
 

 

 

ひめしん景況レポート 

     

           中小企業景気動向調査 No.184 
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＜調 査 要 項＞ 

 
・調査時点          ２０２１年    9月上旬 
・調査対象期間         ２０２１年     07－09月実績 

２０２１年     10－12月見通し 
・調査対象企業          当金庫取引先  ４５０ 社 

有効回答数     ４４８ 社 （有効回答率99.6％） 
・業種別企業数          製造業        １３７ 社、 卸売業        ６８ 社 

小売業         ９３ 社、 運輸･ｻｰﾋﾞｽ業  ５７ 社 
建設業           ６７ 社、 不動産業      ２６ 社 

・調査方法          営業店調査員による面接聞き取り調査 
 

この調査では景況判断の基準として、ＤＩ (Diffusion Index. 拡散指数)による分析方法を採用しています。

各質問項目で増加（上昇、好転など）が占める構成比と減少（下降、悪化など）が占める構成比との差を時系

列的に観察し、景況を判断する方法です。 
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7－9 月の概況  

 

●当金庫取引先の景況感は 2四半期連続で改善 

  当金庫取引先の 2021年 7-9月期の景況は、業況が｢良い｣とした企業は全体の 13.2％で 

前期（2021年 4-6月期 13.6％）から▲0.4 ﾎﾟｲﾝﾄ、｢悪い｣は 40.0％で前期（同 41.3％）から 

▲1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ。全業種総合の業況判断 DI は、前期▲28 から+1 ﾎﾟｲﾝﾄの▲27 となり、2 四半期

連続で改善した。 

 

 業種別で見ると、製造業の業況判断 DIは、前期▲33から+2 ﾎﾟｲﾝﾄの▲31、非製造業の 

業況判断 DIは、前期▲26から+1 ﾎﾟｲﾝﾄの▲25 となり、いずれも改善した。 

 

●来期は概ね横這いの見通し  

 

   来期（2021 年 10-12 月期）の全業種総合の予想業況判断 DI は、今期から横這いの▲27

となる見通しである。 

 

    業種別に見ると、製造業の予想業況判断 DIは今期から横這いの▲31、非製造業は 

今期▲25から▲1 ﾎﾟｲﾝﾄの▲26 となる見通しである。 

 

 
■最近の業況判断ＤＩの推移 
・業況判断 DI（総合） 

4期前 3期前 前々期 前期 今期 来期（予想）

2020/7-9期 2020/10-12期 2021/1-3期 2021/4-6期 2021/7-9期 2021/10-12期

総合 (448社) -56（↗） -40（↗） -40（→） -28（↗） -27（↗） -27（→）

　製造業 (137社) -62（↗） -49（↗） -49（→） -33（↗） -31（↗） -31（→）

　非製造業 (311社) -54（↗） -37（↗） -36（↗） -26（↗） -25（↗） -26（↘）

調査時期
業種
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・業況判断 DI（非製造業）   

4期前 3期前 前々期 前期 今期 来期（予想）

2020/7-9期 2020/10-12期 2021/1-3期 2021/4-6期 2021/7-9期 2021/10-12期

卸売業 (68社) -51（↗） -35（↗） -19（↗） -16（↗） -21（↘） -26（↘）

小売業 (93社) -63（↗） -55（↗） -58（↘） -46（↗） -47（↘） -46（↗）

運輸・ｻｰﾋﾞｽ業 (57社) -70（↗） -47（↗） -54（↘） -30（↗） -23（↗） -28（↘）

建設業 (67社) -37（↗） -16（↗） -19（↘） -9（↗） -12（↘） -7（↗）

不動産業 (26社) -33（↗） -4（↗） -7（↘） -11（↘） 4（↗） 4（→）

調査時期
業種

 

 

 

 

 

■業況判断・売上・収益の各種ＤＩの推移 
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製 造 業 137 社 

