






最大定員12名の30フィートサイズから最小
定員4名のサイズまで、合計4つの巨大オー
シャンビュードームテントが完成。絶景を眺め
るパノラマビューに、心地良い御座白浜の
波音。自然を感じながら食事ができる専用ガ
ゼボスペースではBBQが楽しめます。夜は

テントの丸型の窓から
見える星空で、天然の
プラネタリウムを満喫
することができます。

伊勢市内を中心に観光業、地元の足としてご
利用いただいております。ゆったりとした広さで
ご利用いただけるアルファードや、大人数でご
利用のジャンボタクシーまで。伊勢にお越しの

際は、ご利用お待
ちしております。

大正14年設立。経験豊富な乗務員が
思い出の旅のお手伝い

主要取扱商品等

マッチング希望

名張銘菓・伊賀銘菓、季節の上生菓子、慶弔菓子、くさ餅、大福など

─── ─── ───

TEL 0595-67-1313　FAX 0595-67-1312
E-mail ikkyuan@asint.jp
住所／名張市桔梗が丘3-3-86　WEB／http://www.sawadaikkyuan.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

マッチング希望

一般貨物自動車運送業、軽貨物自動車運送業、倉庫作業、労働者派遣事業

法人様からの配送依頼・
倉庫管理業務・人材派遣 ─── ───

TEL 059-333-7188　FAX 059-333-7188
E-mail info@sakuraunsou.jp
住所／四日市市尾平町3084-1　WEB／https://sakuraunsou.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

桑名市を中心に展開する地域密着型
の工務店。家づくりを通してすべての人
を幸せにしたいと願い、お客様を本当の
家族のように大事にし、思い出いっぱい
のオンリーワンお家づくりを土地探しから

お手伝いい
たします。

創作おこわと手造りおかずを
自由に詰め合わせられる
「おこわ弁当店」
「お客様に笑顔で召し上がっていただき
たい」そんな思いを込めて一つ一つ丁寧
に創り上げます。年間を通して楽しんでい
ただけるお弁当から、慶事・イベントなど、
集まりの席でご利用いただける松花堂弁
当・オードブルまで、ニーズに合わせた特
注商品を、ご希望の場所まで配達します。

主要取扱商品等

マッチング希望

新築・リフォーム、建築工事の企画・設計・施工、戸建賃貸経営のプランニング及び設計・施工、
不動産の売買・賃貸・管理及び資産活用

個人様・法人からのご注文 ─── ───

株式会社KYK K-style-HOUSING けいわいけい ケイスタイルハウジング

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 星川支店
建築・不動産

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 0120-932-461　FAX 0594-88-5221
E-mail info@k-style-housing.co.jp
住所／桑名市新西方5丁目381番地　WEB／http://k-style-housing.co.jp

土地探しから真心こめた家づくり

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 羽津支店
製造販売（おこわ・弁当）

主要取扱商品等

マッチング希望

創作おこわ常時5種、お伊勢参り弁当、海老天むす御膳、松花堂つきよみ

─── 業務用食材卸業 業務用食材卸業

TEL 059-336-6969　FAX 059-336-6996
E-mail shinnosuke@iseno.jp
住所／四日市市垂坂町393-6　WEB／https://iseno.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

伊勢乃 いせの

三重県桑名産のブランド「木曽三川
鰻」を使用。まるまる一尾、本格炭火
焼きで提供する「特上うな重」が一
番人気です。国産鰻を安心価格で、

是非ご賞味く
ださい。もちろ
ん、テイクアウ
トも承ってお
ります。

鰻家亭では、すべて国産の鰻を使用！
お米も、国産にこだわり愛知県産です。

鰻家亭 まんやてい

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 松本支店
飲食（鰻料理）

まごころ込めて、いつでも、どこへでも、
スポット便の迅速対応を行っておりま
す。倉庫作業・定期便・お荷物の引取
りから、任務完了の報告まで、責任を
もって完遂いたします。

あきらめないで! SAKURA運送が最後の砦になります! 陸の孤島を遊び尽くせるグランピング施設

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 鳥羽支店
宿泊

主要取扱商品等

マッチング希望

グランピングプラン（1泊2日2食つき）、ラグキャンププラン（素泊まり・持込フリー）

個人・法人・団体様
からのご予約 ─── ───

TEL 0599-77-7500　FAX 0599-77-7500
E-mail info@luxuna2021.com
住所／志摩市志摩町御座878　WEB／https://luxuna2021.com/

