年の県内企業の業況マイ
ンドは、新型コロナウイルス感染症の拡大という
特殊要因により、4月～6月にかけ低調なものとなっ
たものの、それ以降、世界的な自動車販売の持ち
直しや5G需要の盛り上がり、政策効果などを背
景に、大企業から中堅・中小企業に至るまで、そ
のマインドに幾分の明るさを戻した一年であったこ
とは事実である。

図４. 福井県内企業の自社の業況判断 DI の推移

資料：福井銀行「福井県内企業景気動向調査： 令和２年10〜12月実績、令和3年1〜3月（見通し）」

　前述のように、2020年の県内経済は、新型
コロナウイルス感染症拡大により、製造業、非
製造業を問わず大きなダメージを受けた一年で
あった。その影響は、4−6月期にかけ大きく出
現したものの、その後は徐々に持ち直しの動きを

強めている。ただ、外食、宿泊、娯楽などのサー
ビス消費に関連する業種では、引き続き厳しい
経営環境を強いられていることは否めない。では、
2021年はいったいどのような経済情勢となるの
であろう。

資料：財務省北陸財務局福井財務事務所「福井県内の法人企業景気
予測調査　第67回令和２年10－12月期調査」

図５. 福井県内企業の業況判断 BSI

2021年の県内経済情勢

需要部門、供給部門ともに回復に力強さを欠く展開がつづく
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図６. 今後半年間のくらし向き、収入、支出、貯蓄の DI 値推移

資料：公益社団法人ふくい・くらしの研究所「消費動向調査」2020.10

　これについて、まず需要面では、経済活動の回
復ペースは緩やかなものとなろう。コロナ禍により
生まれた「新しい生活様式」は、移動の自粛、多
人数での会食の回避など、経済活動に一定の制
限を加えるものであった。こうした行動が一般化し
た今、これにかかわる需要がすぐに元に戻るとは
考えにくい。したがって、昨年来、外出自粛で落ち
込んだ食事や飲酒などの外食需要、旅行に伴う
宿泊、交通費などの観光関連需要などへの支出
は、引き続き低調なものとなろう。一方、巣ごもり
需要の高まりから食料支出やゲームソフト代、イン
ターネット接続料などは増加が予想される。いず
れにせよ、「新しい生活様式」への移行は、それ
に関連する消費の仕方そのものを変化させること
は間違いない。消費を促す企業側はこうした非接
触型社会にふさわしい消費の仕方、仕組を再検討
し、これまでにない販売形態、サービスの提供方
法などを考え実践するなど新しいビジネスモデル
を構築しなければならない。ちなみに、公益社団
法人ふくい・くらしの研究所が昨年10月に実施した
『消費動向調査』（図6）によれば、「今後半年間
の暮らし向き」が、「良くなる」「やや良くなる」か

ら「悪くなる」「やや悪くなる」を引いたDI値は▲
21.4となり、前回調査（2020年3月の調査）より
5.1ポイント改善している。ただ、その中身をみる
と、収入が減る分、支出を抑え貯蓄を増やした結
果としての暮らし向きの改善であり、決して楽観で
きる結果とはいえない。このことから、県内におい
ても個人消費に関しては一定の回復が期待できる
とはいえ、将来不安や十分な収入の伸びが期待
できずにいる層が増え、その分、個人消費の伸び
が悪くなることも予想される。したがって、新年度
以降、実質賃金の伸びが期待できない状況では、
回復力は弱いとみるべきであろう。
　一方、供給面では、外需面で中国経済の減速
を主因に足元の財輸出は伸び悩んでいるもの
の、中国政府の景気下支えから徐々に持ち直し
に向かい、このところの下振れ基調も払しょくさ
れ、域内企業の生産は持ち直すことが期待され
る。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大如
何では、海外経済の不確実性が高まり、その結
果として、2021年の福井県経済は、需要部門、
供給部門ともに回復に力強さを欠く展開が続くも
のと思われる。
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　昨年来、猛威を振るう新型コロナウイルス感
染症の拡大は、経済活動や社会活動面で多大
な負の影響を残している。しかし、よくよく考える
と、このコロナ禍で多くの産業・企業がビジネス
面で新たなチャンスを広げたのも事実である。繊
維工業におけるマスクや防護服などの生産、眼
鏡枠工業におけるフェイスシールドやマスクピン
の開発、化学工業における抗ウイルス剤や飛沫
防止用アクリル板の開発、旅館、飲食サービス
業におけるテイクアウトビジネスの進化など新型
コロナウイルス感染症を逆手にとって新製品開
発や新サービスの提供を行う企業が増加した。
ここでは、そうした動きに着目し、ニューノーマル
時代における企業経営の在り方を考えたい。

1. “ニューノーマル”時代に向けた 
　　  新たなビジネスモデルの構築
　今回の新型コロナウイルス感染症拡大により、
インターネットを通じて物事を行う動きが進んだ。
すなわち、医療、教育、スポーツ、消費活動など
様々な分野で、ネット上に広がるバーチャルな空
間でオンラインビジネスばかりが活況を呈する姿
を確認できたのである。それは、まさに非接触型
社会への移行を意味する。在宅勤務の浸透、通
学からオンライン学習へ、店舗に足を運んだ買い
物からオンラインショッピングへ、対面による会議
からオンライン会議へ、オンライン飲み会、オンラ
インによるライブ配信やスポーツ観戦など、挙げ
ればきりがない。ただ一方で、従来型の対面によ
る活動、言い換えればアナログな活動を重視する
意識が存在することも忘れてはならない。昨年、
実施された日本世論調査会による全国郵送世論
調査でも、感染対策として利用が目立つインター
ネットを今後も継続することについて「特にない」
への回答が38％を占めている。しかし、時代は着
実にデジタル社会へと切り替わっている。仕事や
暮らしの面で一端取り込まれた仕組みが元に戻る
ことはないであろう。したがって、地域の産業・企
業は、従来型の社会を意識しつつ、こうしたニュー

ノーマルの時代の中で支持を集める新しいビジネ
スモデルの構築を考えなければならない。

2. 社内におけるデジタル化の推進
　ニューノーマル時代に向けた新たなビジネス活
動の展開は、企業の外部環境の変化を読み取っ
た有効性追求型のビジネス展開を指す。これに対
して、ここで言う企業におけるデジタル化の推進は、
仕事のやり方、すなわち企業内部での効率性追求
型のビジネス展開を意味している。2020年6月、
北陸経済連合会が実施した新型コロナウイルス感
染症拡大に伴う緊急アンケートによれば、コロナウ
イルス終息後の社会構造の変革に必要なこととし
て、デジタル化の推進を挙げる企業が73％を占め
た。日本の産業社会では、1970年代、初めてPC
が導入された。あれから50年の時を経て、時代は
まさにコンドラチェフの波（技術革新の波）が押し
寄せている。企業にも暮らしにも、社会全体の仕
組みづくりにもデジタル化の時代がやってきた。地
元の産業・企業は、この流れをうまくキャッチし、ビ
ジネスに活かしていかなければならない。

3. “命を守る”ビジネス活動、 
　　　　　　  産業構造への転換
　昨年、福井県立大学地域経済研究所が実施し
た緊急調査（福井県企業の「コロナ禍での事業
活動に関する緊急調査」）では、デジタル社会の
到来を意識して、今後の成長産業にAI（人口知
能）や運転支援・自動運転、IoTなどを挙げる例
が多くみられた。その一方で、スマートアグリ・農
業 ICT、予防医学、感染防護用の機能性繊維、
防災・災害時通信ネットワーク、クオリティーの高
い食品（加工）など命に係わる分野を成長産業と
指摘する声も多く聞かれた。
　フランスの経済学者・思想家のジャック・アタリ
は、2009年の著書「危機とサバイバル」の中で
パンデミックの発生を予測し、今回の新型コロナ
ウイルス感染症が、1929年の世界恐慌、2008

結びに代えて

ニューノーマル時代（新しい日常）における企業経営の在り方を考える
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年のリーマン・ショックよりも甚大な被害を及ぼす
こと、そして、これを回避するために、世界の経済
を全く新しい方向に設定しなおす必要があると述
べている。世界は、爆弾や武器ではなく医療機器
や病院、住宅、水、良質な食糧などの生産を長期
的に行うべきであり、そのためには多くの産業で
大規模な転換が求められることを示唆している。
すなわち、人類が生きるために必要な食糧、医療、
教育、文化、情報、イノベーションなどの提供を
意識した産業、生きるために本当に必要なものの
生産に集中することこそが今求められているとい
うことであろう。福井の産業で例を挙げれば、農
産物・食品加工分野ではクオリティーの高い農産
物や食品加工物の生産、製造業の分野では前述
したウイルスをシャットアウトする住宅部材の生産
や、繊維産業では防護服などの繊維衣料の生産
ということになろう。
　コロナ禍での福井の産業に目を転じると、既に、
繊維産業では二十数社の企業でマスクの生産が
始まっているほか、防護服の生産もみられる。和
紙業界でも和紙を素材にマスクの生産が始まっ
ている。また、眼鏡枠産業では7～8社の企業で
チタン素材のフェースシールドの生産、部品メー
カーでも即効性があり長時間効き目がある抗ウイ
ルスコート（抗菌剤）の開発や各種マスクピンな
どの命を守る生産が始まっている。変わり身の早
い福井県企業ならではの転換の速さといえよう。
こうした中で、繊維産業では脱衣料の動きが、眼
鏡枠産業でも脱フレームの動きが着実に広がっ
ており、その結果が、福井県の産業構造を徐々に
付加価値性のある産業へと変えていくことになる
のではないか。

