平成24年度企業行動に関するアンケート調査
産業別
全産業
製造業
素材型製造業
加工型製造業
その他の製造業
非製造業

（内訳）
・素材型製造業
・加工型製造業
・その他の製造業
・非製造業

分類一覧

繊維製品 パルプ・紙 化学 鉄鋼 非鉄金属
機械 電気機器 輸送用機器 精密機器
食料品 医薬品 石油・石炭製品 ゴム製品 ガラス・土石製品 金属製品 その他製品
水産・農林業 鉱業 建設業 卸売業 小売業 不動産業 陸運業 海運業 空運業 倉庫・運輸関連業
情報・通信業 電気・ガス業 サービス業 銀行業 証券、商品先物取引業 保険業 その他金融業

景気・需要見通し
我が国の名目経済成長率見通し（次年度）
我が国名目̲次年度̲回答企業数
我が国名目̲次年度̲5％以上
我が国名目̲次年度̲4％以上̲5％未満
我が国名目̲次年度̲3％以上̲4％未満
我が国名目̲次年度̲2％以上̲3％未満
我が国名目̲次年度̲1．5％以上̲2％未満
我が国名目̲次年度̲1％以上̲1．5％未満
我が国名目̲次年度̲0．5％以上̲1％未満
我が国名目̲次年度̲0％超̲0．5％未満
我が国名目̲次年度̲0％
我が国名目̲次年度̲△0．5％超̲0％未満
我が国名目̲次年度̲△1％超̲△0．5％以下
我が国名目̲次年度̲△2％超̲△1％以下
我が国名目̲次年度̲△3％超̲△2％以下
我が国名目̲次年度̲△3％以下
我が国名目̲次年度̲平均値

我が国の名目経済成長率見通し（今後3年間の年度平均）
我が国名目̲今後3年間̲回答企業数
我が国名目̲今後3年間̲5％以上
我が国名目̲今後3年間̲4％以上̲5％未満
我が国名目̲今後3年間̲3％以上̲4％未満
我が国名目̲今後3年間̲2％以上̲3％未満
我が国名目̲今後3年間̲1．5％以上̲2％未満
我が国名目̲今後3年間̲1％以上̲1．5％未満
我が国名目̲今後3年間̲0．5％以上̲1％未満
我が国名目̲今後3年間̲0％超̲0．5％未満
我が国名目̲今後3年間̲0％
我が国名目̲今後3年間̲△0．5％超̲0％未満
我が国名目̲今後3年間̲△1％超̲△0．5％以下
我が国名目̲今後3年間̲△2％超̲△1％以下
我が国名目̲今後3年間̲△3％超̲△2％以下
我が国名目̲今後3年間̲△3％以下
我が国名目̲今後3年間̲平均値

我が国の名目経済成長率見通し（今後5年間の年度平均）
我が国名目̲今後5年間̲回答企業数
我が国名目̲今後5年間̲5％以上
我が国名目̲今後5年間̲4％以上̲5％未満
我が国名目̲今後5年間̲3％以上̲4％未満
我が国名目̲今後5年間̲2％以上̲3％未満
我が国名目̲今後5年間̲1．5％以上̲2％未満
我が国名目̲今後5年間̲1％以上̲1．5％未満
我が国名目̲今後5年間̲0．5％以上̲1％未満
我が国名目̲今後5年間̲0％超̲0．5％未満
我が国名目̲今後5年間̲0％
我が国名目̲今後5年間̲△0．5％超̲0％未満
我が国名目̲今後5年間̲△1％超̲△0．5％以下
我が国名目̲今後5年間̲△2％超̲△1％以下
我が国名目̲今後5年間̲△3％超̲△2％以下
我が国名目̲今後5年間̲△3％以下
我が国名目̲今後5年間̲平均値

