
●調査時点 令和３年７月調査（３年６月末時点）
●対象企業 ８００社
●回答企業 ４９１社（回答率：６１．４％）

（製造業２３１社、建設業４６社、卸売業６４社、
小売業８３社、サービス業６７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（▲15.7）は、前回(▲34.7)に比べ(19.0)ポイントの改善を示した。
　業種別では製造業の業況DI（▲0.9）は、前回（▲28.1）に比べ(27.2)ポイントの改善を示した。
　建設業の業況DI（▲19.5）は、前回（▲31.0）に比べ(11.5)ポイントの改善を示した。
　卸売業の業況DI（▲29.7）は前回(▲38.0)に比べ(8.3)ポイントの改善を示した。
　小売業の業況DI（▲41.0）は前回(▲37.0)に比べ(▲4.0)ポイントの悪化を示した。
　サービス業の業況DI（▲19.4）は前回(▲57.9)に比べ(38.5)ポイントの改善を示した。

【３ヵ月先見通し】
〈業況〉今回＝令和3年6月末
　全産業では今回（▲15.7）から3ヵ月先（▲12.6）と3.1ポイントの改善を見通している。
　製造業では今回（▲0.9）から3ヵ月先（▲3.5）と▲2.6ポイントの悪化を見通している。
　建設業では今回（▲19.5）から3ヵ月先（▲26.1）と▲6.6ポイントの悪化を見通している。
　卸売業では今回（▲29.7）から3ヵ月先（▲28.2）と1.5ポイントの改善を見通している。
　小売業では今回（▲41.0）から3ヵ月先（▲20.4）と20.6ポイントの改善を見通している。
　サービス業では今回（▲19.4）から3ヵ月先（▲10.5）と8.9ポイントの改善を見通している。

業況 売上 採算 資金繰り
６月末時点 -15.7 -14.1 -24.0 -4.2
３月末時点 -34.7 -35.8 -33.5 -14.1
前回比 19.0 21.7 9.5 9.9

業況 ６月末時点 ３月末時点

良化 21.2 13.7
悪化 36.9 48.4 良化

DI値 -15.7 -34.7 悪化

前回比 19.0 18.2 ＤＩ値

業況 ６月末時点 ３月末時点 業況 ６月末時点 ３月末時点

良化 30.7 17.7 良化 12.7 9.9

悪化 31.6 45.8 悪化 41.5 51.0

DI値 -0.9 -28.1 DI値 -28.8 -41.1

前回比 27.2 26.1 前回比 12.3 10.4
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業況３か月先見通し

 ■全産業の業況

業況はわずかに改善。
先行きは製造業で横ばい、非製造業でわずかに改善の見通し。

景  気  動  向

建設業
卸売業

ＤＩ（Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ　Ｉｎｄex）値とは、景気の動きをとらえるための

企業の割合を減じた数値。

製造業

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

 ■製造業の業況 ■非製造業の業況

　 全産業の業況３か月先の見通し
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 ■全産業の主要４項目DI値

＜全 産 業＞

■６月末時点からみた
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今　回 -0.9
先行き -3.5
前回比 27.2

対象企業 377
回答企業 231

＜製造業＞

■業種別業況DI値推移グラフ

業況DI値 業況・売上で改善、採算・資金繰りでわずかに改善を示した。

〈業況〉

・大幅改善・・・・・・・「印刷」、「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」、「プラスチック」

・改善・・・・・・・・・・・「食料品」、「酒造」、「織物」、「一般機械」

・わずかに改善・・・「窯業・土石」、「電気機器」

・横ばい・・・・・・・・・「金属」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「ニット」、「縫製」、「木材・木製品」

〈採算〉

・大幅改善・・・・・・・「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」

・改善・・・・・・・・・・・「織物」、「ニット」、「印刷」、「プラスチック」

・わずかに改善・・・「酒造」、「金属」、「一般機械」

・横ばい・・・・・・・・・「木材・木製品」、「電気機器」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「縫製」、「窯業・土石」

〈資金繰り〉

・大幅改善・・・・・・・「鉄鋼・非鉄」

・改善・・・・・・・・・・・「一般機械」、「輸送用機器」、「精密機器」、

「プラスチック」

・わずかに改善・・・「織物」、「金属」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「酒造」、「印刷」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「ニット」、「縫製」、「木材・木製品」、「窯業・土石」

