
●調査時点 令和４年１０月調査（４年９月末時点）
●対象企業 ８００社
●回答企業 ４９０社（回答率：６１．３％）

（製造業２４１社、建設業４２社、卸売業６７社、
小売業７８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（▲21.0）は、前回(▲19.6)に比べ(1.4)ポイントの悪化を示した。
業種別では製造業の業況DI（▲18.7）は、前回（▲10.8）に比べ(7.9)ポイントの悪化を示した。
建設業の業況DI（▲21.5）は、前回（▲47.6）に比べ(26.1)ポイントの改善を示した。
卸売業の業況DI（▲25.4）は前回(▲29.6)に比べ(4.2)ポイントの改善を示した。
小売業の業況DI（▲34.7）は前回(▲25.0)に比べ(9.7)ポイントの悪化を示した。
サービス業の業況DI（▲8.1）は前回(▲18.7)に比べ(10.6)ポイントの改善を示した。

【３ヵ月先見通し】
〈業況〉今回＝令和4年9月末
全産業では今回（▲21.0）から3ヵ月先（▲21.5）と0.5ポイントの悪化を見通している。
製造業では今回（▲18.7）から3ヵ月先（▲16.2）と2.5ポイントの改善を見通している。
建設業では今回（▲21.5）から3ヵ月先（▲30.9）と9.4ポイントの悪化を見通している。
卸売業では今回（▲25.4）から3ヵ月先（▲28.3）と2.9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（▲28.2）と6.5ポイントの改善を見通している。
サービス業では今回（▲8.1）から3ヵ月先（▲19.4）と11.3ポイントの悪化を見通している。

業況 売上 採算 資金繰り
９月末時点 -21.0 -17.5 -36.7 -14.9
６月末時点 -19.6 -15.1 -37.9 -13.8
前回比 -1.4 -2.4 1.2 -1.1

業況 ９月末時点 ６月末時点

良化 15.9 18.1
悪化 36.9 37.7 良化

DI値 -21.0 -19.6 悪化

前回比 -1.4 -5.9 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 17.0 23.1 良化 14.9 13.0

悪化 35.7 33.9 悪化 38.2 41.5

DI値 -18.7 -10.8 DI値 -23.3 -28.5

前回比 -7.9 0.8 前回比 5.2 11.0
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業況３か月先見通し

 ■全産業の業況

業況は横ばい。
先行きも製造業、非製造業ともに横ばいの見通し。
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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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今　回 -18.7
先行き -16.2
前回比 -7.9

対象企業 377
回答企業 241

＜製造業＞

■業種別業況DI値推移グラフ

業況DI値 売上・採算・資金繰りで横ばい、業況でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「印刷」、「電気機器」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「ニット」、「窯業・土石」、「プラスチック」

・わずかに悪化・・・「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「一般機械」、

・悪化・・・・・・・・・・・「食料品」、「酒造」、「木材・木製品」

・大幅悪化・・・・・・・「縫製」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「食料品」、「縫製」、「精密機器」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「酒造」、「織物」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「木材・木製品」、「印刷」、「窯業・土石」、「一般機械」

・大幅悪化・・・・・・・「ニット」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「縫製」、「印刷」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「ニット」、「精密機器」、「金属」、「一般機械」

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

「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」、「輸送用機器」、

「プラスチック」

【３ヵ月先見通し】

採算でわずかに改善、業況・売上・資金繰りで横ばいを見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「窯業・土石」

・わずかに改善・・・「食料品」、「印刷」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「一般機械」、

「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「ニット」、「木材・木製品」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「縫製」、「輸送用機器」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「ニット」、「縫製」、「木材・木製品」、

「窯業・土石」、「一般機械」、「電気機器」、「輸送用機器」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「織物」、「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「印刷」



製造業
○   仕入・資材・電気代等が高騰し、値上げが追いつかない。 【食料品】
○　 電気代の値上げが大きい。 【食料品】
○　 原材料、水道光熱費など全ての値上がりで影響を受けている。 【食料品】
○　 仕入単価の上昇、諸経費（電気、燃料等の）増加が著しく、採算が取れない。資金繰り、
　　　借入環境も悪化し、経営の存続も一考する。 【食料品】
〇　 コスト上昇が著しい。 【織物】
〇　 原材料、資材等全てにおいて、これまでにない値上げで、価格転嫁が追いつかない。 【ニット】
〇　 原材料の値上げ分を商品の価格に転嫁できていない。 【木材・木製品】
〇　 長引くコロナ禍により大変厳しい状況です。 【木材・木製品】
〇　 長引くコロナ禍により、会社全体元気がありません。 【木材・木製品】
〇　 コロナ禍で売上が上がらない。 【印刷】
〇　 電気代の値上げに苦慮している。 【印刷】
〇　 震災復興の土木・建築工事が減り、受注が減少している。 【窯業・土石】
〇　 人材募集に対して応募がなく困っている。 【金属】
〇　 電気代高騰の影響が大きい。 【金属】
〇　 受注減少、資材・燃料等の値上げ、納期遅れなど厳しい現状です。 【一般機械】
〇　 材料費の値上げは一服感があるが、電気代やエネルギー代はかなり上昇している。 【一般機械】
〇　 部材及び諸経費の値上げラッシュを製品単価に転嫁できるかが課題です。 【電気機器】
〇　 円安により資材が値上がりしている。また、電力料金の値上げ対策が必要となる。 【電気機器】
〇　 価格転嫁や人材不足が課題となっている。 【輸送用機器】
〇　 昨年同様の仕事量がしばらくの間続くと思われます。 【精密機器】
〇　 電気代の上昇が懸念材料。 【精密機器】
〇　 受注の増減が大きく、減少傾向にある。 【精密機器】
〇　 原材料と重油価格の値上がりによる価格転嫁が追いついていない。 【プラスチック】
〇　 今後、若干悪化する予想。 【プラスチック】

