






加工の困難な金属加工もおまかせ
Φ20～Φ200のベアリング
部品のＮＣ旋盤での旋削、マ
シニングセンタでの穴あけ、切
欠け加工をします。薄肉の旋
削、Φ1.0以下の小径穴あけ
加工、斜め穴加工、焼き入れ
後の高硬度材の穴あけや切
欠け加工など、加工困難なも
のも、お客様のご要望にお応
えします。

主要取扱商品等

マッチング希望

レーザー加工、プレス加工、シャーリング加工

レーザー加工でできるものは
何でも受付します ─── ───

株式会社花井製作所 はないせいさくしょ

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 弥富南支店
製造

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 0567-68-8705　FAX 0567-68-3753
E-mail info@hanai-mf.co.jp
住所／愛知県弥富市稲吉二丁目48番地　WEB／https://www.hanai-mf.co.jp/

大型・高性能レーザー加工機を保
有し、ベンダーやデバリングも導入
し、一般に流通する定尺を超える
大型案件にも対応可能です。ま
た、3次元CAD・CAMを活用した
設計・製作も行い、顧客のニーズ

に柔軟に
応えられる
生産体制
です。

金属部材の設計・
製作のプロ集団

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 員弁支店
金属加工

主要取扱商品等

マッチング希望

ベアリング部品の製作、治工具の製作

旋削、穴あけ、切欠け加工等、
金属加工 ─── ───

TEL 0594-74-2587　FAX 0594-74-4738
E-mail a-kosaku@dune.ocn.ne.jp
住所／三重県いなべ市員弁町大泉665　WEB／https://andokosakusho.jimdofree.com

受 注 連 携 発 注

WEB

株式会社安藤工作所 あんどうこうさくしょ

創業140有余年、三重県北勢
地区の食文化を守り、昔ながら
の製法にこだわり、その味を守
り続けています。伝統の味をご
賞味ください。

主要取扱商品等

マッチング希望

志ぐれ蛤、白魚紅梅煮、佃煮など

法人、個人様からのご注文 ECサイト運営者、
ショップ、企画会社など ───

三重北勢地区の食文化の「しぐれ」を後世に伝える
有限会社喜太八時雨本舗 きたはちしぐれほんぽ

TEL 059-352-2265　FAX 059-352-4018
E-mail kitahati@cty-net.ne.jp
住所／三重県四日市市新町1番8号　WEB／https://www.shigure.co.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 中部支店
惣菜製造

徹底した品質管理と、低コストを可能にする
自社生産システムで高品質な製品をお届け

少量から量産まで様々な技
術と設備を駆使した薄板金
属加工に取り組んでいます。
お客様に満足して頂ける製
品作りを目指し、設計から組
立てまでの一括したご要望も
可能です。お気軽にご相談く
ださい！！

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 久居支店
金属プレス加工

主要取扱商品等

マッチング希望

工作機械向機器、蛇腹部品、農機具部品、仮設資材（足場）OEM生産
先行手摺、巾木、半導体搬送装置部材、輸送容器

薄板金属加工 ─── ───

TEL 059-293-0062　FAX 059-293-0056
E-mail yasumoto-nishida@sanwapress.co.jp
住所／三重県津市一志町八太1163番地2　WEB／http://www.sanwapress.co.jp/

受 注 連 携 発 注

YouTube

株式会社三和プレス工業所 さんわぷれすこうぎょうしょ

時代のニーズに応えた確かな開発能力
昭和46年創業。主に木工機
械用刃物の研磨をします。
近年はIoT事業を立上げ、商
品化に向けて開発中。なお
営業エリアは、本社から90分
程度となります。

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 多度支店
製造

主要取扱商品等

マッチング希望

工業用丸鋸（木工・鉄工他）の販売および再研磨、ダイヤモンド刃物の販売・研磨

鋼材切断用コールドリーの
販売・研磨 ─── ───

TEL 0594-48-3230　FAX 0594-48-5395
E-mail info@marukita-kenma.com
住所／三重県桑名市多度町北猪飼678　WEB／info@marukita-kenma.com

受 注 連 携 発 注

WEB

丸北研磨株式会社 まるきたけんま

主要取扱商品等

マッチング希望

枯本節、削り節、万能だし、めんつゆ、ポン酢

飲食店・ホテル・旅館
業務用鰹節・削り節
その他乾物全般

飲食店・ホテル・旅館（料理人や
ホテルの味をご家庭でも楽しめる
よう、出汁パックやつゆなどを開発）

───

有限会社伊勢和 いせわ

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 松阪支店
食品加工販売

TEL 0598-42-6195　FAX 0598-42-5399
E-mail wada@isewa.jp
住所／三重県松阪市嬉野権現前町1048　WEB／https://isewa.jp

