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要旨 本論は，東日本大震災福島原発災害と復旧・復興が企業経営に与えた影響について，福島県浜通り地域の建設業

を対象に考察した．避難指示区域がなかったいわき市は，企業数や従業者数が減少せず，売上高と利益高の高まりとと

もに自己資本比率が改善するなど，経営健全性を実現した．新地町相馬市は，企業数や従業者数がそれほど大きく減少

せず，高まった売上高と利益高を背景に自己資本比率が高まったものの，それは一時的であり，次第に低下した．南相

馬市は，避難指示区域の解除後，売上高が急上昇し，経常利益，当期純利益，経常利益率，当期純利益率なども急速に

改善した．しかし震災後では自己資本比率がかなり低下した．双葉地区は，避難指示区域の解除が遅れ，企業数が極端

に少なく，しかも従業者規模も小さかった．その売上高は震災前水準に戻らず，経常利益高や経常利益率も低迷した．

しかし高い水準の当期純利益率を実現したものの，それは原子力賠償による特別損益の黒字による補填であった．この

ように浜通り地域建設業は，避難指示区域の有無とその程度が財務内容に反映し，その収益性は明確な地域差をもちつ

つ高めた．ただし，それは企業経営の健全性や活動性の改善には繋がっておらず，今後，建設業経営の持続可能性に問

題が生ずると思われる． 
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1．はじめに 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災と

東京電力福島第一原子力発電所災害（以下，震

原災）は，福島県経済に大きな影響をもたらし

た．とりわけ相双地区は，巨大な津波に襲われ

ただけでなく，原発事故の放射能汚染により，

警戒区域や避難区域が指示されたことで，産業

経済が大打撃を受けた．震原災後（以下，災

後），原発事故の収束作業，放射能除染，中間

貯蔵施設の建設，防波堤・防潮林の造成，高速

道路・避難道路・鉄道など交通インフラの建

設・復旧，復旧作業者・避難帰還者向け生活イ

ンフラの整備，福島ロボット・テスト・フィー

ルドや企業誘致向け工業団地の造成など，復

旧・復興に向けたハードインフラの建設・整備

が進んだ．  

こうした土木・建設工事の進展は，震原災で

落ち込んだ福島県内総生産（GDP）を押し上げ

た．災前 2010 年度の福島県 GDP は 7.17 兆円で

あり，災後 2011 年度には 6.56 兆円に落ちた。

しかし，その後 V 字回復を見せ 2013 年度には

7.41 兆円に達した．しかしこれは震原災の収

束・復旧・復興に向けた国からの財政支出に起

因する一時的な経済回復であり，福島県の持続

的発展としての経済復興ではない．（山川，

2020a，2020b，2021a）．   

このことは，『福島県市町村民経済計算』に

おける相双地区 GDP の部門別動向を辿れば，

鮮明になる（山川，2021b）  ．相双地区 GDP

は，2010 年度から 2011 年度にかけて，9392 億

円から 2 分の１未満の 4302 億円に大きく落ち

込んだ．2012 年度は，建設業の急拡大と製造業

の回復に転じ，2016 年度からは GDP が 1 兆円

の大台に乗った．  

ただし，相双地区 GDP の回復には市町村で

の地域差がある．帰還困難区域を抱える浪江

町・双葉町・大熊町・富岡町・楢葉町の GDP

を支えるのは建設業だが，2017 年度でも災前

GDP 水準までの回復にはなお遠い．他方，製造

業に基盤産業を持つ相馬市 GDP は，2014 年度
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に災前水準を上回り，2016 年度には災前比で

2.2 倍を超えた．また南相馬市 GDP は 2016 年

度に災前水準に回復した．しかし浪江町 GDP

を支えた製造業は、災前では 190 億円あったも

のの，避難指示区域の解除が遅れ，2017 年度で

はわずか 2 億円にとどまった．  

このように震原災と避難指示区域の設定は，

相双地区の産業経済活動に壊滅的な打撃を与え

たものの，災後には国等による除染作業・防災

インフラ復旧が土木建設ブームをもたらした．

しかし，これはインフラ復旧中の建設業への一

時的なボーナスであり，それが一巡すると建設

業 GDP は低下していく．これに替わって地域

経済のけん引が期待されるのは，製造業や農林

水産業の移出型基盤産業の復興であり，この復

興が進むことで小売業やサービス業などの消費

生活産業が回復し，本格的な地域経済復興につ

ながる．  

本稿の研究目的は，こうした震原災被災地の

復旧・復興が，そこで活動する企業経営にどの

ような影響を与えたのか，また企業の持続可能

性があるのか，これらを帝国データバンク㈱

（以下，TDB）から提供を受けた「信用調査」

データを使って考察することにある．  

以下においては，まず任意抽出調査である

TDB データが企業分析においていかなる代表性

を持つのか，悉皆調査である「経済センサス」

データと比較する（2．）．次に TDB 調査が提供

する従業者数，売上高などに係る 1 社当平均値

（以下，1 社当）を活用し，産業部門別（産業

別），従業者数規模別（規模別），地域別の特徴

を分析する（3．）．そのうえで震原災による避

難指示区域等の設定やその解除が建設業にどの

ような影響を与えているのかについて，従業者

数や売上高の外形的変化とともに，損益計算

（4．）や純資産負債（5．）といった経営内容に

どのような影響を与えたのか，さらに福島県相

双地域の建設業が持続可能性を持つのかどうか

（6．）を考察する．  

 