4. 顧客ニーズ創造型ビジネス活動 
                               の展開
　今回の新型コロナウイルス感染症の拡大で大
きな打撃を受けた産業は、観光・レジャー、飲食・
サービス業であった。しかし、これら産業はコロナ
終息後どこまで需要が復活するのであろう。仮に
復活するとしてもニューノーマルの時代において
はコロナ禍以前の姿に戻るとは到底思えない。戻
るとしてもかなりの時間を要することは間違いない。

昨年、実施された日本世論調査会による全国郵
送世論調査の結果からは、2020年末までに「旅
行したいと思わない」が55％を占めた。観光・飲
食など幅広い意味でのサービス業の特徴は、生産
と消費の同時性、すなわち客が来て初めて生産
が始まること。これら産業が従来型の対面による
活動、言い換えればアナログな活動を重視する時
代を生きるためには、サービス業の特徴に甘んじ
ていることは得策ではない。待ちのビジネスから
攻めのビジネスへの転換へと変身することが必要
ではないか。前述したように、デジタル社会の到
来の中でも従来型の対面による活動、言い換えれ
ばアナログな活動を重視する顧客は少なくない。
福井県唯一の温泉街あわら温泉では、多くの旅
館やホテルが臨時休業する中、ある旅館では夕食
や源泉、浴衣のセットを提供し、自宅で温泉旅館
を味わえる新プランを開発、家庭に居ながら温泉
旅館の雰囲気を味わってもらおうという戦略に出
た。いわば、温泉旅館のテイクアウトである。また、
福井市にある文具店では、オンラインで店内の様
子を見ながら買い物ができるバーチャルショップに
切り替え反響を呼んでいる。また、ショッピングセ
ンター勝山サンプラザでは店内に出店する14店
舗が集まりテイクアウト用弁当や総菜を集めた販
売会社を企画、運営に乗りだしている。その他、
各種飲食店でのテイクアウトは無論のこと、県内
のタクシー会社が買物代行や宅配業務に注力し、
消費者ニーズに沿ったサービスで地域の足から便
利屋へと業務の幅を広げている。今、アナログな
タイプのビジネスであっても、それをハイブリッド型
のビジネスに切り替えることが期待されている。

5. スマート社会を意識する
　最後に、昨今の時代変革をもう一つ挙げ、そ
こから今後の地元産業・企業の在り方を考えよ
う。それは、Society5.0の時代を意識した事
業領域への参入であろう。例えば、日本では国
土交通省が経済発展と環境対策の両立をにら
んでスマ−トシティ構想を提唱している。この動
きに乗じ、トヨタ自動車では静岡県裾野市でモ
ノやサービスがつながる実証都市「コネクティッ
ド・シティ」のプロジェクト概要を発表した。
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単著「福井地域学」晃洋書房2016年3月、
単著「地方圏の時代」晃洋書房2013年3月、
単著「地場産業と地域経済」晃洋書房2008年3月、他多数。

論 文 単著「地域中小企業の新展開 —福井モデルから、地域中小企業の未来像を考える—」
一般財団法人商工総合研究所『商工金融』2019年11月

単著「福井県における伝統的工芸品産業振興のための一考察 —近年における産地の新
たな動きを通じて—」福井県立大学『ふくい地域経済研究第25号』2017年9月

単著「地域経済の発展を担うローカル企業群の特性とは」一般社団法人日本経営研究会
『OMN・MANAGEMENT』2016年4月

単著「福井県の設立と近世明治期の産業」福井県立大学『ふくい地域経済研究第21号』
2015年9月

　具体的にスマ−トシティ構想とは何かを考え
ると、情報通信技術など最先端技術を活用し
た暮らしやすい未来型の都市をつくろうという
もので、自動車や街頭に設置されているセン
サーなど、あらゆるモノをインタ−ネットでつな
いで、そこから膨大なデータを集めて活用す
ることで、より安全で便利なまちづくりを目指す
（2020年4月14日、日本放送協会「世界で進
む “スマ−トシティ” 構想」より）ということであ
る。
　福井県内でも既に永平寺町がスマートシティ
モデル事業に取り組んでいるほか、本アンケー
トでも、今後の成長産業として、運転支援・自
動運転が2位にランクされており、福井県の地
元企業の中でも少なからず、スマート社会の到
来にビジネスチャンスの機会を見出そうという
期待が出現していることが読み取れる。
　いずれにせよ、2018年に国土交通省での検
討が始まって以来、今の日本ではその中核とな
る「MaaS= Mobi l i ty   as   a   Serv ice」、自

動運転の技術を使った効率的なバスの運用計
画など、公共交通機関での試験的な取り組み
が始まったばかりである。しかし、地球規模で
は多くの企業がこのスマ−トシティ構想に参入
しており、したがって、地域はリアリティーを持っ
てこのビジネスを考えなければならない時に来
ていると考える。特に、日本版MaaSの特徴は、
都市以外の “地方 ”にも着目している点である。
　ただ、これに参入するには、大きな資金、広
い空間など膨大な投資を要するため、官民一
体となった取り組みが必要となろう。少子高齢
化、人口減少がすすむ中で、このテーマへの挑
戦は、地域にとって必要不可欠な構想であり、
スマ−トシティのための仕組み・仕掛けが構築
できれば、次世代型の地域振興へと大きなチャ
ンスにつながることは間違いない。
　コロナをきっかけに、元々進 んでいた
Socie ty5 .0の時代が一機に加速することが
期待できる。ここにビジネスチャンスを見いだせ
ないか。
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　2020年の世界経済は、新型コロナウィルスによる
グローバル・パンデミックの影響により、マイナス4％台
に落ち込む見込みであることが、国際通貨基金（IMF）
および経済協力開発機構（OECD）の最新報告（本
原稿執筆時）によって明らかになった。これは、1929
年に始まった世界恐慌以降、最悪の年となるとともに、
世界銀行によれば、2021年までに最大1.5億人が１
日の生活費が1.9ドルを下回る極貧状態に陥り、過去
20年間で初めて極貧人口が増加することを意味する。
一方、「大封鎖」後の各国の経済回復が概ね順調に
進んでいること、さらには、中国経済の回復と世界レ
ベルでのワクチン開発が共に予想を遥かに上回るス
ピードで進んでいることなどから、不確実性が和らぎ、
2021年には世界各国で経済回復が進むことが予測
されている。OECDも、2020年12月1日に発表した
「世界経済見通し」の中で、「コロナ禍が始まって以

来、はじめて明るい未来に向けた希望がある」として、
2021年末までに新型コロナウィルス禍前の水準に世
界経済が回復するシナリオを描いている。
　とはいえ、感染再拡大が成長率を押し下げるリスク
は、それほど低くはない確率で留保されていることから、
金融財政政策による下支えや経済制限を最小限に抑
える感染対策の継続が求められる。同時に、新型コロ
ナウィルス・パンデミックの最大の犠牲者ともいえる世
界の貧困層の拡大を食い止めるための国際協力・支
援は喫緊事である。新型コロナウィルス・ワクチンが開
発されて世界に希望の光をもたらしている反面、有力
なワクチンの大半を富裕国が買い占め、途上国は置き
去りにされる事態が現実味を帯びている。こうした時
こそ、もっとも恵まれない人たちへの支援を最優先さ
せるべきであり、国際協力・支援の在り方が問われて
いる。

池下　譲治
福井県立大学　地域経済研究所

特任教授

はじめに（ Executive summary ）

塗炭の苦しみの中、見え始めたシルバー・ライニング（希望の光）と残された課題

2021年はパンデミック前の2019年をわずかに上回る可能性があるが、不確実性は高い1
　IMFは2020年10月発表の「世界経済見通し（WEO）」
で、2020年の成長率をマイナス4.4%と予測した。前
回（同6月）見通しのマイナス5.2%から0.8ポイント
の上方修正となったのは、第２四半期以降のGDPが
予想を上回る回復を示したことを反映したものである。
中国の回復スピードの速さに加え、主に、先進国にお
けるロックダウン（都市封鎖 ）緩和後の経済が予想よ
りも早く回復し始めたことを評価した。図1は、世界貿
易、工業生産、製造業PMI(購買担当者景気指数)の
いずれもが年初から急落し、一時は前年同月比で2桁
減となったものの、５月を底に急速に回復局面に転じた
ことを物語っている。世界貿易などの反転は各国でロ
ックダウンが緩和されたためだが、ここでも、中国が大

きな役割を果たした。中国の輸出は2020年の初めに
大きく落ち込んだが、早めに経済活動を再開したこと
や海外からの医療器具や支援物資に対する需要の強
さが同輸出を後押しした。
　世界経済がこのまま順調に回復していけば、2021年
は5.2％の成長が見込まれる。政策としての社会的距
離の確保（ソーシャルディスタンシング）が2021年に入
っても続くものの、ワクチン接種の広がりや治療法の改
善とともに徐々に解消していくからだ。同予想は公衆衛
生や経済に関する要因に依拠しているが、そうしたリス
クバランスを定量的に評価することは難しく、下振れリ
スクの可能性は大きいと言える。
　また、OECDの同「経済見通し」では、世界経済
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大幅なマイナスのGDPギャップの存在2