我が国の実質経済成長率見通し（次年度）
我が国実質̲次年度̲回答企業数
我が国実質̲次年度̲5％以上
我が国実質̲次年度̲4％以上̲5％未満
我が国実質̲次年度̲3％以上̲4％未満
我が国実質̲次年度̲2％以上̲3％未満
我が国実質̲次年度̲1．5％以上̲2％未満
我が国実質̲次年度̲1％以上̲1．5％未満
我が国実質̲次年度̲0．5％以上̲1％未満
我が国実質̲次年度̲0％超̲0．5％未満
我が国実質̲次年度̲0％
我が国実質̲次年度̲△0．5％超̲0％未満
我が国実質̲次年度̲△1％超̲△0．5％以下
我が国実質̲次年度̲△2％超̲△1％以下
我が国実質̲次年度̲△3％超̲△2％以下
我が国実質̲次年度̲△3％以下
我が国実質̲次年度̲平均値

我が国の実質経済成長率見通し（今後3年間の年度平均）
我が国実質̲今後3年間̲回答企業数
我が国実質̲今後3年間̲5％以上
我が国実質̲今後3年間̲4％以上̲5％未満
我が国実質̲今後3年間̲3％以上̲4％未満
我が国実質̲今後3年間̲2％以上̲3％未満
我が国実質̲今後3年間̲1．5％以上̲2％未満
我が国実質̲今後3年間̲1％以上̲1．5％未満
我が国実質̲今後3年間̲0．5％以上̲1％未満
我が国実質̲今後3年間̲0％超̲0．5％未満
我が国実質̲今後3年間̲0％
我が国実質̲今後3年間̲△0．5％超̲0％未満
我が国実質̲今後3年間̲△1％超̲△0．5％以下
我が国実質̲今後3年間̲△2％超̲△1％以下
我が国実質̲今後3年間̲△3％超̲△2％以下
我が国実質̲今後3年間̲△3％以下
我が国実質̲今後3年間̲平均値

我が国の実質経済成長率見通し（今後5年間の年度平均）
我が国実質̲今後5年間̲回答企業数
我が国実質̲今後5年間̲5％以上
我が国実質̲今後5年間̲4％以上̲5％未満
我が国実質̲今後5年間̲3％以上̲4％未満
我が国実質̲今後5年間̲2％以上̲3％未満
我が国実質̲今後5年間̲1．5％以上̲2％未満
我が国実質̲今後5年間̲1％以上̲1．5％未満
我が国実質̲今後5年間̲0．5％以上̲1％未満
我が国実質̲今後5年間̲0％超̲0．5％未満
我が国実質̲今後5年間̲0％
我が国実質̲今後5年間̲△0．5％超̲0％未満
我が国実質̲今後5年間̲△1％超̲△0．5％以下
我が国実質̲今後5年間̲△2％超̲△1％以下
我が国実質̲今後5年間̲△3％超̲△2％以下
我が国実質̲今後5年間̲△3％以下
我が国実質̲今後5年間̲平均値

業界需要の名目成長率見通し（次年度）
業界名目̲次年度̲回答企業数
業界名目̲次年度̲6％以上
業界名目̲次年度̲5％以上̲6％未満
業界名目̲次年度̲4％以上̲5％未満
業界名目̲次年度̲3％以上̲4％未満
業界名目̲次年度̲2％以上̲3％未満
業界名目̲次年度̲1．5％以上̲2％未満
業界名目̲次年度̲1％以上̲1．5％未満
業界名目̲次年度̲0．5％以上̲1％未満
業界名目̲次年度̲0％超̲0．5％未満
業界名目̲次年度̲0％
業界名目̲次年度̲△2％超̲0％未満
業界名目̲次年度̲△4％超̲△2％以下
業界名目̲次年度̲△6％超̲△4％以下
業界名目̲次年度̲△6％以下
業界名目̲次年度̲平均値

業界需要の名目成長率見通し（今後3年間の年度平均）
業界名目̲今後3年間̲回答企業数
業界名目̲今後3年間̲6％以上
業界名目̲今後3年間̲5％以上̲6％未満
業界名目̲今後3年間̲4％以上̲5％未満
業界名目̲今後3年間̲3％以上̲4％未満
業界名目̲今後3年間̲2％以上̲3％未満
業界名目̲今後3年間̲1．5％以上̲2％未満
業界名目̲今後3年間̲1％以上̲1．5％未満
業界名目̲今後3年間̲0．5％以上̲1％未満
業界名目̲今後3年間̲0％超̲0．5％未満
業界名目̲今後3年間̲0％
業界名目̲今後3年間̲△2％超̲0％未満
業界名目̲今後3年間̲△4％超̲△2％以下
業界名目̲今後3年間̲△6％超̲△4％以下
業界名目̲今後3年間̲△6％以下
業界名目̲今後3年間̲平均値