鰹節は原料に、毎年農林水産大臣
賞を受賞した最高品質を仕入れるこ
だわり。0.01mmの極薄本節削りをは
じめ、オリジナル商品を取り揃え、
1,000種以上の商品を揃えています。
2021年夏にオープンしたVISONに

て「 伊 勢 和 
VISON SHOP」
を展開し、小売
にも注力してい
ます。

日本に根付く、出汁文化を継承し、
世界にUMAMIを伝える

WEB

鈴鹿山脈のふもと桜農場でブランド卵の
「きららの里」を作っています。四日市市唯
一の採卵農場隣接の直売所をはじめ、宅

配販売や全国
発送と幅広い
チャネルで新鮮
な卵をお届けし
ます。

主要取扱商品等

マッチング希望

きららの里（ブランド卵）、マイティソイル２１（けいふん）、三昌物産　鶏めしの素

個人客様 近隣の飲食店様、
小売店舗様 ───

たくさんの方々においしい卵を
食べていただきたい

きららのさと有限会社

TEL 059-326-3456　FAX 059-326-5665
E-mail sansho@cty-net.ne.jp
住所／三重県四日市市桜町7865-46　WEB／https://www.sansho-bussan.co.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 塩浜支店
養鶏・たまごの直売所・たまごの宅配

四日市市内の本社工場（羽津町）と楠工場と
をあわせ、20,000㎡以上の規模で、年間
10,000トンの糸を加工・生産します。タイル
カーペット用加工糸では全国シェアがなんと
45％。海外との取引も展開しています。

主要取扱商品等

マッチング希望

カーペット用ナイロン、ポリブロピレン糸、ガラス繊維

─── 繊維・インテリア・自動車内装 ───

“一撚りが、人寄りを深める”
藤井撚糸株式会社 ふじいねんし

TEL 059-331-8351　FAX 059-332-1847
E-mail fujii@nenshi.co.jp
住所／三重県四日市市羽津町20-14　WEB／http://www.nenshi.co.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 本店
繊維加工



加工の困難な金属加工もおまかせ
Φ20～Φ200のベアリング
部品のＮＣ旋盤での旋削、マ
シニングセンタでの穴あけ、切
欠け加工をします。薄肉の旋
削、Φ1.0以下の小径穴あけ
加工、斜め穴加工、焼き入れ
後の高硬度材の穴あけや切
欠け加工など、加工困難なも
のも、お客様のご要望にお応
えします。

主要取扱商品等

マッチング希望

レーザー加工、プレス加工、シャーリング加工

レーザー加工でできるものは
何でも受付します ─── ───

株式会社花井製作所 はないせいさくしょ

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 弥富南支店
製造

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 0567-68-8705　FAX 0567-68-3753
E-mail info@hanai-mf.co.jp
住所／愛知県弥富市稲吉二丁目48番地　WEB／https://www.hanai-mf.co.jp/

大型・高性能レーザー加工機を保
有し、ベンダーやデバリングも導入
し、一般に流通する定尺を超える
大型案件にも対応可能です。ま
た、3次元CAD・CAMを活用した
設計・製作も行い、顧客のニーズ

に柔軟に
応えられる
生産体制
です。

金属部材の設計・
製作のプロ集団

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 員弁支店
金属加工

主要取扱商品等

マッチング希望

ベアリング部品の製作、治工具の製作

旋削、穴あけ、切欠け加工等、
金属加工 ─── ───

TEL 0594-74-2587　FAX 0594-74-4738
E-mail a-kosaku@dune.ocn.ne.jp
住所／三重県いなべ市員弁町大泉665　WEB／https://andokosakusho.jimdofree.com

受 注 連 携 発 注

WEB

株式会社安藤工作所 あんどうこうさくしょ

創業140有余年、三重県北勢
地区の食文化を守り、昔ながら
の製法にこだわり、その味を守
り続けています。伝統の味をご
賞味ください。

主要取扱商品等

マッチング希望

志ぐれ蛤、白魚紅梅煮、佃煮など

法人、個人様からのご注文 ECサイト運営者、
ショップ、企画会社など ───

三重北勢地区の食文化の「しぐれ」を後世に伝える
有限会社喜太八時雨本舗 きたはちしぐれほんぽ

TEL 059-352-2265　FAX 059-352-4018
E-mail kitahati@cty-net.ne.jp
住所／三重県四日市市新町1番8号　WEB／https://www.shigure.co.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 中部支店
惣菜製造