図1. 世界貿易、工業生産、製造業 PMI（ 新規受注 ）の推移
（３か月移動平均、前年同月比：製造業 PMIは基準値50からの偏差 ）

PMI*：購買担当者景気指数
出所：IMF WEO Database より作成

出所：IMF WEO Database より作成

　しかし、新型コロナウィルスの爪痕は大きく、回復へ
の道のりは決して平たんではない。IMFは、2020年の
収縮と2021年の回復によって、2021年の世界GDP
は2019年を0.6％とわずかに上回る水準となると予測
している。そして、図２が示すように、成長予想は、先

進国と新興市場国の両方において、大幅なマイナス
のGDPギャップ（需給ギャップ）が存在すること、また
2020年から2021年にかけて失業率が高水準にとどま
ることを示唆している。

は2020年にマイナス4.2％と底を打った後、2021年
はプラス4.2%に回復する見込みだ。OECD報告で
は、特に、中国の役割が強調されており、2021年の
世界成長への寄与度は全体の3分の1を超える。さら
に、新型コロナウィルス・ワクチンが2021年末に向け

て広く普及する可能性が高まっていることなどから、21
年10−12月期の世界経済（GDP ）はパンデミック直
前の2019年10−12月期を超える水準にまで回復する
シナリオを描いている。

図２.GDP ギャップ予測
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図３. 世界貿易に占める各国独自の輸入規制の割合

注（その他の保護貿易政策）：アンチダンピング、アンチ助成（輸出補助など）、セーフガードなど
出所：IMF WEO Database より作成

世界経済を蝕む保護主義圧力と土壇場でさらなる混乱を回避した自由貿易体制への希求

世界貿易はリーマンショック後に類似。世界のFDIは以前の水準には当面戻らず。

3

4

　貿易と技術に関する米中間の争いが各方面に広がっ
ている。特に、問題と思われるのは、リーマンショック以
降、世界各国で起こっている保護政策への圧力がます
ます激化する様相を呈していることだ（図３）。世界経済
のこうした状況は、企業のビジネスコストを上昇させると
ともに、長年培ってきた国境を越えた生産体制（サプラ
イチェーン）や価値連鎖（グローバルバリューチェーン）
にもひびが入ることを意味する。ここ2年間に発生した
関税および非関税障壁の大半が依然として有効なまま

となっているのも憂慮すべき事態だ。　 
　こうした中、英国のEU離脱移行期間の終了を一週
間後に控えた2020年12月24日、英国とEUが新たな自
由貿易協定（FTA）に合意できたことは、欧州経済のみ
ならず、世界経済にとっても2020年最大のクリスマスプ
レゼントであったと言って過言ではないだろう。欧州経済
がさらなる混乱に陥る最悪の事態を免れたこともさるこ
とながら、自由貿易協定の重要性を世界が再認識する
機会となったからだ。 　

　IMFによると、世界貿易量は2020年に2桁の落ち込
みを記録する見込みだ。2009年のリーマンショック時と
比べると、経済活動の落ち込みは今回の方が際立って
いるが、図４のとおり、世界貿易はほぼ同様な経路を辿
ることが予測されている。重要なのは、今回の世界同時
景気後退は、主に、観光・旅行業に代表される接触集約
型産業の落ち込みを反映したものであって、より貿易と
の相関関係が強い製造業の落ち込みを主因とするもの
ではないという点である。一方、医療用品の供給などに
みられる貿易（主に、輸出）規制やサプライチェーンの中
断が今回の世界貿易の急落に果たした役割は、比較的
軽微なものであったと見られる。

　こうした中、グローバルな経済活動の再開予測により、
2021年の世界貿易量伸び率は8％に達する見込みだが、
その後は年平均で4％をわずかに上回る程度の水準が
続くものと予想される。控えめの回復予測となっている
のは、米中対立の激化などを背景に、国外生産者に対
する信頼関係に翳りが見られることから、リスク低減の
ため、国内回帰を通じてサプライチェーンを見直す動き
が出ているためである。
　こうした影響を受け、世界のGDPに占める対外直接
投資（FDI）の割合は、パンデミック前の時代に比べて遥
かに低い水準に止まることが予想される。
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図4. 世界貿易とグローバル対外直接投資の推移・予測

出所：IMF WEO Database より作成

米・ユーロ圏・中国経済5
米国
　米国経済は2020年第２四半期に実質GDPがマイナ
ス34.9％と急降下し、失業率は同4月に第二次世界大
戦後最悪となる14.7%に跳ね上がった。その後は徐々
に回復しつつあり、2020年の実質GDP成長率はマイ
ナス3.7%（OECD予測）～マイナス4.3％（IMF予測）と
なるものの、2021年は3.1～3.2%（IMF、OECD）。さ
らに、2022年は3.5%（OECD）の成長が見込まれる。
一方、米労働省によると、失業率は7か月連続で低下し、
2020年11月には6.7％となったものの、失業者数は依然
として1000万人を超えており、今後もコロナ禍前の水準
と比べて高い失業率が続く見込みだ。特に、観光・レジャ
ーをはじめ、宿泊・飲食サービスや輸送部門などの経済
活動への影響が続いている。こうした産業に従事する労
働者には低所得者層が多いことから、米国における所得
格差が、今後、さらに広がっていくことが懸念される。

ユーロ圏
　米国よりも深刻だった年前半の落ち込みを反映し、
2020年の実質GDP成長率はマイナス7.5%（OECD）～
マイナス8.3％（IMF）となるが、2021年は3.5%（OECD）
～5.2％（IMF）とやや持ち直す見込み。2022年は3.25%
（OECD）の成長予測だが、GDPがコロナ禍前の状態
に戻るのには2022年末まで待つ必要がありそうだ。

中国
　中国経済は2020年から2021年の2年間で約10%
（2020年約２％、2021年約8％）の成長が見込まれる。
新型コロナウィルスの感染拡大を止めるために2020年1
～3月は経済活動が大幅に制限されたものの、強力な政
策上の支援や輸出の後押しを得た第2四半期はいち早く
プラス成長に転じた。外需の回復が景気を下支えして
いるほか、財政出動や金融緩和により、インフラや不動
産投資の分野で顕著な回復が見られる。一方、奢侈品
が売れ、興行収益が過去最高を記録する中、雇用の回
復が遅れ、世帯収入が減少するなど、コロナ禍において
所得格差が拡大している。
　中国では、2018年をピークに労働人口が減少に転じ
ているのに加え、リーマンショック以来、全要素生産性
（TFP ）が減少するなど、世界の一般的な対中評価と
は裏腹に、こうしたデータから見る限り、潜在成長力にや
や陰りが見え始めている（図５）。こうした中、成長維持
のための新たな経路の確保に向けた戦略が構築されつ
つある。特に、貿易面では、米中対立が膠着状態に陥
っている中、2020年11月に署名された東アジア地域の
包括的経済連携（RCEP ）に続き、米国が抜け、厳しい
参加要件が棚上げされた状態となっているTPPへの参
加意向を正式に表明した習近平国家主席の今後の動向
が注目される。

（ 2005年〜2025年 ）
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2019年 2020年 
（予測 ）

2021年 
（予測 ）

伸び率 伸び率 ６月予測との差 伸び率 ６月予測との差

世界 2.8 △4.4 0.8 5.2 △0.2
　先進国 1.7 △5.8 2.3 3.9 △0.9

アメリカ 2.2 △4.3 3.7 3.1 △1.4

ユーロ圏 1.3 △8.3 1.9 5.2 △0.8

ドイツ 0.6 △6.0 1.8 4.2 △1.2

フランス 1.5 △9.8 2.7 6.0 △1.3

イタリア 0.3 △10.6 2.2 5.2 △1.1

スペイン 2.0 △12.8 0.0 7.2 0.9

日本 0.7 △5.3 0.5 2.3 △0.1

イギリス 1.5 △9.8 0.4 5.9 △0.4

カナダ 1.7 △7.1 1.3 5.2 0.3

　新興・途上国 3.7 △3.3 △0.2 6.0 0.2
ロシア 1.3 △4.1 2.5 2.8 △1.3

中国 6.1 1.9 0.9 8.2 0.0

インド 4.2 △10.3 △5.8 8.8 2.8

ASEAN5か国 4.9 △3.4 △1.4 6.2 0.0

ブラジル 1.1 △5.8 3.3 2.8 △0.8

メキシコ △0.3 △9.0 1.5 3.5 0.2

サウジアラビア 0.3 △5.4 1.4 3.1 0.0

ナイジェリア 2.2 △4.3 1.1 1.7 △0.9

南アフリカ 0.2 △8.0 0.0 3.0 △0.5

表1.IMF「 世界経済見通し 」の予測一覧

出所：IMF“World Economic Outlook, October 2020”より作成

（単位：％）

図5. 世界各国の全要素生産性（ TFP ）伸び率の推移

出所：The Conference Board Database より筆者作成

全要素生産性（TFP）伸び率は、経済成長の要因のうち、技術の進歩や生産の効率化など、資本や労働の量的変化では
説明できない、質的な要因を示している。

（ 2000年〜2018年 ）
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2019 
（実績 ）

2020 
（推計 ）

2021 
（見通し ）

東アジア 5.4 1.6 7.0
　香港 △ 1.2 △ 5.5 5.1
　中国 6.1 2.1 7.7
　韓国 2.0 △ 0.9 3.3
　台湾 3.0 1.7 3.3
南アジア 4.3 △ 6.1 7.2
　インド 4.2 △ 8.0 8.0
東南アジア 4.4 △ 4.4 5.2
　インドネシア 5.0 △ 2.2 4.5
　マレーシア 4.3 △ 6.0 7.0
　フィリピン 6.0 △ 8.5 6.5
　シンガポール 0.7 △ 6.2 5.1
　タイ 2.4 △ 7.8 4.0
　ベトナム 7.0 2.3 6.1

