






「氷の安定供給で地域貢献」をめざす
創業72年の製氷メーカー
コアなかき氷ファンからの評価が高い当社
の氷は、1日あたり112トンを製造し、年間約
2万トンの出荷量は全国トップレベルです。
板氷やかち割り氷のほか、丸氷やロングアイ
ス等のオリジナル氷も取り扱っています。氷
に関することならぜひ、お問い合わせくださ
い。

伊賀名物「豆腐田楽」で知られる
創業200年の老舗
地元産材料にこだわり、有機栽培の大豆か
ら作る豆腐にまろやかな味噌、低温でじっくり
焼き上げる炭にいたるまで一子相伝の技で
味を守りつづけています。また伝統の中にも
斬新さを織り込むスタイルも魅力で、湯葉、豆
乳、おからなどを使ったヘルシーな創作料理
も評判です。

学問の神として、「春澄善縄郷」を祀る
猪名部神社で御祈祷された「猪名部
ジンジャーエール」は、試験勉強や受験
時、また学問に限らずここ一番の場面
であなたに「エール」を贈る応援飲料で
す。他にも東員町産の地元にこだわっ

た米粉と大豆粉の
ドーナツ・シフォン
ケーキは絶品です。

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。

TEL 059-273-5656　FAX 059-273-5657
E-mail nagano@chuseiice.co.jp
住所／三重県津市白塚町4771-2
WEB／http://www.chuseiice.co.jp

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 丸の内支店
製氷業

主要取扱商品等

マッチング希望

かちわり氷、板氷、かき氷用ブロック氷、丸氷

飲食店様（配送の場合は
ロット条件があります）や
食品問屋様

──────

中勢製氷冷蔵株式会社 ちゅうせいせいひょうれいぞう

受 注 連 携 発 注

ギブアップしない技術力で
常にニーズにお応えします
創業は平成15年と若い企業です
が、高い技術力で自動車・電子部
品・医療・食品等幅広い分野の企業
から信頼をいただいています。パーツ
フィーダ（部品自動整列供給装置）
のメーカーとして設計・製造・販売・メ
ンテナンスをトータルサポートします。
お気軽にお問い合わせください。

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 長島支店
看板　製造・設置

主要取扱商品等

マッチング希望

各種看板製作・設置、高所作業車作業、ホームページ制作

各店舗・事務所 工務店・広告代理店・デザイン ───

有限会社タクミスタジオ たくみすたじお

TEL 0594-42-5156　FAX 0594-42-5489
E-mail info@takumistudio.jp
住所／三重県桑名市長島町中川683-1
WEB／https://www.takumistudio.jp/　（ショップ）https://www.kanbanmart.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 員弁支店
飲食業

主要取扱商品等

マッチング希望

猪名部ジンジャーエール、東員町産米粉と大豆粉のドーナツ・シフォンケーキ、
パスタ、オムライスなど

卸売業・スーパーや商店に
猪名部ジンジャーエールを販売 ─── ───

ラ・ポアール 東員店 ら・ぽあーる とういんてん

受 注 連 携 発 注

東員町観光振興会を通じて
「猪名部ジンジャーエール」を開発

日々の辛い肩こりや腰
痛、産後の開いてしまっ
た骨盤ケア。また健康
的に痩せたいけど方法
がわからないなど、お悩
みの方へ1人ひとりに
あった施術と、体質改
善を目的としたダイエッ
トプログラムをご提案
し、心も体も健康的に
サポートします。

主要取扱商品等

マッチング希望

耳つぼダイエット、一般整体、産後骨盤矯正

個人様からのご予約 ─── ───

受 注 連 携 発 注

女性専科・完全予約制で
安心して通える整体院

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 上野営業部
広告気球製作・アドバルーン

主要取扱商品等

マッチング希望

アドバルーン・空気膜遊具、エアポップ・エアアーチ、エア着ぐるみ、
新型コロナ対策用飛沫予防シート

広告代理店、店舗装飾業者
（コロナ対策受付用飛沫
予防シートの製作、販売）

装飾業者、電飾業者 3Dソフト関連企業、
大判印刷業者

ふくらむものすべて
かたち自由自在

中部アド株式会社 ちゅうぶあど

オリジナルバルーンの企画、販売、
設営。また、レンタルエア遊具の企
画、製作、レンタルなど、すべて自
社工場での一貫製作でお客様の
イメージに忠実な商品を提供しま
す。現在、新型コロナ対策として
飛沫予防シートの製作販売も行っ
ていますのでお気軽にお問い合わ
せください。