受 注 連 携 発 注

LUXUNA伊勢志摩 らぐないせしま

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 員弁中央支店
造園

主要取扱商品等

マッチング希望

新築外構工事、ガーデンリフォーム工事、カーポート工事、緑化管理

個人・法人様 ─── ───

TEL 0594-78-3643　FAX 0594-78-2662
E-mail itsuyume@m4.cty-net.ne.jp
住所／いなべ市大安町石槫東2426-1　WEB／http://www.gardenart.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

株式会社GARDENART がーでんあーと

主要取扱商品等

マッチング希望

タクシー、ジャンボタクシー

観光客、企業、一般・個人 ─── ───

伊勢西村ハイヤー有限会社 いせにしむらはいやー

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 伊勢支店
タクシー

TEL 0596-25-1211　FAX 0596-24-3999
E-mail ise-nishimura818@ak.wakwak.com
住所／伊勢市前山町1292-5　WEB／https://ise-nishimura.co.jp/

伊賀の国・名張にて、郷土銘菓などの和菓子
を、ひとつひとつ心を込め、丹精に作り上げて
います。工房で作りたての和菓子を、ぜひご賞

味ください。

主要取扱商品等

マッチング希望

鰻料理

個人客様 ─── ───

TEL 070-4327-8377　FAX ───
E-mail ───
住所／四日市市中川原2-3-35 中川原ハイツ102　WEB／http://mieken.ne.jp/s/unagi-manyatei/

受 注 連 携 発 注

WEB

主要取扱商品等

厳選素材で季節の味わいも大切に、
創業以来変わらぬ手法で製餡してます。

さわだ一休庵 さわだいっきゅうあん

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 西原支店
和菓子製造・販売

SAKURA運送株式会社 さくらうんそう

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 松本支店
運送

「自然と永く愛される庭造り」とは自然がなくなり
つつある世の中で大切にしていきたいものであ
ります。日本の風土ならではの「四季」、春夏秋
冬を五感で感じられるような庭造りをご提案しま
す。

たくさんの施工をさせて頂くより、
ひとつひとつを丁寧に仕事を
きっちり！をモットーに

WEB

WEB



最大定員12名の30フィートサイズから最小
定員4名のサイズまで、合計4つの巨大オー
シャンビュードームテントが完成。絶景を眺め
るパノラマビューに、心地良い御座白浜の
波音。自然を感じながら食事ができる専用ガ
ゼボスペースではBBQが楽しめます。夜は

テントの丸型の窓から
見える星空で、天然の
プラネタリウムを満喫
することができます。

伊勢市内を中心に観光業、地元の足としてご
利用いただいております。ゆったりとした広さで
ご利用いただけるアルファードや、大人数でご
利用のジャンボタクシーまで。伊勢にお越しの

際は、ご利用お待
ちしております。

大正14年設立。経験豊富な乗務員が
思い出の旅のお手伝い

主要取扱商品等

マッチング希望

名張銘菓・伊賀銘菓、季節の上生菓子、慶弔菓子、くさ餅、大福など

─── ─── ───

TEL 0595-67-1313　FAX 0595-67-1312
E-mail ikkyuan@asint.jp
住所／名張市桔梗が丘3-3-86　WEB／http://www.sawadaikkyuan.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

マッチング希望

一般貨物自動車運送業、軽貨物自動車運送業、倉庫作業、労働者派遣事業

法人様からの配送依頼・
倉庫管理業務・人材派遣 ─── ───

TEL 059-333-7188　FAX 059-333-7188
E-mail info@sakuraunsou.jp
住所／四日市市尾平町3084-1　WEB／https://sakuraunsou.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

桑名市を中心に展開する地域密着型
の工務店。家づくりを通してすべての人
を幸せにしたいと願い、お客様を本当の
家族のように大事にし、思い出いっぱい
のオンリーワンお家づくりを土地探しから

お手伝いい
たします。

創作おこわと手造りおかずを
自由に詰め合わせられる
「おこわ弁当店」
「お客様に笑顔で召し上がっていただき
たい」そんな思いを込めて一つ一つ丁寧
に創り上げます。年間を通して楽しんでい
ただけるお弁当から、慶事・イベントなど、
集まりの席でご利用いただける松花堂弁
当・オードブルまで、ニーズに合わせた特
注商品を、ご希望の場所まで配達します。

