
●調査時点 令和２年７月調査（２年６月末時点）
●対象企業 ８００社
●回答企業 ５１３社（回答率：６４．1％）

（製造業２4０社、建設業５０社、卸売業７５社、
小売業７８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（▲68.8）は、前回(▲57.4)に比べ(▲11.4)ポイントの悪化を示した。
　業種別では製造業の業況DI（▲73.7）は、前回（▲54.9）に比べ(▲18.8)ポイントの悪化を示した。
　建設業の業況DI（▲36.0）は、前回（▲30.2）に比べ(▲5.8)ポイントの悪化を示した。
　卸売業の業況DI（▲62.7）は前回(▲62.3)に比べ(▲0.4)ポイントの悪化を示した。
　小売業の業況DI（▲64.1）は前回(▲64.7)に比べ(0.6)ポイントの改善を示した。
　サービス業の業況DI（▲87.1）は前回(▲70.1)に比べ(▲17.0)ポイントの悪化を示した。

【３ヵ月先見通し】
〈業況〉今回＝令和2年6月末
　全産業では今回（▲68.8）から3ヵ月先（▲50.1）と18.7ポイントの改善を見通している。
　製造業では今回（▲73.7）から3ヵ月先（▲46.7）と27.0ポイントの改善を見通している。
　建設業では今回（▲36.0）から3ヵ月先（▲40.0）と4.0ポイントの悪化を見通している。
　卸売業では今回（▲62.7）から3ヵ月先（▲60.0）と2.7ポイントの改善を見通している。
　小売業では今回（▲64.1）から3ヵ月先（▲55.1）と9.0ポイントの改善を見通している。
　サービス業では今回（▲87.1）から3ヵ月先（▲52.8）と34.3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 -68.8 -66.5 -63.5 -36.8
３月末時点 -57.4 -54.6 -50.3 -26.5

前回比 -11.4 -11.9 -13.2 -10.3

業況 ６月末時点 ３月末時点

良化 5.3 5.1

悪化 74.1 62.5 良化

DI値 -68.8 -57.4 悪化

前回比 -11.4 -19.0 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 3.8 5.3 良化 6.6 5.0

悪化 77.5 60.2 悪化 71.1 64.8

DI値 -73.7 -54.9 DI値 -64.5 -59.8

前回比 -18.8 -12.5 前回比 -4.7 -24.9
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業況DI値

今　回 -73.7
先行き -46.7
前回比 -18.8

対象企業 377

回答企業 240

＜製造業＞

■業種別業況DI値推移グラフ

業況・売上・採算・資金繰り全てでわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・横ばい・・・・・・・・・「金属」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「織物」、「窯業・土石」、「一般機械」、

「電気機器」、「輸送用機器」「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「酒造」、「ニット」、「縫製」、「木材・木製品」、「印刷」、

「鉄鋼・非鉄」、 「プラスチック」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「窯業・土石」

・横ばい・・・・・・・・・「酒造」、「金属」

・わずかに悪化・・・「印刷」、「一般機械」、「電気機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「食料品」「織物」、「ニット」、「縫製」、「木材・木製品」、

「鉄鋼・非鉄」、「精密機器」、「プラスチック」

・大幅悪化・・・・・・・「輸送用機器」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「印刷」、「窯業・土石」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「木材・木製品」、「金属」、「一般機械」、

「電気機器」、「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「酒造」、「織物」、「ニット」、「縫製」、「鉄鋼・非鉄」、

「輸送用機器」、「プラスチック」

【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・・・・・・・「輸送用機器」

・改善・・・・・・・・・・・「食料品」、「酒造」、「縫製」、「木材・木製品」、「印刷」、

「鉄鋼・非鉄」、 「金属」、「一般機械」、「精密機器」、

「プラスチック」

・わずかに改善・・・「電気機器」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「ニット」

・悪化・・・・・・・・・・・「窯業・土石」

〈資金繰り〉

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

・わずかに改善・・・「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「ニット」、「縫製」、「金属」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「木材・木製品」、「印刷」、「窯業・土石」、

「一般機械」



製造業
○   少し状況が良くなりつつある。 【食料品】
○   コロナウイルスの影響が今後どうなるのか先が読めない。 【食料品】
○   コロナウイルスの影響で売上減少。 【食料品】
○   借入により資金繰りは楽になりました。 【食料品】
○   外出自粛により内食が増え、特需はあったが現在は落ち込んでしまった。 【食料品】
○   コロナウイルスの影響で、需要が戻らず、経済悪化は今後も続くとみられる。 【酒造】