受 注 連 携 発 注

TEL 0594-76-4177　FAX 0594-76-4177
E-mail ───
住所／三重県員弁郡東員町大木3955-1　WEB／───

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 羽津支店
整体業、痩身業

笑みな整体 えみなせいたい

TEL 0595-21-4068　FAX 0595-23-5050

TEL 0596-27-2292　FAX 0596-27-2292
E-mail info@miejikusou.jp
住所／三重県伊勢市中村町607-28　WEB／https://miejikusou.jp/

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 伊勢支店
製造

主要取扱商品等

マッチング希望

オリジナル掛軸の制作、掛軸の修理修復、襖・障子の張替え、襖・額装・屛風の修理

神社仏閣をはじめ、個人様用
まで幅広く掛軸の制作

古くなった掛軸、襖、
屛風の修理修復 ───

株式会社 三重軸装 みえじくそう

受 注 連 携 発 注

TEL 0567-56-2550　FAX 0567-56-2552TEL 059-324-0488　FAX 059-324-0488
E-mail info@bfc-co.jp
住所／愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字西梅103-1　WEB／http://www.bfc-co.jp/

E-mail ───
住所／三重県四日市市羽津町11-17　WEB／http://jp.ilb.io/diet/000000573/

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 弥富南支店
機械器具製造業

主要取扱商品等

マッチング希望

パーツフィーダ、その他関連機器

パーツフィーダ
（部品自動整列供給装置）

株式会社BFC びーえふしー

受 注 連 携 発 注

掛軸の生産を主に、神社仏閣を中心とし
た専門品から、西国巡りを中心とした仏
画の製作まで承ります。また古くなった掛

軸の修理、襖・障子の
張替え、額装等も対
応します。お困りごと
がございましたらお気
軽にご相談ください。

伊勢神宮の御神號掛軸等を手掛ける
創業94年の軸装、額装の専門店

E-mail ───
住所／三重県伊賀市上野西大手町3591　WEB／http://wakaya.jacklist.jp

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 上野営業部
飲食業

主要取扱商品等

マッチング希望

オリジナル豆腐料理

個人・法人様からのご予約 ─── ───

田楽座 わかや でんがくざ わかさや

受 注 連 携 発 注

WEB

─── ───

WEB

WEBWEB

WEB

TEL 0595-24-1531　FAX 0595-24-1532
E-mail chubuad@lilac.ocn.ne.jp
住所／三重県伊賀市小田町1396-43　WEB／http://www.chubuad.com

WEB

はるずみよし ただ こう

看板の知識と資格、経験で
魅せるサインを演出

個人店舗の看板をはじめ
大型広告看板まで、デザイ
ン・製作・施工まで一貫して
おまかせください。お客様
のニーズに対応した提案
力できっと満足していただ
けるはず。お気軽にお問い
合わせください。



「氷の安定供給で地域貢献」をめざす
創業72年の製氷メーカー
コアなかき氷ファンからの評価が高い当社
の氷は、1日あたり112トンを製造し、年間約
2万トンの出荷量は全国トップレベルです。
板氷やかち割り氷のほか、丸氷やロングアイ
ス等のオリジナル氷も取り扱っています。氷
に関することならぜひ、お問い合わせくださ
い。

伊賀名物「豆腐田楽」で知られる
創業200年の老舗
地元産材料にこだわり、有機栽培の大豆か
ら作る豆腐にまろやかな味噌、低温でじっくり
焼き上げる炭にいたるまで一子相伝の技で
味を守りつづけています。また伝統の中にも
斬新さを織り込むスタイルも魅力で、湯葉、豆
乳、おからなどを使ったヘルシーな創作料理
も評判です。

学問の神として、「春澄善縄郷」を祀る
猪名部神社で御祈祷された「猪名部
ジンジャーエール」は、試験勉強や受験
時、また学問に限らずここ一番の場面
であなたに「エール」を贈る応援飲料で
す。他にも東員町産の地元にこだわっ