注：ADB による東アジア地域は表の４か国・地域＋モンゴルを指す。
出所：アジア開発銀行（ADB)“Asian Development Outlook, December 2020"

表2.アジア開発銀行（ ADB ）のアジア経済見通し

筆者紹介筆者紹介

池下　譲
じょうじ

治氏　
公立大学法人福井県立大学　地域経済研究所 特任教授

職 歴 1980年日本貿易振興機構（JETRO）入構。その後、ジェトロニューヨークセンター、 
福井県ニューヨーク事務所長、ジェトロクアラルンプールセンター、（公財）中曽根康
弘世界平和研究所上席研究員、ジェトロシドニーセンター所長代理、国際大学（IUJ） 
非常勤講師、ジェトロクアラルンプール事務所長等を経て現職。
英国ストラスクライド経営大学院修士課程（MBA）了、慶應義塾大学経済学部卒

専門分野 グローバル経営戦略論およびアジア経済

著 書 『展示会活用マーケティング戦略』（POP 2006）、『メイド・イン・チャイナの衝撃』（ジェトロ 2001）、『アジアの構造改革
はどこまで進んだか』（ジェトロ 2000）、『アジア経済再生』（ジェトロ1999）、『（一目でわかる）アジアの財閥と業界地図』

（日本実業出版社1997年）（いずれも共著）他

論 文 等 連載講座「変貌する世界、アジア経済と地域の対応」（『ふくい地域経済研究第30号』2020.3）、「マハティール
の夢‐マレーシアにおけるパラダイム・シフトとブミプトラ政策の行方」（『同第27号』 2018.10）、「ソーシャルキャピタル
と持続可能な地域社会に向けての一考察」（同第26号 2018.3）、「外国人材の新たな可能性に向けての様相」
（『ITI 調査研究シリーズNo.83』国際貿易投資研究所 2020.2）、「グローバル化における地域企業戦略として
みた場合の途上国との互恵ビジネス」（同No.95 2019.2）、「北陸における企業と外国人材のミスマッチ−その背
景と先行企業の取り組み」（『北陸企業の外国人材の採用・活用』北陸経済連合会.ジェトロ　2019.3）（いずれも
単著）他多数。

東アジアは例外的に2020年もプラス成長となる見込み6
　2020年12月10日、アジア開発銀行（ADB）は「ア
ジア経済見通し」を発表した（表２）。
　同報告によると、アジア各地域の多くの開発途上国で
は、2020年にマイナス成長が予想される中、東アジア
地域（注）は例外で、中国と台湾が予想より早く回復に転
じたことから、2020年は1.6%のプラス成長となる見込

みだ。さらに、2021年は7.0%の成長が見込まれる。
　一方、東南アジアについては、インドネシア、マレー
シア、フィリピンで新型コロナウィルスの感染と封じ込
め対策が継続していることなどから、2020年の成長
予測はマイナス4.4%と前回9月時点から下方修正さ
れている。
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このアンケート調査では、DI(Di f fus ion  Index)による分析を行ってお
ります。DIは、「好転」と回答した企業の割合と「悪化」と回答した企業
の割合との差を求めたものです。景気が良い場合はプラス幅が大きくなり、
景気が悪化している場合はマイナス幅が大きくなります。
※原材料価格、在庫状況については、「上昇」と回答した企業の割合から
「低下」と回答した企業の割合との差を求めており、上記の判断とは逆の
傾向を示します。

• 全体の景況判断は、売上や収益は回復傾向にあるものの低い水準で推移し、業績判断ＤＩは前回調査
のマイナス58から大幅に上昇したもののマイナス36となり、依然としてマイナス圏に留まった。前
回予想のマイナス33を下回った。また、来期はマイナス30を予想し、引き続き、回復傾向にあるもの
のマイナス圏に留まる見通しである。 

•  個別企業のコメントでは、前回に引き続き新型コロナウィルスによる社会や経済への影響を懸念する
意見が大半を占めた。

DATE

自社の業況判断DIの推移

福井銀行景気動向調査　第24回
•	 調査対象企業：福井県内企業1,360社
•	 回答企業：382社（回答率28.1%）
•	 調査時期：2020年12月初旬

福井銀行景気動向調査 調査結果
2020年10月〜12月 当期（実績）／2021年1月〜3月 次期（見通し）

株式会社	福井銀行	コンサルティンググループ
株式会社	福井キャピタル＆コンサルティング
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福井銀行景気動向調査	調査結果

•  製造業では、繊維は前回調査から大幅に上昇したもののマイナス63となり、マイナス圏に留まった。機械は前回調
査から大幅に上昇したもののマイナス33となり、マイナス圏に留まった。眼鏡は前回調査から上昇したもののマイナ
ス63となり、マイナス圏に留まった。化学は前回調査から大幅に上昇しプラスマイナス０となった。その他製造業は
前回調査から大幅に上昇したもののマイナス44となり、マイナス圏に留まった。 

•  先行きは、繊維、眼鏡はともに大幅な上昇を予想するもののマイナス圏に留まる見通し。機械、その他製造業はと
もに上昇を予想するもののマイナス圏に留まる見通し。化学は大幅な上昇を予想しプラス圏に転じる見通しである。

•  非製造業では、建設業は前回調査からやや低下しマイナス2５となり、マイナス幅を広げた。各種サービス業は前回
調査から大幅に上昇したもののマイナス47となり、マイナス圏に留まった。卸・小売業は前回調査から大幅に上昇し
たもののマイナス32となり、マイナス圏に留まった。情報通信業は前回調査から大幅に上昇したもののマイナス22
となり、マイナス圏に留まった。不動産業は前回調査から大幅に上昇したもののマイナス13となり、マイナス圏に留
まった。 
•  先行きは、建設業は大幅な低下を予想しマイナス幅を広げる見通し。各種サービス業は大幅な上昇を予想するも
ののマイナス圏に留まる見通し。卸・小売業は上昇を予想するもののマイナス圏に留まる見通し。情報通信業、不
動産業は大幅な上昇を予想しプラスマイナス０となる見通しである。

業種別業況判断DI

業種別業況判断DI

製造業

非製造業

※詳細は、当行ホームページにてご確認いただけます。
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副業・兼業副業・兼業のの推進推進とと企業側企業側のの対応対応
ー副業・兼業を行う労働者の時間管理と労災保険法の改正ーー副業・兼業を行う労働者の時間管理と労災保険法の改正ー

Beyond CORONABeyond CORONAのの

労務管理労務管理 0101

図表１．副業をしている理由

はじめに
　近年、働き方改革の流れの中
で、「副業・兼業 」（以下「副業 」
と略します ）を促進する政策が打
ち出されています。しかし、就業
規則において「許可なく他の会社
等の業務に従事してはならない 」
といった禁止規定を設けている
企業は、現状まだまだ多いのでは
ないでしょうか。
　フルタイムで働く労働者に「副
業を通した新たなキャリア形成 」
を行う時間的余裕があるのか？
といった疑問を抱く方もいらっ
しゃるかと思いますが、一方で、
生活のために非正規雇用での副
業を強いられている低所得者層

も確実に存在しています。副業
を行う理由は様々ですが、現実に
副業を希望する労働者は増加し
ていると言われており、企業側も
こうした動きに一定の対応を迫
られていると言えます。本稿で
は、副業にはどのような問題があ
り、企業としてどのような対応を
とらなければならないのか、解説
していきます。

働き方改革における
「 副業 」推進のねらい

　副業については、人口減少社会
において多様な就業機会を保障
し、各人の希望に沿った働き方を
支援するとともに、定年後のキャ
リア形成を応援するという観点

や、都市部の人材を地方でも活か
すという地方創生にも資する面
があると考えられています。
 そもそも労働者は、労働時間以
外の時間をどのように利用しよ
うと自由なはずであるため、「原
則副業を認める 」方向で厚生労
働省のモデル就業規則が改定さ
れたことは記憶に新しいところ
です。
　副業は、労使双方にメリットが
あり、①労働者側では、所得が増
加することやキャリア向上につ
ながること、②企業側では、他の
会社での経験やスキルが本業に
よい影響を与えることや人材の
流出防止になることなどが指摘
されています。

川地　忍
株式会社福井キャピタル＆コンサルティング

エグゼクティブアドバイザー
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Beyond CORONABeyond CORONAのの労務管理労務管理 0101

図表２．副業している人の割合（本業の１か月あたりの収入別）

現状
　2020年7月の厚生労働省によ
る「副業・兼業に関する労働者調
査結果 」では、副業をしている人
の割合は全体で9.7%となりまし
た。副業をしている理由について
は、「収入を増やしたいから 」と
回答した割合が56.6%と最も高
くなり、続いて「1つの仕事だけ
では収入が少なすぎて、生活自体
ができないから 」と回答した割合
が39.7%と、経済的な理由が大き
な割合を占めています。一方で、
「自分で活躍できる場を広げたい
から 」が19.8%、「時間のゆとり
があるから 」が18.6%など、キャ
リア向上や時間の有効活用のため
に副業を希望する人も一定数い
ることがわかりました。（図表１ ）
　副業をしている人を本業の１か
月あたりの収入別で見てみると、「5
万円未満」「5万円以上10万円未満」
「10万円以上20万円未満」と「70
万円以上」の割合が比較的高くなっ
ています。副業を行う理由が、本業

