






松阪市でカーテンの縫製で
起業し、創業61年。現在で
は内装仕上工事を中心に
法人からの受注が増加。ま
た自社ショールームにはカー
テンの現物サンプルが多数
展示。春と秋には展示会を
開催しています。ぜひ一度
お立ち寄り下さい。

鈴鹿山麓の農家が
non-GMO(非遺伝子組
み換え）飼料で育てた乳
牛から採れる良質な生
乳を、新鮮かつ低価格
で消費者にお届けしま
す。搾ったままが最高！！を
原点に、こだわり抜いた
四酪商品をぜひ、ご堪
能下さい。

カーテンのことなら、おまかせください

主要取扱商品等

マッチング希望

四酪牛乳、ヨーグルト、生クリーム、バター

乳製品取扱い店 新商品開発 ───

情熱とこだわりがそっと伝わるおいしい牛乳
有限会社四日市酪農 よっかいちらくのう

TEL 059-394-3187　FAX 059-393-4655
E-mail yonmilk@formilk.net
住所／三重県四日市市黒田町395　WEB／https://farmers-hd.jp/sp/

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 亀山支店
製造・加工業　販売業

明治初期より仏壇製造販
売を開業して以来、仏壇の
製造、販売、洗濯のほか、
数多くのご寺院様や神楽・
山車の製造、修復のご依
頼をいただいております。
信用と信頼を第一に考え、
百数十年の歴史がある当
店へ、お気軽にご相談くだ
さい。

弥富・心を受け継ぐ仏壇の老舗

主要取扱商品等

マッチング希望

仏壇、仏具、寺院仏具、獅子頭、山号額、神楽、山車、神社調度品

山車、石取車、
神楽屋形などの祭事関連修理 ─── ───

株式会社加藤佛壇 かとうぶつだん

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 弥富支店
仏壇・仏具・寺院仏具製造販売業

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 馬道支店
建設業　解体　不動産業

主要取扱商品等

マッチング希望

新築工事・増改築・各種リフォーム（戸建、マンション）、解体工事、不動産買取

建設業、解体業、不動産業 建設専門工事業、不動産業 ───

TEL 0594-22-5233　FAX 0594-22-5234
E-mail tk-01@teramoto-k.co.jp
住所／三重県桑名市福江町77　WEB／http://teramoto-k.co.jp

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 平生町支店
内装仕上工事業

主要取扱商品等

マッチング希望

カーテン・ブラインド、インテリア商品販売
インテリアリフォーム工事、内装仕上材全般

カーテン、壁紙等のインテリア
工事、建設現場における内装
仕上工事

─── 室内装飾菅関係の資材、施工

株式会社田替藤商店 たがえとうしょうてん

TEL 0598-21-4545　FAX 0598-23-8567
E-mail tagaetou@mctv.ne.jp
住所／三重県松阪市垣鼻町1753-10　WEB／───

受 注 連 携 発 注

TEL 0595-82-1435　FAX 0595-82-4651
E-mail ────
住所／三重県亀山市布気町字日原1577-5　WEB／https://tcc-tokai.co.jp/　※2021年3月工事中

自社が所有する約7ヘク
タールの茶園と、契約する
15軒の農家で栽培された
味の濃い伊勢茶を取り扱っ
ています。上質茶からティー
バッグ、お菓子の原材料等
の粉末加工茶葉まで幅広く
展開しています。ぜひ一度ご
堪能ください。

火入れにこだわった深蒸し製法で
甘みと渋みを併せ持つ川原の伊勢茶

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 相可支店
製茶卸売業・小売業

主要取扱商品等

マッチング希望

伊勢茶リーフ、ティーバッグ、粉末茶、和紅茶、国産ウーロン茶等

茶専門店、外食産業、
量販店（茶原料・小売商品他）

ティーバッグ加工、
ドリンク製造委託メーカー

段ボール等資材メーカー、
運送会社

株式会社川原製茶 かわはらせいちゃ

受 注 連 携 発 注

WEB

TEL 0567-67-0220　FAX 0567-65-0900
E-mail info@yatomikato.com
住所／愛知県弥富市前ヶ須町747　WEB／https://yatomikato.com