徹底した品質管理と、低コストを可能にする
自社生産システムで高品質な製品をお届け

少量から量産まで様々な技
術と設備を駆使した薄板金
属加工に取り組んでいます。
お客様に満足して頂ける製
品作りを目指し、設計から組
立てまでの一括したご要望も
可能です。お気軽にご相談く
ださい！！

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 久居支店
金属プレス加工

主要取扱商品等

マッチング希望

工作機械向機器、蛇腹部品、農機具部品、仮設資材（足場）OEM生産
先行手摺、巾木、半導体搬送装置部材、輸送容器

薄板金属加工 ─── ───

TEL 059-293-0062　FAX 059-293-0056
E-mail yasumoto-nishida@sanwapress.co.jp
住所／三重県津市一志町八太1163番地2　WEB／http://www.sanwapress.co.jp/

受 注 連 携 発 注

YouTube

株式会社三和プレス工業所 さんわぷれすこうぎょうしょ

時代のニーズに応えた確かな開発能力
昭和46年創業。主に木工機
械用刃物の研磨をします。
近年はIoT事業を立上げ、商
品化に向けて開発中。なお
営業エリアは、本社から90分
程度となります。

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 多度支店
製造

主要取扱商品等

マッチング希望

工業用丸鋸（木工・鉄工他）の販売および再研磨、ダイヤモンド刃物の販売・研磨

鋼材切断用コールドリーの
販売・研磨 ─── ───

TEL 0594-48-3230　FAX 0594-48-5395
E-mail info@marukita-kenma.com
住所／三重県桑名市多度町北猪飼678　WEB／info@marukita-kenma.com

受 注 連 携 発 注

WEB

丸北研磨株式会社 まるきたけんま

主要取扱商品等

マッチング希望

枯本節、削り節、万能だし、めんつゆ、ポン酢

飲食店・ホテル・旅館
業務用鰹節・削り節
その他乾物全般

飲食店・ホテル・旅館（料理人や
ホテルの味をご家庭でも楽しめる
よう、出汁パックやつゆなどを開発）

───

有限会社伊勢和 いせわ

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 松阪支店
食品加工販売

TEL 0598-42-6195　FAX 0598-42-5399
E-mail wada@isewa.jp
住所／三重県松阪市嬉野権現前町1048　WEB／https://isewa.jp

鰹節は原料に、毎年農林水産大臣
賞を受賞した最高品質を仕入れるこ
だわり。0.01mmの極薄本節削りをは
じめ、オリジナル商品を取り揃え、
1,000種以上の商品を揃えています。
2021年夏にオープンしたVISONに

て「 伊 勢 和 
VISON SHOP」
を展開し、小売
にも注力してい
ます。

日本に根付く、出汁文化を継承し、
世界にUMAMIを伝える

WEB

鈴鹿山脈のふもと桜農場でブランド卵の
「きららの里」を作っています。四日市市唯
一の採卵農場隣接の直売所をはじめ、宅

配販売や全国
発送と幅広い
チャネルで新鮮
な卵をお届けし
ます。

主要取扱商品等

マッチング希望

きららの里（ブランド卵）、マイティソイル２１（けいふん）、三昌物産　鶏めしの素

個人客様 近隣の飲食店様、
小売店舗様 ───

たくさんの方々においしい卵を
食べていただきたい

きららのさと有限会社

TEL 059-326-3456　FAX 059-326-5665
E-mail sansho@cty-net.ne.jp
住所／三重県四日市市桜町7865-46　WEB／https://www.sansho-bussan.co.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 塩浜支店
養鶏・たまごの直売所・たまごの宅配

四日市市内の本社工場（羽津町）と楠工場と
をあわせ、20,000㎡以上の規模で、年間
10,000トンの糸を加工・生産します。タイル
カーペット用加工糸では全国シェアがなんと
45％。海外との取引も展開しています。

主要取扱商品等

マッチング希望

カーペット用ナイロン、ポリブロピレン糸、ガラス繊維

─── 繊維・インテリア・自動車内装 ───

“一撚りが、人寄りを深める”
藤井撚糸株式会社 ふじいねんし

TEL 059-331-8351　FAX 059-332-1847
E-mail fujii@nenshi.co.jp
住所／三重県四日市市羽津町20-14　WEB／http://www.nenshi.co.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 本店
繊維加工