の収入によって二極化していると
推測されます。（図表２）

副業についての問題点
　これまで、複数の事業場で働く
労働者が業務や通勤などが原因で
負傷した場合、休業補償などの保
険給付は「被災した事業場の賃金
額 」を基礎に計算することとされ
てきました。特に副業をしている
低所得層の労働者は、被災して収
入が途絶えても、働いているすべ
ての会社の賃金額を基にした保険
給付が支払われないため十分な生
活補償が得られず、こうした自己
責任の下での不安定な就業が問題
となっていました。今回、労働者
災害補償保険法（労災保険法 ）の
改正が行われ、複数の事業場で働
く労働者の方への労災保険給付
が、次のように変わりました。

労災保険法改正の概要

【対象者 】
　改正制度の対象者となるのは、
複数事業労働者の方で、具体的に

は次のような方を指します。
・事業主が同一でない複数の事
業場と労働関係にある労働者
の方（被災した時点で複数の
会社について労働契約関係に
ない場合であっても、その原
因や要因となる事由が発生し
た時点で、複数の会社と労働
契約関係であった場合には、
改正制度の対象となりえま
す。）

・一つの会社と労働契約関係に
あり、他の就業について特別
加入※注1している方

・複数の就業について特別加入
※注1している方

※注1:特別加入とは、労働基準法（労
基法）上の労働者ではない中小
企業主、一人親方などに対し労
災保険の加入を認める制度です。

【改正内容 】
①賃金額の合算
　複数事業労働者の方への保険給
付は、働いているすべての会社の賃
金額を基礎に支払われます。これ
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図表３．賃金額の合算の具体例

図表４．負荷の総合的評価の具体例

によって、業務災害や通勤災害な
どにより療養しなければならない
間の収入として、通常の賃金額を
基礎とした補償が行われることに
なります。（図表３）

②負荷の総合的評価
　複数の会社等の業務上の負荷
（労働時間やストレス等 ）を総合
的に評価して、労災認定の判断を
行います。これによって、複数事
業場の労働時間をはじめとする負
荷要因が合算されて負荷が判断さ
れるため、労災と認定される可能

性が高くなります。（図表４、５ ）
　なお、今回の改正法は、2020年
9月1日以降に発生した業務上の
けがや病気に適用されます。

副業に対する会社の対応
　2020年9月に「副業・兼業の
促進に関するガイドライン 」が改
定され、労働時間の通算について
の一定のルールが明確化されま
した。副業を行う労働者の労働
時間や健康の管理について、会社
は、次のような準備をしておく必
要があります。

① 「 副業の届出 」「 副業先の労働時
間の自己申告 」の実行性の確保

　労働者の届出によって副業の事
実を知った事業主は、「安全配慮
義務 」を負っているため、当該労働
者の労働時間や健康の管理を適切
に行う義務が生じます。副業をする
労働者について特に注意しなければ
ならないのは、副業を行う場合でも
労基法上の労働時間は原則として
通算されるという点です（労基法38
条１項 ）。この点についてガイドライ
ンは、通算する他の事業場での労
働時間を労働者の自己申告によって
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Beyond CORONABeyond CORONAのの労務管理労務管理 0101

図表６．時間外労働（労基法第 36 条）に関する取扱いの違い

筆者紹介

福井県内外の税理士・社会保険労務士事務所で、社会保険業務責任者として様々な労務相談
に対応。中堅電気機器メーカーでは勤務社労士として人事制度改定等に従事。直近は社会 
保険労務士法人キャシュモに在籍。人事制度、就業規則等の策定、労務管理など、「人」に 
関する課題に対し、その企業に適した方法で支援を行う。ＭＢＡ、社会保険労務士。

川地　忍エグゼクティブアドバイザー
株式会社福井キャピタル＆コンサルティング

把握することとしました。会社は労
働者が届出をしないで副業を行うこ
とや労働時間についての虚偽の申
告を防ぐために、この「届出」や「申
告 」に実行性を持たせることが求め
られています。具体的には、就業規
則などで副業の届出制を明記し、以
下のことを確認するための仕組みを
設けておくことが望ましいとされてい
ます。
・副業先の事業内容
・副業先で労働者が従事する業
務内容

・労働時間の通算の対象になる
か否かの確認

② 時間外労働の上限規制について
の理解

　複数事業労働者の時間外労働の

上限規制については、以下のように
取り扱いが異なります。副業先との
労働時間の通算における個人の時
間外労働の上限は、単月100時間
未満、複数月平均80時間以内とい
う規制にのみ拘束されることになり
ました。（図表６）
　過重労働抑制の観点から、当該
労働者が副業先の使用者との間で
結んだ労働契約の内容（雇入れ日・
雇用期間・所定労働日・労働時間な
ど）について把握したうえで、３者間
で話し合いを行うなどの対応も、今
後必要になってくると思われます。

最後に
　副業の推進という政策に対して、
今回、懸念事項であった労災保険法
の改正が行われた意味は大きく、複

数事業場で働く労働者が安心して働
ける環境がひとつ整ったと言えます。
しかし、労働時間の通算については、
複数事業主間の情報共有が必要とな
るためハードルが高く、実務上難しい
問題も残ります。
　従業員からの副業の申し出は、今
後、働き方の多様化から増加すること
が予想されます。社内での取り決め
や規定の整備などについて、早急に
検討を始められることをお勧めします。

【参考文献 】
・厚生労働省「副業・兼業の促進に関
するガイドライン」（2020年9月）

・図表１, 図表２; 厚生労働省「副業・
兼業に係る実態把握の内容等につ
いて」（2020年8月）

・図表３, 図表４; 厚生労働省他「複
数事業労働者への労災保険給付」
（2020年9月）

【副業（他の事業場）と通算される規定】
〇時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内の上限（同条第６項第２号、第３号）
　→労働者個人の実務時間に着目するため通算されます。

【副業（他の事業場）と通算されない規定】
〇36協定により延長できる時間の限度時間（同条第４項）、36協定に特別条項を設ける場合の１年に 

ついての延長時間の上限（同条第５項）
　→事業場ごとに適用される規制であるため、通算されません。

■勤務形態など ■作業環境 ■精神的緊張
・不規則な勤務　　
・拘束時間の長い勤務
・出張の多い業務
・交代制勤務／深夜勤務

・温度環境
・騒音
・時差

・日常的に精神的緊張を伴う業務
・発症に近接した時期における精神的 
緊張を伴う業務に関連する出来事

図表５．労働時間以外の負荷要因
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第8回

　前回は、態度の悪い癖は「心の癖」だということ、また、態度を改めることで心の癖は次第に整ってい
くことをご紹介しました。今回は、身近なところから始める態度の磨き方について、一緒に考えていきま
しょう。
　意識して変えることができる身近な態度は、立ち方、座り方、お辞儀の仕方です。みなさんは、無意識
に立ったときの自分の姿勢を、客観視したことはありますか？　たまたま鏡に写った無防備な自分の立
ち姿に、「えっ！」と驚き落胆したことはありませんか？　自分の立ち方、座り方、お辞儀の仕方を、イラ
ストを参考にチェックしてみましょう。

　最初は、立ち方です。
　壁に背を向けて立ち、①後頭部 ②肩甲骨 ③お尻 ④かかとの4点を壁
につけてみましょう。背筋がまっすぐになったことを確認し、一歩前に
出ます。顎を軽く引いて、前方を見ましょう。この姿勢を意識して、１
～２分ほどキープします。
　その後、力を抜いて、普段の自分の立ち姿勢に戻ってみてください。
どのような違いを感じましたか？
　背中や肩のツッパリ、身体が傾いているような違和感があれば、猫背
の可能性が大きいです。実は、日本人の９割は、猫背や巻き肩だそうで
す。猫背になると、姿勢が悪くなるだけでなく、骨格や筋肉にも余分な
負担がかかるため、疲れやすくなります。また、慢性的な肩こりや腰痛
の元にもなります。最初に述べたような立ち方を練習して、猫背も改善
していきましょう。一方で、「腰がストンと落ちた」「下腹が出た」な
どの違いを感じた場合には、腹筋・背筋を鍛えることも一つの方法です。

　次に、座り方です。
　背中が丸まっていたり、骨盤を倒した
状態で背もたれに寄りかかったり、足を
組んだりしていませんか？　一見リラッ
クスしているように感じる姿勢も、実は
股関節に負担がかかっています。長期的
に見ると、骨格がゆがむ原因にもなりま
す。また、椅子から立ち上がるときは、
体重の６～７倍の負荷がかかっています
ので、背筋をまっすぐにして座る習慣を
つけることはとても重要です。

株式会社福井キャピタル＆コンサルティング
ヒューマンスキルコンサルタント　西村　喜美
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筆者紹介

株式会社福井銀行にて新入社員や若手社員教育を長年にわたり担当し、2018年6月
より現職。民間企業から官公庁まで、さまざまな業種においてビジネスマナー、電話応対、
コミュニケーション、クレーム対応などの研修を実施。のべ6，０００人以上の人財育成
に携わる。マナーのほかヒューマンスキルの重要性を伝え、分かりやすく丁寧に、人間
力向上を通して業績向上につなげる研修を心掛ける。受講された方々からは、顧客満
足について考えさせられると同時に、心暖まりやる気につながるとの声も多くいただく。

