
●調査時点 令和３年４月調査（３年３月末時点）
●対象企業 ８００社
●回答企業 ４８１社（回答率：６０．１％）

（製造業２３８社、建設業４２社、卸売業７１社、
小売業７３社、サービス業５７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（▲34.7）は、前回(▲52.9)に比べ(18.2)ポイントの改善を示した。
　業種別では製造業の業況DI（▲28.1）は、前回（▲54.2）に比べ(26.1)ポイントの改善を示した。
　建設業の業況DI（▲31.0）は、前回（▲30.1）に比べ(▲1.0)ポイントの悪化を示した。
　卸売業の業況DI（▲38.0）は前回(▲53.9)に比べ(15.9)ポイントの改善を示した。
　小売業の業況DI（▲37.0）は前回(▲49.4)に比べ(12.4)ポイントの改善を示した。
　サービス業の業況DI（▲57.9）は前回(▲69.4)に比べ(11.5)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3月末
　全産業では今回（▲34.7）から3ヵ月先（▲22.6）と12.1ポイントの改善を見通している。
　製造業では今回（▲28.1）から3ヵ月先（▲13.5）と14.6ポイントの改善を見通している。
　建設業では今回（▲31.0）から3ヵ月先（▲28.5）と2.5ポイントの悪化を見通している。
　卸売業では今回（▲38.0）から3ヵ月先（▲26.7）と11.3ポイントの悪化を見通している。
　小売業では今回（▲37.0）から3ヵ月先（▲34.3）と2.7ポイントの改善を見通している。
　サービス業では今回（▲57.9）から3ヵ月先（▲36.9）と21.0ポイントの改善を見通している。

業況 売上 採算 資金繰り
３月末時点 -34.7 -35.8 -33.5 -14.1

１２月末時点 -52.9 -51.5 -46.0 -21.5
前回比 18.2 15.7 12.5 7.4

業況 ３月末時点 １２月末時点

良化 13.7 8.8
悪化 48.4 61.7 良化

DI値 -34.7 -52.9 悪化

前回比 18.2 14.9 ＤＩ値

業況 ３月末時点 １２月末時点 業況 ３月末時点 １２月末時点

良化 17.7 10.1 良化 9.9 7.7

悪化 45.8 64.3 悪化 51.0 59.2

DI値 -28.1 -54.2 DI値 -41.1 -51.5

前回比 26.1 18.8 前回比 10.4 11.5

-22.6

小売業
サービス業

73
57

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、非製造業ともに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

35.1
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 ■全産業の主要４項目DI値

＜全 産 業＞

■３月末時点からみた
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サービス業



今　回 -28.1
先行き -13.5
前回比 26.1

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

業況DI値 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・・・・・・・「ニット」、「精密機器」

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

・横ばい・・・・・・・・・「酒造」

・わずかに悪化・・・「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・・「窯業・土石」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「金属」、「一般機械」、「電気機器」、「輸送用機器」、

「精密機器」

・わずかに改善・・・「食料品」、「縫製」、「印刷」

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

「鉄鋼・非鉄」

・わずかに悪化・・・「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・・「酒造」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「ニット」、「印刷」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「電気機器」、

「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「酒造」、「縫製」、「窯業・土石」、「一般機械」、

「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」

・わずかに悪化・・・「織物」、「木材・木製品」、「プラスチック」

【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・・・・・・・「織物」

・改善・・・・・・・・・・・「食料品」、「酒造」、「鉄鋼・非鉄」、「一般機械」、

「プラスチック」

・わずかに改善・・・「窯業・土石」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「縫製」、「金属」、「電気機器」、「輸送用機器」

・わずかに悪化・・・「木材・木製品」、「印刷」

・悪化・・・・・・・・・・・「ニット」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「プラスチック」

・わずかに改善・・・「鉄鋼・非鉄」、「一般機械」、「輸送用機器」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「縫製」、「金属」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「酒造」、「木材・木製品」、「窯業・土石」、