WEB

昭和、平成、令和へと
おかげさまで創業90年

寺本工業株式会社 てらもとこうぎょう

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 阿下喜支店
ホテル業　飲食業

主要取扱商品等

マッチング希望

ご宿泊（ビジネス・レジャー）、日帰り入浴、ランチ

個人・法人様 ─── ───

TEL 0594-72-2179　FAX 0594-72-6718
E-mail info@rk-hotel.com
住所／三重県いなべ市北勢町垣内36-2　WEB／http://www.rk-hotel.com

受 注 連 携 発 注

WEB

六石高原ホテル・六石温泉あじさいの湯
ろっこくこうげんほてる・ろっこくおんせんあじさいのゆ

昭和5年創業の会社で、現
在の社長は三代目。建築、解
体、不動産のことならぜひご
相談ください。新築建築はも
ちろん、木造、鉄骨造、コンク
リート造の一式を請負い、
様々なリフォームのご相談や
各種解体工事等、幅広く展
開しています。

TEL 0598-49-3036　FAX 0598-49-2633
E-mail kawa-tea@ma.mctv.ne.jp
住所／三重県多気郡多気町丹生4337　WEB／http://www.kawa-tea.co.jp

WEB

建設工事の設計・施工・管
理まで一貫しておこなって
います。お客様に満足いた
だける住宅や店舗等を提
供できるよう真摯に事業へ
取り組み、今では幅広い分
野での建築工事を請負っ
ています。お気軽にお問合
せ下さい。

「感動」と「笑顔」のため、釘一本からこだわり続けます。

主要取扱商品等

マッチング希望

設計・施工、増改築・リフォーム工事、オーダー家具作成

建築工事業の方 建築工事業の方 建築工事業の方

株式会社大貴 だいき

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 朝明支店
建築業

TEL 0594-25-8820　FAX 0594-25-8821
E-mail info@daiki-kenchiku.com
住所／三重県桑名市立田町196-3　WEB／https://daiki-kenchiku.com

WEB

天然温泉を併設したビジネスホテ
ルで。一泊素泊りはもちろん、毎日
メニューが変わる朝食･夕食付きプ
ラン等の長期滞在も可能。また宿
泊以外にも日帰り入浴やランチの

みの利用も
可。お気軽
にお越しく
ださい。

日常の喧騒から離れた
プライベートタイムを優雅に演出

独自の製缶・撹拌技術
を生かし主に食品の缶
詰商品とレトルト商品を
取扱っています。みなさ
んが普段使われている
製品の製造元を見て下
さい。きっと当社の名前
が発見できますよ。

主要取扱商品等

マッチング希望

ゆであずき缶、鍋物用レトルト商品、鍋スープ

─── 新商品の開発等 ───

国産原材料にこだわり、農産加工缶詰の
製造・販売をおこなう創業74年目の会社

東海罐詰株式会社 亀山工場 とうかいかんづめ かめやまこうじょう

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 亀山支店
缶詰食品製造業　インスタント・レトルト食品製造業
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乳製品取扱い店 新商品開発 ───
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WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 亀山支店
製造・加工業　販売業
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数多くのご寺院様や神楽・
山車の製造、修復のご依
頼をいただいております。
信用と信頼を第一に考え、
百数十年の歴史がある当
店へ、お気軽にご相談くだ
さい。

弥富・心を受け継ぐ仏壇の老舗

主要取扱商品等

マッチング希望
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株式会社加藤佛壇 かとうぶつだん

受 注 連 携 発 注
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受 注 連 携 発 注
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内装仕上工事業
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TEL 0598-21-4545　FAX 0598-23-8567
E-mail tagaetou@mctv.ne.jp
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WEB
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WEB
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理まで一貫しておこなって
います。お客様に満足いた
だける住宅や店舗等を提
供できるよう真摯に事業へ
取り組み、今では幅広い分
野での建築工事を請負っ
ています。お気軽にお問合
せ下さい。

「感動」と「笑顔」のため、釘一本からこだわり続けます。
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WEB
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製造・販売をおこなう創業74年目の会社

東海罐詰株式会社 亀山工場 とうかいかんづめ かめやまこうじょう

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 亀山支店
缶詰食品製造業　インスタント・レトルト食品製造業