主要取扱商品等

マッチング希望

新築・リフォーム、建築工事の企画・設計・施工、戸建賃貸経営のプランニング及び設計・施工、
不動産の売買・賃貸・管理及び資産活用

個人様・法人からのご注文 ─── ───

株式会社KYK K-style-HOUSING けいわいけい ケイスタイルハウジング

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 星川支店
建築・不動産

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 0120-932-461　FAX 0594-88-5221
E-mail info@k-style-housing.co.jp
住所／桑名市新西方5丁目381番地　WEB／http://k-style-housing.co.jp

土地探しから真心こめた家づくり

WEB

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 羽津支店
製造販売（おこわ・弁当）

主要取扱商品等

マッチング希望

創作おこわ常時5種、お伊勢参り弁当、海老天むす御膳、松花堂つきよみ

─── 業務用食材卸業 業務用食材卸業

TEL 059-336-6969　FAX 059-336-6996
E-mail shinnosuke@iseno.jp
住所／四日市市垂坂町393-6　WEB／https://iseno.jp/

受 注 連 携 発 注

WEB

伊勢乃 いせの

三重県桑名産のブランド「木曽三川
鰻」を使用。まるまる一尾、本格炭火
焼きで提供する「特上うな重」が一
番人気です。国産鰻を安心価格で、

是非ご賞味く
ださい。もちろ
ん、テイクアウ
トも承ってお
ります。

鰻家亭では、すべて国産の鰻を使用！
お米も、国産にこだわり愛知県産です。

鰻家亭 まんやてい

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 松本支店
飲食（鰻料理）

まごころ込めて、いつでも、どこへでも、
スポット便の迅速対応を行っておりま
す。倉庫作業・定期便・お荷物の引取
りから、任務完了の報告まで、責任を
もって完遂いたします。

あきらめないで! SAKURA運送が最後の砦になります! 陸の孤島を遊び尽くせるグランピング施設

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 鳥羽支店
宿泊

主要取扱商品等

マッチング希望

グランピングプラン（1泊2日2食つき）、ラグキャンププラン（素泊まり・持込フリー）

個人・法人・団体様
からのご予約 ─── ───

TEL 0599-77-7500　FAX 0599-77-7500
E-mail info@luxuna2021.com
住所／志摩市志摩町御座878　WEB／https://luxuna2021.com/

受 注 連 携 発 注

LUXUNA伊勢志摩 らぐないせしま

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 員弁中央支店
造園

主要取扱商品等

マッチング希望

新築外構工事、ガーデンリフォーム工事、カーポート工事、緑化管理

個人・法人様 ─── ───

TEL 0594-78-3643　FAX 0594-78-2662
E-mail itsuyume@m4.cty-net.ne.jp
住所／いなべ市大安町石槫東2426-1　WEB／http://www.gardenart.jp

受 注 連 携 発 注

WEB

株式会社GARDENART がーでんあーと

主要取扱商品等

マッチング希望

タクシー、ジャンボタクシー

観光客、企業、一般・個人 ─── ───

伊勢西村ハイヤー有限会社 いせにしむらはいやー

受 注 連 携 発 注

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 桑名三重信用金庫 伊勢支店
タクシー

TEL 0596-25-1211　FAX 0596-24-3999
E-mail ise-nishimura818@ak.wakwak.com
住所／伊勢市前山町1292-5　WEB／https://ise-nishimura.co.jp/

伊賀の国・名張にて、郷土銘菓などの和菓子
を、ひとつひとつ心を込め、丹精に作り上げて
います。工房で作りたての和菓子を、ぜひご賞

味ください。

主要取扱商品等

マッチング希望

鰻料理

個人客様 ─── ───

TEL 070-4327-8377　FAX ───
E-mail ───
住所／四日市市中川原2-3-35 中川原ハイツ102　WEB／http://mieken.ne.jp/s/unagi-manyatei/

受 注 連 携 発 注

WEB

主要取扱商品等

厳選素材で季節の味わいも大切に、
創業以来変わらぬ手法で製餡してます。

さわだ一休庵 さわだいっきゅうあん

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 西原支店
和菓子製造・販売

SAKURA運送株式会社 さくらうんそう

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 松本支店
運送

「自然と永く愛される庭造り」とは自然がなくなり
つつある世の中で大切にしていきたいものであ
ります。日本の風土ならではの「四季」、春夏秋
冬を五感で感じられるような庭造りをご提案しま
す。