「電気機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「ニット」、「印刷」



製造業
○   コロナウイルスにより売上減少。 【食料品】
○   業況は良くないが、通信販売部門拡大により救われている状況である。 【食料品】
○　 飲食業の営業自粛による影響が大きい。観光業の売上も悪く、受注全体が縮小している。 【酒造】
○   国内アパレル会社の規模縮小により大きな影響を受けている。 【ニット】
○　 受注減少分は医療関連の仕事で補っている。業界は悪戦苦闘している。 【酒造】
○   コロナウイルスの影響も見受けられ、業種、地域による業況の格差が甚だしい。
　　　採算は受注競争の激化によりかなり厳しい。 【木材・木製品】
〇　 コロナウイルスにより業績の低迷が続いている。 【木材・木製品】
〇　 受注に対し在庫量が増えており早急の対策が必要。 【木材・木製品】
〇　 コロナウイルス融資により資金繰りは問題ないが、売上が伸び悩んでいる。 【印刷】
〇　 売り上げが減少しているのに、人件費は変わらないので厳しい状態が続いている。 【印刷】
〇　 ３月、４月は久しぶりの活況が見込まれる。 【印刷】
〇　 コロナウイルスで先行きが見えず、対策がとれない。 【印刷】
〇　 今後１０年は悪化傾向と予測している。コストダウンを軸とした作業効率の向上が課題である。　

【窯業・土石】
〇　 アルミ鋳造は最悪。先が見えない。　 【鉄鋼・非鉄】
〇　 コロナウイルスの影響によるものなのか、物件情報、受注等が不透明である。 【金属】
〇　 鉄板の材料が不足している。 【金属】
〇　 材料費が高止まりしている。 【金属】
〇　 新規受注予定により売上良化見込みだが、先行き不透明である。 【一般機械】
〇　 コロナウイルスで先行き不透明。受注減少。 【一般機械】
〇　 受注残高が減少している。 【一般機械】
〇　 仕事は増加しているが人材不足。 【一般機械】
〇　 受注量激減のため下請けの立場では改善が容易ではない。 【一般機械】
〇　 昨年は先行きの落ち込み対策と資金準備の悩みがあったが、
　　　今年は受注増加にどう対処するかが悩みである。 【電気機器】
〇　 十分ではないが改善されている。今後のコロナウイルスの状況次第だが、楽観視はできない。

【輸送用機器】
〇　 短納期品が大幅に増加し、労働時間が増えてしまうことが多い。 【精密機器】
〇　 材料価格が上昇している。 【精密機器】
〇　 コロナウイルスの影響により来客数はほとんどなく、予約もキャンセルされている。 【漆器】
〇　 人員不足により生産が追いつかない。 【プラスチック】
〇　 原材料の入手が一部困難となっており計画通りの生産が立たない。 【プラスチック】
〇　 この先どのような状態になるか読みにくい。 【プラスチック】
〇　 現状維持は困難。 【プラスチック】

今　回 -31.0
先行き -28.5
前回比 -1.0

対象企業 67
回答企業 42

建設業
〇　 先行き不透明であり不安である。 【建築】
〇　 コロナウイルスの影響は比較的少ないため業績は良化しているが、先行きは不透明。 【建築】
〇　 技術力の高い職人（大工）が不足している。労務管理のしばりが大きくなり、時間に追われる。

【建築】
〇　 個人の需要は増えているが、法人の需要は厳しい。 【建築】

＜建設業＞

自由意見

業況DI値

自由意見

業況・採算・資金繰りで横ばい、売上でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」、「建築」

〈採算〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」、「建築」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」、「建築」