た米粉と大豆粉の
ドーナツ・シフォン
ケーキは絶品です。

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。

TEL 059-273-5656　FAX 059-273-5657
E-mail nagano@chuseiice.co.jp
住所／三重県津市白塚町4771-2
WEB／http://www.chuseiice.co.jp

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 丸の内支店
製氷業

主要取扱商品等

マッチング希望

かちわり氷、板氷、かき氷用ブロック氷、丸氷

飲食店様（配送の場合は
ロット条件があります）や
食品問屋様

──────

中勢製氷冷蔵株式会社 ちゅうせいせいひょうれいぞう

受 注 連 携 発 注

ギブアップしない技術力で
常にニーズにお応えします
創業は平成15年と若い企業です
が、高い技術力で自動車・電子部
品・医療・食品等幅広い分野の企業
から信頼をいただいています。パーツ
フィーダ（部品自動整列供給装置）
のメーカーとして設計・製造・販売・メ
ンテナンスをトータルサポートします。
お気軽にお問い合わせください。

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 長島支店
看板　製造・設置

主要取扱商品等

マッチング希望

各種看板製作・設置、高所作業車作業、ホームページ制作

各店舗・事務所 工務店・広告代理店・デザイン ───

有限会社タクミスタジオ たくみすたじお

TEL 0594-42-5156　FAX 0594-42-5489
E-mail info@takumistudio.jp
住所／三重県桑名市長島町中川683-1
WEB／https://www.takumistudio.jp/　（ショップ）https://www.kanbanmart.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 員弁支店
飲食業

主要取扱商品等

マッチング希望

猪名部ジンジャーエール、東員町産米粉と大豆粉のドーナツ・シフォンケーキ、
パスタ、オムライスなど

卸売業・スーパーや商店に
猪名部ジンジャーエールを販売 ─── ───

ラ・ポアール 東員店 ら・ぽあーる とういんてん

受 注 連 携 発 注

東員町観光振興会を通じて
「猪名部ジンジャーエール」を開発

日々の辛い肩こりや腰
痛、産後の開いてしまっ
た骨盤ケア。また健康
的に痩せたいけど方法
がわからないなど、お悩
みの方へ1人ひとりに
あった施術と、体質改
善を目的としたダイエッ
トプログラムをご提案
し、心も体も健康的に
サポートします。

主要取扱商品等

マッチング希望

耳つぼダイエット、一般整体、産後骨盤矯正

個人様からのご予約 ─── ───

受 注 連 携 発 注

女性専科・完全予約制で
安心して通える整体院

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 上野営業部
広告気球製作・アドバルーン

主要取扱商品等

マッチング希望

アドバルーン・空気膜遊具、エアポップ・エアアーチ、エア着ぐるみ、
新型コロナ対策用飛沫予防シート

広告代理店、店舗装飾業者
（コロナ対策受付用飛沫
予防シートの製作、販売）

装飾業者、電飾業者 3Dソフト関連企業、
大判印刷業者

ふくらむものすべて
かたち自由自在

中部アド株式会社 ちゅうぶあど

オリジナルバルーンの企画、販売、
設営。また、レンタルエア遊具の企
画、製作、レンタルなど、すべて自
社工場での一貫製作でお客様の
イメージに忠実な商品を提供しま
す。現在、新型コロナ対策として
飛沫予防シートの製作販売も行っ
ていますのでお気軽にお問い合わ
せください。

受 注 連 携 発 注

TEL 0594-76-4177　FAX 0594-76-4177
E-mail ───
住所／三重県員弁郡東員町大木3955-1　WEB／───

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 羽津支店
整体業、痩身業

笑みな整体 えみなせいたい

TEL 0595-21-4068　FAX 0595-23-5050

TEL 0596-27-2292　FAX 0596-27-2292
E-mail info@miejikusou.jp
住所／三重県伊勢市中村町607-28　WEB／https://miejikusou.jp/

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 伊勢支店
製造

主要取扱商品等

マッチング希望

オリジナル掛軸の制作、掛軸の修理修復、襖・障子の張替え、襖・額装・屛風の修理

神社仏閣をはじめ、個人様用
まで幅広く掛軸の制作

古くなった掛軸、襖、
屛風の修理修復 ───

株式会社 三重軸装 みえじくそう

受 注 連 携 発 注

TEL 0567-56-2550　FAX 0567-56-2552TEL 059-324-0488　FAX 059-324-0488
E-mail info@bfc-co.jp
住所／愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字西梅103-1　WEB／http://www.bfc-co.jp/

