






一般的に中子とは珪砂に樹脂を加
え、金型内に投入し、加熱して硬化さ
せ鋳造品の内部形状を作ります。

様々なニーズに
お応えするため
多種多様なシェ
ルマシンを揃えて
いるので、お気軽
にお問い合わせ
ください。

多様のニーズにあった
高品質なモノ造りへ

「洋食屋SAKURA」では三重の
食材を中心としたコース料理を提
供し、「松ぱん」では国産小麦・天
然酵母を使用したもちもちのパン
を取り揃えています。企業主催イ
ベントの粗品としての個包装パン
にも対応いたしますので、お気軽
にお問い合わせください。

レストラン「洋食屋SAKURA」と、
併設するベーカリー「松ぱん」を展開

主要取扱商品等

マッチング希望

建築確認申請・完了中間検査の審査、長期優良住宅適合審査、
瑕疵担保責任履行法手続・検査、住宅性能評価・その他法律に関わる審査等

建築事業者 設計事業者 ───

顧客第一を考え､親切･丁寧･
確実な対応とサービスを提供

株式会社トータル建築確認評価センター とーたるけんちくかくにんひょうかせんたー

三重県に本社を置く民間企業で唯一「三重県知
事指定確認検査機関」「国土交通省登録住宅
性能評価機関」の事業を営んでいます。民間企
業の優位性を生かしてワンストップサービスを展開
しています。お気軽にお問い合わせください。

TEL 059-381-2507　FAX 059-369-1031
E-mail total@mecha.ne.jp
住所／三重県鈴鹿市西条1丁目7-7　WEB／http://www.total-kakunin.co.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 鈴鹿支店
建築に関わる法制度の審査検査

0405

誌上ビジネスマッチング… 桑名三重信用金庫

… 北伊勢上野信用金庫

… 紀北信用金庫

紹介金庫を色で識別
できます

各信用金庫のお取引先企業様をご紹介します。販路拡大やビジネスの連携等にお役立てください。

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 駅前支店
飲食業

主要取扱商品等

マッチング希望

パスタ、ピザ、タパス（一品小皿料理）、オードブル（テイクアウト用）

個人、法人様からのご予約
（テイクアウト含む）

野菜、魚類、肉類、
酒類の卸売業者 ───

株式会社デパール（DEPART） でぱーる

TEL 0594-23-6626　FAX 0594-22-8388
E-mail ───
住所／三重県桑名市参宮通74　WEB／https://depart1988.com

受 注 連 携 発 注

アットホームな雰囲気で、お
一人様から恋人同士、ご家
族まで幅広い層から人気の
レストラン。約20種類のワイ
ンとともに、季節ならではのメ
ニューや当店イチオシのワタ
リガニのトマトクリームパスタ
は多くのお客様に好評です。
新型コロナウイルス感染症
の対策も万全にしており、安
心してご利用いただけます。

昭和63年開店、桑名でおなじみの
イタリアンカジュアルダイニングバー

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 四日市西支店
工業用硬質クロームメッキ加工、調剤薬局

主要取扱商品等

マッチング希望

空圧・油圧用シリンダーおよびロット棒

工業用硬質クロームメッキ加工。
大小にかかわらず幅広く
対応が可能

─── 硬質クロームメッキ加工
対応可能先

株式会社三井理化工業 みついりかこうぎょう

TEL 059-332-1351　FAX 059-333-1688
E-mail ───
住所／三重県四日市市富士町13-14　WEB／───

受 注 連 携 発 注

大型のメッキ工場を
保有しているので、小
さいものから大きいも
のまで幅広く対応可
能です。アングル、平
板、角棒などお気軽
にご相談ください。

メッキ加工工場や調剤薬局の運営も行う会社

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 員弁中央支店
レストラン、ベーカリー

主要取扱商品等

マッチング希望

三重の食材を中心としたコース料理、国産小麦・天然酵母を使用した食パン、
国産小麦・天然酵母を使用したあんぱん・メロンパン、国産牛のカレーパン

ベーカリー業務での
個包装パンの委託販売先

企業様でのイベント等や、
粗品としてのパンの利用 ───

株式会社SAKURAコーポレーション さくらこーぽれーしょん

TEL 0594-74-5251　FAX 0594-74-2728
E-mail simplesakura@gmail.com
住所／三重県いなべ市員弁町岡丁田2112-7　WEB／https://www.simplesakura.com