【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〉

・わずかに改善・・・「土木」

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

・わずかに悪化・・・「土木」



今　回 -38.0
先行き -26.7
前回比 15.9

対象企業 114
回答企業 71

卸売業
〇　 売上減少に伴い、人員削減したが採算が合わない。 【衣服】
〇　 コロナウイルスの影響が大きく、購買力の低下に繋がっている。 【飲食料】
〇　 コロナ禍においては、個人宅配向けの卸売業者に販売しているのでやや良くなっているが、
　　　今後は農業後継者の減少で物量が減少する見込み。 【飲食料】
〇　 コロナウイルスの影響が大きい。 【青果物】
〇　 毎月採算がとれない。 【鮮魚】
○　 ３月に大型案件を受注し、売上は良化したが、今後は見込めない。
　　　コロナ補助が見込めない場合、悪化の可能性あり。 【機械器具】
○　 売上が減少、建築店の需要が少ない。 【建築材料】
○　 河川災害関連のブロック製品を扱っているので、もうしばらく、良化傾向が続くと思われる。 【建築材料】
○　 震災、原発事故から１０年が過ぎ農業が再開するも就農人口が少なく、基幹産業とはいえない状況。

【その他】
○　 資源価格が上昇し良い状況である。 【その他】

今　回 -37.0
先行き -34.3
前回比 12.4

対象企業 138
回答企業 73

業況DI値

業況DI値

自由意見

＜卸売業＞

＜小売業＞

業況・売上・資金繰りでわずかに改善、採算で横ばいを示した。
〈業況〉

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

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

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

【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・・・「飲食料」、「青果物」
・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「鮮魚」、「建築材料」
・わずかに悪化・・・「その他」

〈資金繰り〉
・わずかに改善・・・「その他」

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〉

・大幅改善・・・・・・・「中小スーパー」

・改善・・・・・・・・・・・「家電品」、「家具・建具」、「その他」

・わずかに改善・・・「衣料」

・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」、「自動車販売」

〈採算〉

・大幅改善・・・・・・・「家電品」

・改善・・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「衣料」、「自動車販売」

・わずかに改善・・・「飲食料」、「家具・建具」、「その他」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「家電品」

・わずかに改善・・・「衣料」、「家具・建具」

・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」、「自動車販売」

・わずかに悪化・・・「その他」

【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〉

・改善・・・・・・・・・・・「飲食料」

・わずかに改善・・・「家具・建具」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「自動車販売」、「その他」

・わずかに悪化・・・「衣料」、「家電品」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「飲食料」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「家電品」、自動車販売」

・わずかに悪化・・・「衣料」、「家具・建具」

・悪化・・・・・・・・・・・「中小スーパー」



小売業
〇　 コロナウイルス感染者が増加したため来客数が減少、売上も減少している。 【中小スーパー】
○   コロナウイルスの影響が大きい。 【衣料】
〇　 コロナウイルス融資を受けたのでこの先少し不安である。 【飲食料】
〇　 大手販売店の出店によって来客売上げが減少している。 【飲食料】
〇　 昨年は特別定額給付金により、家具業界は恩恵を受けたが今年はないため厳しくなる見込み。

今　回 -57.9
先行き -36.9
前回比 11.5

対象企業 104
回答企業 57

〇　 地震により休業。資金繰りが厳しい。 【旅館・ホテル】
〇　 コロナウイルスの影響が甚大。 【旅館・ホテル】
○   コロナウイルス感染拡大により、売上減少が続いている。 【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も１年経過したが好転の見込みが立たない。
　　　直近の地震関連の需要もあるが継続的な見通しが立っていない。 【タクシー】
〇　 燃料単価の高騰が問題である。 【運送】
〇　 終息が見えないコロナ禍の今、燃料の高騰に下げ止まりが見えず不安が広がっている。 【運送】
〇　 製品供給の鈍化、供給量不足。 【自動車整備】
〇　 コロナウイルスの影響が出てきている。 【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・採算でわずかに改善、売上・資金繰りで横ばいを示した。
〈業況〉

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

〈採算〉
・改善・・・・・・・・・・・「運送」
・わずかに改善・・・「タクシー」、「自動車整備」、「情報サービス」、

「その他」
・悪化・・・・・・・・・・・「観光旅館」

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

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