業界需要の名目成長率見通し（今後5年間の年度平均）
業界名目̲今後5年間̲回答企業数
業界名目̲今後5年間̲6％以上
業界名目̲今後5年間̲5％以上̲6％未満
業界名目̲今後5年間̲4％以上̲5％未満
業界名目̲今後5年間̲3％以上̲4％未満
業界名目̲今後5年間̲2％以上̲3％未満
業界名目̲今後5年間̲1．5％以上̲2％未満
業界名目̲今後5年間̲1％以上̲1．5％未満
業界名目̲今後5年間̲0．5％以上̲1％未満
業界名目̲今後5年間̲0％超̲0．5％未満
業界名目̲今後5年間̲0％
業界名目̲今後5年間̲△2％超̲0％未満
業界名目̲今後5年間̲△4％超̲△2％以下
業界名目̲今後5年間̲△6％超̲△4％以下
業界名目̲今後5年間̲△6％以下
業界名目̲今後5年間̲平均値
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業界需要の実質成長率見通し（次年度）
業界実質̲次年度̲回答企業数
業界実質̲次年度̲6％以上
業界実質̲次年度̲5％以上̲6％未満
業界実質̲次年度̲4％以上̲5％未満
業界実質̲次年度̲3％以上̲4％未満
業界実質̲次年度̲2％以上̲3％未満
業界実質̲次年度̲1．5％以上̲2％未満
業界実質̲次年度̲1％以上̲1．5％未満
業界実質̲次年度̲0．5％以上̲1％未満
業界実質̲次年度̲0％超̲0．5％未満
業界実質̲次年度̲0％
業界実質̲次年度̲△2％超̲0％未満
業界実質̲次年度̲△4％超̲△2％以下
業界実質̲次年度̲△6％超̲△4％以下
業界実質̲次年度̲△6％以下
業界実質̲次年度̲平均値

業界需要の実質成長率見通し（今後3年間の年度平均）
業界実質̲今後3年間̲回答企業数
業界実質̲今後3年間̲6％以上
業界実質̲今後3年間̲5％以上̲6％未満
業界実質̲今後3年間̲4％以上̲5％未満
業界実質̲今後3年間̲3％以上̲4％未満
業界実質̲今後3年間̲2％以上̲3％未満
業界実質̲今後3年間̲1．5％以上̲2％未満
業界実質̲今後3年間̲1％以上̲1．5％未満
業界実質̲今後3年間̲0．5％以上̲1％未満
業界実質̲今後3年間̲0％超̲0．5％未満
業界実質̲今後3年間̲0％
業界実質̲今後3年間̲△2％超̲0％未満
業界実質̲今後3年間̲△4％超̲△2％以下
業界実質̲今後3年間̲△6％超̲△4％以下
業界実質̲今後3年間̲△6％以下
業界実質̲今後3年間̲平均値

為替レート
1年後の予想円レート
予想円レート̲回答企業数
予想円レート̲60円台
予想円レート̲70円台
予想円レート̲80円台
予想円レート̲90円台
予想円レート̲100円台
予想円レート̲110円台
予想円レート̲120円台
予想円レート̲130円台
予想円レート̲その他
予想円レート̲予想できない

採算円レート （輸出を行っている企業のみ）
採算円レート̲回答企業数
採算円レート̲150円以上
採算円レート̲140円以上̲150円未満
採算円レート̲130円以上̲140円未満
採算円レート̲120円以上̲130円未満
採算円レート̲110円以上̲120円未満
採算円レート̲100円以上̲110円未満
採算円レート̲90円以上̲100円未満
採算円レート̲80円以上̲90円未満
採算円レート̲70円以上̲80円未満
採算円レート̲70円未満
採算円レート̲平均値