西村 喜美
株式会社福井キャピタル＆コンサルティング

ヒューマンスキルコンサルタント

　最後に、お辞儀です。
　お辞儀には、３つの種類があります。頭を下げる角度を、会釈(15度)、普通礼(30度)、最敬礼(45度)
としています。この角度は、相手に対して心をこめる「心の角度」を表しますが、一般的には、TPOに
合わせて角度を変えます。
　お辞儀の仕方は、まずは、にこやかに相手の目を見て挨拶の言葉を交わします。その直後に、気持ち
を込めて頭を下げます。このようなお辞儀の仕方を、「語先後礼（ごさきごれい）」と言います。
　きれいなお辞儀をするポイントは、後頭部から腰にかけて一直線を保つことです。このことを意識し
て、１・２・３で頭を下げて、４で一旦止め、５・６・７・８で体を起こし、にこやかに相手とアイコン
タクトを交わす、という練習をしましょう。お辞儀は心より敬意を表する行為ですので、きれいなお辞
儀は、相手に対して好意を持っている印象を伝えます。さわやかなお辞儀の振る舞いが自然体で身につ
くまで、繰り返し練習することが重要です。

　「一事が万事」と言われますが、このような練習の結果が、立ち方や座り方、お辞儀だけでなく、様々
な態度を整え、社会人としての品格を作っていきます。態度は言葉ではないため、「非言語」と言いま
す。「非言語には本音が表れる」とも言われます。態度の一つひとつから、自分の想像を超えて、自分の
考えている事や感じている事が言葉以上に相手に伝わります。一瞬の態度や振る舞いが、コミュニケー
ションの重要な要素として、相手に対してダイレクトに本音を伝えてしまうということです。姿勢や振
る舞いを整える本当の意味と価値は、まさしくここにあります。
　人間関係が良好になれば、様々なことがスムーズに進行しますね。だからこそ、自分の姿勢や振る舞
いを整える重要性に気づき、意識して心とともに社会人としての品格も鍛えていきましょう。次回は、
この品格を整える最も大きな力の核となる「言葉遣い」についてお話します。
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　明けましておめでとうございます。
　昨年はコロナ禍で大変な一年でしたが、今年は
REVIVE、さらに大きく発展する年になるよう、みな
さん一緒にがんばりましょう！
　さて、今回からは応用編となります。まずは、「粉飾
決算の手口とそのチェックポイント」からお話します。

８. 粉飾決算の手口とそのチェックポイント
（1）売上高
　みなさんが決算書で最初に見る数字は、売上高では
ないでしょうか。売上高は、事業規模を推測するうえ
で分かりやすい数字ですから、最初に見ることは極め
て自然です。そして、営業利益、経常利益、純利益と続
くのが一般的でしょう。従って、経営状態をよく見せ
たい場合の初手は、売上高を増やし利益を増やす、と
いう手口になります。
　一番単純な粉飾は「架空売上」で、続いて「飛ばし」「押
し込み販売」があげられます。前者は、ほとんどの場合
で取引実態はありませんが、後者は、一応の取引実態
があります。従って、後者の場合には、直ちに違法とは
言えないものもあり、よく「不適切会計」というような
表現が使われています。しかし、その動機に照らし合
わせれば、やはり粉飾と言うべきだと考えます。
　チェックポイントは、売掛金の実額と売掛金回転期
間（売掛金÷売上高）です。売上高は見合いに必ず売掛
金が計上されることから、売掛金の実額と売掛金回転
期間それぞれをタテ・ヨコ（時系列、他社や他取引先取
引きなど）で比較します。全社ベースのデータだけで
すと当たりをつけるだけとなりますが、取引先ごとに
データが取れるのであれば、問題はかなりの部分まで
明確になります。場合によっては、受取手形を合わせ
た売上債権回転期間（（売掛金＋受取手形）÷月商, 単
位：月もしくは日）でチェックしてみて下さい。
　比較に際しては、「変化・無変化に気をつけろ」です。
前月や前期と比べて大きく変化しているケースも問題
ですが、まったく変化していないケースはもっと問題

です。通常の取引きであれば、売上高や売掛金は必ず
変化します。変化していない場合には、売掛金が回収
されていない＝架空売上や回収不能な不良債権の可能
性が高いということになります。
　子会社に架空売上や押し込み販売をしても、前回お
話したとおり、連結決算では相殺消去されてしまうた
め、近年では、連結対象外の取引先を利用した粉飾売
上のケースがほとんどです。押し込み販売のケースでは、
サプライヤーに中間部品を売って、決算月をまたいで
から仕上がり部品を購入する取引きを行っていた事例
や、中古車販売店で見られる「新古車」と言われる事例
などがあります。新古車の事例は、期末に販売台数を
増やしたいメーカーが、販売店（販売店側にも、値引き
購入という動機がある場合もあります）に対して大幅
値引きをして、一括売却をするものです。この場合、新
車登録も行われますが、業界では「B登録」と呼ばれて
いるようです。
　特に問題が大きいのは、図表１のような「循環取引」
と言われているものです。
　循環取引は、図のとおり、1社相手の取引きではなく、
複数社にまたがって伝票上の取引きを循環させるもの
で、これが一回りすると、図の例では、粉飾会社は利益、
キャッシュともに30万円のマイナスになりますが、間
に決算期をはさむため一時的には黒字になります。し

吉岡　龍人
株式会社福井キャピタル＆コンサルティング

第７回 第７回 粉飾決算の手口とそのチェックポイント粉飾決算の手口とそのチェックポイント

エグゼクティブアドバイザー

企業幹
部・中

堅社員
向け決

算書読
破術

図表１.循環取引のイメージ
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かし、翌期にこの損失を帳消しにできないと、もう一
度循環取引を行うしかありません。これを何年も繰り
返せば、粉飾分が累積して実損は取り返しのつかない
くらい巨額なものとなり、当然経営は行き詰まります。
上場会社での実例もあります。

（２）原価・費用
　収入側だけでなく原価や費用を粉飾すれば、利益は
増やせます。原価・費用側で一番多いケースは、「棚卸資
産」です。期末の棚卸資産を膨らませば、原価は下がり
ます。もちろん、これも一時しのぎで、翌期には必ずつ
けが回ってきます。このケースにおいても、チェックポ
イントは、棚卸資産の実額および回転期間のタテ・ヨコ
比較、変化・無変化です。一昔前は、棚卸資産の先入先出
法や後入先出法などを駆使した、一見すると合法的な
利益操作も多くみられましたが、物価変動が小さくなっ
たせいか最近はあまり見かけません。
　次に多いケースは、「減価償却費」です。単純には、定
率法を定額法に変更する、償却期間を長くする（利益を
圧縮するためにはこの逆をする）などの手口があります。
会計的には、継続性の原則など正規の簿記の原則が守
られていれば問題にはなりませんが、利益が操作され
ていることには違いはないので、財務分析的には要注
意です。筆者の見てきた事例でも、税法上は10年くら
いの耐用年数のプレス機械を、20年は使えるというこ
とで、償却期間を20年にしていたケースがありました。
この事例は、違法ではなく、また不適切会計とも言い切
れませんが、タテ・ヨコ比較では十分な注意が必要です。
この種の、減価償却費の操作を見るチェックポイントは、
減価償却累計率（減価償却累計額÷取得費）です。この
償却法なら何年たっているので、累計率は何パーセン
トくらい、という感じで当たりを付けてください。ただ
し、新しい機械が多いのかそうでないのかは、工場実査
をしないと分からないかも知れません。
　減価償却費で、最も問題なケースは、「償却しないケー
ス」です。実際には稼働しているのに、未稼働・未使用と
して建設仮勘定に計上したままにするケースです。貸
借対照表に大きな建設仮勘定がある場合には、必ず内

容を確認してください。また、有形固定資産だけではな
く、最近のデジタル化で増えてきた無形固定資産やソ
フトウエアも、同様の問題がありますので、実額の変化・
無変化には留意が必要です。

（３）貸借対照表から見る粉飾決算の手口
　損益計算書から粉飾を見つけることは、かなり難し
いことです。しかし、複式簿記の構造上、粉飾の帳尻
は貸借対照表に必ず現れますので、貸借対照表を必ず
チェックしてください。
　図表２がそのパターンとなります。上記の売上粉飾
はパターン①となり、必ず売掛金が増えます。また、棚
卸資産や償却資産を増やす粉飾は、パターン②になり
ます。

　このように考えると、他の資産も要チェックとなり
ますね。費用計上しなければいけないのに仮払金で処
理しているケース(②)、売掛金を未収金や貸付金に振
替えているケース(変形①)などが考えられます。負債
を減らす③や④のパターンは、分析的にはやや難度が
高くなりますので、まずは資産が増えるパターンに着
目してみて下さい。

1974年株式会社日本興業銀行入行、国内外企業や金融機関向けファイナンス、企業審査、外
国為替業務、国内外地域開発プロジェクトに従事。2002年同行退職後、富士重工業株式会社
やスバルファイナンス株式会社にて自動車メーカーのサプライヤー経営管理を担当。2014
年より経営コンサルタント業開業。2017年中部経済産業局所管のIoT支援事業に福井県コー
ディネーターとして参加。2018年度は富山県のIoT推進コンソーシアムに参加、永平寺町の
IoT推進ラボアドバイザー。2018年より現職。