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 大山田支店
ゴム製品製造業、販売業

主要取扱商品等

マッチング希望

ハイブリッドジョイント（橋梁用ゴム伸縮装置）・
ゴムチップ製マット・ゴムチップ舗装（現場工事）・ゴムライニング製品

ゴムチップ舗装工事 ─── ───

有限会社ムーヴ・オン むーゔ・おん

TEL 0594-33-6488　FAX 0594-29-2191
E-mail shimada@j-moveon.jp
住所／三重県桑名市大字下深谷部2060　WEB／http://www.j-moveon.jp/

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 伊勢支店
日本茶製造業、卸売業、小売業

主要取扱商品等

マッチング希望

特上ほうじ茶300g詰・吹上印お徳用煎茶400g詰・
熱湯玉露 豊玉 100g詰・お抹茶 業務用～いろいろ

個人、法人様、飲食業、ホテル、
旅館、業務用
緑茶を扱う店舗　他

─── ───

濵田茶園 はまだちゃえん

TEL 0596-28-1222　FAX 0596-28-3762
E-mail hamadaen@amigo2.ne.jp
住所／三重県伊勢市河崎町2丁目16-2　WEB／───

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 津支店
建設資材卸売業

主要取扱商品等

マッチング希望

建設資材、セメント・生コンクリート、小型風力発電機

外壁・基礎工事、
小型風力発電機 ─── ───

大東商事株式会社 だいとうしょうじ

TEL 059-225-1022　FAX 059-227-6600
E-mail info@daito-co.jp
住所／三重県津市阿漕町津興1011　WEB／───

受 注 連 携 発 注

主要取扱商品等

マッチング希望

中子製造、治具金型製造、ロボットシステム制作

中子製造、治具金型製造、
ロボットシステム制作業者を
お探しの方

─── ───

株式会社マルタシェルサービス まるたしぇるさーびす

TEL 059-384-1181　FAX 059-384-1180
E-mail info@marutashell.co.jp
住所／三重県鈴鹿市一ノ宮町1156-1　WEB／http://www.marutashell.co.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 鈴鹿支店
鋳造用シェル中子製造業

かけっこをしたり、寝転んだり、は
しゃぐことができる当社の製品「エ
コひろば」。ゴムチップを使用して
舗装しているので衝撃吸収効果
も抜群。思わず笑顔になるような
豊富なカラーバリエーションも自
慢です。

街中やショッピングモール内の
こどもの遊び場で見かける製品の製造や工事

お伊勢さんにて本物の茶葉のみを
厳選ブレンドし、決して妥協しない
味を販売。たくさんの日本茶を愛す

るお客様に長
年ご愛顧頂い
ております。地
方発送も承っ
ておりますの
で、お気軽にお
問い合わせくだ
さい。

伊勢茶一筋をモットーに、
二代にわたる創業66年の茶舗

昭和50年から45年以上にわたり地
元の建築関連企業へセメント、生コ
ンクリートおよび外壁や基礎を中心と
した建設資材の卸売、工事の手配を
しています。近年は、三重の地の利を

生かした小型風
力発電機など、社
会的に関心の高
い再生可能エネ
ルギー事業も展
開しております。

一流メーカーの建設資材を
満足度の高い施工品質で提供

WEBWEB
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WEBWEB



麹蓋（こうじぶた）製法により、手作り
のこうじにこだわった天然醸造みそ、あ
ま酒づくりをしています。手作り味噌教
室は、当店のみそ工房又は、出張教
室も対応可能。小中学校や子育て

サークル、婦人会な
どで自分だけの手
前みそを作ってみま
せんか?