2．福島県企業動向と TDB 企業の代表性  

2.1 福島県経済センサス企業の属性  

政府基幹統計で悉皆調査である『経済センサ

ス』によれば，福島県内企業（以下，センサス

企業）数は，震原災前の 2009 年では 76,173 社

であった．産業別でみると，最も多いのは卸売

業小売業（卸小売）の 19,283 社（25.3％）で，

これに建設業の 10,937 社（14.4％），宿泊業飲

食サービス 9,862 社（12.9％），生活関連サー

ビス業・娯楽業 7,998 社（10.5％）が続いた．

災後の 2012 年には企業数は 2009 年比 86.9％の

66,205 社に減少し，さらに 2016 年では 62,982

社に減少した． 

産業別で企業数が増えたのは，医療福祉

（+44 社）と電気・ガス・熱供給・水道業（電

気等）（＋10 社）の２つであった．福島県浜通

りを地域別でみても，企業数が増加した産業は，

医療福祉での新地町相馬市（+7 社）といわき市

（＋79 社）のみであり，電気等では新地町相馬

市（＋2 社）と南相馬市（＋1 社）で増加した．

他には金融保険が新地町相馬市（＋2 社）でわ

ずかに増加した． 

災前の 2009 年では福島県センサス企業の従

業者数は 87.2 万人であった．産業別で最も多

いのは卸小売 18.4 万人（21.1％）で，これに

製造業 18.3 万人（21.0％），医療福祉 8.4 万人

（9.6％），建設業 8.3 万人（9.5％）が続いた． 

災後の 2012 年には，従業者数は 78.2 万人に

減少し，2009 年比で 86.7％に落ちた．その後，

2014 年に 80.3 万人，2016 年には 80.6 万人に

回復したが，2009 年比で 92.3％にとどまった．

産業別で従業者数が増加したのは，教育・学習

支援（＋702 人）と医療福祉（+15,801 人）の 2

つにとどまった．他の産業はいずれも従業者数

を減らし，復旧過程で雇用機会が増えると期待

された建設業（▲3,429 人）でも減少した．  

地域別では，2012 年の従業者数は全ての地域

で大きく落込んだ．その後，2016 年に増加に転

じたが，いずれの地域も 2009 年水準に回復し

ていない．双葉地区はその大部分が避難指示区

域となったことから，すべての産業で従業者が

減少した．南相馬市は避難指示区域が 3 分の 1

程度にとどまり，除染作業，交通・防潮堤等イ

ンフラ復旧，仮設住宅・復興公営住宅・自宅再

建などにより，これにかかわる鉱業・採石業・

砂利採取業（以下，鉱業），建設業，電気等，

機材のリースに係る不動産業・物品賃貸業など
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の産業で従業者数が増加した． 

新地町相馬市は津波被害による危険区域の指

示はあったものの，避難指示区域はなく，従業

者数が増加した．南相馬市では上記した産業に

加えて，日常生活に欠かせない教育・学習支援

業や複合サービス，さらに金融業・保険業の従

事者が増えた．いわき市ではこれらの他に農林

水産業や学術研究/専門・技術サービスなどで

の従業者の増加が付け加わった．

 