価格
１年後の平均仕入価格の変化率
平均仕入価格̲回答企業数
平均仕入価格̲20％以上
平均仕入価格̲10％以上̲20％未満
平均仕入価格̲5％以上̲10％未満
平均仕入価格̲0％超̲5％未満
平均仕入価格̲0％
平均仕入価格̲△5％超̲0％未満
平均仕入価格̲△10％超̲△5％以下
平均仕入価格̲△20％超̲△10％以下
平均仕入価格̲△20％以下

１年後の平均販売価格の変化率
平均販売価格̲回答企業数
平均販売価格̲20％以上
平均販売価格̲10％以上̲20％未満
平均販売価格̲5％以上̲10％未満
平均販売価格̲0％超̲5％未満
平均販売価格̲0％
平均販売価格̲△5％超̲0％未満
平均販売価格̲△10％超̲△5％以下
平均販売価格̲△20％超̲△10％以下
平均販売価格̲△20％以下

設備投資の伸び率
設備投資の増減率（過去3年間の年度平均）
設備投資̲過去3年間̲回答企業数
設備投資̲過去3年間̲25％以上
設備投資̲過去3年間̲20％以上̲25％未満
設備投資̲過去3年間̲15％以上̲20％未満
設備投資̲過去3年間̲10％以上̲15％未満
設備投資̲過去3年間̲5％以上̲10％未満
設備投資̲過去3年間̲0％超̲5％未満
設備投資̲過去3年間̲0％
設備投資̲過去3年間̲△5％超̲0％未満
設備投資̲過去3年間̲△10％超̲△5％以下
設備投資̲過去3年間̲△15％超̲△10％以下
設備投資̲過去3年間̲△20％超̲△15％以下
設備投資̲過去3年間̲△25％超̲△20％以下
設備投資̲過去3年間̲△25％以下
設備投資̲過去3年間̲設備投資を行わなかった（行う予
定がない）

設備投資の増減率（今後3年間の年度平均）
設備投資̲今後3年間̲回答企業数
設備投資̲今後3年間̲25％以上
設備投資̲今後3年間̲20％以上̲25％未満
設備投資̲今後3年間̲15％以上̲20％未満
設備投資̲今後3年間̲10％以上̲15％未満
設備投資̲今後3年間̲5％以上̲10％未満
設備投資̲今後3年間̲0％超̲5％未満
設備投資̲今後3年間̲0％
設備投資̲今後3年間̲△5％超̲0％未満
設備投資̲今後3年間̲△10％超̲△5％以下
設備投資̲今後3年間̲△15％超̲△10％以下
設備投資̲今後3年間̲△20％超̲△15％以下
設備投資̲今後3年間̲△25％超̲△20％以下
設備投資̲今後3年間̲△25％以下
設備投資̲今後3年間̲設備投資を行わなかった(行う予
定がない）
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業界需要の実質成長率見通し（今後5年間の年度平均）
業界実質̲今後5年間̲回答企業数
業界実質̲今後5年間̲6％以上
業界実質̲今後5年間̲5％以上̲6％未満
業界実質̲今後5年間̲4％以上̲5％未満
業界実質̲今後5年間̲3％以上̲4％未満
業界実質̲今後5年間̲2％以上̲3％未満
業界実質̲今後5年間̲1．5％以上̲2％未満
業界実質̲今後5年間̲1％以上̲1．5％未満
業界実質̲今後5年間̲0．5％以上̲1％未満
業界実質̲今後5年間̲0％超̲0．5％未満
業界実質̲今後5年間̲0％
業界実質̲今後5年間̲△2％超̲0％未満
業界実質̲今後5年間̲△4％超̲△2％以下
業界実質̲今後5年間̲△6％超̲△4％以下
業界実質̲今後5年間̲△6％以下
業界実質̲今後5年間̲平均値

雇用者数の動向
雇用者数の増減率̲全体（過去3年間の年度平均）
雇用者数̲過去3年間̲全体̲回答企業数
雇用者数̲過去3年間̲全体̲15％以上
雇用者数̲過去3年間̲全体̲10％以上̲15％未満
雇用者数̲過去3年間̲全体̲5％以上̲10％未満
雇用者数̲過去3年間̲全体̲0％超̲5％未満
雇用者数̲過去3年間̲全体̲0％
雇用者数̲過去3年間̲全体̲△5％超̲0％未満
雇用者数̲過去3年間̲全体̲△10％超̲△5％以下
雇用者数̲過去3年間̲全体̲△15％超̲△10％以下
雇用者数̲過去3年間̲全体̲△15％以下