たくさんの施工をさせて頂くより、
ひとつひとつを丁寧に仕事を
きっちり！をモットーに

WEB

WEB



マッチング希望

手作りふとん・市木木綿・オーダー枕、アロマ・ベット

一般個人・団体
民宿・ホテル（市木木綿の枕
など、睡眠にこだわりのある
宿泊施設との連携ができれば）

───

TEL 0597-85-2432　FAX 0597-89-3571
E-mail kaiminmukai1936@za.ztv.ne.jp
住所／熊野市木本町684　WEB／https://kaiminmukai.com

受 注 連 携 発 注

WEB

主要取扱商品等

マッチング希望

おさすり、ろっぽう焼き、饅頭など生菓子

販路拡大のため、
幅広い販売先を。 ─── ───

TEL 0597-27-2106　FAX 0597-27-2106
E-mail ───
住所／尾鷲市賀田町1550　WEB／───

受 注 連 携 発 注

主要取扱商品等

マッチング希望

虎の尾醤油・ど辛い虎の尾醤油、こまこいたくわん、ブルーベリー、フィンガーライム

一般小売り・量販店への卸 ─── ───

TEL 080-9522-1155　FAX 0597-23-2577
E-mail owasemukainouen@gmail.com
住所／尾鷲市大字向井空谷4488-1　WEB／https://owasemukaifarm.com

受 注 連 携 発 注

WEB

主要取扱商品等

マッチング希望

国産松天然乾燥材、国産落葉松土木資材、国産松土木資材

宮大工、一般工務店、
土木業者 木工業者、一般顧客 ───

TEL 0595-65-2929　FAX 0595-65-4845
E-mail jimatsuyama@gmail.com
住所／名張市東田原2535　WEB／http://www.jimatsu-yamazaki.com/

受 注 連 携 発 注

WEB

主要取扱商品等

マッチング希望

生ケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキ

従業員様の誕生日や、
お祝いのケーキや焼き菓子

生産者（フルーツや
材料など地元のもの） ───

TEL 0595-48-6636　FAX 0595-48-6612
E-mail info@monpactole.com
住所／名張市東田原2732-4　WEB／https://monpactole.com

受 注 連 携 発 注

WEB

主要取扱商品等

「天然素材で心地よい眠り」をお客様にご提案
1936年創業。良質な睡眠のために
オーダー枕の作成や、手作りの布団の
製作を行っているほか、布団の打ち直
し、仕立て替えなどの修繕も受け付け

ます。またア
ロマの教室
（予約制）も
開いており、
グッズ製作な
どもできます。

向井ふとん店 むかいふとんてん

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 熊野支店
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

2018年「鉄から土へ」の事業を転換。
果樹栽培を中心に尾鷲の伝統野菜
「虎の尾」（青唐辛子）も栽培し、加工
品を作っています。この機会に「虎の

尾」のさわや
かな辛さを是
非お試しくだ
さい。

創業90年。現在は2代目・3代目が製菓造りに精を出しています
菓子によって作り分ける自家製餡
は約10種類。特別に取り寄せる上
米粉を使ったまろやかな生地でこの
餡を包み、サルトリイバラの葉の塩
漬けで巻く「おさすり」は定番商品で
す。店舗販売の他、「おわせお魚い
ちばおとと」「尾鷲イタダキ市」でも
販売しています。尾鷲へお越しの際
は、ぜひ一度ご賞味ください。

みのや製菓舗 みのやせいかほ

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 古戸支店
和菓子製造・販売

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

魔法のコトバは「美味しくなぁ
れ♪」みんなを笑顔にするの
が大好きなパティシエとヴァン
ドゥーズのお店。こだわりの素
材を使った「天使のたまご
ロール」をぜひご賞味してはい
かがでしょうか。

お菓子創りは、しあわせ創り。
お菓子で“夢と緑のある町”を創ります。

お菓子のブティック モンパクトル もんぱくとる

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 西原支店
洋菓子製造・販売

創業71年の国産松専門業
者です。神社・仏閣用材か
ら、一般住宅用材、建築用
材、土木用材等の各種用
材を取扱っています。少量か
ら量産、特殊寸法まで対応
可能。ご用命の方は、一度
ご連絡ください。

奈良県産材である吉野産の松をメインに
近畿・中部地方など幅広い産地の国産松を取扱い

山崎木材有限会社 やまざきもくざい

紹介金庫 ▶ 北伊勢上野信用金庫 西原支店
一般製材

楽しんでいただける農園を、自然に囲まれた尾鷲の地で。
おわせむかい農園 おわせむかいのうえん

金属研磨業

紹介金庫 ▶ 紀北信用金庫 本店営業部
農業
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宿泊施設との連携ができれば）

