２ポイント低下
日銀前橋支店６月短観

業 短 期 経 済 観 測 調 査 結 た︒９月は１㌽改善のプ などが低下の要因となっ 昇した︒
９月までの予測では︑

製造業は前回調査に比 のプラス２︒建設︑卸売 製造業がプラス ︑非製

果﹂︵６月短観︶
によると︑ ラス を予測している︒ た︒非製造業は２㌽低下
全産業の業況判断ＤＩは

店・スーパー販売額が２ をまとめた︒全業種合計

︵ＤＩ︶
は︑
カ月連続で前年比プラス の業況判断指数

となったほか︑５月の乗 前期に比べ２・１㌽上昇

アリババと提携

群馬銀行

群馬銀行︵齋藤一雄頭

や運輸倉庫を中心にサー 前年を上回った︒４月の 業種のうち︑４業種が前 取︶は３日︑世界最大規

非製造業は旅館・ホテル 用車販売が７カ月連続で し５・３となった︒全６

経営動向調査
群馬経済研

群馬経済研究所はこの ビス業が好転し︑マイナ 企業の設備投資は３カ月 回調査と比較してプラス 模の企業間取引マッチン

トコム﹂を運営するアリ

業種別では小売業が前 ババ︵東京都中央区︑香

月の公共工事は４カ月連 況感を押し上げた︒

先行きについて同研究 回のマイナス４・８から 山誠社長︶と業務提携を

７〜９月期の業況判断 続で前年を上回った︒

年４〜６月期︶ ２となった︒

こうした中︑販売チャ 強化特例制度﹂を活用︒ ほど︑県内企業経営動向 ス６・０からプラス１・ ぶりで前年比増加し︑５ に転じており︑全体の景 グサイト﹁アリババドッ
ネルの拡大を計画︒５月 新規事業などに取り組む 調査︵
から全国約 店舗を展開 中小企業の財務体質強化 を実施し︑結果をまとめ
するアパレルチェーンへ を図るために資本性資金 た︒全産業の業況判断指 ＤＩは︑製造業が ・２︑

の Ｏ Ｅ Ｍ 供 給 を ス タ ー を供給するもの︒金融検 数︵ＤＩ︶は︑前回調査 非製造業が７・３で全産 所では﹁海外の政治・経 ２・ ４ に ７・ ２ ㌽ 上 昇︒ 結んだ︒

提携内容は海外販路開

・０に９・２㌽上昇した︒ 拓を目指す同行取引先の

ト︒全国的な商品展示会 査上自己資本とみなすこ に比べ４・３㌽上昇の︑ 業では ・２と︑４〜６ 済動向に伴う株価・為替 サービス業は１・８から
にも出展︑アピールし︑ とができる点が特徴︒

催︒

卸売業は唯一マイナスで︑ 紹介や各種セミナーの共

７〜９月期では︑卸売

マイナス６・７だった︒

業が引き続きマイナス予

桐生信用金庫︵津久井 想︒一方︑製造︑サービ

桐生信金

る﹂としている︒

マイナス０・６で︑２期 月期に比べ上昇しプラス 変動のリスクが懸念され

６月経済概況

村田社長は﹁直営の小 連続のマイナスとなった︒ に転じる見通し︒
調査は群馬銀行の取引

群馬経済研究所はこの
ほど︑６月の経済概況を

月期の景気動向調査を実 は８・６と上昇を予想し
消 費 で は ４ 月 の 百 貨 施し︑このほど調査結果 ている︒

通期では売上高５５２

㈲東上物産

＝破産開始決定＝

億５０００万円

７９１店舗︑会員数は２ 評をいただいている﹂と ０万円⑤飯干一弘⑦約２
ホールディングス︵前橋 万６０００人増え 万９ している︒
市大友町︑腰高博社長・ ０００人となった︒
東証一部︶は５日︑ 年