新鮮な魚介の味を、おうちでかんたんに。
本マグロ・真鯛・本クエ・カツオ等を中
心に、国産にこだわった様々な魚介類
を使い、『美味しく食べて健康に！』を
モットーに製造しています。化学調味

料・保存料は
使用していま
せん。

主要取扱商品等

マッチング希望

本マグロのネギトロ、国産本クエ鍋セット、マダイ刺身

個人・法人を含めた
販路の拡大

オンリーワンの
商品開発のコラボ ───

株式会社紀伊長島 きいながしま

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
水産加工、製造、卸、小売

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 TEL 0597-47-1108　FAX 0597-47-1109
E-mail info@kiinagashima.co.jp
住所／三重県北牟婁郡紀北町長島2064-2　WEB／https://kiinagashima.co.jp

WEB

鹿肉でドッグフードを製造
熊野古道で獲れた害獣の鹿を、障
がい者と一緒に全て手作業・無添
加で作っています。鹿肉は高たんぱ
くで低脂肪で、鉄分の含有量が多く
ダイエット中の愛犬に最適！

主要取扱商品等

マッチング希望

犬のジャーキー

ペット業界 ─── ───

有限会社かとう 障がい者支援グループたいき

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
障がい者サービス

TEL 0597-46-1122　FAX 0597-46-1123
E-mail masurao1230@yahoo.co.jp
住所／三重県北牟婁郡紀北町三浦740-2

検索検索しんきんコネクト

https://shinkin-connect.jp/

ビジネスマッチングサイト
「しんきんコネクト」は、
信用金庫のネットワークを活用した
ビジネスマッチングサービスです。

☆手続きはWEBで完結！迅速なマッチングを実現！
☆会員登録・メッセージ送信など、すべて無料！

1．会員登録※し、マッチングニーズを登録する
※ご紹介を受けた信用金庫名を必ずご登録いただきます。

しんきんコネクトのご利用方法

商品サービスを売りたい方は「サプライヤー」に、買いたい方は
「バイヤー」に会員登録してください。

※本サービスは商談の実施、成立を保証、確約するものではございません。　※本サービスの会員登録には、紹介を受けた信用金庫の承認が必要になります。
※本サイトの仕様、機能等については、利便性向上のため、今後も改善していく予定です。 ついては、操作方法やお手続き方法が変更となる可能性がございます。

2．商談先を探す
エリア・ジャンル・フリーワードなど様々な方法で商談希望先を探
せます。

3．アプローチする
気になる相手が見つかれば、商談申込のメッセージを送信します。

4．商談・成約
商談先から承諾の返信があれば商談スタートです。面談、電話、
WEB面談など自由に商談いただけます。

留意事項

大手企業の製造ラインへの
設備機械の導入及び技術面
でフルサポートをした実績あ
り。製造ラインでのお困りごと
は、まずご連絡を！

主要取扱商品等

マッチング希望

顧客ニーズに対応したOEM製造・改良・量産化、機械の総合コンサルタント

製造ライン改良等を
ご検討中のお客様 ─── ───

30年以上に亘る現行作業の自動化・省力化に対応
株式会社セイオー技研 せいおーぎけん

TEL 0595-52-4040　FAX 0595-52-4041
E-mail seioh-eng.01@lime.ocn.ne.jp
住所／三重県伊賀市阿保1819-2　WEB／http://seiohgiken.co.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 青山支店
機械製造業

実際に、手に触れて使って
いただくことで、桧杉材の魅
力が伝わります。この先、山
林を荒らさず、次の世代へと
自然をつなげて行くことをめ
ざします。

主要取扱商品等

マッチング希望

DIY用国産（三重・奈良県産）桧部材、
DIY用国産（三重・奈良県産）杉部材、国産雑木部材

─── ─── ───

国産桧杉材の良さを多くの方に知っていただくために
夢工芸 ゆめこうげい

TEL 0595-52-1309　FAX 0595-52-2608
E-mail ───
住所／三重県伊賀市阿保1052番地の1　WEB／───

受 注 連 携 発 注

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 青山支店
木材加工業

自然豊かな九鬼町でノスタルジーを感じるひとときを
古民家を改装したゲストハウスで
の、全身もみほぐしや足つぼマッ
サージで、心もからだもリフレッッ
シュ。秋から開始した遊漁船業で
は、船上での釣りを楽しむことができ
ます。

