
●調査時点 令和４年１月調査（３年１２月末時点）
●対象企業 ８００社
●回答企業 ４８５社（回答率：６０．６％）

（製造業２３７社、建設業４５社、卸売業６９社、
小売業７２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（▲10.7）は、前回(▲29.7)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（▲1.7）は、前回（▲11.7）に比べ(10.0)ポイントの改善を示した。
　建設業の業況DI（▲22.2）は、前回（▲31.1）に比べ(8.9)ポイントの改善を示した。
　卸売業の業況DI（▲10.1）は前回(▲41.1)に比べ(31.0)ポイントの改善を示した。
　小売業の業況DI（▲34.7）は前回(▲50.0)に比べ(15.3)ポイントの改善を示した。
　サービス業の業況DI（▲9.6）は前回(▲58.1)に比べ(48.5)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12月末
　全産業では今回（▲10.7）から3ヵ月先（▲16.7）と▲6.0ポイントの悪化を見通している。
　製造業では今回（▲1.7）から3ヵ月先（▲11.8）と▲10.1ポイントの悪化を見通している。
　建設業では今回（▲22.2）から3ヵ月先（▲28.9）と▲6.7ポイントの悪化を見通している。
　卸売業では今回（▲10.1）から3ヵ月先（▲31.8）と▲21.7ポイントの悪化を見通している。
　小売業では今回（▲34.7）から3ヵ月先（▲16.6）と18.1ポイントの改善を見通している。
　サービス業では今回（▲9.6）から3ヵ月先（▲9.7）と▲0.1ポイントの悪化を見通している。

業況 売上 採算 資金繰り
１２月末時点 -10.7 -12.6 -25.0 -9.5
９月末時点 -29.7 -26.2 -35.8 -16.0
前回比 19.0 13.6 10.8 6.5

業況 １２月末時点 ９月末時点

良化 22.5 17.1
悪化 33.2 46.8 良化
DI値 -10.7 -29.7 悪化

前回比 19.0 -14.0 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 28.7 26.1 良化 16.5 8.8
悪化 30.4 37.8 悪化 35.9 55.0
DI値 -1.7 -11.7 DI値 -19.4 -46.2

前回比 10.0 -10.8 前回比 26.8 -17.4
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 ■全産業の主要４項目DI値

＜全 産 業＞

■１２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

28.7
12.0

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

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

-16.7

小売業
サービス業
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業況３か月先見通し

 ■全産業の業況
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今　回 -1.7
先行き -11.8
前回比 10.0

対象企業 377
回答企業 237

業況DI値

■業種別業況DI値推移グラフ

＜製造業＞

業況でわずかに改善、売上・採算・資金繰りで横ばいを示した。

〈業況〉

・大幅改善・・・・・・・「酒造」、「織物」、「ニット」、「縫製」

・改善・・・・・・・・・・・「食料品」

・わずかに改善・・・「印刷」、「金属」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「木材・木製品」、「電気機器」
・わずかに悪化・・・「鉄鋼・非鉄」、「一般機械」、「輸送用機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「窯業・土石」、「プラスチック」

〈採算〉
・大幅改善・・・・・・・「酒造」、「織物」

・改善・・・・・・・・・・・「印刷」
・わずかに改善・・・「食料品」、「縫製」、「一般機械」

・横ばい・・・・・・・・・「ニット」、「木材・木製品」、「金属」
・わずかに悪化・・・「電気機器」、「精密機器」

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

〈資金繰り〉

・大幅改善・・・・・・・「酒造」
・改善・・・・・・・・・・・「印刷」

・わずかに改善・・・「食料品」、「電気機器」
・横ばい・・・・・・・・・「ニット」、「縫製」、「木材・木製品」、「鉄鋼・非鉄」、

「金属」
・わずかに悪化・・・「織物」、「窯業・土石」、「一般機械」、「輸送用機器」、

「精密機器」
・悪化・・・・・・・・・・・「プラスチック」

【３ヵ月先見通し】

売上・採算・資金繰りで横ばい、業況でわずかに悪化を見通している。
〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「印刷」、「窯業・土石」
・わずかに改善・・・「食料品」、「木材・木製品」

・横ばい・・・・・・・・・「酒造」、「ニット」、「一般機械」
・わずかに悪化・・・「縫製」、「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・・「織物」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「電気機器」、
「輸送用機器」、「精密機器」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「ニット」
・わずかに改善・・・「酒造」、「一般機械」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「織物」、「木材・木製品」、「鉄鋼・非鉄」、
「精密機器」