表 1 経済センサス企業と TDB 企業の属性対比（2016 年） 

TDB企業
対県
比率

経済セン
サス

対県
比率

TDB企
業比率

TDB企業
対県
比率

経済セン
サス

対県
比率

TDB企
業比率

福島県 4,585 100.0 62,982 100.0 7.3 99,142 100.0 662,964 100.0 15.0

建設業 2,941 64.1 8,990 14.3 32.7 30,893 31.2 71,409 10.8 43.3

製造業 357 7.8 5,560 8.8 6.4 18,646 18.8 103,229 15.6 18.1

小売業 165 3.6 11,752 18.7 1.4 9,272 9.4 253,730 38.3 3.7

福島県 4,585 100.0 62,982 100.0 7.3 99,142 100.0 662,964 100.0 15.0

20人以下 3,613 78.8 58,879 93.5 6.1 23,656 23.9 153,933 23.2 15.4

21人以上100人以下 815 17.8 3,408 5.4 23.9 35,027 35.3 153,933 23.2 22.8

101人以上300人以下 130 2.8 516 0.8 25.2 21,134 21.3 86,680 13.1 24.4

301人以上 27 0.6 179 0.3 15.1 19,325 19.5 168,621 25.4 11.5

福島県 4,585 100.0 81,368 100.0 5.6 99,142 100.0 806,130 100.0 12.3

新地町・相馬市 95 2.1 2,058 2.5 4.6 1,678 1.7 15,870 2.0 10.6

南相馬市 157 3.4 2,689 3.3 5.8 2,755 2.8 22,665 2.8 12.2

双葉地区 82 1.8 449 0.6 18.3 1,234 1.2 5,429 0.7 22.7

いわき市 1,026 22.4 14,708 18.1 7.0 19,508 19.7 139,554 17.3 14.0

従業者数企業数/事業所数

地
域

部門/規模/地域

産
業
部
門

従
業
者
数

 

注）企業数/事業所数及び従業者の列のうち，地域別の経済センサスは事業所数である． 

出所：経済センサス（2016），帝国データバンク（2018）により著者作成． 

 

2.2 TDB 企業の代表性 

TDB は福島県内企業の詳細な「信用調査」

データを経年的に収集している．その企業数は，

任意調査であるため調査年によって変動し，

2010 年から 2017 年では 3,619～5,171 社の間を

推移した［1］． 

2016 年の TDB 企業数は 4,585 社で，センサス

企業 62,982 社の 7.2％であった．ただし産業構

成では，TDB 企業は建設業（64.1％）への偏り

が強いという属性をもつ．これに比べると製造

業比率（7.8％）はセンサス比率（8.8％）に近

い．また小売業では TDB 企業（3.6％）はセン

サス（18.7％）に比べてかなり低い． 

従業者規模別では，20 人以下の比率はセンサ

ス企業 93.5％，TDB 企業 78.8％であり，規模は

相対的に大きい．なお地域別はセンサスでは企

業数ではなく事業所数のデータに依存せざるを

えないが，その分布をみると TDB 企業の規模別

分布に比較的近い（表 1）． 

このようにセンサスと TDB との間には，規模

別，地域別の構成比に違いがあり，従業者数・

売上高等の集計値を直接的に比較分析するのは

妥当ではない．そこで以下においては， TDB

データをセンサス属性に近づけるために，1 社

当平均値（以下，1 社当）を活用する． 

 

3．福島県 TDB 企業の動き─売上高，従業者数 

 

TDB 福島県企業の 1 社当従業者数は，災前

2010 年では 21.0 人であり，2015 年まで増加し

た．その後一旦落ち込むが，2017 年には 24.4

人となった．災前 2010 年の産業別 1 社当従業

員数は，小売業が最も多く 75.8 人であり，こ

れに運輸・通信業 75.2 人，サービス業 67.8 人

が続き，製造業や不動産業は一桁低く，9.6 人

と 8.4 人であった．地域別 1 社当従業者数は，

2010 年では双葉地区 23.3 人が最も多く，これ

に南相馬市 21.4 人といわき市 17.4 人が続き，

新地町相馬市が最も少なく 16.5 人であった

（表 2）． 
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表 2 TDB 福島県企業 1 社当従業員数推移（人） 

2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年

21.0 21.7 21.7 23.9 23.3 20.7 21.6 24.4 34.2

建設業 9.6 10.0 10.3 10.9 9.5 10.0 10.5 11.8 15.0

製造業 54.5 55.7 53.7 57.7 51.9 51.2 52.2 58.2 66.6

小売業 75.8 71.8 71.9 68.8 63.8 62.3 56.2 60.7 95.7

運輸・通信業 75.2 65.0 66.5 66.0 57.1 59.2 60.4 62.3 69.6

サービス業 67.8 61.8 51.0 60.7 53.3 47.2 55.2 61.3 70.6

不動産業 8.4 7.7 7.4 6.2 6.8 8.7 8.2 9.6 9.6

その他 20.8 21.7 22.8 25.0 23.4 25.4 20.8 21.1 32.9

20人以下 6.4 6.6 6.6 6.7 6.3 6.5 6.5 6.6 7.2

21人以上100人以下 42.4 42.6 42.2 42.4 42.2 43.0 43.0 44.2 45.7

101人以上300人以下 164.4 165.0 163.4 163.4 163.6 161.7 162.6 164.7 165.1

301人以上 689.5 696.2 644.5 713.9 693.8 677.9 715.7 729.5 806.0

新地町・相馬市 16.5 21.2 18.5 20.6 17.9 17.9 17.7 18.2 24.8

南相馬市 21.4 20.9 15.7 14.8 16.7 16.8 17.5 18.1 25.9

双葉地区 23.3 19.9 14.8 13.1 13.5 14.2 15.0 15.2 11.1

いわき市 17.4 18.7 18.2 19.3 17.1 19.9 19.0 19.7 25.2

部門/規模/地域

福島県

産業

部門

従業

者数

地域

 