E-mail ───
住所／三重県四日市市羽津町11-17　WEB／http://jp.ilb.io/diet/000000573/

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 弥富南支店
機械器具製造業

主要取扱商品等

マッチング希望

パーツフィーダ、その他関連機器

パーツフィーダ
（部品自動整列供給装置）

株式会社BFC びーえふしー

受 注 連 携 発 注

掛軸の生産を主に、神社仏閣を中心とし
た専門品から、西国巡りを中心とした仏
画の製作まで承ります。また古くなった掛

軸の修理、襖・障子の
張替え、額装等も対
応します。お困りごと
がございましたらお気
軽にご相談ください。

伊勢神宮の御神號掛軸等を手掛ける
創業94年の軸装、額装の専門店

E-mail ───
住所／三重県伊賀市上野西大手町3591　WEB／http://wakaya.jacklist.jp

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 上野営業部
飲食業

主要取扱商品等

マッチング希望

オリジナル豆腐料理

個人・法人様からのご予約 ─── ───

田楽座 わかや でんがくざ わかさや

受 注 連 携 発 注

WEB

─── ───

WEB

WEBWEB

WEB

TEL 0595-24-1531　FAX 0595-24-1532
E-mail chubuad@lilac.ocn.ne.jp
住所／三重県伊賀市小田町1396-43　WEB／http://www.chubuad.com

WEB

はるずみよし ただ こう

看板の知識と資格、経験で
魅せるサインを演出

個人店舗の看板をはじめ
大型広告看板まで、デザイ
ン・製作・施工まで一貫して
おまかせください。お客様
のニーズに対応した提案
力できっと満足していただ
けるはず。お気軽にお問い
合わせください。



東京発の旬な雑貨
をはじめ、新鮮な切
花・鉢花など訪れる
皆様に大変御好評
いただいています。
贈る人も、贈られる
人も感動していただ
けるもの作りを目指
して日々努力してい
ます。是非一度お
立ち寄りください。

印象に残るような
彩りのある花を贈ってみませんか

イタリア製マットレス＆ピロー
「マニフレックス」の認定ショップ
健康を維持するために必要不可欠な睡眠
への意識が高まる中、スポーツ選手や著名
人が愛用するマットレスから昔ながらの綿わ
たふとんまでお好みの寝具を取り揃え、110
年以上もの間、伊賀の地に寄り添ってきま
した。16年前よりネット販売も手がけ日本国
内のみならず海外からの注文も増え、世界
に向け寝具販売を行っています。

「信頼される優秀な技術」の
向上を社是とした
水道管のスペシャリスト集団

伊藤管機工業株式会社 いとうかんきこうぎょう

昭和23年に創業し、総合プラント工事に伴
う各種配管工事及びメンテナンス工事を主
に取組んできました。また、上下水道工事に
伴う鋼構造物である水管橋の設計、製作、
架設に数多くのノウハウを積み重ね、その
多くの経験と技術は県内外から高い評価を
いただいております。

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。

金属研磨業

主要取扱商品等

マッチング希望

一般建築用材（杉・桧）、土木工用材、一般DIY

建築業（大工）・建設業（土木）・
一般 ─── ───

恵まれた三重の良質な木を生かした
ぬくもりを感じる家づくりに貢献

協和木材店 きょうわもくざいてん

日本の中心に位置する三重県南部地方は自然
に満ち溢れ、良質な木材が豊富にあります。その
木材を心を込めて製材することで、住む人の心を
和ませ一生健康で楽しく過ごせる家作りを応援し
ます。様々な製材加工を行っておりますので、お
気軽にお問い合わせください。

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 上野営業部
寝具・製造販売

主要取扱商品等

マッチング希望

綿わたふとん・羽毛布団・毛布、マットレス、長谷製陶の土鍋、はさめず醤油

整体・鍼灸院等からの
マットレス・まくら等の受注 老人ホーム等 ───

森下ふとん店（マニステージ伊賀） 

受 注 連 携 発 注

TEL 0597-84-0490　FAX 0597-84-0678TEL 0597-22-3972　FAX 0597-22-5662
E-mail ───
住所／三重県熊野市飛鳥町佐渡195-2　WEB／───

