
●調査時点 令和３年１月調査（２年１２月末時点）
●対象企業 ８００社
●回答企業 ４９８社（回答率：６２．３％）

（製造業２３８社、建設業５０社、卸売業６５社、
小売業８３社、サービス業６２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（▲52.9）は、前回(▲67.8)に比べ(14.9)ポイントの改善を示した。
　業種別では製造業の業況DI（▲54.2）は、前回（▲73.0）に比べ(18.8)ポイントの改善を示した。
　建設業の業況DI（▲30.0）は、前回（▲41.3）に比べ(11.3)ポイントの改善を示した。
　卸売業の業況DI（▲53.9）は前回(▲72.4)に比べ(18.5)ポイントの改善を示した。
　小売業の業況DI（▲49.4）は前回(▲57.4)に比べ(8.0)ポイントの改善を示した。
　サービス業の業況DI（▲69.4）は前回(▲74.3)に比べ(4.9)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12月末
　全産業では今回（▲52.9）から3ヵ月先（▲40.0）と12.9ポイントの改善を見通している。
　製造業では今回（▲54.2）から3ヵ月先（▲31.1）と23.1ポイントの改善を見通している。
　建設業では今回（▲30.0）から3ヵ月先（▲40.0）と10.0ポイントの悪化を見通している。
　卸売業では今回（▲53.9）から3ヵ月先（▲58.4）と4.5ポイントの悪化を見通している。
　小売業では今回（▲49.4）から3ヵ月先（▲45.8）と3.6ポイントの改善を見通している。
　サービス業では今回（▲69.4）から3ヵ月先（▲46.8）と22.6ポイントの改善を見通している。

業況 売上 採算 資金繰り
１２月末時点 -52.9 -51.5 -46.0 -21.5
９月末時点 -67.8 -67.9 -61.0 -26.0
前回比 14.9 16.4 15.0 4.5

業況 １２月末時点 ９月末時点

良化 8.8 4.8
悪化 61.7 72.6 良化

DI値 -52.9 -67.8 悪化

前回比 14.9 1.0 ＤＩ値

業況 １２月末時点 ９月末時点 業況 １２月末時点 ９月末時点

良化 10.1 3.4 良化 7.7 6.2

悪化 64.3 76.4 悪化 59.2 69.2

DI値 -54.2 -73.0 DI値 -51.5 -63.0

前回比 18.8 0.7 前回比 11.5 1.5
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　 全産業の業況３か月先の見通し
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業況はわずかに改善。
先行きは製造業で改善、非製造業で横ばいの見通し。
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指標であり、良化と回答した企業の割合から、悪化と回答した
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業況DI値

今　回 -54.2
先行き -31.1
前回比 18.8

対象企業 377
回答企業 238

＜製造業＞

■業種別業況DI値推移グラフ

売上で改善、業況・採算・資金繰りでわずかに改善を示した。

〈業況〉

・大幅改善・・・・・・・「プラスチック」

・改善・・・・・・・・・・・「木材・木製品」、「印刷」、「窯業・土石」、「電気機器」、

「輸送用機器」、「精密機器」

・わずかに改善・・・「食料品」、「酒造」、「鉄鋼・非鉄」

・横ばい・・・・・・・・・「金属」、「一般機械」

・わずかに悪化・・・「織物」

・悪化・・・・・・・・・・・「ニット」、「縫製」

〈採算〉

・大幅改善・・・・・・・「木材・木製品」、「プラスチック」

・改善・・・・・・・・・・・「酒造」、「印刷」、「輸送用機器」、「精密機器」

・わずかに改善・・・「食料品」、「縫製」、「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」

・横ばい・・・・・・・・・「金属」

・わずかに悪化・・・「織物」、「窯業・土石」、「一般機械」

・悪化・・・・・・・・・・・「ニット」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「食料品」、「木材・木製品」、「プラスチック」

・わずかに改善・・・「縫製」、「電気機器」、「輸送用機器」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「酒造」、「印刷」、「金属」

・わずかに悪化・・・「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」、「一般機械」

・悪化・・・・・・・・・・・「織物」、「ニット」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上で改善、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〉

・大幅改善・・・・・・・「織物」、「精密機器」

・改善・・・・・・・・・・・「縫製」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「一般機械」、

「電気機器」、「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「酒造」、「木材・木製品」、「印刷」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「ニット」

・わずかに悪化・・・「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・・「窯業・土石」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「酒造」、「金属」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「縫製」、「木材・木製品」、「一般機械」、

