
●調査時点 令和３年１０月調査（３年９月末時点）
●対象企業 ８００社
●回答企業 ４８２社（回答率：６０．３％）

（製造業２３１社、建設業４５社、卸売業６８社、
小売業７６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（▲29.7）は、前回(▲15.7)に比べ(▲14.0)ポイントの悪化を示した。
　業種別では製造業の業況DI（▲11.7）は、前回（▲0.9）に比べ(▲10.8)ポイントの悪化を示した。
　建設業の業況DI（▲31.1）は、前回（▲19.5）に比べ(▲11.6)ポイントの悪化を示した。
　卸売業の業況DI（▲41.1）は前回(▲29.7)に比べ(▲11.4)ポイントの悪化を示した。
　小売業の業況DI（▲50.0）は前回(▲41.0)に比べ(▲9.0)ポイントの悪化を示した。
　サービス業の業況DI（▲58.1）は前回(▲19.4)に比べ(▲38.7)ポイントの悪化を示した。

【３ヵ月先見通し】
〈業況〉今回＝令和3年9月末
　全産業では今回（▲29.7）から3ヵ月先（▲21.3）と8.4ポイントの改善を見通している。
　製造業では今回（▲11.7）から3ヵ月先（▲14.4）と▲2.7ポイントの悪化を見通している。
　建設業では今回（▲31.1）から3ヵ月先（▲28.9）と2.2ポイントの改善を見通している。
　卸売業では今回（▲41.1）から3ヵ月先（▲28.0）と13.1ポイントの改善を見通している。
　小売業では今回（▲50.0）から3ヵ月先（▲27.7）と22.3ポイントの改善を見通している。
　サービス業では今回（▲58.1）から3ヵ月先（▲25.8）と32.3ポイントの改善を見通している。

業況 売上 採算 資金繰り
９月末時点 -29.7 -26.2 -35.8 -16.0
６月末時点 -15.7 -14.1 -24.0 -4.2
前回比 -14.0 -12.1 -11.8 -11.8

業況 ９月末時点 ６月末時点

良化 17.1 21.2
悪化 46.8 36.9 良化

DI値 -29.7 -15.7 悪化

前回比 -14.0 19.0 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 26.1 30.7 良化 8.8 12.7

悪化 37.8 31.6 悪化 55.0 41.5

DI値 -11.7 -0.9 DI値 -46.2 -28.8

前回比 -10.8 27.2 前回比 -17.4 12.3
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 ■全産業の主要４項目DI値

＜全 産 業＞

■９月末時点からみた

 ■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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業況はわずかに悪化。
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。
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今　回 -11.7
先行き -14.4
前回比 -10.8

対象企業 377
回答企業 231

業況DI値

■業種別業況DI値推移グラフ

＜製造業＞

業況・売上・採算・資金繰りでわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「縫製」、「金属」

・わずかに改善・・・「窯業・土石」、「電気機器」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「ニット」、「一般機械」

・わずかに悪化・・・「木材・木製品」、「鉄鋼・非鉄」

・悪化・・・・・・・・・・・「食料品」、「酒造」、「織物」、「輸送用機器」、

「プラスチック」

・大幅悪化・・・・・・・「印刷」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「ニット」、「窯業・土石」

・わずかに改善・・・「電気機器」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「縫製」、「金属」、「一般機械」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「木材・木製品」

・悪化・・・・・・・・・・・「酒造」、「印刷」、「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」、

「プラスチック」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「縫製」

・わずかに改善・・・「織物」、「木材・木製品」、「窯業・土石」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「ニット」、「電気機器」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「金属」、「一般機械」、「輸送用機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「印刷」、「鉄鋼・非鉄」

・大幅悪化・・・・・・・「酒造」

【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・・・・・・・・・・・「食料品」、「酒造」、「織物」、「ニット」、「印刷」

・わずかに改善・・・「木材・木製品」

・横ばい・・・・・・・・・「縫製」、「一般機械」、「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「電気機器」、

「輸送用機器」、「プラスチック」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「ニット」

・わずかに改善・・・「食料品」、「酒造」、「木材・木製品」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「金属」、「一般機械」、「輸送用機器」、