出所：帝国データバンク資料（2018）により山川作成． 

建設業は変動しつつも増加傾向にあり，製造

業は何とか災前水準を維持しており，小売業や

運輸・通信業，サービス業は低下傾向にあった．

不動産業は 2013 年までは減少し，その後は増

加傾向に転じた．地域別では，新地町相馬市は

災直後に大きく伸び，その後は低下傾向にある

ものの，なお災前水準を上回っている．いわき

市は災後，緩やかに増加した．南相馬市と双葉

地区は災後，2013 年にかけて大きく落ち込んだ

が，その後は緩やかな増加傾向を示している．

双葉地区は南相馬市よりも落ち込みが大きく，

しかも回復力が弱い．なお，従業者規模別は，

その従業者数の増減によって規模階層を移動す

るので，その動きの一概的な説明は難しい（図 1）

 

図 1 福島県 TDB 企業 1 社当従業者数変動（属性別，2010 年＝100.0） 

出所：帝国データバンク（2018）により山川作成．

福島県 TDB 企業の 1 社当売上高は，災前 2010

年では 7.8 億円であった．産業別で最も大きな

1 社当売上高を示したのは，小売業 55.3 億円で

あり，これにサービス業 22.4 億円，製造業

16.8 億円，運輸・通信業 10.8 億円が続いた．

建設業は 2.2 億円と一桁低かったが，災後は大
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きく売上高を伸ばし，2017 年は災前水準の 2.2

倍の 6.8 億円であった．製造業は 2016 年まで

は災前水準の売上高を維持し，2017 年には増加

して，災前比 116％になった．小売業は 2013 年

にかけて売上高を少し伸ばしたものの，その後

減少し 2016 年には災前比で 86％に落ちた．し

かし 2017 年には災前水準に戻った．運輸・通

信業の売上高は，災後，傾向的に低下し，2017

年には災前比で 82％に落ち込んだ．サービス業

は，災後，傾向的に低下し，2016 年には 69％

に落ち，しかも 2017 年の回復は弱かった．不

動産業は 2012 年まで落ちたが，その後は 2015

年には災前水準に回復し，2017 年には 147％に

まで伸びた（図２）． 

 

図 2 福島県 TDB 企業 1 社当売上高変動（属性別，2010 年＝100.0％） 

出所：図 1 と同じ． 

規模別では，災後，20 人以下企業が売上高を

大きく伸ばし，2016 年は災前比 175％に達した．

これは売上高の伸びが大きい建設業の動きを反

映している．21 人～100 人も災後に売上高を伸

ばし，2015 年には災前比 130％となり，その後

もほぼその水準を維持した．101 人～300 人で

は，2012 年に災前比 87％に落ちたが，翌年に

は回復した．その後は傾向として上昇し，2017

年に 130％に達した．301 人以上は，災前比で

2012 年に 96％に落ちた．2013 年から増加に転

じ，2017 年にかけては 110～120％台を推移し

た．このようにすべての規模階層で概ね売上高

が伸びた． 

 地域別では，新地町相馬市が売上高を 2013

年に急激に伸ばし，災前比 527％となった．そ

の後は 300～400％台を推移した．南相馬市では

2011～13 年は災前比を下回ったが，2014 年以

降は増加し，2017 年には災前比 179％となった．

双葉地区は，災後に低下して 2012 年には災前

比 33％に落ちた．その後，増加に転ずるものの，

災前比では 50～60％台にとどまった．いわき市

の 1 社当売上高は，災後，増加傾向にあり，

2017 年は災前比 156％となった． 

 このように TDB 企業売上高は， 2011 年からま

ず建設業で急速に高まり，次に 2015 年には製

造業と不動産業が回復した．しかし，運輸・通

信業とサービス業は 2017 年になっても回復し

なかった．規模別ではどちらかといえば中小規

模の伸びが大きい． 

地域別ではいわき市と新地町相馬市の売上高

には震原災の負の影響は出なかった．両地域に

おける売上高の伸びの違いは，もともとの地域

経済力の差にある．南相馬市売上高は 2014 年

に災前水準に回復した．しかし双葉地区は 2017

年でも回復していない．つまり避難指示区域の

解除の時間差が産業別を経由して売上高の違い

に表れたのである． 

 

4．震原災後における浜通り建設業  

 

4.1．TDB 建設業の企業数・従業者数・売上

高 

TDB 建設業福島県企業数は，2010 年～2017 年

では 2,451～3,535 社の範囲を推移した．地域
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別では新地町相馬市が 45～69 社，南相馬市が