卵・乳製品を使わない心と体に優しいお菓子屋

「みんなで同じおやつ」で、美味しく笑顔になれる心と体に優しいヴィーガンス
イーツを心を込めて作っています。スイーツ・ドリンクは共にイートイン・テイクアウ
トに対応。お気軽にお問い合わせください。

呉服と婦人服（ワー
ルド専門店）を販
売。その他、宝飾
やバック、靴、健康
器具も販売してお
ります。何でもお気
軽にご相談くださ
い。

呉服はもちろん、流行のレディースファッション発信地 脈々と続く歴史の宝である伊賀の粘土を多くの人々に提供

創業時は陶芸用坏土のみでしたが、現在では窯業の範疇で、粘土鉱物取扱い
及び粉砕加工、耐火物取扱い、中古機器取扱い及び運搬据付にまで事業を
拡大。近年注力する鉱物粉砕加工は100kg単位～100t単位まで対応可能。

熊野灘に面した自然豊かな町より、新鮮で風味にこだわったおいしい干物を製
造販売しています。大自然の恵みに魚作商店の知恵と真心を込めた干物をぜ
ひ、ご堪能ください。

主要取扱商品等

マッチング希望

ヴィーガンスイーツ（卵・乳製品を使っていないお菓子）、ドリンク

個人･法人を含めた
販路の拡大 ─── ───

喫茶ココリエ きっさここりえ

TEL 0595-86-5464　FAX ───
E-mail ───
住所／三重県亀山市和田町211-1　WEB／https://cocorie.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 亀山支店
洋菓子製造・販売業　飲食店

主要取扱商品等

マッチング希望

着物販売、婦人服販売、健康器具販売

販路拡大のため、
幅広く販売先を募集中 ネット通販 ───

合資会社佐々木呉服店 ささきごふくてん

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
呉服・婦人服販売業

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

主要取扱商品等

マッチング希望

貸切バス・スクールバス、日本旅行、デイサービス・訪問介護

団体旅行、企業送迎等を
検討する方 貸切バス、送迎バス ───

株式会社ミヤマトータルイノベーション みやまとーたるいのべーしょん

TEL 0595-42-8627　FAX 0595-42-8620
E-mail soumu@miyamakanko.co.jp
住所／三重県伊賀市長田3480-3　WEB／http://www.miyamakanko.co.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 城北支店
旅客運送業　旅行業　福祉事業

主要取扱商品等

マッチング希望

窯業原料、窯業系機器（焼成炉／破砕機／混錬機／スクリーン等）
耐火物、鉱物粉砕加工

生粘土納入先／
鉱物粉砕加工

全国域での炉の運搬据付
または高温用ダクト設置／
鉱物粉砕加工

重量物運搬及び据付／
鉱物粉砕加工

株式会社西浦商事 にしうらしょうじ

TEL 0597-22-1726　FAX 0597-23-2443
E-mail sasaki-g@wb4.so-net.ne.jp
住所／三重県尾鷲市栄町4-3　WEB／http://sasakigofuku.com

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 城北支店
製造業

食をもっと楽しく、人生をもっと豊かに
高齢者や企業等にお弁当・仕出し・
オードブル等をお届けする配食事業を
展開。また築130年の古民家町家を
改修した複合施設「西町や かかん」
には、伊賀産米粉でつくる「あげぱん」
が人気の「HANAMORI COFFEE 
STAND」、伊賀野菜を味わう「天ぷら
めし そらや」、伊賀ブランド認定品他
お土産物を展開する「IGAMONO
ショップ」などがあります。

主要取扱商品等

マッチング希望

法人向け弁当、高齢者、及び高齢者施設向け弁当、飲食店（天ぷらめし そらや）、
テイクアウト（HANAMORI COFFEE STAND）

個人、法人の皆様からの予約 ─── ───

株式会社きねや きねや

TEL 0595-51-0566　FAX 0595-24-8418
E-mail info@kineya-iga.com
住所／三重県伊賀市上野西町3370　WEB／http://www.kineya-iga.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 城北支店
飲食サービス業

団体旅行、修学旅行、企業送
迎、スクールバス、各種送迎ま
でニーズに合わせたサービス
にお応えします。デイサービス
と訪問介護、福祉タクシーな
ど、みなさまに寄り添ったサービ