「精密機器」

・わずかに悪化・・・「印刷」、「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」、「プラスチック」



製造業
○   コロナウイルスの影響と不景気が重なり購買がない。 【食料品】
○　 お盆過ぎから厳しくなっている。コロナウイルスの落ち着き次第。 【食料品】
○　 材料の高騰で売上は伸び悩み状況は厳しいままである。 【食料品】
○　 人の流動が止まっているため消費に結びつかず、数年は厳しい見込み。
　 　 人手不足も深刻になってくるので条件によっては外国人の雇用も考えなければならない。 【酒造】
〇　 風評被害により中国や韓国への輸出が未だ出来ずとても苦しい状況。 【酒造】
〇　 製品１枚の単価は上がらず、その上受注は減少。
　 　 加えて最低賃金の引き上げと全てが痛手である。 【織物】
〇　 ８月の緊急事態宣言以降アパレルからの生産減少が続き、厳しい状況である。 【ニット】
〇　 業界全体がマイナスなので手の打ちようがない。 【縫製】
〇　 木材価格の上昇、海外仕入商品の値上がり等により原価高騰で収益性は悪化している。 【木材・木製品】
〇　 コロナウイルスの影響が大きい。 【木材・木製品】
〇　 コロナウイルスによる景気の低迷で業況への悪影響が続いている。 【木材・木製品】
〇　 コロナウイルス感染拡大の影響によるイベントの自粛、中止で広告費が減少。
　　  自社の売上減少の要因となっている。 【印刷】
〇　 受注減少が続いている。　 【印刷】
〇　 アルミ価格の上昇で厳しい。 【鉄鋼・非鉄】
〇　 材料費が値上がりしている。 【金属】
〇　 業態の変化により資金繰り悪化。 【金属】
〇　 コロナウイルスで行動できない。 【金属】
〇　 状況が悪化している中での最低賃金引き上げは非常に厳しい。 【金属】
〇　 資材の高騰、製品・部品の不足が問題である。 【一般機械】
〇　 人材不足。 【一般機械】
〇　 価格の高騰、人材の採用難が続いている。 【一般機械】
〇　 人材不足が問題。 【一般機械】
〇　 短納期のため残業等が多くなる傾向がある。 【電気機器】
〇　 まだまだコロナウイルスの影響が懸念される。 【電気機器】
〇　 電子部品の調達が困難なため工場の稼働は鈍り、社員の休業を増やしている。
　　　それに伴い高齢者の雇用維持が難しくなっている。 【電気機器】
〇　 顧客先がコロナウイルスの影響で部品調達が難しくなっており、
　　　休業せざるを得ない状況となっている。 【輸送用機器】
〇　 売上は戻ってきてはいるが、まだ良くなったとは感じられない。 【輸送用機器】
〇　 コロナ禍で来店客はキャンセル、全国百貨店での販売会も中止。
　　　結婚式や葬儀等の中止で引き出物もないため売上を上げられない。 【漆器】
〇　 生産効率の悪化の状態によっては来期工場の縮小を考えている。 【プラスチック】
〇　 先行き不透明のため現在の受注を完璧にこなし取りこぼしのないようにしている。 【プラスチック】

今　回 -31.1
先行き -28.9
前回比 -11.6

対象企業 67
回答企業 45

建設業
〇　 ウッドショックによる木材不足と値上がりで先行き不透明。 【建築】
〇　 ウッドショックによる木材価格の上昇で資材が減少。
　　  木材以外の資材も次々と値上がりしており、今までの価格での受注は非常に難しい。 【建築】
○　 ウッドショックの影響多大。 【建築】