雇用者数の増減率̲全体（今後3年間の年度平均）
雇用者数̲今後3年間̲全体̲回答企業数
雇用者数̲今後3年間̲全体̲15％以上
雇用者数̲今後3年間̲全体̲10％以上̲15％未満
雇用者数̲今後3年間̲全体̲5％以上̲10％未満
雇用者数̲今後3年間̲全体̲0％超̲5％未満
雇用者数̲今後3年間̲全体̲0％
雇用者数̲今後3年間̲全体̲△5％超̲0％未満
雇用者数̲今後3年間̲全体̲△10％超̲△5％以下
雇用者数̲今後3年間̲全体̲△15％超̲△10％以下
雇用者数̲今後3年間̲全体̲△15％以下

雇用者数の増減率̲うち正社員（過去3年間の年度平均）
雇用者数̲過去3年間̲うち正社員̲回答企業数
雇用者数̲過去3年間̲うち正社員̲15％以上
雇用者数̲過去3年間̲うち正社員̲10％以上̲15％未満
雇用者数̲過去3年間̲うち正社員̲5％以上̲10％未満
雇用者数̲過去3年間̲うち正社員̲0％超̲5％未満
雇用者数̲過去3年間̲うち正社員̲0％
雇用者数̲過去3年間̲うち正社員̲△5％超̲0％未満
雇用者数̲過去3年間̲うち正社員̲△10％超̲△5％以下
雇用者数̲過去3年間̲うち正社員̲△15％超̲△10％以下
雇用者数̲過去3年間̲うち正社員̲△15％以下

雇用者数の増減率̲うち正社員（今後3年間の年度平均）
雇用者数̲今後3年間̲うち正社員̲回答企業数
雇用者数̲今後3年間̲うち正社員̲15％以上
雇用者数̲今後3年間̲うち正社員̲10％以上̲15％未満
雇用者数̲今後3年間̲うち正社員̲5％以上̲10％未満
雇用者数̲今後3年間̲うち正社員̲0％超̲5％未満
雇用者数̲今後3年間̲うち正社員̲0％
雇用者数̲今後3年間̲うち正社員̲△5％超̲0％未満
雇用者数̲今後3年間̲うち正社員̲△10％超̲△5％以下
雇用者数̲今後3年間̲うち正社員̲△15％超̲△10％以下
雇用者数̲今後3年間̲うち正社員̲△15％以下

海外現地生産比率と逆輸入比率

（製造業のみ）

海外現地生産比率（前年度実績）
海外現地生産比率̲前年度̲回答企業数
海外現地生産比率̲前年度̲50％以上
海外現地生産比率̲前年度̲40％以上̲50％未満
海外現地生産比率̲前年度̲30％以上̲40％未満
海外現地生産比率̲前年度̲25％以上̲30％未満
海外現地生産比率̲前年度̲20％以上̲25％未満
海外現地生産比率̲前年度̲15％以上̲20％未満
海外現地生産比率̲前年度̲10％以上̲15％未満
海外現地生産比率̲前年度̲5％以上̲10％未満
海外現地生産比率̲前年度̲2％以上̲5％未満
海外現地生産比率̲前年度̲0％超̲2％未満
海外現地生産比率̲前年度̲0％
海外現地生産比率̲前年度̲平均値

海外現地生産比率（今年度実績見込み）
海外現地生産比率̲今年度̲回答企業数
海外現地生産比率̲今年度̲50％以上
海外現地生産比率̲今年度̲40％以上̲50％未満
海外現地生産比率̲今年度̲30％以上̲40％未満
海外現地生産比率̲今年度̲25％以上̲30％未満
海外現地生産比率̲今年度̲20％以上̲25％未満
海外現地生産比率̲今年度̲15％以上̲20％未満
海外現地生産比率̲今年度̲10％以上̲15％未満
海外現地生産比率̲今年度̲5％以上̲10％未満
海外現地生産比率̲今年度̲2％以上̲5％未満
海外現地生産比率̲今年度̲0％超̲2％未満
海外現地生産比率̲今年度̲0％
海外現地生産比率̲今年度̲平均値