●2四半期連続の改善 

 製造業は、業況が「良い」とした企業は全体の 13.9％で前期（14.8％）から▲0.9 ﾎﾟｲﾝﾄ、 

「悪い」は 44.5％で前期（47.4％）から▲2.9 ﾎﾟｲﾝﾄ。業況判断 DIは前期▲33から+2 ﾎﾟｲﾝﾄの 

▲31 となり、2四半期連続で改善した。 

来期は一般機械器具、食料品など 6業種で改善、金属製品、輸送用機械器具など 5業種で 

悪化と予想しており、予想業況判断 DIは今期から横這いの▲31 となる見通しである。 

 

●今期は 21業種中、9業種で改善、6業種で悪化  

電気機械器具、皮革製品など 9業種で改善、金属製品、一般機械器具など 6業種で悪化した。 

21業種中・・・業況改善 9業種 ／ 業況横這 6業種 ／ 業況悪化 6業種 

 

調査員のコメント 

・外国人を雇用し人材を確保。今後の業況好転に向けて即戦力が求められる。 （プレス・メッキ） 

・従業員育成に力を入れ、定期的な研修を実施している。また、資格取得による資質向上にも力を 

入れている。                                                             （食料品） 

・労働環境の改善を進め、シニア世代の就業を促進し安定した労働力を確保していきたい。                                                

（電気機械器具） 

 

 

 

 

 

4期前 3期前 前々期 前期 今期 来期（予想）

2020/7-9期 2020/10-12期 2021/1-3期 2021/4-6期 2021/7-9期 2021/10-12期

金属製品 (19社) -69（↘） -71（↘） -47（↗） -17（↗） -47（↘） -53（↘）

一般機械器具 (15社) -69（↘） -47（↗） -44（↗） -44（→） -47（↘） -27（↗）

食料品 (14社) -47（↗） -29（↗） -50（↘） -21（↗） -64（↘） -57（↗）

輸送用機械器具 (13社) -75（↘） -36（↗） 0（↗） 15（↗） 8（↘） -15（↘）

電気機械器具 (8社) -86（↘） -38（↗） -13（↗） -14（↘） -13（↗） -38（↘）

皮革製品 (8社) -100（→） -75（↗） -88（↘） -75（↗） -50（↗） -38（↗）

プレス・メッキ (7社) -29（↗） -14（↗） -43（↘） -29（↗） -14（↗） 0（↗）

建築用金属製品 (7社) -63（↗） -88（↘） -75（↗） -43（↗） -14（↗） -14（→）

出版・印刷 (6社) -83（↗） -60（↗） -80（↘） -60（↗） -17（↗） 0（↗）

窯業・土石 (5社) -20（↗） 0（↗） -20（↘） -20（→） 0（↗） 0（→）

繊維製品（靴下） (5社) -67（↗） -67（→） -60（↗） -100（↘） -80（↗） -80（→）

調査時期
主な業種
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4期前 3期前 前々期 前期 今期 来期（予想）