手作りみそを応援するこうじ・味噌の専門店

提供している魚は
活きのいいものば
かりで、一つ一つ
の身は大きく、新
鮮さゆえに歯ごた
え抜群です。

尾鷲でとれた新鮮な海の幸を堪能できます

再生可能エネルギーの発電事業を通じて地域社会に貢献

伊賀市で1958年まで約40年間操業していた小水力発電所を約60年ぶりに
復活させ運営。発電した電気は小売事業者を通じて一般消費者に販売、事業
収益の一部を地域に還元しています。

豊富な在庫からそれぞ
れの建物にふさわしい
材木を選定し優秀な建
物を提供しています。
後世に残るこだわった
建物造りを今後も続け
てまいります。お見積
り、スケジュール、設計
等お気軽にお問い合
わせください。

材木を原木（内地材）から自社で製材することで
高い品質を維持

主要取扱商品等

マッチング希望

一般貨物運送、倉庫事業

精密機械、重量物取扱業者 ─── ───

輸送コストの削減や
商品管理のことなら
おまかせください

株式会社 関本商事 せきもとしょうじ

近距離から遠距離まで、一般貨物、精
密機械、重量物など荷物に合わせたユ
ニック車やウィング車、1t～13tまで最適
な車輌でお客様のニーズにお応えしま
す。倉庫事業では商品のお預かり、梱
包からピッキング発送まで承ります。

TEL 0595-45-3855　FAX 0595-45-3856
E-mail kazuto-sekimoto@sekimoto-syoji.com
住所／三重県伊賀市西之澤1428-1　WEB／https://wwww.sekimoto-syoji.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 山田支店
運送業

WEB

主要取扱商品等

マッチング希望

国産材専門（自然乾燥）・松、欅、桧、杉、栗、桐、樫

一般個人住宅、寺社仏閣 ─── ───

竹森製材建設株式会社 たけもりせいざいけんせつ

TEL 0595-47-0512　FAX 0595-46-1908
E-mail info@takemori-seizai.jp
住所／三重県伊賀市中村5-3　WEB／───

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 山田支店
建設業

主要取扱商品等

マッチング希望

小水力発電所（馬野川小水力発電所 発電容量 199kW）、
太陽光発電所（鳳凰寺太陽光発電所・須原太陽光発電所 各発電容量 47.2kW）

個人・団体をはじめ
水力発電に興味がある方 広告・デザイン会社 設備機器のメンテナンス会社

みえ里山エネルギー株式会社 みえさとやまえねるぎー

TEL 0595-48-0221　FAX 0595-48-0353
E-mail mail@miesatoyama-energy.com
住所／三重県伊賀市下阿波2697-1　WEB／───

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 山田支店
電気業・発電所

主要取扱商品等

マッチング希望

お造り・煮つけ等魚料理、天ぷら、各種鍋料理

法人、団体様からのご予約 ─── ───

鬼瓦 おにがわら

TEL 0597-22-8055　FAX ───
E-mail ───
住所／三重県尾鷲市野地町12-31　WEB／───

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 本店営業部
飲食店（和食・日本料理）

主要取扱商品等

マッチング希望

鯛めしおむすび、鯛めしの素、鯛茶漬け、真鯛みそ極、鯛だいつゆ

個人一般、量販店への卸、
ホテル、お土産店販売、
ネットショップ

─── ───

鯛の加工一筋35年。
熊野灘に面した鯛専門店

三和水産株式会社（鯛の専門店めでたい屋） たいのせんもんてんめでたいや

かつての遠洋漁業の基地、三木浦
は真鯛の養殖が盛んな地域です。
三木浦湾は水深が深く、流れが強
いため、身が引き締まった真鯛を育
てることができます。三木浦で育っ
た新鮮な真鯛のおいしさを、ぜひご
堪能ください。

TEL 0597-28-2336　FAX 0597-28-2337
E-mail sanwasuisan55@yahoo.co.jp
住所／三重県尾鷲市三木浦町339　WEB／https://owase-medetaiya.com

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 古戸支店
食料品製造業

主要取扱商品等

マッチング希望

味噌・あま酒・手作りこうじ、手作り味噌教室

一般小売り・量販店への卸 味噌
甘酒の取扱店（伊勢方面） ───

株式会社河村こうじ屋 かわむらこうじや

TEL 0597-47-1410　FAX 0597-47-1410
E-mail info@kouji-ya.net
住所／三重県北牟婁郡紀北町東長島2311-8　WEB／https://www.kouji-ya.net