年５月︶
決算
︵連

８月期第３四半期︵ 年
９月

結︶を発表した︒売上高
は前年同期比９・８％増

カラオケ事業では︑店

と︑しぶかわ名産品セン のオリジナル商品を製造
ター︵しぶさん︶で販売 しており︑ＯＥＭ︵相手

︵東直樹︶

しているほか︑取引先の 先ブランド生産︶も手掛
卸会社を通じて取扱店を けている︒
広げていく︒

鉄板焼ステーキは高級で敷居も
高いが︑
﹁ぶりっく﹂は開店以来
の繁盛店︒地元の常連だけではな
く︑遠方からも何かの記念日には
必ず訪れるという客などで週末は
いつも満席だ︒
カウンター 席と︑
８席の個室が３つあり︑どの席で
も︑厳選した素材を専属コックに
目の前で調理してもらえる︒この
時に調理人と交わす料理談義がた
まらないというファンも多い︒食
事を終えたら︑別テーブルでデザ
ートを楽しめるようにもなってい
る︒
素材は上州牛と米沢牛を主とし
ているが︑その日の仕入れで変わ
る全国の銘柄牛やオーストラリア
産などもあり︑おいしい肉に柔軟
に対応している︒
オーナーシェフの伊原智さんは︑
県内屈指のステーキ店でキャリア
を積み︑ 年に同店をオープン︒
店が手狭になったため︑ 年に今
の場所に移転した︒開店以来︑﹁地
域に必要とされる店づくり﹂を心
掛け︑顧客の笑顔を大切にしてき

設の清掃活動を行い公
共イメージの向上に努
めております︒そして︑
何より会員相互の距離
が近く和気藹々とした
クラブ運営をしており
ます︒クラブ内では任
取組んでおります︒
また︑継続事業とし 意の団体として﹁野球
︵ＮＵＫ︶
﹂
て障がい者支援に取組 部﹂﹁ゴルフ部
んでおります︒ＮＰＯ ﹁ワインを楽しむ会﹂﹁富
法人で障がいのある方 岡ＲＣトレッキングク
の生活を支援している ラブ﹂などの親睦活動
グループホーム﹁アト を楽しむことにより結
ム﹂との野球の交流や 果として退会防止につ
障害者福祉サービス事 なげております︒
そして︑ガバナー方
業所﹁るふと﹂の障が
い者の方がつくったグ 針に従い︑会員増強目
ッズの富岡夏まつりで 標として純増１割で４
の配布︒富岡市地域活 名の増員に取組みたい
動支援センター﹁つく と思います︒最後に︑
し学園﹂で春の花見・ 寄付額︑出席率とも地
夏のソーメン流しを企 区では上位に位置して
画運営し︑障がい者の いるクラブと自負し︑
方と触れ合いを持って 地域のけん引役として
邁進して行きたいと思
おります︒
■クラブ紹介
私たちのクラブは︑ また︑クラブからの いますのでみなさん宜
地域に世界遺産の富岡 拠出金や数名の会員の しくお願い致します︒
製糸場を有し全国でも 方の寄付金を元に障が ■クラブ概要
知名度の高いクラブで い者支援基金を設立い 会長 大塚美知子
あります︒それを活か たしました︒そして︑ 幹事 田村徳良
して︑
﹁ 絹の絆で結ぶ 毎年会員より１人２万 事務局
友好クラブ﹂と題して︑ 円の積立を行い︑来た 富岡市富岡２４５ １
長野県の岡谷ロータリ る設立 周年に向け障 ＴＥＬ０２７４〜 〜
ークラブ︑埼玉県の深 がい者支援に繋がる事 ０４８４
谷ロータリークラブと 業を思案中です︒
ＦＡＸ０２７４〜 〜
友好クラブを締結致し ■会長あいさつ
５５３３
みなさん︑私どもの 例会日時
ました︒充実した交流
により︑互いの親交を クラブは地域に密着し 毎週水曜日午後零時
深めロータリアンとし 汗を流す活動として社 分 同１時 分ホテル
ての奉仕活動に全員で 会奉仕の一環で公共施 アミューズ富岡