E-mail ───
住所／三重県尾鷲市野地町12-45　WEB／───

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 海山支店
生花・生活雑貨の卸・小売販売

主要取扱商品等

マッチング希望

生花・鉢花・プリザーブド等のフラワー関係・生活雑貨

一般売り・量販店への卸
フラワーウエディング・
店舗装飾等また量販店への
パックフラワーの卸

切花・鉢花生産者等

フラワーショップ TOGO ふらわーしょっぷ とーごー

受 注 連 携 発 注

TEL 059-345-1351　FAX 059-346-4101
E-mail ───
住所／三重県四日市市海山道町三丁目928-1　WEB／http://www.itokanki.co.jp

TEL 0595-21-0135　FAX ───
E-mail futon@violin.ocn.ne.jp
住所／三重県伊賀市上野忍町2592　WEB／https://www.magnistage-iga.com

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 塩浜支店
管工事業

主要取扱商品等

マッチング希望

水道用鋼管・ステンレス鋼管製作、水管橋製作・架設・設計・施工など

管工事関係 ─── ───

受 注 連 携 発 注

TEL 059-397-6026　FAX ───
E-mail hamagurinodaiei@yahoo.co.jp
住所／三重県四日市市楠町南五味塚143-1　WEB／http://www.daieisuisan.net

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 塩浜支店
海産物卸・小売

主要取扱商品等

マッチング希望

ハマグリ、シジミ、ハマグリしぐれ煮

商社・飲食店・
居酒屋・小売店　など

結婚式場・イベント会場、
潮干狩りなどの利用 ───

市場に卸す前の新鮮な状態の
蛤を自信を持ってお届けします

大栄水産有限会社 だいえいすいさん

「はまぐりのプロ」として産地に出
向いて仕入れ、伊勢湾の海水で
寝かせた「安全・安心・新鮮」なハ
マグリをお得な値段で販売します。
特に年末年始や季節行事での贈
答品として多くのお客様からご用
命をいただいています。

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 本店営業部
和菓子製造販売

主要取扱商品等

マッチング希望

おわせ節・ケーキ各種・みかんサブレ・鮎（和菓子）

販路拡大の為、幅広く
販売先様を探しています。 ─── ───

おやつにも贈り物にもよろこばれる
ロングセラー商品「おわせ節」

福助堂 ふくすけどう

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 熊野支店
製材業

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 TEL 0597-32-0129　FAX 0597-32-2784
E-mail togo87@themis.ocn.ne.jp
住所／三重県北牟婁郡紀北町相賀674　WEB／───

WEBWEB

WEB

TEL 059-345-1862　FAX 059-346-7874
E-mail yu_yamaguchi_K@yahoo.co.jp
住所／三重県四日市市大字塩浜3030-1　WEB／───

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 塩浜支店
管製品製造・配管工事業

主要取扱商品等

マッチング希望

工場・商業施設・医療施設などの配管工事

配管工事 ──────

製缶加工に関する要望にも
対応可能

有限会社 山口工業所 やまぐちこうぎょうしょ

主に、四日市コンビナート関連の
配管工事を請け負っていますが、
その他にも産業機械製造工場、
製菓工場製造ライン、医療施設・
商業施設などの配管工事の受注
実績があります。自社工場を保有
しているので、お客様からのご要望
に応じてサポートできる体制が整っ
ています。

受 注 連 携 発 注

当店は昭和47年の創業以来、
主に和洋菓子を製造販売して
います。創業当時からの看板
商品「おわせ節」は、ふっくらし
たカステラ生地のブッセで、ほ
んのり塩気のきいたチーズバ
ターをサンドして仕上げていま
す。地域の方 を々中心に、多く
のお客様に好評を頂いており
ます。尾鷲に来られた時には、
お気軽にお立ち寄りください。

もりしたふとんてん
まにすてーじいが
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Research 中小企業景気動向調査（2020年7月～9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7月～9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▲46.1、前期
比9.6ポイントと改善し、業況の悪化
は下げ止まりの兆し。
全国の信用金庫取引先中小企業の
業況判断D.I.は▲48.3となり、前期
比8.6ポイントの改善となった。