【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・・・・・・・・・・・「酒造」、「縫製」

・わずかに改善・・・「食料品」、「金属」、「一般機械」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「ニット」、「木材・木製品」、「印刷」、

「窯業・土石」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「電気機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」、「プラスチック」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「木材・木製品」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「織物」、「ニット」、「金属」、「「一般機械」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「縫製」、「印刷」、「窯業・土石」、「電気機器」、

「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・・「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」



製造業
○   オリンピック、パラリンピックによるコロナリバウンドが懸念される。 【食料品】
〇　 関東、関西方面での緊急事態宣言の影響が大きく、観光客は減少している。　 【食料品】
○　 コロナウイルスによる行動規制が解除されるまで動きは悪い。 【酒造】
〇　 コロナウイルスにより売上減少。　 【酒造】
〇　 在庫量過剰により受注は減少している。厳しさ増す見込み。 【織物】
〇　 今後も先行き不透明な状況。 【ニット】
〇　 製造業の業況は厳しく、経営難が続いている。 【縫製】
〇　 ウッドショックにより内地材の価格も高騰し、競争激化の状態である。 【木材・木製品】
〇　 コロナウイルスの影響と物価上昇で非常に厳しい状況である。 【木材・木製品】
〇　 コロナウイルスの影響は現在も続いており、印刷業はダメージを受けている。 【印刷】
〇　 建築、土木工事が減少している。先行き不透明。 【窯業・土石】
〇　 主原料（材料）の銅地金の異常な高騰が問題である。 【鉄鋼・非鉄】
〇　 材料費高騰が問題である。 【鉄鋼・非鉄】
〇　 業界はかなり厳しい状況である。 【金属】
〇　 仕入れ材料等諸経費の高騰が製品単価にも影響し苦慮している。 【金属】
〇　 コロナウイルスで求職者は増加しているはずだが、製造業は人員不足である。　 【一般機械】
〇　 子会社の工場がコロナウイルスの影響で操業停止となっている。 【一般機械】
〇　 材料不足等が長期化しており先行き不透明。 【一般機械】
〇　 電子部品が入手困難となり、対応に苦慮している。 【電気機器】
〇　 人員が確保できない。 【電気機器】
〇　 先行き不透明。 【電気機器】
〇　 材料費の高騰が厳しい。 【精密機器】
〇　 半導体市場の良化を期待しているが、今後の製品化が具体的になっておらず
　　　工場の稼働が安定していない。受注不安定。 【精密機器】
〇　 一部の材料の価格が倍増している。 【精密機器】
〇　 受注増加により業績好調。労働時間管理や怪我等の注視が必要。 【プラスチック】
〇　 人材不足もあり、半導体製造装置部品の受注急拡大への対応が難しい。 【プラスチック】

今　回 -19.5
先行き -26.1
前回比 11.5

対象企業 67
回答企業 46

建設業
〇　 木材価格上昇に伴い、資材調達が困難となっている。 【土木】
〇　 ウッドショックによる木材不足、資材の高騰により受注が困難である。 【建築】
〇　 ウッドショックによる影響がますます大きくなる見込み。 【建築】
○　 ウッドショックの動向が注視される。 【建築】
〇　 イベント等の中止による影響は大きいが、現状維持できている。 【建築】
○　 ウッドショックにより先行き不透明。 【建築】

＜建設業＞

自由意見

業況DI値

自由意見

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〉

・改善・・・・・・・・・・・「土木」

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「土木」

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「土木」、「建築」

【３ヵ月先見通し】

採算で横ばい、業況・売上・資金繰りでわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

・わずかに悪化・・・「土木」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

・悪化・・・・・・・・・・・「土木」



今　回 -29.7
先行き -28.2
前回比 8.3

対象企業 114
回答企業 64

卸売業
〇　 人流悪化が影響している。 【青果物】
〇　 天候不順の影響で厳しい状況である。 【青果物】
〇　 コロナウイルスと少子高齢化により中央卸市場には人がおらず物流も動かないため、
　　　社員の時短勤務が迫られる。 【鮮魚】
〇　 ウッドショックの影響により、材木がない。このままでは受注を受けても売るものがない。 【建築材料】