57～126 社，双葉地区が 23～77 社，いわき市で

626～846 社であった．TDB 企業数は災直後 2011

年ではいずれの地域でも落ち込むが，2012 年以

降では避難指示区域の有無やその割合の違いが

調査数にも反映している．かなりの部分が避難

指示区域となった双葉地区では，TDB 企業数は

2013 年では 2010 年比で 30％に落ち込んだ． 

TDB 建設業 1 社当従業者数は，福島県では災

前 2010 年が 9.6 人であり，災後では増加傾向

にある（図 3）．地域別で最も多かったのは双葉

地区 19.4 人であり，最も少なかったのがいわ

き市 9.3 人であった．新地町相馬市は 10～12

人の間を推移した．南相馬市は 1 社当従業者数

の落込みが双葉地区ほど大きくなく，災後は従

業者数を回復した．双葉地区では，災直後 1 社

当従業者数は半分程度まで減少したが，避難指

示解除が進むとともに増加した．いわき市は災

後では増加した． 

福島県１社当売上高は 2010 年では 2 億 1800

万円であったが，災後は大きく伸び，2017 年に

は災前比 2.2 倍の 4 億 8600 万円になった（図

4）．いわき市建設業は，福島県全体と同様な動

きを見せた．新地町相馬市も，津波の被害が大 

   

    図 3 TDB 建設業１社当   図 4 TDB 建設業 1 社当  図 5 TDB 建設業従業者 

従業者数（人）      売上高（百万円）     1 人当売上高（百万円） 
出所：図 3～5 はいずれも図 1 と同じ．

きかったにもかかわらず，売上高は災後大きく

伸ばし，2017 年には 2010 年比 3.2 倍の 6 億

6900 万円になった．南相馬市 1 社当売上高は，

2011 年には落ち込むが，2012 年には回復した．

その後は驚異的な伸びを示し，2017 年売上高は

2010 年比で 5.3 倍の 20 億 8500 万円であった．

双葉地区 1 社当は，災後に売上高を落としたが，

2015 年には回復した． 

こうした１社当売上高の大きな変動は，従業

者１人当売上高の地域差に連動した（図 5）．従

業者１人売上高は，2010 年から 2011 年にかけ

ては，いずれの地域も 20 万円台であったが，

2012 年以後は，格差を拡大しながらも急上昇し

た．2017 年では，南相馬市が最も高く 8900 万

円，これに新地町相馬市 5960 万円が続き，双

葉地区は 2810 万円と低かった． 

 

4.2．TBD 建設業の損益計算 

TDB 建設業１社当の経常利益高は，2010 年の

場合，福島県では 85 万円と低く，その売上高

経常利益率は 0.4％であった（図 6，図 7）．い

わき市はさらに低く 76 万円，0.3％であった．

これに対して，相双地域は全体として高い．新

地町相馬市は 223 万円，2.2％にとどまるが，

南相馬市が 9972 万円，2.5％，双葉地区も 1189

万円，2.8％と高かった． 

このように相双地域内の 1 社当経常利益高は

双葉地区＞南相馬市＞新地町相馬市＞いわき市
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の順で高かった．災後，建設業 1 社当経常利益

の上昇は，まず新地町相馬市と南相馬市でみら

れ，最後に双葉地区で表れた．経常利益率は地

域差があるものの，災後に上昇し 2012 年以降

は高止まりであった． 

       