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 長島支店
味噌製造業

0607

誌上ビジネスマッチング… 桑名三重信用金庫

… 北伊勢上野信用金庫

… 紀北信用金庫

紹介金庫を色で識別
できます

各信用金庫のお取引先企業様をご紹介します。販路拡大やビジネスの連携等にお役立てください。

ビジネスマッチングの流れ
まずはお取引金庫までご連絡ください。

マッチング希望企業発見

商談のお申し込み
（商談エントリー申込書）

お取引金庫にご連絡

紹介金庫よりご連絡

お引き合わせ

マッチング

食品用乾燥剤から
化学分析部材まで利用される
シリカゲル関連商品ならおまかせ

乾燥剤シリカゲルの販売からスタートし、現
在もシリカゲル研究からの派生商品が主力
です。近年は、大学や研究機関ともタイアッ
プしお客様のニーズの合った商品開発を
行っています。

主要取扱商品等

マッチング希望

温度インジケータカード、調湿プレート（ピアプレート）、
機能ラベル、液体クロマトグラフィー用カラム

道路、通信、メガソーラー
関連業種へ調湿材
（ピアプレート）

プラスチックフィルムと
乾燥剤と組み合わせた
商品開発を進行中

───

ピアテック有限会社 ぴあてっく

TEL 059-383-8378　FAX 059-384-3178
E-mail y-uryu@paw.hi-ho.ne.jp
住所／三重県鈴鹿市土師町266-3　WEB／http://www.paw.hi-ho.ne.jp/y-uryu/

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 鈴鹿支店
製造業



麹蓋（こうじぶた）製法により、手作り
のこうじにこだわった天然醸造みそ、あ
ま酒づくりをしています。手作り味噌教
室は、当店のみそ工房又は、出張教
室も対応可能。小中学校や子育て

サークル、婦人会な
どで自分だけの手
前みそを作ってみま
せんか?

手作りみそを応援するこうじ・味噌の専門店

提供している魚は
活きのいいものば
かりで、一つ一つ
の身は大きく、新
鮮さゆえに歯ごた
え抜群です。

尾鷲でとれた新鮮な海の幸を堪能できます

再生可能エネルギーの発電事業を通じて地域社会に貢献

伊賀市で1958年まで約40年間操業していた小水力発電所を約60年ぶりに
復活させ運営。発電した電気は小売事業者を通じて一般消費者に販売、事業
収益の一部を地域に還元しています。

豊富な在庫からそれぞ
れの建物にふさわしい
材木を選定し優秀な建
物を提供しています。
後世に残るこだわった
建物造りを今後も続け
てまいります。お見積
り、スケジュール、設計
等お気軽にお問い合
わせください。

材木を原木（内地材）から自社で製材することで
高い品質を維持

主要取扱商品等

マッチング希望

一般貨物運送、倉庫事業

精密機械、重量物取扱業者 ─── ───

輸送コストの削減や
商品管理のことなら
おまかせください

株式会社 関本商事 せきもとしょうじ

近距離から遠距離まで、一般貨物、精
密機械、重量物など荷物に合わせたユ
ニック車やウィング車、1t～13tまで最適
な車輌でお客様のニーズにお応えしま
す。倉庫事業では商品のお預かり、梱
包からピッキング発送まで承ります。

TEL 0595-45-3855　FAX 0595-45-3856
E-mail kazuto-sekimoto@sekimoto-syoji.com
住所／三重県伊賀市西之澤1428-1　WEB／https://wwww.sekimoto-syoji.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 山田支店
運送業

WEB

主要取扱商品等

マッチング希望

国産材専門（自然乾燥）・松、欅、桧、杉、栗、桐、樫

一般個人住宅、寺社仏閣 ─── ───

竹森製材建設株式会社 たけもりせいざいけんせつ

TEL 0595-47-0512　FAX 0595-46-1908
E-mail info@takemori-seizai.jp
住所／三重県伊賀市中村5-3　WEB／───

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 山田支店
建設業

主要取扱商品等

マッチング希望

小水力発電所（馬野川小水力発電所 発電容量 199kW）、
太陽光発電所（鳳凰寺太陽光発電所・須原太陽光発電所 各発電容量 47.2kW）

個人・団体をはじめ
水力発電に興味がある方 広告・デザイン会社 設備機器のメンテナンス会社

みえ里山エネルギー株式会社 みえさとやまえねるぎー

TEL 0595-48-0221　FAX 0595-48-0353
E-mail mail@miesatoyama-energy.com
住所／三重県伊賀市下阿波2697-1　WEB／───