ＣＭＹＫ

10 面

群経本紙

日本銀行前橋支店が３ 前回３月調査に比べ２㌽ べ３㌽低下のプラス ︒ がマイナスに転じた︒一 造業でプラス１を見込ん

ネットモールに出店も
靴専門店︑アパレル︑生
ネットショップ︑
自社で企画した婦人靴 ルディ﹂が 店舗︑自社 活雑貨店などへの卸販売 売展開︑

これにより︑ ら回答を得た︒
﹁マダガスカル﹂ ショッピングモール内に 開していく︒
１足５０００円未満とい 価格帯の

輸入し販売している︒ 扱い︑革靴もそろえる高 年内にもインターネット 複数の販売チャネルで展 い︑このうち４６２社か
３︑村 し業容拡大を図るととも 産︑

販売の村田全商社︵前橋 画︒販売チャネルを増や を︑中国の委託工場で生 企画商品や仕入れ商品も につなげていく︒また︑ ＯＥＭ︑ＢｔｏＢという 先１０３１社を対象に行

市問屋町２

製造業が前期のマイナ 発表した︒同研究所では 真澄理事長︶は取引先企 ス︑建設業は二ケタのプ

した場合︑リカバリーが ス３・３からマイナス３・﹁群馬県内の景気は︑回 業５９０社を対象に︑桐 ラスを維持する予想とな

︵湯浅順一︶ 機器の低下が目立った︒

イナス︒電気機器︑輸送 る﹂と分析している︒

新たな展開に当たって︑ できると思う﹂と話して １となり︑２期連続のマ 復に向けた動きがみられ 生市と周辺地区の４〜６ っている︒全業種のＤＩ

販売する﹁ヨースケ１９ 予定︒

同社は 年設立︒
長年︑ う価格やデザイン性︑は が６店舗︑厚底靴などを 直営店を２店舗出店する どこかが売り上げで苦戦

田智司社長☎０２７〜２ に︑リスクに備える︒

５１〜３８１４︶は︑従
直営店としては現在︑ ８７ファイブエフ﹂が１

来のショッピングセンタ 婦人靴の企画︑輸入︑卸 きやすさなどが特徴︒

ー 内 で の 店 舗 展 開 に 加 売を手掛け︑大手チェー
業事業の﹁挑戦支援資本

え︑アパレルチェーンへ ンなどと取り引きしてき 低価格帯中心の自社企画 店舗の計 店舗を展開し 日本政策金融公庫中小企 いる︒

のＯＥＭ︵相手先ブラン たが︑卸販売に限界を感 商品のみを扱う﹁ジュア ている︒

舗ごとにきめ細かく営業

同研究所では﹁取引金 時間や料金設定を見直し 億２３００万円︑経常利

は︑組織体制の改変の面 などが多く挙げられた︒
では﹁事業承継﹂
︑人材の

確保育成面では︑
﹁現場を 融機関は︑同じく企業が 適正化を目指した︒社員 益 億４６００万円︑当

統括できるマネジメント 身近に感じている商工会 独立制度での店舗は５店 期純利益 億円と︑いず

店舗となった︒ れも 年 月発表の予想

同社では﹁首都圏一都

また︑支援機関に相談 に︑他の支援機関との連 期末国内店舗数は 店舗 を上方修正している︒

人材の育成﹂が高かった︒ 議所や商工会などととも 舗増え

を行う上でネックと思う 携を密にしつつ︑経営相 増加し４９０店舗︑海外

フ ィ ッ ト ネ ス 事 業 で 煙は︑ファミリー顧客や ゲーム機等レンタル・リ
69

79

ド生産︶供給をスタート じ︑小売業にシフト︑

これまでに経営相談を

る ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 め 年４〜５月にアンケ 例業務で接することの多 ない﹂と回答している︒