「電気機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「印刷」、「窯業・土石」、「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・・「ニット」



製造業
○   コロナウイルスの特需で良くなっているだけで、先の見通しは不安である。 【食料品】
○   必要経費増加は避けられず、コロナ禍の中で需要を伸ばすのは難しい。コロナウイルス助成金で
　　　借入環境が変わらないことが救いである。 【食料品】
○   外出自粛ムードで買物控えがつらい。 【食料品】
○   コロナウイルスの影響により売上が減少している。 【酒造】
○   飲食業の動向が厳しい。 【酒造】
○   需要の変化に対応できるかどうかが肝である。１年程度は我慢とし、様々なことに挑戦し突破口にしたい。

【酒造】
○   コロナウイルスにより先の見通しや計画を立てることが難しい。  【酒造】
○   コロナウイルスで４月～１１月まで売上減少が続いており、非常に厳しい状況である。          【織物】
○   コロナウイルスの影響で先行きが見えず、厳しさが増している。 【織物】
○   コロナウイルスの影響が甚大です。 【縫製】
○   受注減少、競争激化により営業利益が減少し経営を圧迫。この先ますます悪化する懸念あり。

【木材・木製品】
○   コロナ禍による景気低迷と、それに伴う販売不振が深刻化している。 【木材・木製品】
○   コロナウイルスの特需は減少しているが、３年前からの新製品の販売及び海外販売により、
　　　業績は上向きである。 【木材・木製品】
○   コロナウイルスでも売上高は現状通り。これからが心配です。 【印刷】
○   コロナウイルスの影響により先行き不透明。 【印刷】
○   官公庁中心に、前年実績にない物件の受注が出てきた。 【印刷】
○   コロナウイルスの影響により自粛や中止が続き、受注が減少している。 【印刷】
○   コロナウイルスの影響で工事の発注がない状況である。  【金属】
○   空気清浄機の受注により売上は増加しているが長く続くものではなく、今後が心配である。  【金属】
○   コロナウイルスの影響により仕事が減少している。 【一般機械】
○   ２ヶ月先まで先行き不透明。 【一般機械】
○   この一年コロナウイルスの影響が全てです。しかし既存顧客の落ち込みを新規顧客の受注拡大で
　　　カバーできている。 【電気機器】
○   コロナウイルスの感染状況によって大きく左右される。 【電気機器】
○   徐々に改善されてきてはいるが、雇用のために増加した借入金の返済があり決して楽観視できない
　    状況である。 【輸送用機器】
○   コロナ禍の影響で先行き不透明。 【輸送用機器】
○   材料代（金属）が増加している。 【精密機器】
○   コロナウイルスの影響により１１月～１２月は売上減少が見込まれるが、１月には回復の見込みである。

【精密機器】
○   時間外労働の上限規制により、生産高が悪化し、新規受注も困難になり、小規模企業にとっては経営が
　    難しくなってしまった。 【プラスチック】

今　回 -30.0
先行き -40.0
前回比 11.3

対象企業 67
回答企業 50

建設業
○   建設業の受注が特定業者に傾き、中小企業中小業者に受注の機会がない。このまま続くと来年は
　　　廃業になる。 【土木】
○   コロナウイルスの長期化によって大きな影響が出るのではと心配である。 【建築】
○   全般的に受注状況はまずまずと思われる。 【建築】
○   コロナウイルスで先が見通せず不安である。 【建築】

自由意見

自由意見

業況DI値

＜建設業＞
業況・売上・採算でわずかに改善、資金繰りで横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「建築」

・横ばい・・・・・・・・・「土木」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「土木」、「建築」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「土木」

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算・資金繰りでわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」

・悪化・・・・・・・・・・・「建築」

〈資金繰り〉

・わずかに悪化・・・「土木」、「建築」



今　回 -53.9
先行き -58.4
前回比 18.5

対象企業 114
回答企業 65

卸売業
○   コロナウイルスの影響で各種行事が中止となり、使用する商品がなく悪化している。 【衣服】
○   成人式の中止や延期などでお客様が動揺している。来年の売上が心配です。 【衣服】
○   温泉地は家族の客はいますが宴会をともなう客は皆無です。 【飲食料】
○   コロナウイルスがあるうちは経営が厳しい。 【鮮魚】
○   昨年度の災害による需要増加で忙しいが、各社（特にブロック）在庫不足で受注が追いついていない。