2020/7-9期 2020/10-12期 2021/1-3期 2021/4-6期 2021/7-9期 2021/10-12期

機械器具 (16社) -59（↘） -40（↗） -11（↗） -16（↘） -63（↘） -56（↗）

農畜産物・水産物 (11社) -55（↗） -27（↗） -55（↘） -40（↗） -27（↗） -27（→）

飲食料品 (9社) -57（↗） -67（↘） 13（↗） -40（↘） -33（↗） -33（→）

建築材料 (8社) -67（↘） -22（↗） -13（↗） -13（→） 0（↗） -13（↘）

金属材料 (6社) -33（↗） -83（↘） 0（↗） 33（↗） 33（→） -17（↘）

化学製品 (4社) -67（↗） 25（↗） -33（↘） -33（→） -25（↗） -25（→）

衣服身回品 (3社) 33（↗） -75（↘） -67（↗） -33（↗） -33（→） 0（↗）

再生資源 (2社) -67（↗） -67（→） -67（→） 0（↗） 0（→） 0（→）

家具建具じゅう器 (1社) -100（↘） -100（→） 0（↗） 0（→） 0（→） 0（→）

その他 (8社) -29（↗） 13（↗） 0（↘） 17（↗） 25（↗） 0（↘）

調査時期業 種

卸 売 業 68 社 

●5四半期ぶりの悪化  

   卸売業は、業況が「良い」とした企業は全体の 16.2％で前期（20.3％）から▲4.1 ﾎﾟｲﾝﾄ、 

「悪い」は 36.8％で前期（36.2％）から+0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ。業況判断 DI は前期▲16 から▲5 ﾎﾟｲﾝﾄ

の▲21 となり、5四半期ぶりに悪化した。 

  来期は機械器具、衣服身回品で改善、建築材料、金属材料で悪化と予想しており、予想業況判

断 DIは今期▲21から▲5 ﾎﾟｲﾝﾄの▲26 と悪化する見通しである。 

 

●今期は 9業種中、4業種で改善、1業種で悪化  

農畜産物・水産物、飲食料品など 4業種で改善、機械器具で悪化した。 

9業種中・・・業況改善 4業種 ／ 業況横這 4業種 ／ 業況悪化 1業種 

調査員のコメント 

 ・人材を雇用するだけでも大変で、賃金の値上げを考えることは難しい。             （機械器具） 

  ・コロナの影響で売上減少傾向にあり、今後はインターネット販売に注力する方針。  （衣服身回品） 

  ・新築工事も請負しており売上増加しているが、材木の仕入価格が上昇しており先行きに不安を 

感じている。                                                             （建築材料） 
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4期前 3期前 前々期 前期 今期 来期（予想）

2020/7-9期 2020/10-12期 2021/1-3期 2021/4-6期 2021/7-9期 2021/10-12期

飲食料品 (23社) -67（↗） -57（↗） -68（↘） -57（↗） -61（↘） -61（→）

衣服身回品 (15社) -93（→） -87（↗） -80（↗） -81（↘） -73（↗） -60（↗）

飲食店 (11社) -75（↗） -55（↗） -64（↘） -80（↘） -91（↘） -73（↗）

スーパー・コンビニ (9社) -38（→） -38（→） -44（↘） -11（↗） 0（↗） -22（↘）

自動車 (8社) -50（↗） -22（↗） -38（↘） 0（↗） -25（↘） -25（→）

ガソリン (6社) -71（↘） -71（→） -33（↗） -33（→） -50（↘） -50（→）

家電機器 (4社) -50（↗） -25（↗） -25（→） -25（→） 75（↗） 25（↘）

書籍・文具 (3社) -40（↗） -25（↗） -33（↘） 33（↗） -33（↘） 0（↗）

医薬品・化粧品 (3社) -50（↗） -75（↘） -75（→） -67（↗） -67（→） -67（→）

娯楽用品 (2社) 0（↗） 50（↗） -50（↘） 0（↗） 50（↗） 50（→）

時計・眼鏡 (2社) -100（→） -100（→） -50（↗） -50（→） -100（↘） -100（→）

木材建築材料 (1社) 0（↗） 0（→） 100（↗） 0（↘） 0（→） 0（→）

その他 (6社) -50（↗） -80（↘） -83（↘） -50（↗） -50（→） -50（→）

調査時期
業 種

小 売 業 93 社 

●2四半期ぶりの小幅悪化 

小売業は、業況が「良い」とした企業は全体の 7.5％で前期（8.6％）から▲1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ、 