施︑結果をまとめた︒そ ート調査を実施した︒県 い︑税理士︑会計士とす

また︑ 行ったことがある支援機
れによると︑
﹁税務・財 内企業９８３社にアンケ る回答が多かった︒

務﹂﹁経営診断・経営改善・ ートを配布し︑２３７社 幅広い課題で︑取引金融 関では︑産業支援機構・

人以上の企業︑製造業

技術センターは︑従業員

機関を挙げる企業も多か よろず支援拠点︑県産業
その一方で︑
﹁ 創業支

経営相談をするのにふ った︒

経営戦略策定﹂
﹁資金繰 から回答を得た︒

り改善・資金計画﹂の相

談相手としては︑
税理士︑ さわしいと考える支援機

の４０９億７１００万
円︑経常利益が同 ・６
％増の 億円︑当期純利
益が同 ・２％増の 億
てはならない経営テーマ などを展開するコシダカ

同社は明治 ︵１８８
５︶年の創業︒乾麺︑生
同社アンテナショップ 麺︑半生麺およそ 種類

ることができる︒

など幅広い料理に使用す

やっこ︑野菜スティック が︑うまく仕上がった︒

き肉︑チャーハン︑冷や は 好 き 嫌 い が 分 か れ る

おにぎり︑炒め物︑焼 になっている︒パクチー

風味豊かに仕上げている︒ 用などパクチーがブーム

キスやしょうがを加え︑ トックス効果や抗酸化作

狩野桂一社長の話 デ

老舗製麺会社・叶屋食

レディースランチは１８５０円（税込）

た︒
鉄板は目の前で調理すること
で︑料理を舌だけでなく︑目や耳
や鼻といった五感で感じ取れるの
が魅力︒また︑鉄板焼きは和食の
ため︑すべてはしで食べることが
できる︒料理人は常に表に立ち︑
お客さんと接するので︑同コック
には高いコミュニケーション能力
も求められる︒スペシャルな場所
は︑料理の味だけでなく︑店のス
タッフや雰囲気も特別だ︒
伊原シェフは﹁こういう店がな
いと困ると言われるが︑今後は規
模でも売り上げでも︑いろんな意
味で地域一番店を目指したい﹂と
話す︒
高崎市八千代町２ ２ １☎０
２７〜３２１〜５６３８

−

−

﹁カラオケまねきねこ﹂ ４６００万円となった︒

コシダカホールディングス
ぜ込んだ上︑かつお節エ

今後強化・改善しなく

たい︒毎日続けて食べて などで評価が高かった︒

容の幅広さ︑迅速正確性

ろず支援拠点は︑相談内

﹁ＩＴ環境・ いる︒産業支援機構・よ
ろ︑
﹁税務・財務﹂や﹁経 外進出支援﹂

している︒

食べ方としては︑ごは もらえれば﹂と話してい
同社は明治 ︵１８９

んや麺
︵めん︶
類︑
サラダ︑ る︒
スープにかけるほか︑シ

ロップが入り生姜の辛さ ０︶年創業︒野菜のみそ
が抑えられているため︑ 漬けをメーンに販売︒原
そのまま食べることも可 料となる野菜は土作りか
能︒ ㌘入りで︑価格は ら種子の選定︑肥料の種

高橋社長は﹁おいしさ 店︑若宮店︑前橋南部店︑

︵湯浅順一︶
料・１回２５００円で３
回まで︶
︒

第３四半期決算

したほか︑インターネッ 年に直営１号店をオープ

トショッピングモールへ ンした︒

税理士︑会計士が上位に

経営相談の相手

16

こととしては︑指導を経 談におけるファーストコ 店舗は 店舗となった︒ 三県全店で始めた全室禁 ①ゲーム機景品等販売︑
同研究所では︑経営相 営診断・経営改善・経営 ＩＴ関連活用﹂について 営に生かす能力や人材が ンタクトの相手としての

群馬経済
研が調査

33

﹁資金繰り改 は︑ 社以上が﹁役立つ 自社に不足していること︑ 役割を高めていく必要が は︑加盟店舗数が 店舗 シニア顧客など健康を第 ース②高崎市西国分町③
ほど︑
県内企業を対象に︑ 談の実情や企業の経営強 戦略策定﹂