・わずかに悪化・・・「印刷」、「窯業・土石」、「金属」
・悪化・・・・・・・・・・・「縫製」、「電気機器」、「輸送用機器」



製造業
○   原材料の高騰があらゆる分野に影響し始めている。 【食料品】
○　 コロナ禍の落ち着きが見られ売上高は少々上がっているが、先行き不安。 【食料品】
○　 コロナウイルスにより売上減少。 【酒造】
○　 ３ヶ月先まで先行き不透明。 【酒造】
〇　 仕入単価が急激に値上がりしている。 【ニット】
〇　 冬物は少し売れている。 【縫製】
〇　 資材、賃金は上がっているが受注単価は下降傾向である。 【縫製】
〇　 人員不足。 【木材・木製品】
〇　 コロナウイルスの直接的・間接的影響により受注が激減。結果として競争激化し
　　  受注単価は低下。また、ウッドショックにより仕入単価が上昇するなど
　　  業種業態により格差がますます拡大している。 【木材・木製品】
〇　 原材料の値上がりを売上にどう転嫁するかが課題である。 【印刷】
〇　 仕入単価の上昇が問題である。 【鉄鋼・非鉄】
〇　 受注状況の変化が激しい。人材不足、材料の高騰が続いている。 【金属】
〇　 若年労働者の確保が困難である。　 【金属】
〇　 来年にかけ厳しくなる見込み。　 【一般機械】
〇　 コロナウイルスによる影響は脱したが、今度は受注に生産が追いついていない状況。
　　  労働力確保、海外からの部品調達不安、資材価格高騰が問題である。 【一般機械】
〇　 資材、エネルギー、人件費の上昇が今後も続く見込み。
　　  受注単価に転嫁しなければ厳しい状況。 【一般機械】
〇　 材料の入手困難により仕掛品が増え、売上に計上されない。 【電気機器】
〇　 原材料の値上がりが続出している。 【電気機器】
〇　 人員不足が深刻化している。 【電気機器】
〇　 海外からの部品調達が難しく生産が出来ない状況。 【電気機器】
〇　 人材不足が深刻化している。
　　  原料の値上げを売値に転嫁するのに時間がかかる。 【輸送用機器】
〇　 設備関係の仕事は依頼がなく、大きな物件もすべて延期となっている。 【精密機器】
〇　 金属材料の高騰で苦しい状況。 【精密機器】
〇　 コロナウイルスにより、人々の動きが変化し従来の市場が戻ることはありません。 【漆器】

今　回 -22.2
先行き -28.9
前回比 8.9

対象企業 67
回答企業 45

建設業
〇　 仕入単価の上昇に伴い、材料の仕入が困難となっている。 【建築】
〇　 ウッドショックにより先行き不安。 【建築】

自由意見

自由意見

業況DI値

＜建設業＞
業況・売上・採算・資金繰りでわずかに改善を示した。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「土木」、「建築」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「建築」

・横ばい・・・・・・・・・「土木」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「土木」、「建築」

【３ヵ月先見通し】

採算・資金繰りで横ばい、業況・売上でわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「土木」

・悪化・・・・・・・・・・・「建築」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」



今　回 -10.1
先行き -31.8
前回比 31.0

対象企業 114
回答企業 69

卸売業
〇　 原材料高騰のあおりを受け、仕入単価が徐々に値上がりしている。 【飲食料】
〇　 人件費上昇が経営上利益を圧迫している。 【飲食料】
〇　 未だ先行き不透明。 【機械器具】
〇　 昨年よりも悪化の見込み。 【機械器具】
〇　 仕入単価の値上げが半年先まで継続する見込み。 【機械器具】
〇　 原料不足で重機やトラックの稼働停止の懸念がある。 【建築材料】
〇　 仕入単価の急激な上昇の一方で、販売は未だ下押し圧力が強く転嫁が追いつかない。 【その他】
〇　 仕入単価の上昇が販売価格を圧迫しそうである。 【その他】
〇　 鉄スクラップの相場の下落に歯止めがからず、予断を許さない状況である。 【その他】

今　回 -34.7
先行き -16.6
前回比 15.3

対象企業 138
回答企業 72

業況DI値

自由意見

＜卸売業＞

＜小売業＞

業況DI値

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示した。
〈業況〉

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



小売業
○　 コロナウイルスによる影響が大きい。 【衣料】
○   コロナウイルスによる影響が甚大である。 【衣料】
○　 酒屋・たばこ屋・卸屋は先細り傾向である。 【飲食料】
○　 地区の高齢化、人口減少による収益の減少と人材不足が深刻化している。 【飲食料】
○　 取引先大口企業の廃業などが数社あり、売上は減少傾向にある。 【家電品】
〇　 半導体不足により仕入が出来ず、売上は減少している。 【自動車販売】
〇　 コロナ禍により先行き不透明。 【自動車販売】

今　回 -9.6
先行き -9.7
前回比 48.5

対象企業 104
回答企業 62

○   コロナウイルスの影響が大きい。 【タクシー】
〇　 一部事業で売上は伸びているが、マーケットの環境は厳しい。 【タクシー】
○   材料の高騰に頭を痛めている。 【運送】
○   材料費の高騰が大きく影響している。 【運送】
○   燃料の高騰、油脂関係の値上がり、アドブルー不足が問題である。 【運送】
〇　 人員不足。 【自動車整備】
〇　 部品・完成品の流通鈍化と価格高騰が顕著に表れている。 【自動車整備】

自由意見

業況DI値

＜サービス業＞

自由意見

サービス業

業況・売上・採算・資金繰りで改善を示した。
〈業況〉

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

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

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

【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〉

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

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