「悪い」は前期から横這いの 54.8％。業況判断 DIは前期▲46から▲1 ﾎﾟｲﾝﾄの▲47 となり、 

2四半期ぶりに小幅悪化した。 

来期は衣服身回品、飲食店など3業種で改善、ｽｰﾊﾟｰ・ｺﾝﾋﾞﾆ、家電機器で悪化と予想しており、 

予想業況判断 DIは今期▲47から+1 ﾎﾟｲﾝﾄの▲46 と小幅改善する見通しである。 

●今期は 12業種中、4業種で改善、6業種で悪化  

衣服見回品、ｽｰﾊﾟｰ・ｺﾝﾋﾞﾆなど 4業種で改善、飲食料品、飲食店など 6業種で悪化した。 

12業種中・・・業況改善 4業種 ／ 業況横這 2業種 ／ 業況悪化 6業種 

  調査員のコメント 

・コロナの影響で祭り行事やイベントが少なく売上減少。経費削減及び取扱の品揃えを考え、一定

の収益を確保するよう努めている。                                       （飲食料品） 

・営業時間の短縮、アルコールの提供禁止を余儀なくされ、売上・利益ともに低調。    （飲食店） 

・外国人材をアルバイトとして雇用している。また､子育てや学業等を両立しやすいようにパート 

及びアルバイト雇用に臨機応変に対応している。                     （スーパー・コンビニ） 
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4期前 3期前 前々期 前期 今期 来期（予想）

2020/7-9期 2020/10-12期 2021/1-3期 2021/4-6期 2021/7-9期 2021/10-12期

運輸業 (14社) -71（↗） -67（↗） -69（↘） -36（↗） -43（↘） -43（→）

自動車整備・駐車場 (9社) -70（→） -44（↗） -44（→） -33（↗） -33（→） -33（→）

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・理容・美容 (7社) -71（↗） -57（↗） -67（↘） -57（↗） -29（↗） -29（→）

修理業 (3社) -67（→） -100（↘） -100（→） -33（↗） 0（↗） -33（↘）

情報ｻｰﾋﾞｽ・調査・広告 (3社) 0（↗） 0（→） -67（↘） -33（↗） 0（↗） 0（→）

物品賃貸 (3社) -100（→） -67（↗） -50（↗） 0（↗） 0（→） 0（→）

旅館宿泊所 (2社) -100（→） -50（↗） -50（→） -50（→） -50（→） -50（→）

その他 (16社) -77（↘） -20（↗） -37（↘） -12（↗） -6（↗） -19（↘）

調査時期
業 種

運輸・サービス業 57 社 

●2四半期連続の改善 

運輸・サービス業は、業況が「良い」とした企業は全体の 12.3％で前期（10.5％）から+1.8 

ﾎﾟｲﾝﾄ、「悪い」は 35.1％で前期（40.4％）から▲5.3 ﾎﾟｲﾝﾄ。業況判断 DIは前期▲30から 

+7 ﾎﾟｲﾝ ﾄの▲23 となり、2四半期連続で改善した。 

来期は運輸業、自動車整備・駐車場など 6 業種で横這い、修理業で悪化と予想しており、予想

業況判断 DIは今期▲23から▲5 ﾎﾟｲﾝﾄの▲28 と悪化する見通しである。 

 

●今期は 7業種中、3業種で改善、1業種で悪化 

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・理容・美容、修理業など 3業種で改善、運輸業で悪化となった。 

7業種中・・・業況改善 3業種 ／ 業況横這 3業種 ／ 業況悪化 1業種 

調査員のコメント 

・飲食店のクリーニング受注は減ったが、コロナ対策用の商材で売上確保の方針。  （物品賃貸）                               

・ドライバーの高齢化が進んでおり、新しいドライバーを確保しなければならないが、コロナの影響

もあり、条件面で他社と大差をつけることは難しい。                            （運輸業） 

・固定客である地域住民へのサービス向上のため、他の病院とも連携しリハビリ業者等の受入を

している。                                                          （その他‐病院） 
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4期前 3期前 前々期 前期 今期 来期（予想）