───

TEL 0597-85-2432　FAX 0597-89-3571
E-mail kaiminmukai1936@za.ztv.ne.jp
住所／熊野市木本町684　WEB／https://kaiminmukai.com

受 注 連 携 発 注
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主要取扱商品等
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販路拡大のため、
幅広い販売先を。 ─── ───

TEL 0597-27-2106　FAX 0597-27-2106
E-mail ───
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マッチング希望

生ケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキ

従業員様の誕生日や、
お祝いのケーキや焼き菓子

生産者（フルーツや
材料など地元のもの） ───

TEL 0595-48-6636　FAX 0595-48-6612
E-mail info@monpactole.com
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「天然素材で心地よい眠り」をお客様にご提案
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オーダー枕の作成や、手作りの布団の
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し、仕立て替えなどの修繕も受け付け

ます。またア
ロマの教室
（予約制）も
開いており、
グッズ製作な
どもできます。

向井ふとん店 むかいふとんてん
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Research 中小企業景気動向調査（2022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

2022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▲13.2、前期
比▲3.8ポイントで改善の傾向がみら
れた前期から悪化に転じた。
全国の信用金庫取引先中小企業の
業況判断D.I.は▲27.6となり、前期
比▲7.9ポイントと3期連続の改善か
ら悪化に転じた。

2022年4月～6月期の三重県業況判
断D.I.（予想）は▲25.4で、当期比▲
12.2ポイントとさらに悪化する見通しで
ある。

資金繰り、設備投資実施割合は改善し、
人手不足は悪化した。

〇雇用（ヒト）
人手過不足判断D.I.は、▲41.2（マイナ
スは人手「不足」超）で、前期比▲9.6ポ
イントと2期連続の悪化となった。

〇設備投資（モノ）
設備投資実施企業割合は、31.7%で、
前期比0.9ポイントとわずかに改善した。

〇資金繰り（カネ）
資金繰り判断D.I.は、▲9.6で、前期比
2.4ポイントと改善に転じた。

〇直近の業況
2022年1月～3月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）は、
▲16.0で、前期比▲9.4ポイントと悪化に転じた。業種別では製
造業、不動産業で改善、卸売業、小売業、サービス業、建設業で
悪化となった。

〇来期の見通し
2022年4月～6月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）は、
▲25.3で、当期比▲9.3ポイントとさらに悪化が進む予想であ
る。業種別では製造業で改善、卸売業、小売業、サービス業、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
・現状、コロナ禍に伴う半導体不足の影響で、受注が増加の傾向。今
後も主要取引先からの製造依頼が増加する状況であり、増産依頼に
対応するための設備・人手の確保が喫緊の課題である。（製造業：金
属製品製造）
・大手からの受注は確保されるものの、コロナ禍による資材調達の遅
れが発生し、工期が遅延している状況。同時に受注も減少傾向にあ
る。（建設業：土木建設）
・現状、新型コロナウイルス感染症の影響はなく、売上や利益について
大きな変動はない。今後、鰻の仕入れ価格上昇が懸念されており、実
際に2月から3月にかけて仕入れ価格が増加しているが、年末にはま
た下落すると見込んでいる。（サービス業：飲食業［鰻］）
・世界の情勢、国際環境による仕入れ価格の動向には注視している
が、見極めが難しくなっている。価格上昇に対し販売価格への転嫁に
も限度があり、国などの政策面での対応を期待している。（小売業：プ
ロパン・高圧ガス）

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

［南部］

三重県南部業況グラフ

〇直近の業況
2022年1月～3月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）は
▲7.7で、前期比6.9ポイントと2期連続で改善した。業種別で
は製造業、卸売業、小売業、建設業で改善、サービス業、不動
産業で横ばいとなった。

〇来期の見通し
2022年4月～6月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）は
▲20.5で、当期比▲12.8ポイントと悪化に転じる予想である。
業種別では小売業で改善、不動産業で横ばい、製造業、卸売
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
・資材の確保が非常に困難な状況。受注状況は順調だが、住宅設備
機器を確保することが困難で奔走する状態が続いている。（卸売業：
銅材・建築資材等卸売）
・原油価格の値上がりの影響は仕入れ価格に直接響いている。政府
の元売店への補助金の支給によって値上がりの幅はゆるやかである
が、今後も値上がりが予想されるため、経費の節減を行っている。（小
売業：ガソリン販売）
・コロナウイルス感染拡大の影響により、売上の減少が続いている。再
三のまん延防止等重点措置の時短営業要請や受注減少により、休
業せざるをえない。以前は他県からの顧客の減少が大きかったが、県
内の感染者増加が影響しており、売上に大きな打撃となっている。
（サービス業：飲食業）
・公共工事は、年度内の3月までは確保しているが、その後は未定。民
間においては、大口受注が少なく業況は厳しい。また、材料の高騰が
収益を圧迫している。（建設業）