スの支援を
していきま
す。

地域に密着した「安全・安心」を
おまかせください

素材の旨みをぎゅ～っと凝縮した魚作商店の干物は絶品美味！

主要取扱商品等

マッチング希望

さんま丸干し、あじミリン干し、さばミリン干し

百貨店・ギフト関係・ホテル ─── ───

有限会社魚作商店 うおさくしょうてん

TEL 0597-86-0001　FAX 0597-86-0567
E-mail info@uosaku.jp
住所／三重県熊野市新鹿町630　WEB／https://www.uosaku.co.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 熊野支店
干物加工業

人気商品は「フルー
ツロール」「いちごタ
ルト」「プチフール」。
特に「プチフール」
は、お土産物として
高い評価をいただ
いています。近くに
お越しの際は、ぜひ
ご来店ください。

創業から40年。街に愛される地域密着型の洋菓子店

主要取扱商品等

マッチング希望

洋生菓子、焼菓子

販路拡大のため、
幅広く販売先を募集中 ─── ───

エトワール菊屋 えとわーるきくや

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 海山支店
製菓業

TEL 0597-32-2717　FAX 0597-32-2717
E-mail ───
住所／三重県北牟婁郡紀北町相賀817-11　WEB／───

TEL 0743-92-0414　FAX 0743-92-0720
E-mail info@artclay.biz
住所／奈良県奈良市月ヶ瀬石打2321　WEB／http://www.artclay.biz/

WEB
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呉服と婦人服（ワー
ルド専門店）を販
売。その他、宝飾
やバック、靴、健康
器具も販売してお
ります。何でもお気
軽にご相談くださ
い。
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マッチング希望
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E-mail ───
住所／三重県亀山市和田町211-1　WEB／https://cocorie.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB
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WEB
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WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 城北支店
製造業

食をもっと楽しく、人生をもっと豊かに
高齢者や企業等にお弁当・仕出し・
オードブル等をお届けする配食事業を
展開。また築130年の古民家町家を
改修した複合施設「西町や かかん」
には、伊賀産米粉でつくる「あげぱん」
が人気の「HANAMORI COFFEE 
STAND」、伊賀野菜を味わう「天ぷら
めし そらや」、伊賀ブランド認定品他
お土産物を展開する「IGAMONO
ショップ」などがあります。
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WEB
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ツロール」「いちごタ
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高い評価をいただ
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Research 中小企業景気動向調査（2021年1月～3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

2021年1月～3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▲12.1、前期
比6.5ポイントと3期連続で改善となり
おおよそ20年3月の水準まで回復し
た。
全国の信用金庫取引先中小企業の
業況判断D.Iは▲37.1となり、前期比
▲0.9ポイントの悪化となった。

2021年4月～6月期の三重県業況判
断D.I（予想）は▲31.9で、当期比▲
19.8ポイントと大幅に悪化する見通し
である。

設備投資実施割合、人手不足は改善が
進み、資金繰りは悪化した。

〇雇用（ヒト）
人手過不足判断D.I.は、▲25.0（マイナ
スは人手「不足」超）で、前期比5.1ポイ
ントと改善に転じた。

〇設備投資（モノ）
設備投資実施企業割合は、31.1%で、
前期比0.4ポイントとやや改善した。

〇資金繰り（カネ）
資金繰り判断D.I.は、▲9.5と、前期比
▲4.2ポイントの悪化となった。

〇直近の業況
2021年1月～3月期の三重県北部の業況判断D.I.(実績)は、
▲20.8で、前期比6.9ポイントと3期連続で改善した。業種別で
は製造業、卸売業、不動産業で改善、小売業、サービス業で横
ばい、建設業で悪化となった。
〇来期の見通し
2021年4月～6月期の三重県北部の業況判断D.I.(予想)は、
▲32.5で、当期比▲11.7ポイントと悪化する予想である。業種
別では製造業、建設業で改善、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
・コロナ禍における家庭用食品の需要が安定しており、令和3年3月は
前期比増収増益となる見込み。工場の稼働率も高い状態が続いて
おり、今後はより効率化を図り、更に利益を高めることで定期的な設
備改善や商品開発への投資を増やしていきたいと考えている（製造
業：レトルト食品）
・車検、整備、タイヤの預りなど、油外事業の強化に取組んでいるが、新
型コロナウイルス感染拡大によるリモート勤務の増加等の影響により、
主力のガソリンスタンド事業で燃油販売量の減少が続いており、売上
回復には至っていない。今後も油外事業強化に取組んでいく（小売
業：ガソリンスタンド）
・受注状況は小口ではあるが、リフォームを中心に堅調推移している。し
かしながら、今後新型コロナウイルス感染拡大の第3波の影響が懸念
されることから、予断を許さない状況が続いている（建設業）
・GoToEatキャンペーンにより売上は僅かながら回復はしているものの、
依然新型コロナウイルス感染拡大が事業に大きな影響を及ぼしてい
る。現状、人件費ほか固定費は自己資金及び借入金で賄えているが、
コロナ禍収束に目途が立たない場合は、事業そのものの存続が危ぶま
れる（サービス業：飲食）