主要取扱商品等

マッチング希望

───

─── ─── ───

縁場 せいじら えにしば せいじら

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
宿泊、リラクゼーション、遊漁船

TEL 080-2080-3080　FAX 052-307-3379
E-mail enisiba.seizira@gmail.com
住所／三重県尾鷲市九鬼町36番地　WEB／https://seizira.com

WEB



新鮮な魚介の味を、おうちでかんたんに。
本マグロ・真鯛・本クエ・カツオ等を中
心に、国産にこだわった様々な魚介類
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WEB
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熊野古道で獲れた害獣の鹿を、障
がい者と一緒に全て手作業・無添
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ざします。

主要取扱商品等

マッチング希望

DIY用国産（三重・奈良県産）桧部材、
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Research 中小企業景気動向調査（2021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

2021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▲9.4、前
期比13.6ポイントと2期連続の悪化
から大きく改善に転じた。
全国の信用金庫取引先中小企業の
業況判断D.I.は▲19.7となり、前期
比9.4ポイントと3期連続で改善が進
んだ。

2022年1月～3月期の三重県業況判
断D.I.（予想）は▲5.1で、当期比4.3ポ
イントとさらに改善する見通しである。

設備投資実施割合は改善し、人手不足、
資金繰りは悪化した。

〇雇用（ヒト）
人手過不足判断D.I.は、▲31.6（マイナ
スは人手「不足」超）で、前期比▲13.0
ポイントと悪化に転じた。

〇設備投資（モノ）
設備投資実施企業割合は、30.8%で
前期比4.8ポイントと改善に転じた。

〇資金繰り（カネ）
資金繰り判断D.I.は、▲12.0と、前期比
▲2.3ポイントで2期連続の悪化となった。

〇直近の業況
2021年10月～12月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）
は、▲6.6、前期比15.8ポイントと大きく改善した。業種別では卸
売業、小売業、サービス業、建設業で改善、不動産業で横ばい、
製造業で悪化となった。

〇来期の見通し
2022年1月～3月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）は、
1.3で、当期比7.9ポイントとさらに改善が進みプラス基調に転じ
る予想である。業種別では製造業、卸売業、小売業、建設業で
改善、不動産業で横ばい、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
・前期例年に比べ減収減益ではあるが、業況は順調に推移している。
現在も、不動産売買に関する問合せも多く、特に建設関係業者から
の資材置き場や倉庫、運送関係業者からの物流倉庫・車両置き場な
どの需要が高い。住宅用土地を含め市街化区域、既存宅地などは品
薄状態であり、価格が高騰している。（不動産業：不動産販売・仲介）
・新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛で、飲食業者への売り
上げは減少している。コンビニへも卸しているが、在宅ワークの増加に
より売上は減少傾向である。変異のコロナウイルスによる更なる感染
拡大を懸念している。（卸売業：カット野菜）
・コロナ禍での「宅飲み」需要拡大で、業績に大きな落ち込みはないも
のの、一過性とも考えられ、先行きは不透明である。（製造業：日本酒
製造）
・コロナ禍は落ち着きつつあるものの、依然として事業に大きな影響を
及ぼしている。現状、人件費他固定費は自己資金および借入金で賄
えているものの、コロナ禍の動向次第では、事業そのものの存続が危
ぶまれる。（サービス：飲食業）

三重県内での業種別では卸売業、小売業、サービス業、建設業、不動産業で改善、製造業で悪
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10月～12月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）
は▲14.6で、前期比9.7ポイントと改善に転じた。業種別では卸
売業、建設業、不動産業で改善、製造業で横ばい、小売業、
サービス業で悪化となった。
〇来期の見通し
2022年1月～3月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）は
▲17.1で、当期比▲2.4ポイントと再び悪化に転じる予想であ
る。業種別では卸売業、小売業、サービス業で改善、製造業、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

・ガソリンの仕入価格が上昇し続けており、それに加え当該地域の人

口減少も重なり、収益はやや減少の見込。現状は経費を削減するこ

とで、費用を抑えるようにしている。（小売業：ガソリン販売）

・官公庁発注の工事が減少しており、入札価格が厳しく、利益幅の縮

小が懸念されている。また民間工事においても新型コロナウイルスの

影響が大きく、いつまで続くか不安である。（建設業：総合建設業）

・業界の状況は例年通りであるが、仕入れ価格の上昇が懸念される。

今後も上昇が続けば、販売価格への転嫁を検討せざるを得ず、先行

きは不透明である。（卸売業：塗装・工業薬品販売）

・年末にかけてのお歳暮用商品の販売が好調で、売上・収益ともに増

加傾向である。県内外を問わず積極的に営業を行っているが、今後

の新型コロナウイルス感染拡大による活動自粛を懸念している。営

業活動に加え、WEBでの商談会などに積極的に参加し、売上・収益

の増加を図っていく。（製造業：調味料製造）

快晴
35以上 21.12

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
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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▲9.4、前
期比13.6ポイントと2期連続の悪化
から大きく改善に転じた。
全国の信用金庫取引先中小企業の
業況判断D.I.は▲19.7となり、前期
比9.4ポイントと3期連続で改善が進
んだ。