図 6 TDB 建設業１社当  図 7 TDB 建設業の売上高  図 8 TDB 建設業の経常利益 

経常利益高（100 万円）  経常利益率（％）     営業利益率（％） 

出所：図 6～8 はいずれも図１と同じ．

 経常利益は本業としての営業利益と兼業とし

ての営業外利益とで構成される．災前 2010 年

では，福島県建設業の経常利益営業利益率は

32％であり，兼業としての営業外利益に大きく

依存した（図 8）．特にいわき市は営業利益が赤

字であり，営業外利益の黒字で穴埋めし，経営

を維持した．他方，新地町相馬市と南相馬市は

営業利益率が 80％台と高く，本業の建設業で経

常利益を稼いでいた．双葉地区は兼業の赤字を

本業の黒字で埋めていた． 

災後になると，福島県といわき市の営業利益

率は 70～80％台に大きく上昇した．すべての地

域の建設業で営業利益率が高まり，建設業が本

業として経営が成り立たつようになった．しか

し避難指示区域が設定された双葉地区と南相馬

市の建設業は，営業利益率が著しく低下した．

特に双葉地区は営業利益率が 6％に落ち，営業

外利益への依存度が高まった．ただしこれもイ

ンフラ復旧事業や中間貯蔵施設の建設が動き出

すと，営業利益率は 60％程度まで回復した．南

相馬市の場合には，一時的に 36％に落ちるが，

漸次回復し，2017 年には 80％台にまで戻した． 

震原災は福島県 TDB 企業に特別損失を発生さ

せたが，その後，各種保険や原子力賠償などに

よる特別利益を発生させた（山川，2019）．福

島県建設業は 2010 年以降，一貫して特別損失

を計上し，いわき市も同様であった（図 9）．こ

れに対して新地町相馬市の特別損益は黒字と赤

字を繰り返した．南相馬市では 2013 年までは

特別損益の赤字が続いたが，2014 年以降は黒字

となった．双葉地区では 2010 年から 2012 年ま

では赤字，2013 年から 2015 年までは黒字とな

り，2016 年後は赤字と黒字とが繰り返された． 

当期純利益は売上高から各種経費を差引いた

余剰であり，災後，かなりの勢いで伸びた．1

社当の当期純利益は，2010 年では▲100 万円

（いわき市）～ 480 万円（南相馬市）の間に

あったが，2017 年には 17.2 億円（いわき市）

～6340 万円（南相馬市）となり，黒字幅が大き

くなった．（図 10）． 

売上高当期純利益率も，2010 年では▲0.5％

（いわき市）から 1.2％（南相馬市）の間とい

う厳しい状況にあった．しかし 2012 年から急

上昇し， 2017 年には 4.0％（いわき市）～

6.2％（双葉地区）の間に分布するほど高まっ

た（図 11）．つまり売上高当期純利益率は相双

地域の中では双葉地区＞南相馬市＞新地町相馬

市の順序が続いたのである． 
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このように福島県建設業の損益計算では，津

波による災害危険区域と原発災害による警戒区

域・避難指示区域の設定は，相双地区の企業活

動に大きな影響を与えた．避難指示区域がな

かったいわき市と新地町相馬市では，企業数や

従業者数はそれほど減少せず，財政出動による

除染・復旧事業が正の経済的影響を受けた．特

に新地町相馬市はいち早く売上高を増加させ，

従業者 1 人当売上高も急速に高まった．こうし

たことが営業利益➡当期純利益➡純利益率の上

昇という玉突きを生んだ． 

これを１～2 年遅れで追ったのが南相馬市で

ある．南相馬市建設業の 1 社当従業者規模は新

地町相馬市よりも大きく，1 社当売上高も新地

町相馬市よりも高い．しかも避難指示区域が解

除され，新地町相馬市の売上高はより急カーブ

で上昇した．このことは経常利益高や当期純利

益高だけでなく，経常利益率や当期純利益率に

ついても同様な傾向を見せた． 

双葉地区は避難指示解除が遅れており，企業

数が極端に少なく，従業者規模も小さくなった．

売上高は回復基調であるものの，なお災前水準

には戻らず，経常利益高が低迷し，経常利益率

も厳しい状況にあった．にもかかわらず，高い

水準の当期純利益率を実現していたのは，特別

損益の黒字による大きな補填による． 

       

図 9 TDB 建設業特別損益    図 10 TDB 建設業 1 社当の  図 11 TDB 建設業の売上高当期 

（百万円）        当期純利益（百万円）   純利益率（％） 

出所：図 9～11 はいずれも図１と同じ

5．TDB 建設業の資本蓄積 

 

高い当期純利益は，建設業の資本蓄積にどの

ように貢献したのであろうか．福島県 TDB 建設

業の 1 社当純資産は，災前 2010 年では 17.8 億

円であった．災後は傾向的に増加し，2017 年に

は 2.2 倍の 39.0 億円に達した． 

地域別では新地町相馬市が 18.1 億円➡62.0

億円（3.4 倍），南相馬市が 41.6 億円➡99.2 億

円（2.4 倍），双葉地区が 33.8 億円➡32.0 億円

（0.9 倍），いわき市が 17.8 億円➡36.0 億円

（2.0 倍）であり，双葉地区を除き，1 社当純

資産を大きく伸ばした． 

 他方，負債額も 2010 年から 2017 年にかけて

増加した．この 8 年間で，福島県は 12.0 億円

➡23.0 億円（1.9 倍），新地町相馬市では 12.9

億円➡42.9 億円（3.3 倍），南相馬市では 14.3

億円➡54.3 億円（3.8 倍），双葉地区では 22.2

億円➡18.3 億円（0.8 倍），いわき市では 13.3

億円➡22.9 億円（1.7 倍）であり，いずれも双

葉地区を除けば，負債額は増加した． 

ただし負債の伸びは資産の伸びよりも低い．
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資産に対する負債比率は，2010 年から 2017 年

にかけて，福島県が 67.4％➡59.0％，新地町相

馬 市 71.5％ ➡ 69.2％ ， 南 相 馬 市 34.3％ ➡

54.8％，双葉地区 65.7％➡57.2％，いわき市

74.8％➡63.7％であり，上昇した南相馬市を除

き，いずれの地域も低下した． 

純資産の構成では，固定資産の増加よりも流

動資産の方が大きく伸びた．2010 年から 2017

年の純資産流動資産比率の動きは，福島県で

40.3％➡ 72.0％，新地町相馬市で 58.1％➡

83.8％，南相馬市で 68.2％➡85.5％，双葉地区

で 62.2％ ➡ 67.6％ ， い わ き 市 で 61.6％ ➡

71.7％となっており，純資産の増加が大きいほ

ど流動資産割合は高くなった（図 12）． 

     

