
●調査時点 令和２年１０月調査（２年９月末時点）
●対象企業 ８００社
●回答企業 ４９７社（回答率：６２．1％）

（製造業２３７社、建設業４６社、卸売業６９社、
小売業７５社、サービス業７０社）

●調査時期 四半期毎〈３，６，９，１２月末時点〉

回答企業

　全産業の業況DI（▲67.8）は、前回(▲68.8)に比べ(1.0)ポイントの改善を示した。
　業種別では製造業の業況DI（▲73.0）は、前回（▲73.7）に比べ(0.7)ポイントの改善を示した。
　建設業の業況DI（▲41.3）は、前回（▲36.0）に比べ(▲5.3)ポイントの悪化を示した。
　卸売業の業況DI（▲72.4）は前回(▲62.7)に比べ(▲9.7)ポイントの悪化を示した。
　小売業の業況DI（▲57.4）は前回(▲64.1)に比べ(6.7)ポイントの改善を示した。
　サービス業の業況DI（▲74.3）は前回(▲87.1)に比べ(12.8)ポイントの改善を示した。

【３ヵ月先見通し】
〈業況〉今回＝令和2年9月末
　全産業では今回（▲67.8）から3ヵ月先（▲38.0）と29.8ポイントの改善を見通している。
　製造業では今回（▲73.0）から3ヵ月先（▲29.1）と43.9ポイントの改善を見通している。
　建設業では今回（▲41.3）から3ヵ月先（▲36.9）と4.4ポイントの改善を見通している。
　卸売業では今回（▲72.4）から3ヵ月先（▲52.2）と20.2ポイントの改善を見通している。
　小売業では今回（▲57.4）から3ヵ月先（▲50.7）と6.7ポイントの改善を見通している。
　サービス業では今回（▲74.3）から3ヵ月先（▲41.4）と32.9ポイントの改善を見通している。

業況 売上 採算 資金繰り
９月末時点 -67.8 -67.9 -61.0 -26.0
６月末時点 -68.8 -66.5 -63.5 -36.8
前回比 1.0 -1.4 2.5 10.8

業況 ９月末時点 ６月末時点

良化 4.8 5.3
悪化 72.6 74.1 良化

DI値 -67.8 -68.8 悪化

前回比 1.0 -11.4 ＤＩ値

業況 ９月末時点 ６月末時点 業況 ９月末時点 ６月末時点

良化 3.4 3.8 良化 6.2 6.6

悪化 76.4 77.5 悪化 69.2 71.1

DI値 -73.0 -73.7 DI値 -63.0 -64.5

前回比 0.7 -18.8 前回比 1.5 -4.7
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業況は横ばい。
先行きは製造業で改善、非製造業でわずかに改善の見通し。
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業況DI値

今　回 -73.0
先行き -29.1
前回比 0.7

対象企業 377
回答企業 237

＜製造業＞

■業種別業況DI値推移グラフ

業況・売上・採算で横ばい、資金繰りでわずかに改善を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「食料品」、「織物」、「ニット」、「縫製」

・わずかに改善・・・「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「酒造」、「木材・木製品」、「印刷」、「金属」、「一般機械」

・わずかに悪化・・・「窯業・土石」、「電気機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「精密機器」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「織物」、「ニット」

・わずかに改善・・・「食料品」、「縫製」、「鉄鋼・非鉄」、「一般機械」、

「輸送用機器」

・横ばい・・・・・・・・・「印刷」、「窯業・土石」、「電気機器」、「プラスチック」

・わずかに悪化・・・「金属」

・悪化・・・・・・・・・・・「酒造」、「木材・木製品」、「精密機器」

〈資金繰り〉

・大幅改善・・・・・・・「織物」

・改善・・・・・・・・・・・「ニット」、「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」、「プラスチック」

・わずかに改善・・・「印刷」、「一般機械」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「酒造」、「窯業・土石」、「金属」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「縫製」、「木材・木製品」、「精密機器」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算で改善、資金繰りでわずかに改善を見通している。

〈業況〉

・大幅改善・・・・・・・「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」、「精密機器」、

「プラスチック」

・改善・・・・・・・・・・・「食料品」、「織物」、「木材・木製品」、「印刷」、「金属」、

「一般機械」、「電気機器」

・わずかに改善・・・「酒造」、「窯業・土石」

・横ばい・・・・・・・・・「ニット」、「縫製」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「縫製」、「金属」、「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「食料品」、「酒造」、「木材・木製品」、「印刷」、

「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」、 「精密機器」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「窯業・土石」