群馬経済研究所はこの

14

16 17
41

﹁海 の利用割合が高くなって
会計士︑取引金融機関が 関を挙げてもらったとこ 援・ベンチャー育成﹂

㌘︶にシールド乳

直営店は前橋千代田町本

むらや︵前橋市千代田町 どを加えたもの︒同社で Ｍ １や︑難消化性デキ 健用食品にも使われてい 舗や通信販売で扱ってい て自社で管理している︒
︵約

４ ９ ５︑高橋基雄社 は︑サプリ感覚で毎日食 ストリン︑希少糖含有シ る食物繊維︒大さじ１杯 る︒

県が参加者を募集

応募は︑県ホームペー
ジからダウンロードした
参加申込書に記入の上︑
勉強会や交流会︑個別 郵送かメールで送る︒締

人程度︒

創業プラン実現支援塾
県は﹁創業プラン実現
支援塾﹂の参加者︵塾生︶

相談︑専門家派遣などを め切りは 日で︑書面審 品︵渋川市渋川２２５９︑
対象は県内で創業を予 行った上で︑創業プラン 査の上︑参加の可否を決 狩野桂一社長☎０２７９

を募集している︒

〜 〜０１３７︶は︑こ
詳しい問い合わせは県 のほど﹁パクチー香る焼

定している人または創業 発表会を開催する︒期間 定する︒
後５年未満の人で︑支援 は８月 日から来年３月

︵１３０㌘︑税
日まで︒会場は県庁や 産業経済部商政課創業・ ねぎ味噌﹂
まで︒ 発売した︒味噌に刻んだ
コンテストに参加したか 業技術センター︒参加費 ２２６〜３３３６︶
パクチー︑焼きネギを混

97

17

54 50

婦人靴の企画︑開発︑ の 出 店 に も 乗 り 出 す 計

29

としている︒ 増加し︑期末店舗数は１ 一に考えるお客様にご好 １９９３年５月④１００
経営相談ニーズにに関す 化のニーズを把握するた 善・資金計画﹂では︑定 機関がない／思い当たら コスト負担に対する不安 ありそうだ﹂

90

「パクチー香る焼ねぎ味噌」

上位に挙げられた︒

ふりかけシリーズの新商品

乳酸菌や食物繊維配合

11

59

10

07

23

シールド乳酸菌は︑森 酸菌は約１００億個︑難 と健康の両立を目指した 高崎飯塚店︑新宿高島屋

長☎０２７〜２３１〜４ べてもらうことを提案し ロップを配合︒

10

ＯＥＭ供給スタート

日に発表した﹁群馬県企 低 下 の プ ラ ス ９ と な っ 生産用機械︑業務用機械 方︑電気・ガスは ㌽上 でいる︒

15

村田全商社

人気の高い〝ふりかけ 永乳業が﹁免疫力を高め 消化性デキストリンはセ 商品︒便秘で悩んでいる 店の５店︒

０７７︶は６月 日︑﹁ふ ている︒

姜︵しょうが︶の︑みそ て発売した﹁ふりかけ生 したヒト由来の乳酸菌︒
１や水溶性食物繊維の は︑細かく刻んだ生姜み う︒難消化性デキストリ

漬に︑シールド乳酸菌Ｍ 姜 乳酸菌＆食物繊維﹂ 腸内環境を改善するとい

24

10

けたか︑ビジネスプラン 県産業支援機構︑群馬産 経営支援係︵☎０２７〜 別参考価格６００円︶を

機関の継続的な支援を受

26

純利益54％増

64

物繊維﹂を発売した︒生 シリーズ〟の新商品とし る﹂をキーワードに開発 ロリ約１・５本分を配合 ような方などにお薦めし

りかけ生姜 乳酸菌＆食

18

叶屋食品が発売

14

−

漬物製造・販売の︑た 難消化性デキストリンな そ漬に︑シールド乳酸菌 ンは︑さまざまな特定保 税込み５００円︒同社店 類︑収穫時期まで︑すべ

75

のいずれか︒募集人数は は無料︵専門家派遣は有

−

大熊章之

たむらや

63

10

10 29

ぶりっく店内と伊原オーナーシェフ

15

−

62

17

10

17

10

24

ＣＭＹＫ

10 面

群経本紙

けやきウォーク前橋内で営業する「ジュアルディ」
直営店などで販売している

80

−

27

商品を手にする狩野社長

−

51

23

−

⑦負債総額

70

26

27

18

販売チャネル拡大図る

（第三種郵便物認可）

23

08

17

−

（1 0）

2 0 1 7 年（平成 29 年） 7 月 13 日（木曜日）
−

10 面
群経本紙

C M Y K

60

−

大塚美知子

10