今　回 -41.0
先行き -20.4
前回比 -4.0

対象企業 138
回答企業 83

業況DI値

業況DI値

自由意見

＜卸売業＞

＜小売業＞

業況・売上・採算・資金繰りでわずかに改善を示した。
〈業況〉

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

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

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

【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〉

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

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

資金繰りでわずかに改善、業況・売上で横ばい、採算でわずかに悪化を示し

た。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに改善・・・「衣料」

・横ばい・・・・・・・・・「自動車販売」、「その他」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「家電品」

・大幅悪化・・・・・・・「中小スーパー」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「衣料」、「家電品」、「家具・建具」

・悪化・・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「飲食料」、「自動車販売」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「その他」

・わずかに改善・・・「衣料」、「家電品」、「自動車販売」

・わずかに悪化・・・「中小スーパー」、「飲食料」、「家具・建具」

【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〉

・大幅改善・・・・・・・「中小スーパー」
・改善・・・・・・・・・・・「飲食料」、「自動車販売」

・わずかに改善・・・「家電品」、「その他」
・横ばい・・・・・・・・・「衣料」

・わずかに悪化・・・「家具・建具」
〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「家具・建具」
・わずかに改善・・・「飲食料」、「その他」



小売業
○　 競合の影響が大きい。価格競争になればさらに悪化する見込み。 【中小スーパー】
○   コロナウイルスによる外出自粛で客足が減少している。 【衣料】
○　 コロナウイルスによる影響で低迷状態が続いている。 【衣料】
○　 コロナウイルスに対する時短要請により、1ヶ月前から飲食店への納品はほぼゼロ。
　　　先行き不透明で不安である。 【飲食料】
〇　 人材不足で悩んでいる。 【家電品】
〇　 既存顧客から仕事があるため営業は続けているが苦しい状況である。 【家電品】
○　 少子化と若者の車離れが深刻化している。
　　　販売減少を見込んで、付加価値のあるオプションを強化している。 【自動車販売】
〇　 外出自粛要請などの影響により売上は減少。巣ごもり需要により需要の変化が見られる。

今　回 -19.4
先行き -10.5
前回比 38.5

対象企業 104
回答企業 67

〇　 先行き不透明。 【旅館・ホテル】
〇　 営業日を制限しているため厳しい環境である。 【旅館・ホテル】
○   コロナウイルス収束までは先行き不透明。 【タクシー】
○   大都市の緊急事態宣言の継続により昨年6月同様物流の減少が続いている。。 【運送】
○   客数は変わらないが発注数の減少により売上が減少。燃料価格が徐々に上昇している。 【運送】
〇　 燃料単価が上昇し、荷動きが鈍化している。 【運送】
〇　 軽油高騰が問題である。 【運送】
〇　 原油価格の上昇により軽油価格も上昇している。 【運送】
○　 先行き不透明。現状のままであれば悪化の見込み。 【自動車整備】
〇　 半導体不足が新車納期の遅れに影響を及ぼしている。しばらく継続する見込み。 【自動車整備】
〇　 新聞の購読率の減少が予想を上回っている。他のサービス・商品開発が間に合っていない。

【情報サービス】
○　 コロナウイルスによる不況が大きく影響している。 【その他】
○　 コロナウイルス感染拡大による影響が大きい。 【その他】

サービス業

＜サービス業＞

自由意見

自由意見

業況DI値
業況・売上で改善、採算・資金繰りでわずかに改善を示した。
〈業況〉

・大幅改善・・・・・・・「タクシー」、「運送」、「その他」
・改善・・・・・・・・・・・「観光旅館」
・わずかに改善・・・「自動車整備」
・わずかに悪化・・・「情報サービス」

〈採算〉
・大幅改善・・・・・・・「タクシー」
・改善・・・・・・・・・・・「観光旅館」、「運送」
・わずかに改善・・・「その他」
・わずかに悪化・・・「自動車整備」、「情報サービス」

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

【３ヵ月先見通し】
業況・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〉

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

〈資金繰り〉
・改善・・・・・・・・・・・「自動車整備」
・わずかに改善・・・「観光旅館」
・横ばい・・・・・・・・・「タクシー」、「情報サービス」、「その他」
・わずかに悪化・・・「運送」