筆者紹介筆者紹介

吉岡　龍人エグゼクティブアドバイザー株式会社福井キャピタル＆コンサルティング

図表２.粉飾決算の会計パターン

PL　　　BS (c) 資産を増やす (d) 負債を減らす

(a) 収入を増やす ① ③

(b) 費用を減らす ② ④

勘所指標③
　粉飾は、利益をねん出するために損益計算書を操
作して行いますが、その帳尻は、貸借対照表に必ず
現れます。
チェックする勘定科目（主として資産勘定）
売掛金（売上債権）、棚卸資産（原材料、仕掛品、
製品・商品、貯蔵品）、仮払金、未収金、貸付金、
有形固定資産、無形固定資産、繰延資産など
チェックの方法
A ナマ・ワル（実額・比率回転期間の比較）
B タテ・ヨコ（時系列・他社比較）
C 変化・無変化を見逃さない

粉飾は、
バランスシートをチェック‼︎

27Fukugin JOURNAL 2021 新春号



Initial

Public

O
ffering

市場レポート

IPO
市

場
 レ

ポ
ー

ト
 2020年

7月
～

9月
/第

3四
半

期

IPO 市場 レポート 2020年7月～9月 / 第3四半期

　福井キャピタル＆コンサルティング　キャピタリスト　前田　英史

2020年の業種別のIPO社数（累計）

過去5年間の市場別のIPO社数の推移過去5年間の四半期毎のIPO社数の推移

　2020年7～9月（第3四半期）の IPO 社数
は、20社となりました。また、2020年1～9月
の IPO社数は54社となり、過去5年間の平均
値57社と同じ水準になりました。このことから、
第3四半期の IPO市場では、国内の株式市場と
同様に、今回のコロナショックの影響による第2
四半期の落ち込みからの回復が認められました。
　第3四半期のトピックスとして、情報・通信業
からの IPOが13社であったことに対し、サービ
ス業からの IPOは2社に留まりました。現在、上
場会社には、3か月ごとの予実管理に高い精度
が求められていますが、今回のコロナ禍において、
特にサービス系の業種では、直近の売上予測が
立てにくい状況が続いており、このような状況が、
上場審査にも影響を及ぼしていることが考えら
れます。
　2020年10～12月（第4四半期）の IPO社数
の速報値は39社となり、2020年の年間の IPO
社数は93社となりました。2020年は、3月下
旬から6月中旬の約3か月間、コロナショックの
影響によりIPOが止まるという異常事態となり
ましたが、7月以降は状況が回復し、年間 IPO
社数は、リーマンショックのあった2008年以降
で最多となりました。

過去10年間の日経平均株価とIPO社数の推移
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2020年第3四半期に上場した企業から、初値時価総額の上位4社をご紹介します！

　2020年7〜9月（第3四半期）の IPO 社数は、20社となりました。このうち、初値騰落率が下落し
た企業は1社に留まり、堅調な IPO 市場となりました。特に2020年9月に上場した株式会社ヘッド
ウォータース［4011］は、ブックビルディング方式が採用された1997年9月以来最大の初値上昇率
1090.0％となりました。
株式会社 雪国まいたけ

水産・農林業 ［1375］ 東証第1部

まいたけ、えりんぎ、ぶなしめじ
などのきのこ類の栽培、およびこ
れらを材料とした加工食品や健康
食品の製造・販売を行う。まいた
けは、国内シェアの5割超を占め
る。2015年に東証第2部を上場廃
止してからの再上場案件。

設 立 年 2017年

上 場 日 2020年9月17日

売 上 高 50,759（百万円）

経常利益 6,646（百万円）

調達金額 0（百万円）

ニューラルポケット 株式会社

情報・通信業 ［4056］ マザーズ

独自開発のAIアルゴリズムによ
る画像・動画解析と端末処理技術
を活用するAIエンジニアリング
事業を展開する。SNSへの投稿
写真からのファッション分析から
始まり、現在は、渋滞予測や駐車
場管理、顧客の動線分析などに注
力する。

設 立 年 2018年

上 場 日 2020年8月20日

売 上 高 311（百万円）

経常利益 ▲139（百万円）

調達金額 374（百万円）

株式会社 モダリス

医薬品 ［4883］ マザーズ

ゲノム編集技術を活用した遺伝子
治療薬を開発する。独自プラット
フォームであるCRISPR-GNDM技
術は、遺伝子疾患を対象とした治療
薬開発の成功確率や安全性を高め
る。アステラス製薬やエーザイと
の共同研究契約を締結。

設 立 年 2016年

上 場 日 2020年8月3日

売 上 高 645（百万円）

経常利益 146（百万円）

調達金額 2,520（百万円）

株式会社 Speee

情報・通信業 ［4499］ マザーズ

企業向けのサイト閲覧や電子商取
引のマーケティングに関わるコン
サルティングなどを展開する。マー
ケティングの効率化にあたって、
企業の内部データだけでなく外部
データを組み合わせた分析に強み
をもつ。他にメディア運営など。

設 立 年 2007年

上 場 日 2020年7月10日

売 上 高 7,421（百万円）

経常利益 190（百万円）

調達金額 2,464（百万円）
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福井 fukui主要経済指標

百万円 前年比 台数 前年比 台数 前年比 円 前年比 ％ 前年比ポイント

2017年 0.0%　 6.1%　 9.2%　 0.4%　 59.5%　 ▲3.8  

2018年 1.2%　 2.8%　 6.8%　 7.8%　 60.9%　

2019年 ▲1.4%　 ▲2.1%　 ▲2.4%　 ▲3.8%　 60.1%　 ▲0.8  

2019年 ▲7.7%　 ▲19.3%　 ▲17.7%　 ▲15.3%　 63.6%　 ▲24.5  

▲0.7%　 ▲13.1%　 ▲17.8%　 ▲23.7%　 32.7%　 ▲4.8  

2020年 ▲2.7%　 ▲3.3%　 ▲4.0%　 ▲1.3%　 70.2%　

0.7%　 ▲7.4%　 ▲13.6%　 ▲33.6%　 51.0%　 ▲27.4  

▲10.0%　 ▲13.6%　 ▲10.5%　 3.4%　 74.6%　

12.0%　 ▲31.3%　 ▲38.0%　 ▲17.5%　 64.9%　 ▲3.7  

▲4.8%　 ▲45.4%　 ▲59.6%　 0.8%　 75.2%　

4.7%　 ▲22.2%　 ▲20.0%　 17.3%　 35.6%　 ▲2.6  

4.2%　 ▲13.0%　 ▲2.1%　 28.5%　 69.2%　

3.3%　 ▲17.1%　 ▲16.5%　 ▲20.9%　 62.2%　 ▲20.0  

3.4%　 ▲15.1%　 ▲16.2%　 ▲9.6%　 73.2%　 ▲1.4  

8.9%　 39.4%　 26.0%　 ▲25.0%　 50.5%　 ▲11.6  

季節調整値 前年比（原） 季節調整値 前年比（原） 季節調整値 前年比（原） 季節調整値 前年比（原） 季節調整値 前年比（原）

2017年 7.0%　 13.3%　 ▲0.2%　 5.2%　 5.8%　

2018年 0.6%　 3.5%　 ▲1.8%　 ▲0.5%　 12.6%　

2019年 ▲7.3%　 ▲13.8%　 0.5%　 ▲5.2%　 ▲6.2%　

2019年 ▲12.5%　 ▲14.1%　 0.7%　 ▲7.7%　 ▲2.2%　

▲10.3%　 ▲15.3%　 1.0%　 ▲4.3%　 ▲6.2%　

2020年 ▲8.6%　 ▲0.6%　 ▲1.7%　 ▲5.0%　 ▲6.1%　

▲3.5%　 ▲7.8%　 ▲4.9%　 ▲1.2%　 ▲9.9%　

▲9.6%　 ▲3.0%　 ▲3.8%　 ▲3.5%　 ▲12.0%　

▲9.2%　 2.0%　 ▲5.8%　 ▲11.6%　 ▲13.1%　

▲23.0%　 ▲21.7%　 ▲18.7%　 ▲27.2%　 ▲8.9%　

▲6.9%　 12.7%　 ▲22.8%　 ▲13.0%　 ▲10.2%　

▲10.7%　 5.6%　 ▲25.3%　 ▲13.5%　 ▲10.4%　

▲5.8%　 11.5%　 ▲25.2%　 ▲10.3%　 ▲6.4%　

▲4.5%　 16.8%　 ▲27.0%　 ▲6.9%　 ▲7.7%　

3.2%　 19.1%　 ▲21.3%　 ▲0.6%　 ▲7.8%　

戸 前年比 戸 前年比 戸 前年比 戸 前年比 千㎡ 前年比

2017年 ▲0.5%　 ▲5.7%　 9.3%　 3.8%　 0.1%　

2018年 8.2%　 6.0%　 17.1%　 ▲9.0%　 ▲1.2%　

2019年 15.0%　 6.1%　 22.3%　 48.9%　 11.2%　

2019年 ▲8.2%　 ▲25.9%　 15.4%　 36.4%　 6.8%　

12.5%　 6.7%　 14.1%　 34.6%　 7.0%　

2020年 2.1%　 ▲17.4%　 13.8%　 83.3%　 ▲3.1%　

▲27.5%　 ▲19.9%　 ▲46.9%　 17.4%　 1.9%　

▲15.2%　 8.9%　 ▲41.5%　 ▲32.5%　 0.5%　

▲33.6%　 ▲27.8%　 9.4%　 ▲70.7%　 1.6%　

▲27.0%　 ▲19.5%　 ▲15.3%　 ▲66.2%　 ▲17.3%　

▲5.9%　 ▲4.7%　 ▲0.8%　 ▲27.1%　 ▲23.5%　

▲28.3%　 ▲17.3%　 ▲48.5%　 25.9%　 ▲33.3%　

▲32.2%　 ▲8.0%　 ▲45.2%　 ▲82.9%　 ▲43.4%　

▲7.5%　 ▲12.2%　 ▲5.6%　 15.2%　 ▲40.4%　

▲19.5%　 ▲5.4%　 ▲42.2%　 56.0%　 ▲28.2%　

年

資料出所 国土交通省 県政策統計課

 （※2）2019年4月、基準改定。また、原指数及び季節調整済指数は年間補正あり。 （※3）機械工業＝一般機械工業＋電子部品・デバイス工業＋電気機械工業＋輸送機械工業　