 ○   コロナウイルスによる販売不振が顕著に表れている。   【織物】
○   コロナウイルスの影響で市場は悪化している。 【織物】
○   アパレル業界、ニット業界過去最悪の状況です。 【ニット】
○   外出自粛で商品が売れず、取引先も在庫が多い。秋冬物の商談も進まず見通し暗い。 【縫製】
○   コロナ禍で業況は悪化している。 【木材・木製品】
○   コロナウイルスの影響が出ている。昨年末の受注残はあるものの総体的には受注減少となった。
　　　借入環境は若干改善されたが、事業承継問題も含め問題山積。 【木材・木製品】
○   コロナ特需でDIY市場はしばらく継続する見込みです。 【木材・木製品】
○   コロナウイルスによる自粛ムードで活気が生まれず、中小企業はまだまだ苦労しそうです。

【印刷】
○   コロナウイルスの影響は多大で、3～6月は大きく業績を落としている。給付金や借入で対処する
　　　こととしたが、7月以降も不安である。 【印刷】
○   コロナウイルスの影響がまだまだ続きそうです。 【印刷】
○   最悪の状況が今後も続くと予想される。 【鉄鋼・非鉄】
○   コロナ禍で業績予想は難しい。 【鉄鋼・非鉄】
○   会社は休業に入りました。 【金属】
○   20歳代の定着が悪く、新たな応募もない。先々不安な要素です。 【金属】
○   コロナウイルスによる影響と思われる受注減少が大きい。 【金属】
○   業界全体が悪化している。 【金属】
○   本年は従業員が2名増えていますので実質減収です。7月以後売上げが半分になりそうです。

【金属】
○   コロナウイルスの影響で生産がストップしている。いつ稼働するかは不明。 【金属】
○   コロナウイルスによる社会的影響が大きいです。 【一般機械】
○   現状ではコロナウイルスの影響は軽微ですが、今後大きくなっていくと覚悟しています。 【一般機械】
○   異業種に参入しています。 【一般機械】
○   今後悪化しないよう期待している。 【一般機械】
○   注文は短納期で、綱渡り状態です。今後、一週間先の動向すら不明です。 【一般機械】
○   通年、取引先からの受注は減少しているが、人工呼吸器等の新規受注品があり、なんとか
　　　維持できている。しかし、これは一過性のものであり、先行きは不透明。 【一般機械】
○   業界全体が落ちています。 【一般機械】
○   4月が最悪かと思ったが、未だに先が見ない。今は変化のチャンスと捉えている。 【電気機器】
○   コロナウイルスの第2波の規模により更なる不況が心配です。 【電気機器】
○   早急にコロナウイルスの対策をしないと危ない。 【電気機器】
○   資金は借入により当分は持続が可能です。 【輸送用機器】
○   コロナウイルスの影響が大きい。 【精密機器】
○   回復には時間がかかりそうです。 【精密機器】
○   コロナウイルスの影響により4月～6月の顧客が完全になくなり、売上がありませんでした。
　　　今後の先行きも不明で不安です。 【漆器】

今　回 -36.0

先行き -40.0

前回比 -5.8

対象企業 67

回答企業 50

建設業
○   台風19号の影響により工期延長となり繰越工事が増加したため一時的に受注残高が増加したが、
　　　新規工事の受注は減少している。 【土木】
○   入札制度を変えないと零細企業の生き残りは厳しいと思われる。 【土木】
○   着工の遅れが目立ちます。 【建築】
○   緊急性のある中小河川等の工事が多く発注される見通し。一方で、コロナウイルスの影響で
　　　後期の発注（特に道路関係）が減少するのではと思われます。 【建築】
○   建築設計をしていますが、先が読めず困っています。 【建築】
○   コロナウイルスによる需要の変化やオリンピック開催の有無により景気動向が変化すると思う。

【建築】

自由意見

自由意見

業況DI値

＜建設業＞
採算で横ばい、業況・売上・資金繰りでわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「土木」

・悪化・・・・・・・・・・・「建築」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上で横ばい、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・・・・・・・・・「建築」

・わずかに悪化・・・「土木」

〈資金繰り〉

・わずかに悪化・・・「土木」、「建築」



今　回 -62.7

先行き -60.0

前回比 -0.4

対象企業 114

回答企業 75

卸売業
○   コロナウイルスの第2波がこない限り、現在の助成対策で運営可能。 【衣服】
○   売上高が数か月減少していて、この先も回復は見込めない。仕入も販売数も増加していない。

【飲食料】
○   観光客の大幅減少で最悪の状況です。 【飲食料】
○   コロナウイルスの影響で売上見込みが全く立たない。今後どう経営していったら良いのか全く
　　　分からない状況です。 【飲食料】
○   コロナウイルスの影響も大きいが、原発事故の影響は更に大きい。 【青果物】
○   粗利が毎月マイナスです。 【鮮魚】
○   コロナウイルスの影響で取引先の先行きが不透明な面あり。社内的には、テレワーク等システム
　　　費用の負担が増えた。 【建築材料】
○   今後予測不能な状況です。前年同期と比べるとまだコロナウイルスの影響は軽微です。 【建築材料】
○   7月～9月はさらに悪化する予想。その後の先行きは不透明。 【建築材料】
○   コロナウイルスの影響で得意先から延期やキャンセルがあり、資金繰りは悪化し、在庫も増えている。