製造業
○   コロナウイルスの影響が出ている。 【食料品】
○   先行きが見えない。 【食料品】
○   コロナウイルスの影響による巣ごもり需要のため受注は多い状況です。 【食料品】
○   インターネット販売等による利益増加の努力を進める。 【食料品】
○   コロナウイルスの影響で観光客が来ない。 【食料品】
○   エンドユーザーに直結する消費商品のため、コロナウイルス感染状況に左右される部分が大きい年末まで
　　 雇用調整助成金が補助されるが、来年以降の先行きは見えない。 【酒造】
○   コロナウイルスやイベント中止等の影響で売上減少となっている。 【酒造】
○   売上減少が半年間続いている。 【織物】
○   アパレル業界全体がこれまでにない不況で先が見えません。 【ニット】
○   受注が減少し、先行きが見えない。コロナウイルスの影響が大きい。 【縫製】
○   コロナウイルスの影響と台風１９号災害の復旧需要が交錯し、先行きが不安定かつ不透明である。

【木材・木製品】
○   人員不足や運賃上昇が問題です。 【木材・木製品】
○   原材料の値上げやコロナウイルスの影響により、受注量が激減している。 【印刷】
○   受注は前年同期の１０分の１に減少し、非常に厳しい状況である。今後の見通しも立たない。 【鉄鋼・非鉄】
○   早くコロナウイルスが落ち着いて、安心して仕事や生活をしたい。 【鉄鋼・非鉄】
○   大幅な受注減少となっている。 【金属】
○   コロナウイルスの影響による業績悪化は、これから本格化すると思われる。 【一般機械】
○   コロナウイルスが終息しないと厳しい。  【一般機械】
○   コロナウイルスによる影響で受注は減少傾向にあり、この状況が続けば採算も悪化していくと思われる。

【一般機械】
○   先行きが読めず、困惑しています。 【一般機械】
○   コロナウイルスによる影響が徐々に良化へ向かっており、今後増産の見込みである。 【輸送用機器】
○   原発事故後、９年が経過し、景気回復の兆しが見えてきたところにコロナウイルスが発生した。
      営業は全くできず、宿泊予約も９割以上がキャンセルとなり、依然として回復していない。
      来年の見通しが不透明である。 【漆器】
○   コロナウイルスの状況や消費低迷等、今後の対策に困窮している。 【プラスチック】
○   コロナウイルスによる影響が出始めており、売上が一昨年よりもさらに下がってしまった。 【プラスチック】
○   製品により受注量に違いはあるが、売上増となった。 【プラスチック】

今　回 -41.3
先行き -36.9
前回比 -5.3

対象企業 67
回答企業 46

建設業
○   来年度以降の工事量が不透明であり、コロナウイルスの影響で情報収集も困難となっている。 【土木】
○   コロナウイルスの影響により民間建業、土木、舗装工事の受注が伸び悩んでいます。 【建築】
○   全般的に受注状況はまずまずと思われる。 【建築】
○   コロナウイルスの影響により受注が激減し、受注競争が激化すると思われる。 【建築】
○   今後、景気は確実に悪化すると思われる。 【建築】

自由意見

自由意見

業況DI値

＜建設業＞
売上・資金繰りで横ばい、業況・採算でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「土木」、「建築」

〈採算〉

・わずかに悪化・・・「建築」

・わ悪化・・・・・・・・・「土木」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」、「建築」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算・資金繰りで横ばいを見通している。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「土木」

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」



今　回 -72.4
先行き -52.2
前回比 -9.7

対象企業 114
回答企業 69

卸売業
○   助成金や特別借入等でカバーしているが、本業はマイナスです。 【衣服】
○   コロナウイルスの終息後、売上げが回復するか心配です。 【飲食料】
○   毎月、売上が減少しており、利益が出ません。先行きが不透明です。 【鮮魚】
○   取引先の業況悪化の影響が出てまいりました。 【建築材料】
○   コロナウイルス関連融資で９月度は良化したが、先行きには不透明感がある。 【その他】

今　回 -57.4
先行き -50.7
前回比 6.7

対象企業 138
回答企業 75

業況DI値

＜小売業＞

業況DI値

自由意見

＜卸売業＞
資金繰りでわずかに改善、採算で横ばい、業況・売上でわずかに悪化を示した。
〈業況〉

・大幅改善・・・・・・・「鮮魚」
・わずかに改善・・・「飲食料」
・わずかに悪化・・・「衣服」、「機械器具」、「建築材料」
・悪化・・・・・・・・・・・「青果物」、「その他」

〈採算〉
・改善・・・・・・・・・・・「衣服」、「鮮魚」
・横ばい・・・・・・・・・「機械器具」、「建築材料」
・わずかに悪化・・・「飲食料」、「その他」
・悪化・・・・・・・・・・・「青果物」

〈資金繰り〉
・改善・・・・・・・・・・・「衣服」、「飲食料」、「鮮魚」
・わずかに改善・・・「建築材料」、「その他」
・わずかに悪化・・・「青果物」、「機械器具」