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、建設業で改善、不動産業で悪
化となった。

［南部］

三重県南部業況グラフ

〇直近の業況
2021年1月～3月期の三重県南部の業況判断D.I.(実績)は
5.1で、前期比5.1ポイントと改善した。業種別では卸売業、小
売業、サービス業、建設業で改善、製造業、不動産業で悪化と
なった。
〇来期の見通し
2021年4月～6月期の三重県南部の業況判断D.I.(予想)は▲
30.8で、当期比▲35.9ポイントと大幅に悪化の予想である。業
種別では不動産業で改善、製造業、卸売業、小売業、サービス
業、建設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
・新型コロナウイルス感染症拡大により、取引先へ訪問できないことが
一番の痛手となっている。取引先の大半が都市圏を跨ぐ地域である
ことや、現場で状況を見ないとわからないことが多く、リモートでは対応
できない状況である。これまでの日常に近づく生活が戻らないと厳しい
状況は続くことが予想される（製造業：海洋製品製作）
・請負工事においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
全体的に発注工事が減少傾向で、工期延長もあり出来高も遅延し
ている。この影響がいつまで続くかわからないこともあり不安材料は大
きい（建設業）
・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、顧客との商談や面会機
会の減少に直面している。また、ニューノーマルに対応できる人材が
不足しており、今後も外部への委託を含め、検討していく必要がある
（小売業：自動車販売）
・長期化するコロナ禍の中、徹底した感染対策を行い感染防止に努め
ている。施設増設による増床を予定しているが、業界全体の人手不
足や他社との競合も激しく難航しており、人材確保が急務である
（サービス業：有料老人ホーム）

快晴
35以上 21.3

実績

全産業 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

21.6
予想

21.3
実績

三重

全国
21.6
予想

晴れ
20以上～35未満
晴れ時々曇り
8以上～20未満
うす曇り
－8以上～8未満
曇り
－20以上～－8未満
雨
－35以上～－20未満
大雨
－35未満

好
調

低
調

▲80

▲70

▲60

▲50

▲40

▲30

▲20

▲10

0

10

▲75.0

三重

三重実績▲12.1
（6.5ポイント改善）

全国

▲60

▲80

▲40

▲20

20

0

0

20

40

60

80

100
（％）（D.I.）

13.3 13.9 14.3 14.9 15.3 15.9 16.3 16.9 17.3 17.9 18.3 18.9 19.3 19.9 20.3 20.9 21.3

資金繰りD.I.
（楽－苦）

設備投資実施割合（％）

▲25.0人手過不足D.I.
（過剰－不足）

▲9.5

1－3月実績
▲20.8ポイント

1－3月実績
5.1ポイント

三重全体

北部

▲80

▲70

▲60

▲50

▲40

▲30

▲20

▲10

0

10

20 三重全体

南部

12.3 12.9 13.3
13.9

14.3 14.9 15.3 15.9 16.3 16.9

17.3 17.9

18.3

18.9

19.9 20.3 20.9 21.9
21.3

19.3

06.3 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 19.3 20.3 21.3

▲80

▲70

▲60

▲50

▲40

▲30

▲20

▲10

0

10

20

12.3 12.9 13.3
13.9

14.3 14.9 15.3 15.9 16.3 16.9 17.3

17.9 18.3 18.9

19.9 20.3 20.9 21.921.3
19.3



0809

Research 中小企業景気動向調査（2021年1月～3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