【その他】
○   デパートを含めギフト商品の売上が低迷。伝統産業の危機です。 【その他】

今　回 -64.1

先行き -55.1

前回比 0.6

対象企業 138

回答企業 78

業況DI値

＜小売業＞

業況DI値

自由意見

＜卸売業＞
業況・売上・採算・資金繰り全てで横ばいを示した。
〈業況〉

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

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

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

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

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

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

業況・売上で横ばい、採算・資金繰りでわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「中小スーパー」

・わずかに改善・・・「飲食料」、「家電品」

・横ばい・・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに悪化・・・「衣料」、「自動車販売」、「その他」

〈採算〉

・大幅改善・・・・・・・「中小スーパー」

・わずかに改善・・・「家電品」

・横ばい・・・・・・・・・「家具・建具」

・悪化・・・・・・・・・・・「衣料」、「飲食料」、「自動車販売」、「その他」

〈資金繰り〉

・大幅改善・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに改善・・・「家電品」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「自動車販売」

・わずかに悪化・・・「飲食料」

・悪化・・・・・・・・・・・「衣料」、「その他」

【３ヵ月先見通し】

業況・採算わずかに改善、売上・資金繰りで横ばいを見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「その他」

・わずかに改善・・・「衣料」、「飲食料」、「家電品」、「自動車販売」

・悪化・・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「家具・建具」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「衣料」、「飲食料」、「自動車販売」、「その他」

・わずかに悪化・・・「家電品」

・悪化・・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「家具・建具」



小売業
○   コロナウイルスの影響で3月以降売上が半減です。 【衣料】
○   コロナウイルスの影響で客数減少。 【衣料】
○   売上げの3割を占める飲食店がコロナの影響で休業してました。解除後も客足は鈍く死活問題です。
　　　町でも一世帯2万円の商品券を独自に予算にいれ経済支援策を打ってくれてます。 【飲食料】
○   借入を増やし対応しているが、現状では売上の増加は見込めないため新しい取り組みが必要と
　　　なっている。 【飲食料】
○   厳しい状況が続いている。 【飲食料】
○   今後帰省客の減少や大型店出店も売上減少につながると予想される。 【飲食料】
○   展示会の開催ができない。また、訪問活動がやりにくい状況です。 【家電品】
○   昨年の台風被害が収まった後すぐにこのコロナ禍で、売上はジリ貧である。 【家電品】
○   コロナウイルスの影響で悪化している。 【家電品】
○   特別定額給付金のおかげで、大型家電が売れています。 【家電品】
○   3月～5月の最悪の状態は、緊急事態宣言の解除により脱することができたかもしれない。
　　　今後の先行きは不透明。 【家電品】
○   コロナウイルスによる需要の変化と受注（売上）の減少により経営が悪化している。 【自動車販売】

今　回 -87.1

先行き -52.8

前回比 -17.0

対象企業 104

回答企業 70

○   4月中旬から6月中旬までは休業していたこともあり､回復傾向となるのは早くても夏休み以降に
　　　なると予想しています。 【旅館・ホテル】
○   コロナウイルスの影響で予約が全てキャンセルに　なり、未だに予約がありません。小さな旅館
　　　にも予約が入るようにしてほしいです。 【旅館・ホテル】
○   コロナウイルスの影響で収入減。ただし、賃金は支払わなければならず、採算がとれない。

【運送】
○   コロナウイルスの影響で荷動きが悪い。 【運送】
○   コロナウイルスの影響が大きい。今後の先行きは不透明。 【運送】
○   コロナウイルスによる物量減で売上等悪化している。 【運送】
○   直近の予測もつかず、今後の先行きも不透明。 【自動車整備】
○   コロナウイルスで先行きが見えない。 【情報サービス】
○   コロナウイルス感染拡大による休業の影響があります。 【情報サービス】
○   業績悪化の影響が遅れてくる業界なので、年末以降に影響が出てくると思われる。 【情報サービス】

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・資金繰りでわずかに悪化、採算で悪化を示した。

〈業況〉

・横ばい・・・・・・・・・「タクシー」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「運送」

・悪化・・・・・・・・・・・「自動車整備」、「情報サービス」、「その他」

〈採算〉

・横ばい・・・・・・・・・「タクシー」、「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」

・悪化・・・・・・・・・・・「運送」、「自動車整備」「その他」

〈資金繰り〉

・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」

・悪化・・・・・・・・・・・「運送」、「自動車整備」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算・資金繰り全て改善を見通している。

〈業況〉

・大幅改善・・・・・・・「観光旅館」、「タクシー」

・改善・・・・・・・・・・・「運送」、「自動車整備」、「その他」

・わずかに悪化・・・「情報サービス」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「観光旅館」、「運送」

・わずかに改善・・・「タクシー」、「自動車整備」

・横ばい・・・・・・・・・「情報サービス」、「その他」