自由意見

自由意見

業況DI値

＜建設業＞
業況・資金繰りでわずかに悪化、売上・採算で悪化を示した。

〈業況〉

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

・悪化・・・・・・・・・・・「土木」

〈採算〉

・悪化・・・・・・・・・・・「土木」、「建築」

〈資金繰り〉

・わずかに悪化・・・「建築」

・悪化・・・・・・・・・・・「土木」

【３ヵ月先見通し】

売上・採算でわずかに改善、業況・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」

・わずかに悪化・・・「建築」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」、「建築」



今　回 -41.1
先行き -28.0
前回比 -11.4

対象企業 114
回答企業 68

卸売業
〇　 コロナウイルスが終息しない限り、業況の回復は難しい。 【衣服】
〇　 コロナウイルスの影響で客数減少。廃業や規模縮小も考えられる。 【衣服】
〇　 コロナウイルスが落ち着かない限り売上回復は見込めない。 【飲食料】
〇　 コロナウイルスの影響で売上が悪化している。 【飲食料】
〇　 コロナウイルスで県をまたぐ移動が制限されていると商売にならない。
　　　タバコの販売も激減している。 【青果物】
〇　 諸経費が多い。売上低下で粗利が悪く困っている。 【鮮魚】
〇　 災害復旧が進み、通常の公共事業のみでは先細り傾向となり、苦しくなる見込み。 【建築材料】
〇　 地元基幹産業の葉たばこ生産農家が廃作を希望しているため客数は減る見込み。 【その他】

今　回 -50.0
先行き -27.7
前回比 -9.0

対象企業 138
回答企業 76

業況DI値

自由意見

＜卸売業＞

＜小売業＞

業況DI値

業況・売上・採算・資金繰りでわずかに悪化を示した。
〈業況〉

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

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

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

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

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

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

業況・売上・採算・資金繰りでわずかに悪化を示した。
〈業況〉

・わずかに改善・・・「中小スーパー」、「飲食料」、「家電品」
・わずかに悪化・・・「衣料」、「その他」
・大幅悪化・・・・・・・「自動車販売」、「家具・建具」

〈採算〉
・わずかに改善・・・「飲食料」
・横ばい・・・・・・・・・「家具・建具」
・わずかに悪化・・・「衣料」、「家電品」、「その他」
・悪化・・・・・・・・・・・「中小スーパー」
・大幅悪化・・・・・・・「自動車販売」

〈資金繰り〉
・わずかに改善・・・「飲食料」、「家具・建具」
・わずかに悪化・・・「衣料」
・悪化・・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「家電品」、「自動車販売」、

「その他」

【３ヵ月先見通し】
業況で改善、売上・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・・・・・・・「中小スーパー」
・改善・・・・・・・・・・・「飲食料」、「家具・建具」、「その他」
・わずかに改善・・・「衣料」
・横ばい・・・・・・・・・「家電品」、「自動車販売」

〈資金繰り〉
・改善・・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「家電品」、「家具・建具」、「その他」
・わずかに改善・・・「衣料」、「飲食料」



小売業
○　 コロナウイルスの影響で客の動きが止まっている。９月より仕入単価が上昇している。 【衣料】
○   厳しい状況が続いている。 【飲食料】
○　 客がおらず、飲食店の酒類の注文もないため全く売れない。 【飲食料】
○　 飲食店の時短営業が重なり納品は激減。 【飲食料】
○　 人員不足により生産量を減らしている。 【飲食料】
〇　 コロナウイルスの影響は少し和らいできている。 【飲食料】
〇　 訪問販売がメインなのでコロナウイルスは痛手である。 【家電品】
○　 お盆頃から売上が減少している。
　　　秋の彼岸もあまり期待は出来ず、徐々に厳しくなってきている。 【その他】
〇　 １０月からの最低賃金引き上げが大変である。 【その他】

今　回 -58.1
先行き -25.8
前回比 -38.7

対象企業 104
回答企業 62

〇　 ３ヶ月先まで先行き不透明。 【旅館・ホテル】
〇　 ２月から規模を縮小して営業している。 【旅館・ホテル】
○   未だ先行き不透明。 【タクシー】
○   旅行業なので特に厳しい状況。 【タクシー】
○   コロナウイルスの影響が大きい。 【タクシー】
〇　 コロナウイルスの影響は徐々に終息している。 【運送】
〇　 物量は回復傾向にあったが、コロナウイルスや半導体などの影響で未だ減少が続いている。 【運送】
〇　 中小規模店の増加によって手間がかかり、人件費が上昇している。 【運送】

自由意見

業況DI値

＜サービス業＞

自由意見

サービス業

採算・資金繰りでわずかに悪化、業況・売上で悪化を示した。
〈業況〉

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

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

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

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

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

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