2021年1月～3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▲12.1、前期
比6.5ポイントと3期連続で改善となり
おおよそ20年3月の水準まで回復し
た。
全国の信用金庫取引先中小企業の
業況判断D.Iは▲37.1となり、前期比
▲0.9ポイントの悪化となった。

2021年4月～6月期の三重県業況判
断D.I（予想）は▲31.9で、当期比▲
19.8ポイントと大幅に悪化する見通し
である。

設備投資実施割合、人手不足は改善が
進み、資金繰りは悪化した。

〇雇用（ヒト）
人手過不足判断D.I.は、▲25.0（マイナ
スは人手「不足」超）で、前期比5.1ポイ
ントと改善に転じた。

〇設備投資（モノ）
設備投資実施企業割合は、31.1%で、
前期比0.4ポイントとやや改善した。

〇資金繰り（カネ）
資金繰り判断D.I.は、▲9.5と、前期比
▲4.2ポイントの悪化となった。

〇直近の業況
2021年1月～3月期の三重県北部の業況判断D.I.(実績)は、
▲20.8で、前期比6.9ポイントと3期連続で改善した。業種別で
は製造業、卸売業、不動産業で改善、小売業、サービス業で横
ばい、建設業で悪化となった。
〇来期の見通し
2021年4月～6月期の三重県北部の業況判断D.I.(予想)は、
▲32.5で、当期比▲11.7ポイントと悪化する予想である。業種
別では製造業、建設業で改善、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
・コロナ禍における家庭用食品の需要が安定しており、令和3年3月は
前期比増収増益となる見込み。工場の稼働率も高い状態が続いて
おり、今後はより効率化を図り、更に利益を高めることで定期的な設
備改善や商品開発への投資を増やしていきたいと考えている（製造
業：レトルト食品）
・車検、整備、タイヤの預りなど、油外事業の強化に取組んでいるが、新
型コロナウイルス感染拡大によるリモート勤務の増加等の影響により、
主力のガソリンスタンド事業で燃油販売量の減少が続いており、売上
回復には至っていない。今後も油外事業強化に取組んでいく（小売
業：ガソリンスタンド）
・受注状況は小口ではあるが、リフォームを中心に堅調推移している。し
かしながら、今後新型コロナウイルス感染拡大の第3波の影響が懸念
されることから、予断を許さない状況が続いている（建設業）
・GoToEatキャンペーンにより売上は僅かながら回復はしているものの、
依然新型コロナウイルス感染拡大が事業に大きな影響を及ぼしてい
る。現状、人件費ほか固定費は自己資金及び借入金で賄えているが、
コロナ禍収束に目途が立たない場合は、事業そのものの存続が危ぶま
れる（サービス業：飲食）

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、建設業で改善、不動産業で悪
化となった。

［南部］

三重県南部業況グラフ

〇直近の業況
2021年1月～3月期の三重県南部の業況判断D.I.(実績)は
5.1で、前期比5.1ポイントと改善した。業種別では卸売業、小
売業、サービス業、建設業で改善、製造業、不動産業で悪化と
なった。
〇来期の見通し
2021年4月～6月期の三重県南部の業況判断D.I.(予想)は▲
30.8で、当期比▲35.9ポイントと大幅に悪化の予想である。業
種別では不動産業で改善、製造業、卸売業、小売業、サービス
業、建設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
・新型コロナウイルス感染症拡大により、取引先へ訪問できないことが
一番の痛手となっている。取引先の大半が都市圏を跨ぐ地域である
ことや、現場で状況を見ないとわからないことが多く、リモートでは対応
できない状況である。これまでの日常に近づく生活が戻らないと厳しい
状況は続くことが予想される（製造業：海洋製品製作）
・請負工事においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
全体的に発注工事が減少傾向で、工期延長もあり出来高も遅延し
ている。この影響がいつまで続くかわからないこともあり不安材料は大
きい（建設業）
・新型コロナウイルス感染拡大の影響により、顧客との商談や面会機
会の減少に直面している。また、ニューノーマルに対応できる人材が
不足しており、今後も外部への委託を含め、検討していく必要がある
（小売業：自動車販売）
・長期化するコロナ禍の中、徹底した感染対策を行い感染防止に努め
ている。施設増設による増床を予定しているが、業界全体の人手不
足や他社との競合も激しく難航しており、人材確保が急務である
（サービス業：有料老人ホーム）
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