快晴
35以上 22.3

実績
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Research 中小企業景気動向調査（2022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

2022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▲13.2、前期
比▲3.8ポイントで改善の傾向がみら
れた前期から悪化に転じた。
全国の信用金庫取引先中小企業の
業況判断D.I.は▲27.6となり、前期
比▲7.9ポイントと3期連続の改善か
ら悪化に転じた。

2022年4月～6月期の三重県業況判
断D.I.（予想）は▲25.4で、当期比▲
12.2ポイントとさらに悪化する見通しで
ある。

資金繰り、設備投資実施割合は改善し、
人手不足は悪化した。

〇雇用（ヒト）
人手過不足判断D.I.は、▲41.2（マイナ
スは人手「不足」超）で、前期比▲9.6ポ
イントと2期連続の悪化となった。

〇設備投資（モノ）
設備投資実施企業割合は、31.7%で、
前期比0.9ポイントとわずかに改善した。

〇資金繰り（カネ）
資金繰り判断D.I.は、▲9.6で、前期比
2.4ポイントと改善に転じた。

〇直近の業況
2022年1月～3月期の三重県北部の業況判断D.I.（実績）は、
▲16.0で、前期比▲9.4ポイントと悪化に転じた。業種別では製
造業、不動産業で改善、卸売業、小売業、サービス業、建設業で
悪化となった。

〇来期の見通し
2022年4月～6月期の三重県北部の業況判断D.I.（予想）は、
▲25.3で、当期比▲9.3ポイントとさらに悪化が進む予想であ
る。業種別では製造業で改善、卸売業、小売業、サービス業、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
・現状、コロナ禍に伴う半導体不足の影響で、受注が増加の傾向。今
後も主要取引先からの製造依頼が増加する状況であり、増産依頼に
対応するための設備・人手の確保が喫緊の課題である。（製造業：金
属製品製造）
・大手からの受注は確保されるものの、コロナ禍による資材調達の遅
れが発生し、工期が遅延している状況。同時に受注も減少傾向にあ
る。（建設業：土木建設）
・現状、新型コロナウイルス感染症の影響はなく、売上や利益について
大きな変動はない。今後、鰻の仕入れ価格上昇が懸念されており、実
際に2月から3月にかけて仕入れ価格が増加しているが、年末にはま
た下落すると見込んでいる。（サービス業：飲食業［鰻］）
・世界の情勢、国際環境による仕入れ価格の動向には注視している
が、見極めが難しくなっている。価格上昇に対し販売価格への転嫁に
も限度があり、国などの政策面での対応を期待している。（小売業：プ
ロパン・高圧ガス）

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

［南部］

三重県南部業況グラフ

〇直近の業況
2022年1月～3月期の三重県南部の業況判断D.I.（実績）は
▲7.7で、前期比6.9ポイントと2期連続で改善した。業種別で
は製造業、卸売業、小売業、建設業で改善、サービス業、不動
産業で横ばいとなった。

〇来期の見通し
2022年4月～6月期の三重県南部の業況判断D.I.（予想）は
▲20.5で、当期比▲12.8ポイントと悪化に転じる予想である。
業種別では小売業で改善、不動産業で横ばい、製造業、卸売
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
・資材の確保が非常に困難な状況。受注状況は順調だが、住宅設備
機器を確保することが困難で奔走する状態が続いている。（卸売業：
銅材・建築資材等卸売）
・原油価格の値上がりの影響は仕入れ価格に直接響いている。政府
の元売店への補助金の支給によって値上がりの幅はゆるやかである
が、今後も値上がりが予想されるため、経費の節減を行っている。（小
売業：ガソリン販売）
・コロナウイルス感染拡大の影響により、売上の減少が続いている。再
三のまん延防止等重点措置の時短営業要請や受注減少により、休
業せざるをえない。以前は他県からの顧客の減少が大きかったが、県
内の感染者増加が影響しており、売上に大きな打撃となっている。
（サービス業：飲食業）
・公共工事は、年度内の3月までは確保しているが、その後は未定。民
間においては、大口受注が少なく業況は厳しい。また、材料の高騰が
収益を圧迫している。（建設業）
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