福島県         新地町相馬市          南相馬市 

      

双葉地区         いわき市  

図 12 TDB 建設業地域別 1 社当資産負債額（単位：100 万円） 

出所：いずれも図１と同じ． 注）引当金は，いずれも皆無あるいは１万円未満である．

また純資産の増加と並行して負債も増加した．

負債の変化は，福島県が 12.0 億円➡23.0 億円

（1.9 倍），新地町相馬市が 12.9 億円➡42.9 億

円（3.3 倍），南相馬市が 14.2 億円➡54.3 億円

（4.8 倍），双葉地区が 22.2 億円➡18.3 億円

（0.8 倍），いわき市が 13.3 億円➡22.9 億円

（1.7 倍）であり，双葉地区を除き，すべての

地域で増加した．また純資産よりも負債の伸び

の方が大きかった． 

負債の構成を固定負債と流動負債とに分け，

2010 年から 2017 年の間の変化をみると，次の

ようになる．まず固定負債は福島県が 4.9 億円

➡5.9 億円（1.2 倍），新地町相馬市が 4.7 億円

➡4.0 億円（0.8 倍），南相馬市が 3.6 億円➡
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5.0 億円（1.4 倍），双葉地区が 8.9 億円➡6.0

億円（0.7 倍），いわき市が 4.8 億円➡5.7 億円

（1.2 倍）である．減少した双葉地区を除けば，

いずれの地域の固定負債も増加した． 

流動負債は，福島県が 7.2 億円➡17.1 億円

（2.4 倍），新地町相馬市が 8.2 億円➡39.0 億

円（4.8 倍），南相馬市が 10.7 億円➡49.3 億円

（4.6 倍），双葉地区が 13.3 億円➡12.3 億円

（0.9 倍），いわき市が 8.5 億円➡17.3 億円

（2.0 倍）であり，流動負債も減少した双葉地

区を除けば，いずれの地域でも増加している．

また流動負債の増加率は固定負債の増加率より

もかなり大きい．

6. 浜通り建設業の持続可能性  

東日本大震災・福島原発災害を契機とする，損

益計算の改善や資本蓄積の増大は，相双地区 TDB

建設業の経営持続可能性にいかなる影響を与えて

いるのであろうか．このことについて，経営分析

の基本指標，すなわち①総資本経常利益率，②売

上高経常利益率，③総資本回転率，④自己資本率

の４つにより検討しよう． 

第 1 は総資本経常利益率であり，業績性を表現

している．これは「経常利益/総資本」として定

義される．ここで経常利益とは「売上高－売上原

価－（販売費+一般管理費）±営業外損益」であ

り，総資本とは「負債＋純資産」である．この総

資本経常利益率は，企業の経常的な活動による業

績の良し悪しを示し，収益性分析の最も基本とな

る指標である．ここからは投下した資本がどれだ

けの利益を生み出すかをみることができる．  

また総資本経常利益率は，売上高経常利益率

（＝収益性）×総資本回転率（＝資本の活用度）

に分解することができる． 

第 2 の経営指標は売上高経常利益率であり，企

業の本来の成績である経常利益が売上高に対して

何％なのかを示す．これは数値が高いほど業績性

が良く，損益計算をみるときに最も重視すべき比

率である． 

第 3 の経営指標は総資本回転率である．これは

売上高を総資本で除した比率であり，1 年間に総

資本の何倍の売上高があったかを示す．この比率

が高いほど総資本の活動がうまく行われている． 

第 4 は自己資本率である．これは総資産（自己

資本＋他人資本）に対する自己資本（株主資本，

純資産ともいう）の割合のことである．これは企

業が収益を得るために投資した金額に対し，どれ

だけの収益が得られるかを示す指標であり，経営

の健全性を表している． 

 『建設業の経営分析』（建設業情報管理セン

ター，2021）によれば，2011 年の東日本大震災以

降，日本の建設業は急速に財務状況を改善した．

すなわち総資本経常利益率は，2010 年ではマイナ

スであったのが，2012 年にはプラスに転じ，その

後も上昇し，2017 年には 4.73％に達した． 

総資本経常利益率も同様であり，災後は上昇し，

2017 年には 2.63％に達した．こうした経常利益

率の上昇は，自己資本率を高め，災直前後では 18

～19％であったのが，その後上昇し，2017 年には

30.56％に達した． 

これに対して，資本回転率は 2010 年から 2014

年にかけては緩やかに回転数を増やし，2014 年に

1.83 回に達したが，その後は減少し，2017 年に

は 1.68 回に落ちた（図 13～16）． 

全国の建設業と比較して，福島県の建設業は，

資本経常利益率と売上高経常利益率が経年的に常

に上回っており，より高い収益性を確保していた．

地域別では，福島県といわき市はそれぞれが傾向