新設住宅着工戸数 織物生産

合計 持家 貸家 分譲住宅 総生産高

年 年 年 年

年 年

資料出所 福井県総合政策部政策統計・情報課

年

（※1）大型小売店販売額は全店ベースによる。2020年3月、対象事業所見直しに伴うギャップ調整あり。

鉱工業指数（2015＝100）（※2）

生産
出荷 在庫

総合 機械工業（※3） 繊維工業

年 年 年

資料出所 近畿経済産業局 福井県自動車販売店協会 総務省統計局（家計調査）

大型小売店販売額
（※1）

新車登録（届出）台数 家計（福井市２人以上の世帯のうち勤労者世帯）

合計 内軽自動車販売台数 消費支出 平均消費性向

年度 年 年 年
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福井 fukui 主要経済指標

㎡ 前年比 ㎡ 前年比 ㎡ 前年比 ㎡ 前年比 万円 前年比

2017年 25.6%　 39.1%　 61.3%　 11.4%　 75.8%　

2018年 16.0%　 48.3%　 30.3%　 ▲22.6%　 ▲19.6%　

2019年 ▲10.5%　 ▲26.4%　 ▲50.0%　 111.6%　 12.3%　

2019年 17.7%　 ▲53.6%　 109.2%　 83.2%　 40.9%　

68.7%　 ▲73.2%　 ▲22.6%　 2029.8%　 137.0%　

2020年 ▲13.3%　 ▲67.6%　 ▲34.5%　 633.0%　 267.5%　

▲77.3%　 ▲71.9%　 ▲80.8%　 ▲53.1%　 ▲88.0%　

17.2%　 ▲65.0%　 ▲21.0%　 105.4%　 95.0%　

41.7%　 ▲66.7%　 171.8%　 161.4%　 37.3%　

128.7%　 ▲50.9%　 102.4%　 309.1%　 364.0%　

15.4%　 40.5%　 4.5%　 63.8%　 94.9%　

▲49.2%　 13.7%　 ▲77.6%　 ▲96.7%　 ▲68.4%　

▲46.7%　 ▲79.5%　 116.6%　 ▲43.7%　 ▲42.5%　

▲72.6%　 ▲61.9%　 168.6%　 ▲99.6%　 ▲57.3%　

▲39.4%　 ▲87.2%　 102.8%　 ▲96.5%　 ▲60.8%　

負債額 輸出 輸入

百万円 百万円 前年比 百万円 百万円

2017年 ▲9.1%　 80.0%　 ▲5.4%　 ▲4.5%　 25.6%　

2018年 ▲10.0%　 372.9%　 15.4%　 3.7%　 14.0%　

2019年 55.6%　 ▲34.9%　 ▲25.4%　 ▲10.4%　 ▲13.4%　

2019年 ▲16.7%　 70.7%　 ▲35.3%　 ▲8.5%　 ▲41.3%　

0.0%　 ▲87.6%　 2.5%　 ▲0.4%　 ▲7.8%　

2020年 66.7%　 ▲59.6%　 12.6%　 6.0%　 ▲14.2%　

300.0%　 ▲96.0%　 5.7%　 7.6%　 ▲31.7%　

95.4%　 ▲19.6%　 ▲5.5%　

250.0%　 1717.0%　 1367.3%　 ▲23.2%　 7.2%　

▲60.0%　 ▲96.3%　 3020.8%　 ▲26.5%　 ▲36.0%　

0.0%　 17.9%　 2437.3%　 ▲22.8%　 ▲17.9%　

▲25.0%　 ▲63.2%　 1153.3%　 ▲26.0%　 ▲42.2%　

100.0%　 69.6%　 615.7%　 ▲27.0%　 ▲30.9%　

▲60.0%　 ▲91.9%　 742.9%　 ▲3.6%　 ▲47.2%　

▲66.7%　 ▲92.1%　 353.3%　 4.1%　 ▲18.5%　

百万円 前年比 百万円 前年比 百万円 前年比 客数(人) 前年比 倍

年度 年度

2017年 8.0%　 11.2%　 4.9%　 1.6%　

2018年 2.0%　 6.0%　 2.2%　 1.6%　

2019年 9.4%　 11.3%　 7.4%　

2019年 21.8%　 14.7%　 28.8%　 1.7%　

6.8%　 13.9%　 ▲0.1%　 1.7%　

2020年 12.2%　 4.2%　 22.0%　 1.7%　

1.3%　 ▲3.7%　 6.0%　 1.4%　

▲23.2%　 ▲23.9%　 ▲22.4%　 1.3%　

▲55.3%　 ▲56.8%　 ▲53.7%　  （※5）

▲29.8%　 ▲32.9%　 ▲25.8%　 1.6%　

▲36.7%　 ▲41.2%　 ▲30.6%　 1.5%　

▲39.2%　 ▲30.4%　 ▲48.0%　 1.4%　

▲43.9%　 ▲37.0%　 ▲52.5%　 1.0%　

▲44.2%　 ▲42.4%　 ▲46.5%　 1.5%　

▲20.1%　 ▲20.4%　 ▲19.7%　 2.0%　

福井労働局 県政策統計課

企業倒産（負債額1千万円以上） 信用保証 貿易（敦賀港・福井港）

件数

年度 年度 年度 年 年

前年比 前年比
金額

前年比 前年比

年 年 年

資料出所 国土交通省

建築着工統計（非居住用）床面積 建築着工統計（非居住用）

合計 鉱工業 商業用 サービス業用 工事費予定額合計

年 年

資料出所 東京商工リサーチ 信用保証協会 大阪税関

眼鏡輸出実績
延べ宿泊者数

有効求人倍率
 （※4） 完全失業率枠類合計

資料出所 財務省貿易統計 観光庁

（※4）有効求人倍率の年度は原数値、月別は季節調整値。　 有効求人倍率の2019年12月以前の数値は新季節指数により改訂。　（※5）新型コロナ感染症の影響により中止

眼鏡枠 眼鏡

年 年 年 年
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〒91 8 - 8 1 0 7　福井市春日町23 8 - 3
T E L： 0 7 7 6 - 3 3 - 6 6 1 8（代）
h t t p s : / / www . f u k u i n e t . c o . j p /

福井ネット株式会社

エレクトロニックバンキング

システムインテグレーション

お客さまにピタリとはまるピースを。

全国のどの金融機関からでも迅速かつ正確に口座振替で

集金を代行処理する「ふくいネット代金回収サービス」。

お客さまの集金業務をよりスムーズに、より効率的に

サポートしています。

福井銀行グループの一員として、企業のお客さま向け

及び個人のお客さま向けインターネットバンキングを

はじめとする、エレクトロニックバンキングサービス

の導入・サポートをしています。

ネットワークシステムのコンサルティングをはじめ、

導入計画・運用管理・セキュリティ・クラウド導入

・Web 開発など、あらゆるシステムサービスを、

お客さまに提供しています。

代金回収サービス「ふくいネット」

ピタッ！

ピタッ！

ピタッ！
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スタッフ

2021 新春号編集後記

新年明けましておめでとうございます。　
　今年は過去に例をみないコロナ禍でのスタートとなり、例年のような晴れ晴れとした賑や
かさが乏しい中、読者のみなさまにはおかれましては、静かに新年をお迎えのことと存じます。
　昨年を振り返ってみますと、新型コロナウイルス関連の話題一色となってしまいますが、
福井県では、新幹線の敦賀延伸が一年先延ばしになるなど、独自の不安材料も顕在化し
ました。また、最近の海外情勢をみますと、米中関係や中東情勢など不透明な状況が続
いており、今年の国内経済もまだまだ楽観視できる状態にはならない懸念も拭えません。
しかしながら、このような時だからこそ、生活様式の見直しやデジタルトランスフォーメーショ
ンの進展も予想され、こうした機会をとらえてピンチをチャンスに変えるような発想の転換
も重要になってくると思われます。
　今号の福銀ジャーナルでは、福井県立大学地域経済研究所の南保所長・特任教授より
「福井県経済の2020年の回顧と2021年の展望」に関して、池下特任教授より「2021
年の世界経済の見通し」に関して寄稿いただきました。また、働き方改革と労務問題への
対応の重要性が増していることから、今号より、新たに労務コラムを連載いたします。会
社経営のご参考になれば幸いです。
　福井銀行グループでは、金融面からの福井県経済の下支えはもちろんのこと、さらなるコン
サルティング機能の強化を図り、県内経済の活性化のために様々な取組みを行っております。
福銀ジャーナルでも、多様な情報提供を行っていきたいと思っておりますので、引き続きご愛
読いただければ幸いです。今年もよろしくお願い申し上げます。

　（松浦）
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