海外現地生産比率（5年後の見通し）
海外現地生産比率̲5年後̲回答企業数
海外現地生産比率̲5年後̲50％以上
海外現地生産比率̲5年後̲40％以上̲50％未満
海外現地生産比率̲5年後̲30％以上̲40％未満
海外現地生産比率̲5年後̲25％以上̲30％未満
海外現地生産比率̲5年後̲20％以上̲25％未満
海外現地生産比率̲5年後̲15％以上̲20％未満
海外現地生産比率̲5年後̲10％以上̲15％未満
海外現地生産比率̲5年後̲5％以上̲10％未満
海外現地生産比率̲5年後̲2％以上̲5％未満
海外現地生産比率̲5年後̲0％超̲2％未満
海外現地生産比率̲5年後̲0％
海外現地生産比率̲5年後̲平均値

逆輸入比率（前年度実績）
逆輸入比率̲前年度̲回答企業数
逆輸入比率̲前年度̲50％以上
逆輸入比率̲前年度̲40％以上̲50％未満
逆輸入比率̲前年度̲30％以上̲40％未満
逆輸入比率̲前年度̲25％以上̲30％未満
逆輸入比率̲前年度̲20％以上̲25％未満
逆輸入比率̲前年度̲15％以上̲20％未満
逆輸入比率̲前年度̲10％以上̲15％未満
逆輸入比率̲前年度̲5％以上̲10％未満
逆輸入比率̲前年度̲2％以上̲5％未満
逆輸入比率̲前年度̲0％超̲2％未満
逆輸入比率̲前年度̲0％
逆輸入比率̲前年度̲平均値

逆輸入比率（今年度実績見込み）
逆輸入比率̲今年度̲回答企業数
逆輸入比率̲今年度̲50％以上
逆輸入比率̲今年度̲40％以上̲50％未満
逆輸入比率̲今年度̲30％以上̲40％未満
逆輸入比率̲今年度̲25％以上̲30％未満
逆輸入比率̲今年度̲20％以上̲25％未満
逆輸入比率̲今年度̲15％以上̲20％未満
逆輸入比率̲今年度̲10％以上̲15％未満
逆輸入比率̲今年度̲5％以上̲10％未満
逆輸入比率̲今年度̲2％以上̲5％未満
逆輸入比率̲今年度̲0％超̲2％未満
逆輸入比率̲今年度̲0％
逆輸入比率̲今年度̲平均値

逆輸入比率（5年後の見通し）
逆輸入比率̲5年後̲回答企業数
逆輸入比率̲5年後̲50％以上
逆輸入比率̲5年後̲40％以上̲50％未満
逆輸入比率̲5年後̲30％以上̲40％未満
逆輸入比率̲5年後̲25％以上̲30％未満
逆輸入比率̲5年後̲20％以上̲25％未満
逆輸入比率̲5年後̲15％以上̲20％未満
逆輸入比率̲5年後̲10％以上̲15％未満
逆輸入比率̲5年後̲5％以上̲10％未満
逆輸入比率̲5年後̲2％以上̲5％未満
逆輸入比率̲5年後̲0％超̲2％未満
逆輸入比率̲5年後̲0％
逆輸入比率̲5年後̲平均値

海外に生産拠点を置く理由
海外に生産拠点を置く理由の回答企業数
労働力コストが低い
高度な能力を持つ人材（技術者、研究者等）の確保が容易
資材・原材料、製造工程全体、物流、土地・建物等のコストが低い
現地・進出先近隣国の需要が旺盛又は今後の拡大が見込まれる
現地の顧客ニーズに応じた対応が可能
現地に部品、原材料を安定供給するサプライヤーがある
親会社、取引先等の進出に伴って進出
現地政府の産業育成政策、税制・融資等の優遇措置がある
制約となっていた現地のインフラが必要水準を満たした
その他
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