今　回 -21.5
先行き -30.9
前回比 26.1

対象企業 67
回答企業 42

建設業
〇　 東日本大震災のバブルが弾けて、現在は震災前より悪化している。大変厳しい時代です。

【土木】
〇　 10月以降大型受注の見込み。 【建築】
〇　 資材が値上がりし、機材の入荷が遅く、受注が滞っている。仕事の話もなく、このような状況が
　　　いつまで続くのか不安。 【建築】
〇　 資材原価が上がり続け、企業努力だけでは対応するにも限界です。 【建築】

＜建設業＞

自由意見

業況DI値

自由意見

業況で改善、売上でわずかに改善、採算・資金繰りで横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「建築」

・わずかに改善・・・「土木」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「土木」

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

【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〉

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

・わずかに悪化・・・「土木」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」、「建築」



今　回 -25.4
先行き -28.3
前回比 4.2

対象企業 114
回答企業 67

卸売業
〇　 同業者の価格競争により、悪化しています。 【衣服】
〇　 資材高騰を売り値に転嫁した結果、売り上げは伸びて利益は横ばいとなりました。
　　　エンドユーザーにしわ寄せがいっているものと推察します。 【衣服】
〇　 売上高は増加傾向にあり。 【飲食料】
〇　 顧客が節約傾向にある。 【青果物】
〇　 鋼材価格の値上げが販売価格に転嫁されてきたので一安心。この先維持できるのかを懸念している。

【その他】

業況DI値

自由意見

＜卸売業＞
資金繰りでわずかに改善、業況・売上・採算で横ばいを示した。
〈業況〉

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

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

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

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

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

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



今　回 -34.7
先行き -28.2
前回比 -9.7

対象企業 138
回答企業 78

小売業
○   大型スーパー等の出店により、環境の変化が大きくなる様に思う。 【中小スーパー】
○　 いろいろな値上げに窮している。 【飲食料】
○　 事業継続が厳しい環境になっています。町中や商店街に活気もなくなりつつあります。 【飲食料】
○　 安価な商品を求め、ネット通販やホームセンターなどに顧客が流れている。 【家電品】
○　 コロナ、ウクライナ情勢、円安など厳しい時代です。 【家電品】
〇　 販売車両の納期遅れや仕入値が上昇する事が不安。 【自動車販売】
〇　 電気料金の高騰が非常に厳しい 【家具・建具】
〇　 円安で北米向輸出が好調 【その他】
〇　 地元の業者を活用して、地元を活性化していきたい。 【その他】

業況DI値

自由意見

＜小売業＞
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〉

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

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

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

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

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

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



今　回 -8.1
先行き -19.4
前回比 10.6

対象企業 104
回答企業 62

○   物価高騰による影響を受けている。 【旅館・ホテル】
〇　 新型コロナの感染拡大で人流が戻らない。今後も期待できない状況である。 【タクシー】
○   前年よりは良化しているが、コロナ前ほどは回復していない。 【タクシー】
○   燃料の高止まりや物価高の影響を受けている。 【運送】
○   燃料価格高騰が続き、国の補助金がいつまで続くかで、今後の状況は左右される。 【運送】
○   電気料金の大幅値上げや仕入原価の値上げにより影響を受けている。 【自動車整備】
○   人材不足 【情報サービス】

サービス業

＜サービス業＞

自由意見

業況DI値
業況・採算・資金繰りでわずかに改善、売上で横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「観光旅館」、「運送」

・わずかに改善・・・「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「自動車整備」、「情報サービス」

・悪化・・・・・・・・・・・「タクシー」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「観光旅館」、「運送」

・わずかに改善・・・「情報サービス」、「その他」

・わずかに悪化・・・「自動車整備」

・悪化・・・・・・・・・・・「タクシー」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「観光旅館」

・わずかに改善・・・「運送」

・横ばい・・・・・・・・・「タクシー」、「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・資金繰り全てでわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「運送」

・横ばい・・・・・・・・・「タクシー」、「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「自動車整備」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「観光旅館」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「タクシー」、「運送」、「自動車整備」、

「その他」