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 山田支店
電気業・発電所

主要取扱商品等

マッチング希望

お造り・煮つけ等魚料理、天ぷら、各種鍋料理

法人、団体様からのご予約 ─── ───

鬼瓦 おにがわら

TEL 0597-22-8055　FAX ───
E-mail ───
住所／三重県尾鷲市野地町12-31　WEB／───

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 本店営業部
飲食店（和食・日本料理）

主要取扱商品等

マッチング希望

鯛めしおむすび、鯛めしの素、鯛茶漬け、真鯛みそ極、鯛だいつゆ

個人一般、量販店への卸、
ホテル、お土産店販売、
ネットショップ

─── ───

鯛の加工一筋35年。
熊野灘に面した鯛専門店

三和水産株式会社（鯛の専門店めでたい屋） たいのせんもんてんめでたいや

かつての遠洋漁業の基地、三木浦
は真鯛の養殖が盛んな地域です。
三木浦湾は水深が深く、流れが強
いため、身が引き締まった真鯛を育
てることができます。三木浦で育っ
た新鮮な真鯛のおいしさを、ぜひご
堪能ください。

TEL 0597-28-2336　FAX 0597-28-2337
E-mail sanwasuisan55@yahoo.co.jp
住所／三重県尾鷲市三木浦町339　WEB／https://owase-medetaiya.com

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 古戸支店
食料品製造業

主要取扱商品等

マッチング希望

味噌・あま酒・手作りこうじ、手作り味噌教室

一般小売り・量販店への卸 味噌
甘酒の取扱店（伊勢方面） ───

株式会社河村こうじ屋 かわむらこうじや

TEL 0597-47-1410　FAX 0597-47-1410
E-mail info@kouji-ya.net
住所／三重県北牟婁郡紀北町東長島2311-8　WEB／https://www.kouji-ya.net

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 長島支店
味噌製造業

0607

誌上ビジネスマッチング… 桑名三重信用金庫

… 北伊勢上野信用金庫

… 紀北信用金庫

紹介金庫を色で識別
できます

各信用金庫のお取引先企業様をご紹介します。販路拡大やビジネスの連携等にお役立てください。

ビジネスマッチングの流れ
まずはお取引金庫までご連絡ください。

マッチング希望企業発見

商談のお申し込み
（商談エントリー申込書）

お取引金庫にご連絡

紹介金庫よりご連絡

お引き合わせ

マッチング

食品用乾燥剤から
化学分析部材まで利用される
シリカゲル関連商品ならおまかせ

乾燥剤シリカゲルの販売からスタートし、現
在もシリカゲル研究からの派生商品が主力
です。近年は、大学や研究機関ともタイアッ
プしお客様のニーズの合った商品開発を
行っています。

主要取扱商品等

マッチング希望

温度インジケータカード、調湿プレート（ピアプレート）、
機能ラベル、液体クロマトグラフィー用カラム

道路、通信、メガソーラー
関連業種へ調湿材
（ピアプレート）

プラスチックフィルムと
乾燥剤と組み合わせた
商品開発を進行中

───

ピアテック有限会社 ぴあてっく

TEL 059-383-8378　FAX 059-384-3178
E-mail y-uryu@paw.hi-ho.ne.jp
住所／三重県鈴鹿市土師町266-3　WEB／http://www.paw.hi-ho.ne.jp/y-uryu/

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 鈴鹿支店
製造業
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Research 中小企業景気動向調査（2020年10月～12月期調査）

三重県内の中小企業　業況判断D.I.の推移

北部・南部別に景況＆調査員・調査企業のコメントを紹介

［北部］

業種別にみた直近の業況判断D.I.［天気図表記］

業
種
別
天
気
図 

凡
例

三重県北部業況グラフ

2020年10月～12月期（実績）の三
重県内における信用金庫取引先中
小企業の業況判断D.I.は▲18.6、前
期比27.5ポイントと大幅に改善した。
前期に引き続いて2期連続で改善が
進んでいる。
全国の信用金庫取引先中小企業の
業況判断D.I.は▲36.2となり、前期
比12.1ポイントの改善となった。