2022年1月～3月期の三重県業況判
断D.I.（予想）は▲5.1で、当期比4.3ポ
イントとさらに改善する見通しである。

設備投資実施割合は改善し、人手不足、
資金繰りは悪化した。

〇雇用（ヒト）
人手過不足判断D.I.は、▲31.6（マイナ
スは人手「不足」超）で、前期比▲13.0
ポイントと悪化に転じた。

〇設備投資（モノ）
設備投資実施企業割合は、30.8%で
前期比4.8ポイントと改善に転じた。

〇資金繰り（カネ）
資金繰り判断D.I.は、▲12.0と、前期比
▲2.3ポイントで2期連続の悪化となった。

〇直近の業況
2021年10月～12月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）
は、▲6.6、前期比15.8ポイントと大きく改善した。業種別では卸
売業、小売業、サービス業、建設業で改善、不動産業で横ばい、
製造業で悪化となった。

〇来期の見通し
2022年1月～3月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）は、
1.3で、当期比7.9ポイントとさらに改善が進みプラス基調に転じ
る予想である。業種別では製造業、卸売業、小売業、建設業で
改善、不動産業で横ばい、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
・前期例年に比べ減収減益ではあるが、業況は順調に推移している。
現在も、不動産売買に関する問合せも多く、特に建設関係業者から
の資材置き場や倉庫、運送関係業者からの物流倉庫・車両置き場な
どの需要が高い。住宅用土地を含め市街化区域、既存宅地などは品
薄状態であり、価格が高騰している。（不動産業：不動産販売・仲介）
・新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛で、飲食業者への売り
上げは減少している。コンビニへも卸しているが、在宅ワークの増加に
より売上は減少傾向である。変異のコロナウイルスによる更なる感染
拡大を懸念している。（卸売業：カット野菜）
・コロナ禍での「宅飲み」需要拡大で、業績に大きな落ち込みはないも
のの、一過性とも考えられ、先行きは不透明である。（製造業：日本酒
製造）
・コロナ禍は落ち着きつつあるものの、依然として事業に大きな影響を
及ぼしている。現状、人件費他固定費は自己資金および借入金で賄
えているものの、コロナ禍の動向次第では、事業そのものの存続が危
ぶまれる。（サービス：飲食業）

三重県内での業種別では卸売業、小売業、サービス業、建設業、不動産業で改善、製造業で悪
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10月～12月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）
は▲14.6で、前期比9.7ポイントと改善に転じた。業種別では卸
売業、建設業、不動産業で改善、製造業で横ばい、小売業、
サービス業で悪化となった。
〇来期の見通し
2022年1月～3月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）は
▲17.1で、当期比▲2.4ポイントと再び悪化に転じる予想であ
る。業種別では卸売業、小売業、サービス業で改善、製造業、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

・ガソリンの仕入価格が上昇し続けており、それに加え当該地域の人

口減少も重なり、収益はやや減少の見込。現状は経費を削減するこ

とで、費用を抑えるようにしている。（小売業：ガソリン販売）

・官公庁発注の工事が減少しており、入札価格が厳しく、利益幅の縮

小が懸念されている。また民間工事においても新型コロナウイルスの

影響が大きく、いつまで続くか不安である。（建設業：総合建設業）

・業界の状況は例年通りであるが、仕入れ価格の上昇が懸念される。

今後も上昇が続けば、販売価格への転嫁を検討せざるを得ず、先行

きは不透明である。（卸売業：塗装・工業薬品販売）

・年末にかけてのお歳暮用商品の販売が好調で、売上・収益ともに増

加傾向である。県内外を問わず積極的に営業を行っているが、今後

の新型コロナウイルス感染拡大による活動自粛を懸念している。営

業活動に加え、WEBでの商談会などに積極的に参加し、売上・収益

の増加を図っていく。（製造業：調味料製造）
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