2020年10月～12月期の三重県業況
判断D.I（予想）は▲46.1ポイントで、当
期比プラスマイナス0ポイントと横ばい
の見通しである。

資金繰り、設備投資実施割合は改善に
転じ、人手不足は悪化した。
〇雇用（ヒト）
3期連続で改善していた人手過不足
判断D.I.は、▲17.4（マイナスは人手
「不足」超）で、前期比▲2.6ポイント
と悪化した。
〇設備投資（モノ）
3期連続で悪化していた設備投資実
施企業割合は、31.1%と、前期比5.9
ポイントの改善となった。
〇資金繰り（カネ）
2期連続で悪化していた資金繰り判
断D.I.は、▲19.1と、前期比15.7ポイ
ントの大幅な改善となった。

〇直近の業況
2020年7月～9月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）は、
▲52.6と、前期比5.3ポイントの改善となった。業種別では小売
業、サービス業、建設業で改善、不動産業で横ばい、製造業、卸
売業で悪化となった。
〇来期の見通し
2020年10月～12月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）
は、▲48.7で、当期比3.9ポイントと緩やかに改善する予想であ
る。業種別では小売業、サービス業で改善、製造業、卸売業、建
設業、不動産業で横ばいの予想である。

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
・Go To トラベルキャンペーンで、若干ではあるが売上は回復傾向にあ
る。しかしながら、2021年以降、団体客の予約は皆無の状態であり、
業績回復はコロナ禍収束に委ねられている状況である。（サービス業：
旅行業）
・ガスの販売という業種のため、直接的に新型コロナウイルス感染症拡
大の影響を受けておらず、対面での業務も少ないため感染予防対策
は一般的な器具を導入し完了している。利益は上がっているが、今般
のコロナ禍をふまえ、今後は多角経営など企業として変革をしていかな
ければとの意識を強く持っている。（小売業：プロパンガス・高圧ガス）
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響による経済の停滞で工事自体
が激減しており受注減少。業況悪化に伴い資金繰りも逼迫しており、受
注回復までどのように事業を継続していくかが、喫緊の課題である。（建
設業：土木工事）
・上半期の受注状況は概ね堅調であったが、今後の新規受注は不透
明であり、回復時期は見通せない状況である。現状新型コロナウイル
ス感染症拡大の直接的な影響は大きくないが、従業員が感染した場
合による事業継続体制の不安定さを懸念している。（製造業：省力化
省人化専用機）

三重県内での業種別では小売業、サービス業、建設業が改善し、製造業、卸売業、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
2020年7月～9月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）は
▲33.3で、前期比17.9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、サービス業で改善、建設業で横ばい、
不動産業で悪化となった。
〇来期の見通し
2020年10月～12月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）
は▲41.0で、当期比▲7.7ポイントと悪化の予想である。業種
別では卸売業、建設業で改善、製造業、不動産業で横ばい、小
売業、サービス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
・緊急事態宣言解除後、回転ずし・スーパーの売上が増加したため、全
体的な売上は増加になった。魚の在庫については、仕入先と自社の
養殖在庫で確保はできている。、販売については、飲食、スーパー等
多業種にわたっていることがリスクヘッジとなり、今回のコロナショック
でも影響をあまり受けずにすんでいる。（卸売業：鮮魚加工）
・現在業況が厳しく、売上・収益共に減少が予想される。
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響による代金回収の悪化を懸
念しており、先の見通しが立っていない。また、業種的にテレワークや
リモートワークが実施できる業種でないことから、人手不足も経営上の
問題となっており、３密対策を実施し雇用面の強化を目指す。（サービ
ス業：浄化槽清掃・保守点検）
・業種柄、毎期夏場（7月～9月）は売上が減少し資金繰りが厳しくなる
が、今期は例年より売上が増加している。新型コロナウイルス感染症
拡大の影響により業界全体の動きが鈍化しており、今後の業況は厳
しくなると予想している。事業全体を通して販路開拓・営業方法の模
索を続けていく方針である。（製造業:コンクリート製品製造）
・販売土地は、買い手も慎重になっており動きが鈍化している。賃貸収
入については借主が大手企業であることから安定しており、今のとこ
ろ新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けていないが、今後の
状況に注力していく。（不動産業：不動産・土地売買）
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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7月～9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▲46.1、前期
比9.6ポイントと改善し、業況の悪化
は下げ止まりの兆し。
全国の信用金庫取引先中小企業の
業況判断D.I.は▲48.3となり、前期
比8.6ポイントの改善となった。