【３ヵ月先見通し】
業況で改善、売上・採算でわずかに改善、資金繰りで横ばいを見通している。
〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「衣服」、「青果物」、「機械器具」
・わずかに改善・・・「飲食料」、「建築材料」、「その他」
・横ばい・・・・・・・・・「鮮魚」

〈資金繰り〉
・わずかに改善・・・「青果物」
・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「鮮魚」、「機械器具」、「その他」
・わずかに悪化・・・「飲食料」、「建築材料」

資金繰りで改善、業況・採算でわずかに改善、売上で横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「衣料」、「家電品」、「自動車販売」

・わずかに悪化・・・「飲食料」

・悪化・・・・・・・・・・・「家具・建具」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「衣料」、「その他」

・わずかに改善・・・「飲食料」、「家電品」、「自動車販売」

・わずかに悪化・・・「家具・建具」

〈資金繰り〉

・大幅改善・・・・・・・「その他」

・改善・・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「衣料」、「家電品」

・わずかに改善・・・「飲食料」

・わずかに悪化・・・「家具・建具」

・悪化・・・・・・・・・・・「自動車販売」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上でわずかに改善、採算で横ばい、資金繰りでわずかに悪化を見

通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「飲食料」、「自動車販売」、「家具・建具」

・横ばい・・・・・・・・・「衣料」、「家電品」

・わずかに悪化・・・「その他」

・大幅悪化・・・・・・・「中小スーパー」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「飲食料」

・横ばい・・・・・・・・・「衣料」、「家電品」

・わずかに悪化・・・「自動車販売」



小売業
○   4月以降、コロナウイルスの影響で毎月売上げが半減し、これまでにない状況です。 【中小スーパー】
○   コロナウイルスの影響が甚大です。 【衣料】
○   売上げは上がっているが、外売りが減少しておりトータルでどうなるかは不透明。 【飲食料】
○   コロナウイルスと水害の影響が大きい。 【飲食料】
○   コロナ禍で飲食店や業務用品の受注が減少したため、売上減が続いています。 【飲食料】
○   コロナウイルスの影響により悪化している。 【家電品】
○   コロナウイルスの影響で先行きが見えない。 【家電品】
○   昨年は消費税増税の駆け込み需要があったが、今年はコロナウイルス等の影響により、
      売上げは大幅ダウンの予想です。
○   消費税増税の駆け込み需要があった前年同期より売上げはダウンしており、コロナウイルスの
      影響により先行きは不透明である。
○   コロナ禍により、ガーデニングや家庭菜園に関心が寄せられるようになった。 【その他】
○   コロナウイルスによる影響が厳しい。  【その他】

今　回 -74.3
先行き -41.4
前回比 12.8

対象企業 104
回答企業 70

○   必需品の値上がりに驚くことが多い。 【旅館・ホテル】
○   最悪の状況が続いており、倒産の恐れがある。 【旅館・ホテル】
○   新型コロナウイスの感染状況により先行きが見えない。 【旅館・ホテル】
○   早くコロナウイルスが終息しないと大変な状況になる。 【旅館・ホテル】
○   コロナウイルスの影響で予約が入らない。 【旅館・ホテル】
○   コロナウイルスの影響で予約がない。 【旅館・ホテル】
○   コロナウイルスの影響により壊滅状態である。 【タクシー】
○   コロナウイルスの影響が大きい。 【タクシー】
○   コロナウイルスの影響で物量が回復せず、不安材料が大きい。 【運送】
○   コロナウイルスの影響が出ている。仕入単価は下がったが、売上げも下がる恐れがある。  【運送】
○   コロナウイルスの影響も落ち着いてはきたが、完全に回復はしていません。  【運送】
○   景気低迷の影響が顕著に表れている。 【自動車装備】
○   周りの雰囲気が悪く、活気がない。 【自動車装備】
○   今後の見通しが全くたたない。 【その他】

サービス業

自由意見

自由意見

業況DI値

＜サービス業＞

業況・売上・採算・資金繰り全てでわずかに改善を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「その他」

・わずかに改善・・・「観光旅館」、「運送」

・横ばい・・・・・・・・・「タクシー」、「自動車整備」、「情報サービス」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「運送」、「その他」

・わずかに改善・・・「観光旅館」、「情報サービス」

・横ばい・・・・・・・・・「タクシー」、「自動車整備」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「運送」、「情報サービス」

・わずかに改善・・・「自動車整備」、「その他」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「タクシー」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上で改善、採算・資金繰りでわずかに改善を見通している。

〈業況〉

・大幅改善・・・・・・・「タクシー」

・改善・・・・・・・・・・・「観光旅館」、「運送」、「情報サービス」

・わずかに改善・・・「自動車整備」、「その他」

〈資金繰り〉

・大幅改善・・・・・・・「タクシー」

・わずかに改善・・・「観光旅館」

・横ばい・・・・・・・・・「運送」、「自動車整備」、「その他」