的に高まる．これに対して新地町相馬市，南相馬

市，双葉地区は年変動が大きい．売上高経常利益

率は福島県よりも概ね高いが，総資本経常利益率

は福島県並みで推移した． 

このように相対的に高い収益性を確保してきた

福島県やいわき市の建設業は，自己資本率を高め，

経営の健全性を実現してきた．これに対して相双

地区の建設業では必ずしも自己資本率が高まって

いない．すなわち南相馬市の建設業は，高い収益

性を確保してきたにも関わらず，災後は自己資本

率がかなり低下した．また新地町相馬市の建設業

も緩やかに自己資本率を低下させてきた．他方，

双葉地区は大きく変動しながらも，趨勢としては

自己資本率を高めた． 

このように収益性の高まりにもかかわらず，南 
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図 13 TDB 建設業の福島 図 14 TDB 建設業の福島 図 15 建設業の福島県  図 16 TDB 建設業の福島 

県浜通り地域別総資本  県浜通り地域別売上高   浜通り地域別総資本   県浜通り地域別自己資 

経常利益率（％）      経常利益率（％）    回転率（回）      本率（％） 

出所：図 13～16 は TDB（2018）及び建設業情報管理センター「建設業の経営分析（概要版）」 

各年度版により著者作成

相馬市や新地町相馬市の建設業は経営の健全性を高

めることには，意外にも貢献できていない．これは

活動性を表現する総資本回転率の動きから確認でき

る．すなわち福島県建設業の総資本回転率は全国に

比べて常に 0.4回転分低い水準にある．また浜通り

建設業の総資本回転率は福島県水準を概ね下回って

いる．もちろん地域差や年差はあるものの，概ね緩

やかな上昇の趨勢を示し，収益性も高いにもかかわ

らず，経営の健全性を低下させており，活動性の向

上も明確ではない。 

 

7 おわりに 

 本稿は，震原災による被害と復旧・復興が企業経

営にどのような影響を与えているのかについて，福

島県浜通り地域を対象として考察した． 

その結果，以下のようなことが判明した．まず売

上高は，産業別では災直後から建設業で急速に高ま

り，その後 2015 年に製造業と不動産業が回復した

ものの，2017 年でも運輸・通信業，小売業，サー

ビス業は回復しなかった． 

このうち震原災で売上高をいち早く高めた建設業

について，損益計算等から概観すると，経営状態は

大きく好転したが，避難指示区域の有無とその程度

によって明確な地域差が浮かび上がった． 

避難指示区域が設定されなかったいわき市と新地

町相馬市では，企業数や従業者数はそれほど減少し

なかった．特に新地町相馬市はいち早く売上高を増

加させ，従業者 1人当売上高も急速に高め，営業利

益➡当期純利益➡純利益率の上昇という玉突きが生

じた． 

南相馬市建設業は，避難指示区域が解除されると，

１～2年遅れであるが，売上高が強い急カーブで上

昇し，経常利益高や当期純利益高だけでなく，経常

利益率や当期純利益率も急速な改善を見せた． 

双葉地区は避難指示区域の解除が遅れ，そのため

企業数が極端に少なく，従業者規模も小さいため，

売上高は回復傾向とはいえ災前水準には戻らず，経

常利益高や経常利益率が低迷した．にもかかわらず，

高い水準の当期純利益率を実現したのは，特別損益

の黒字による補填にあった． 

ただし，高い収益性を確保した建設業は，福島県

やいわき市では自己資本率の高まりを経営の健全性

に実現したが，相双地域では自己資本率が高まって

いない．すなわち新地町相馬市は緩やかに自己資本

率が低下した．南相馬市は高い収益性を確保したが，

災後に自己資本率がかなり低下した．他方，双葉地

区は大きく変動しながらも，趨勢としては自己資本
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率を高めたのである． 

このように相双地域建設業は，地域差や年差

をもちつつ，概ね緩やかな上昇傾向を示し，収

益性も高めたにもかかわらず，総資本回転率が

福島県水準を概ね下回わるなど，経営の健全性

は低下しており，活動性の向上も明確ではなく，

その経営持続性にはほどなく問題が表面化する

ことになる。 
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注 

［1］TDB からは福島県 TDB 企業の 2010 年から

2018 年までの財務会計データの提供を受けたが，

2018 年 は 調 査 中 と い う こ と も あ り ， 企 業 数

（1,681 社）が少ないので，本論では 2010 年から

2017 年までのデータを使用する． 
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