2020/7-9期 2020/10-12期 2021/1-3期 2021/4-6期 2021/7-9期 2021/10-12期

総合工事 (32社) -40（↗） -13（↗） -19（↘） -13（↗） -16（↘） -6（↗）

職別工事 (20社) -35（↘） -24（↗） -29（↘） 5（↗） 0（↘） -5（↘）

設備工事 (15社) -33（→） -13（↗） -7（↗） -20（↘） -20（→） -13（↗）

調査時期
業 種

建設業 67 社 

●2四半期ぶりの悪化 

建設業は、業況が「良い」とした企業は全体の 16.4％で前期から横這い、「悪い」は 28.4％ 

で前期（25.4％）から+3.0 ﾎﾟｲﾝﾄ。業況判断 DI は前期▲9 から▲3 ﾎﾟｲﾝﾄの▲12 となり、2 四

半期ぶりに悪化した。 

来期は総合工事、設備工事で改善、職別工事で悪化と予想しており、予想業況判断 DIは 

今期▲12から+5 ﾎﾟｲﾝﾄの▲7 と改善する見通しである。 

 

 

●今期は 3業種中、1業種で横這い、2業種で悪化 

 

設備工事で横這い、総合工事、職別工事で悪化した。 

3業種中・・・ 業況改善 0業種 ／ 業況横這 1業種 ／ 業況悪化 2業種 

調査員のコメント 

・現場作業員の不足は深刻で、IT化での対応を思案中。                    （総合工事） 

・人材は適正人数だが、後継者が決まっていないのが悩み。                  （総合工事） 

・コロナと長雨の影響で売上停滞気味。現在急ピッチで現場を動かしている。    （設備工事） 

・従来の建設・土木現場の受注だけでは競争が厳しいので、多様な資格・認定の取得を進め、 

クレーンの活用範囲の拡大を目指す。                                  （職別工事） 
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4期前 3期前 前々期 前期 今期 来期（予想）

2020/7-9期 2020/10-12期 2021/1-3期 2021/4-6期 2021/7-9期 2021/10-12期

建売・土地売買 (11社) -21（↗） 8（↗） -7（↘） -8（↘） 18（↗） 18（→）

不動産代理・仲介 (10社) -63（↘） -11（↗） 0（↗） -11（↘） -20（↘） -20（→）

貸事務所・土地賃貸 (2社) 0（↗） 0（→） 0（→） 0（→） 0（→） 0（→）

貸家・貸間 (1社) 0（↗） 0（→） 0（→） 0（→） 100（↗） 100（→）

その他 (2社) -50（↗） -100（↘） -50（↗） -50（→） 0（↗） 0（→）

調査時期
業 種

不 動 産 業 2６社 

●3四半期ぶりの大幅改善 

不動産業は、業況が「良い」とした企業は全体の 15.4％で前期（7.4％）から+8.0 ﾎﾟｲﾝﾄ、 

「悪い」は 11.5％で前期（18.5％）から▲7.0 ﾎﾟｲﾝﾄ。業況判断DIは前期▲11から+15 ﾎﾟｲﾝﾄ

の+4 となり、3四半期ぶりに大幅改善した。 

来期は建売・土地売買、不動産代理・仲介など全ての業種で横這いと予想しており、予想業況

判断 DI も今期から横這いの+4 となる見通しである。 

 

 

●今期は 4業種中、2業種で改善、1業種で悪化 

 

建売・土地売買、貸家・貸間で改善、不動産代理・仲介で悪化した。 

4業種中・・・業況改善 2業種 ／ 業況横這 1業種 ／ 業況悪化 1業種 

調査員のコメント 

・コロナの影響で契約数は伸びているものの、売却まで至っていない物件が多い。コロナ収束後に

は建設ラッシュとなる見込み。                                       （建売・土地売買） 

・不動産取引の動きがなかった時期もあり、人手は適正。コロナが落ち着き、業界が忙しくなった時

に人手が確保できているか不安である。                             （建売・土地売買） 

・現状の社員での営業体制を確立しており、維持を心がけたい。          （不動産代理・仲介） 
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