2020年10月～12月期の三重県業況
判断D.I（予想）は▲46.1ポイントで、当
期比プラスマイナス0ポイントと横ばい
の見通しである。

資金繰り、設備投資実施割合は改善に
転じ、人手不足は悪化した。
〇雇用（ヒト）
3期連続で改善していた人手過不足
判断D.I.は、▲17.4（マイナスは人手
「不足」超）で、前期比▲2.6ポイント
と悪化した。
〇設備投資（モノ）
3期連続で悪化していた設備投資実
施企業割合は、31.1%と、前期比5.9
ポイントの改善となった。
〇資金繰り（カネ）
2期連続で悪化していた資金繰り判
断D.I.は、▲19.1と、前期比15.7ポイ
ントの大幅な改善となった。

〇直近の業況
2020年7月～9月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）は、
▲52.6と、前期比5.3ポイントの改善となった。業種別では小売
業、サービス業、建設業で改善、不動産業で横ばい、製造業、卸
売業で悪化となった。
〇来期の見通し
2020年10月～12月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）
は、▲48.7で、当期比3.9ポイントと緩やかに改善する予想であ
る。業種別では小売業、サービス業で改善、製造業、卸売業、建
設業、不動産業で横ばいの予想である。

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
・Go To トラベルキャンペーンで、若干ではあるが売上は回復傾向にあ
る。しかしながら、2021年以降、団体客の予約は皆無の状態であり、
業績回復はコロナ禍収束に委ねられている状況である。（サービス業：
旅行業）
・ガスの販売という業種のため、直接的に新型コロナウイルス感染症拡
大の影響を受けておらず、対面での業務も少ないため感染予防対策
は一般的な器具を導入し完了している。利益は上がっているが、今般
のコロナ禍をふまえ、今後は多角経営など企業として変革をしていかな
ければとの意識を強く持っている。（小売業：プロパンガス・高圧ガス）
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響による経済の停滞で工事自体
が激減しており受注減少。業況悪化に伴い資金繰りも逼迫しており、受
注回復までどのように事業を継続していくかが、喫緊の課題である。（建
設業：土木工事）
・上半期の受注状況は概ね堅調であったが、今後の新規受注は不透
明であり、回復時期は見通せない状況である。現状新型コロナウイル
ス感染症拡大の直接的な影響は大きくないが、従業員が感染した場
合による事業継続体制の不安定さを懸念している。（製造業：省力化
省人化専用機）

三重県内での業種別では小売業、サービス業、建設業が改善し、製造業、卸売業、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
2020年7月～9月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）は
▲33.3で、前期比17.9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、サービス業で改善、建設業で横ばい、
不動産業で悪化となった。
〇来期の見通し
2020年10月～12月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）
は▲41.0で、当期比▲7.7ポイントと悪化の予想である。業種
別では卸売業、建設業で改善、製造業、不動産業で横ばい、小
売業、サービス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
・緊急事態宣言解除後、回転ずし・スーパーの売上が増加したため、全
体的な売上は増加になった。魚の在庫については、仕入先と自社の
養殖在庫で確保はできている。、販売については、飲食、スーパー等
多業種にわたっていることがリスクヘッジとなり、今回のコロナショック
でも影響をあまり受けずにすんでいる。（卸売業：鮮魚加工）
・現在業況が厳しく、売上・収益共に減少が予想される。
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響による代金回収の悪化を懸
念しており、先の見通しが立っていない。また、業種的にテレワークや
リモートワークが実施できる業種でないことから、人手不足も経営上の
問題となっており、３密対策を実施し雇用面の強化を目指す。（サービ
ス業：浄化槽清掃・保守点検）
・業種柄、毎期夏場（7月～9月）は売上が減少し資金繰りが厳しくなる
が、今期は例年より売上が増加している。新型コロナウイルス感染症
拡大の影響により業界全体の動きが鈍化しており、今後の業況は厳
しくなると予想している。事業全体を通して販路開拓・営業方法の模
索を続けていく方針である。（製造業:コンクリート製品製造）
・販売土地は、買い手も慎重になっており動きが鈍化している。賃貸収
入については借主が大手企業であることから安定しており、今のとこ
ろ新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けていないが、今後の
状況に注力していく。（不動産業：不動産・土地売買）
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