【建築材料】
○   建築棟数の減少により売上げが延びない。 【建築材料】
○   コロナウイルスによる影響は直接はないが、外食産業が低迷しているため、米国産牛肉、花といった
　　　産業者農家の売上減少が受注減少の一つになっている。 【その他】

今　回 -49.4
先行き -45.8
前回比 8.0

対象企業 138
回答企業 83

業況DI値

＜小売業＞

業況DI値

自由意見

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

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

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

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

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

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

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

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示し

た。

〈業況〉

・大幅改善・・・・・・・「自動車販売」

・改善・・・・・・・・・・・「飲食料」

・横ばい・・・・・・・・・「衣料」、「家電品」

・わずかに悪化・・・「家具・建具」、「その他」

・大幅悪化・・・・・・・「中小スーパー」

〈採算〉

・大幅改善・・・・・・・「自動車販売」

・改善・・・・・・・・・・・「飲食料」」

・わずかに悪化・・・「衣料」、「家具・建具」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「家電品」

・大幅悪化・・・・・・・「中小スーパー」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「自動車販売」

・わずかに改善・・・「飲食料」

・わずかに悪化・・・「衣料」

・悪化・・・・・・・・・・・「家電品」、「家具・建具」、「その他」

・大幅悪化・・・・・・・「中小スーパー」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・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・・・・・・・・・・・「家具・建具」、「その他」

・わずかに改善・・・「衣料」、「飲食料」、「家電品」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」
・悪化・・・・・・・・・・・「自動車販売」

〈資金繰り〉
・横ばい・・・・・・・・・「衣料」、自動車販売」

・わずかに悪化・・・「中小スーパー」、「飲食料」、「家電品」、「その他」
・悪化・・・・・・・・・・・「家具・建具」



小売業
○   コロナウイルスにより仕入れのための出張ができない。 【衣料】
○   外出自粛で客足が遠のいている。 【衣料】
○   コロナウイルスの影響で地域商店街は瀕死の状態である。 【衣料】
○   コロナウイルスの影響が大きい。 【衣料】
○   コロナウイルスの影響でしばらくは厳しい。 【飲食料】
○   納品先の飲食業でコロナウイルスによる落ち込みが止まらない。販売業も他県からの客足が少なく、
　　　低迷している。 【飲食料】
○   業界内の競争はさらに激化することは必至。設備投資や労務費の増大により経営環境が悪化することが
　　　予想される。 【自動車販売】
○   中国（南部）からのコンテナ輸送コストが上がっている。
○   コロナウイルスや通信販売の影響が出ている。 【その他】
○   外出規制が続く中、家庭菜園などでは化学薬剤に頼らず土に親しむ機会を多く持ってもらえるよう
　　　呼びかけている。 【その他】

今　回 -69.4
先行き -46.8
前回比 4.9

対象企業 104
回答企業 62

○   ＧｏＴｏトラベルの効果により持続可能となっておりますが、３月以降の対策を本格化させる準備を
　　　すすめています。 【旅館・ホテル】
○   コロナウイルスにより経営が大変厳しい。 【旅館・ホテル】
○   原発事故、風評被害に加えコロナウイルスで厳しい。先行き不透明が長期化している。 【旅館・ホテル】
○   コロナウイルスの影響により駅からの利用が大幅に減少している。 【タクシー】
○   先の見通しが立ちません。 【タクシー】
○   収益はプラスで推移、軽油価格の低下が寄与。 【運送】
○   コロナウイルスの影響は落ち着いてきたが、未だ完全な回復とは言えない状況である。 【運送】
○   ３ヶ月先の予想は今のところ不明である。 【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＞
売上・採算・資金繰りでわずかに改善、業況で横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「観光旅館」、「運送」、「自動車整備」

・横ばい・・・・・・・・・「タクシー」

・わずかに悪化・・・「情報サービス」

・悪化・・・・・・・・・・・「その他」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「観光旅館」、「自動車整備」

・わずかに改善・・・「運送」

・横ばい・・・・・・・・・「タクシー」、「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「その他」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「運送」

・わずかに改善・・・「観光旅館」、「タクシー」

・横ばい・・・・・・・・・「自動車整備」

・わずかに悪化・・・「情報サービス」、「その他」

【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・・・・・・・・・・・「運送」、「自動車整備」、「情報サービス」

・わずかに改善・・・「タクシー」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「観光旅館」
〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「観光旅館」、「タクシー」、「自動車整備」、「その他」
・横ばい・・・・・・・・・「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「運送」