2021年1月～3月期の三重県業況判
断D.I.（予想）は▲32.7で、当期比▲
14.1ポイントとやや悪化の見通しであ
る。

資金繰りは改善が進み、設備投資実施割
合、人手不足は悪化した。

〇雇用（ヒト）
人手過不足判断D.I.は、▲30.1（マイナ
スは人手「不足」超）で、前期比▲12.7
ポイントと前期に引き続き悪化した。

〇設備投資（モノ）
前期改善していた設備投資実施企業
割合は、30.7%で、前期比▲0.4ポイン
トとやや悪化した。

〇資金繰り（カネ）
資金繰り判断D.I.は、▲5.3と、前期比
13.8ポイントの大幅な改善となった。

〇直近の業況
2020年10月～12月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）
は、▲27.6と、前期比25.0ポイントと大きく改善した。業種別で
は製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業、不動産業、全
ての業種で改善となった。
〇来期の見通し
2021年1月～3月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）は、
▲36.8で、当期比▲9.2ポイントと悪化する予想である。業種別
では製造業、卸売業、サービス業で横ばい、小売業、建設業、不
動産業で悪化の予想である。

調査実施時に寄せられた調査企業のコメントをご紹介します
・不動産商品在庫が不足していることから、仕入・土地開発が急務の
状況。新型コロナウイルス感染拡大も相まって、今後も経営環境は
厳しさを増すことが予想されることから、情報力を強化し、販路拡大を
最重要課題として取組む方針。（不動産業：不動産販売業）

・新型コロナウイルス感染拡大の影響による宴会等の自粛により、売上
は減少。現在、ネットでの販売に注力することで「宅飲み」のニーズを捉
えつつあり、売上は最悪期を脱しつつある。（製造業：酒類製造業）

・新型コロナウイルス感染拡大の影響が長引いており、業況はさらに悪
化している。GoToトラベルの事務作業負担も大きく、日々 変わる制度に
左右されている。（サービス業：ホテル・旅館業）

・異常気象・災害等による野菜不足・価格高騰により、収益が減少して
いる。材料の自社生産を図るため畑での栽培を開始。自社での生産
が可能となれば、複数の野菜生産へと部門の幅を広げていく予定で
ある。（卸売業：カット野菜）

三重県内での業種別では製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業、不動産業、全業種で
改善となった。

［南部］

三重県南部業況グラフ

〇直近の業況
2020年10月～12月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）
はプラスマイナス0で、前期比33.3ポイントと大きく改善した。業
種別では製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業、不動
産業、全ての業種で改善となった。
〇来期の見通し
2021年1月～3月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）は
▲24.3で、当期比▲24.3ポイントと悪化の予想である。業種別
では建設業で横ばい、製造業、卸売業、小売業、サービス業、不
動産業で悪化の予想である。

調査実施時に寄せられた調査企業のコメントをご紹介します
・業況についての判断は非常に難しく、売上もやや増加しているように
思えるが、これまでのように実感できるほどの大幅な増加がない。取引
先の現場も増えてはいるが、まだまだ予断を許さない状況が続いてい
る。（卸売業：銅材・建築資材卸）

・材料価格の上昇や下請けの確保難などから、今年度は売上・収益と
もに減少する見込みである。この傾向は来年以降も続くと見られ、来
年の売上高の伸び率も減少の見込みである。また、業況改善の見通
しも立ってない。（建設業：総合建設業）

・貴金属・真珠製品販売等は、国内消費者の根強い節約志向や晩婚
化などにより縮小傾向にある。さらに新型コロナウイルス感染症拡大
の影響による収入減に伴い、一層の節約志向による厳しい状況が
続くことが予想される。今後は、必要最小限の商品需要しかない顧客
のニーズに向けた商品開発が必要と考えている。（小売業：宝飾品販
売業）

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、観光地での売上が減
少している。GoToトラベルの実施もあり、観光客数は戻りつつあった
が、売上への寄与には繋がっていない。今後の新型コロナウイルス感
染状況を危惧している。（製造業：醤油製造業）
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三重県内の中小企業　業況判断D.I.の推移

北部・南部別に景況＆調査員・調査企業のコメントを紹介

［北部］

業種別にみた直近の業況判断D.I.［天気図表記］

業
種
別
天
気
図 

凡
例

三重県北部業況グラフ

2020年10月～12月期（実績）の三
重県内における信用金庫取引先中
小企業の業況判断D.I.は▲18.6、前
期比27.5ポイントと大幅に改善した。
前期に引き続いて2期連続で改善が
進んでいる。
全国の信用金庫取引先中小企業の
業況判断D.I.は▲36.2となり、前期
比12.1ポイントの改善となった。

2021年1月～3月期の三重県業況判
断D.I.（予想）は▲32.7で、当期比▲
14.1ポイントとやや悪化の見通しであ
る。

資金繰りは改善が進み、設備投資実施割
合、人手不足は悪化した。

〇雇用（ヒト）
人手過不足判断D.I.は、▲30.1（マイナ
スは人手「不足」超）で、前期比▲12.7
ポイントと前期に引き続き悪化した。

〇設備投資（モノ）
前期改善していた設備投資実施企業
割合は、30.7%で、前期比▲0.4ポイン
トとやや悪化した。

〇資金繰り（カネ）
資金繰り判断D.I.は、▲5.3と、前期比
13.8ポイントの大幅な改善となった。

〇直近の業況
2020年10月～12月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）
は、▲27.6と、前期比25.0ポイントと大きく改善した。業種別で
は製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業、不動産業、全
ての業種で改善となった。
〇来期の見通し
2021年1月～3月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）は、
▲36.8で、当期比▲9.2ポイントと悪化する予想である。業種別
では製造業、卸売業、サービス業で横ばい、小売業、建設業、不
動産業で悪化の予想である。

調査実施時に寄せられた調査企業のコメントをご紹介します
・不動産商品在庫が不足していることから、仕入・土地開発が急務の
状況。新型コロナウイルス感染拡大も相まって、今後も経営環境は
厳しさを増すことが予想されることから、情報力を強化し、販路拡大を
最重要課題として取組む方針。（不動産業：不動産販売業）

・新型コロナウイルス感染拡大の影響による宴会等の自粛により、売上
は減少。現在、ネットでの販売に注力することで「宅飲み」のニーズを捉
えつつあり、売上は最悪期を脱しつつある。（製造業：酒類製造業）

・新型コロナウイルス感染拡大の影響が長引いており、業況はさらに悪
化している。GoToトラベルの事務作業負担も大きく、日々 変わる制度に
左右されている。（サービス業：ホテル・旅館業）

・異常気象・災害等による野菜不足・価格高騰により、収益が減少して
いる。材料の自社生産を図るため畑での栽培を開始。自社での生産
が可能となれば、複数の野菜生産へと部門の幅を広げていく予定で
ある。（卸売業：カット野菜）

三重県内での業種別では製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業、不動産業、全業種で
改善となった。

［南部］

三重県南部業況グラフ

〇直近の業況
2020年10月～12月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）
はプラスマイナス0で、前期比33.3ポイントと大きく改善した。業
種別では製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業、不動
産業、全ての業種で改善となった。
〇来期の見通し
2021年1月～3月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）は
▲24.3で、当期比▲24.3ポイントと悪化の予想である。業種別
では建設業で横ばい、製造業、卸売業、小売業、サービス業、不
動産業で悪化の予想である。

調査実施時に寄せられた調査企業のコメントをご紹介します
・業況についての判断は非常に難しく、売上もやや増加しているように
思えるが、これまでのように実感できるほどの大幅な増加がない。取引
先の現場も増えてはいるが、まだまだ予断を許さない状況が続いてい
る。（卸売業：銅材・建築資材卸）

・材料価格の上昇や下請けの確保難などから、今年度は売上・収益と
もに減少する見込みである。この傾向は来年以降も続くと見られ、来
年の売上高の伸び率も減少の見込みである。また、業況改善の見通
しも立ってない。（建設業：総合建設業）

・貴金属・真珠製品販売等は、国内消費者の根強い節約志向や晩婚
化などにより縮小傾向にある。さらに新型コロナウイルス感染症拡大
の影響による収入減に伴い、一層の節約志向による厳しい状況が
続くことが予想される。今後は、必要最小限の商品需要しかない顧客
のニーズに向けた商品開発が必要と考えている。（小売業：宝飾品販
売業）

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、観光地での売上が減
少している。GoToトラベルの実施もあり、観光客数は戻りつつあった
が、売上への寄与には繋がっていない。今後の新型コロナウイルス感
染状況を危惧している。（製造業：醤油製造業）
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