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○本レポート作成の目的 

 地域の経済・消費動向の現状を把握し、その情報を提供することで小規模事業者が経営

方針を明確にし、経営分析および事業計画の策定に有効活用できるようにし、小規模事業

者の売上や利益の増進に繋がるなど経営基盤の強化につなげることを目的とします。 

 

○本レポートの作成方法 

 福崎町商工会の会員事業所に対して「調査票」の記入を依頼、回収したデータを基に他

の調査や情報とも比較してレポートを作成します。 
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Ⅰ．経済動向のポイント 

【１】兵庫県の経済・雇用情勢 

①経済・雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、厳しい状況が続いている。 

需要・生産については、持ち直しの動きが見られるものの、景況等・雇用は依然として 

 厳しい。但し、倒産件数は前年を下回っており、政府の経済対策の効果が出ている。 

 

②県内の主要業種では、機械製造業に大きな影響はなく、小売業の景況感は良い。 

はん用機械・電気機械製造業は堅調であり、小売業は一般消費者向けが好調である。一 

方、その他の製造業(スポーツ用品) ・鉄道業・宿泊業については、回復の動きが弱い。 

 

③各県民局 ・県民センターを代表する業種で、悪化傾向にある。 

  福崎町を管轄する中播磨県民センターでは、「プラスチック製品製造業」「化学工業」の  

2業種について分析しており、一部には回復傾向が見られるが、依然として厳しい。 

 

【２】景況調査 

①D.I （ディフュージョン・インデ ックス）による分析。 

D.Iとは景気の各項目事項について、「良い」と感じている企業の割合から、「悪い」と 

 感じている企業の割合を引いた値を示しており、地域別・業種別の分析指標としている。 

 

②2020 年 7 月～9 月期実績では、全

地域で若干の改善が見られる。 

  朝来・神崎地域の業況D.Iは 8.81 

ポイント上昇の▲48.84 となって

おり、2020 年 10 月～12 月期予想

では、 0.03 ポイント微増の▲

48.81 である。また、福崎町商工会

の業況 D.I では、全体的に上昇傾向

にはあるが、依然厳しい状況にある。 

 

③製造業・卸売業・小売業・サービス業・建設業・不動産業の 6業種は、横ばいの予想。 

但陽信用金庫の取引先全地域の 6 業種（製造業・卸売業・小売業・サービス業・建設業・

不動産業）の調査では、 2020年 10月～12月期（予想）の業況 D.I全地域は、ほぼ横ばい

と予想している。 

 

【３】中小企業診断士からのコメント 

地域や業種によるバラツキはあるものの、少しずつ回復の兆しも見られるようになった。

異業種であっても、回復傾向にある業種の取組み事例を参考にしながら、自社に応用できる

点を継続的に探究し、積極的に取り入れることが必要である。 

 

（令和 2年 11月 26日 中小企業診断士 荒木慎吾氏）  
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Ⅱ兵庫県の経済・雇用情勢（「兵庫県の経済・雇用情勢」（令和 2年 10月 28日）から引用） 

１．概況（全体の状況） 

本県の経済・雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、厳しい状況が続い

ている。 

景況等…企業の業況判断は、足もと、先行きとも横ばいと依然として厳しい。 

需 要…個人消費は、持ち直しの動きが続いている。 

輸出は、下げ止まっている。設備投資は、増加計画にあるものの、下方修正の動

きも見られる。 

生 産…生産は、持ち直しの動きが続いている。 

雇 用…有効求人倍率は、低下している。賃金は、弱い動きとなっている。 

金 融…倒産件数は、前年を下回った。 

 

主要指標の推移 

①景況   現状（良いー悪い）構成比（％ポイント） 

区  分 R1.12月 R2.3月 R2.6月 R2.9月(現在) R2.12月(予測) 

全産業 ▲3 ▲9 ▲32 ▲31 ▲31 

 

大企業 2 ▲20 ▲21 ▲22 ▲15 

中堅企業 ▲9 ▲28 ▲30 ▲21 ▲23 

中小企業 ▲15 ▲42 ▲43 ▲39 ▲45 

うち製造業 ▲15 ▲17 ▲37 ▲37 ▲38 

うち非製造業 12 0 ▲27 ▲23 ▲24 

（出所）県内企業短期経済観測調査（日本銀行神戸支店） 

 

②需要        

項  目 30年度 R1年度 R2.5月 6月 7月 8月 9月 

商業販売額：億円 17,600 17,753 1,437 1,546 1,586 1,627 ー 

（前年度比増減率％） (▲0.8) (＋0.9) (▲1.4) (＋5.4) (+3.9) (▲1.4) (ー) 

乗用車販売台数：台 176,883 167,298 6,550 10,560 12,848 10,160 15,370 

（前年度比増減率％） (+1.1) (▲5.4) (▲49.8) (▲29.8) (▲14.0) (▲18.8) (▲18.7) 

新設住宅着工数：戸 31,774 31,567 2,286 2,717 2,556 2.249 ー 

（前年度比増減率％） (▲5.0) (▲0.7) (＋21.5) (▲6.7) (▲ 7.2) (▲6.3) (ー) 

神戸港輸出額：億円 58,596 53,652 3,275 3,716 4,112 3,697 3,981 

（前年度比増減率％） (+2.9) (▲8.4) (▲23.0) (▲22.2) (▲15.7) (▲12.9) (▲10.4) 

(出所）商業動態統計（経済産業省）、新車登録速報（日本自動車販売協会連合会兵庫県支部）、軽自動車新

車届出状況（兵庫県軽自動車協会）、住宅着工統計（国土交通省）、神戸港貿易概況（神戸税関）（商業動態

統計調査の前年度比増減率は全店ベース） 

 

 

 
 



4 

 

項  目 28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度(計画) 

設備投資額 
+24.4 ▲8.1 +0.8 ▲1.2 ＋12.4 

前年度比増減率：％ 

（出所）県内企業短期経済観測調査（日本銀行神戸支店） 

③生産        

項  目 30年度 R1年度 R2.4月 5月 6月 7月 8月 

鉱工業生産指数：H27=100 103.9 103.6 90.1 85.0 87.7 90.0 90.1 

（前月比増減率％） （+0.7） (▲0.4) (▲8.6) (▲5.7) (＋3.1) (+2.6) (+0.1) 

（月次は季節調整値、年度は原指数。年度増減率は前年度比較）  （出所）兵庫県鉱工業指数（県統計課） 

 

④雇用        

項  目 30年度 R1年度 R1.4月 5月 6月 7月 8月 

有効求人倍率(季節調整値)：倍 1.45 1.38 1.13 1.05 1.01 0.98 0.93 

新規求人数(原数値)：人 36,004 33,517 23,868 23,315 27,953 25,631 24,397 

（前年度比増減率％） (+3.8) (▲6.9) (▲32.3) (▲32.3) (▲13.0) (▲28.4) (▲29.2) 

現金給与総額：円 304,738 312,795 262,368 260,083 411,940 341,807 250,231 

（前年度比増減率％） (+2.2) (＋2.7) (▲4.0) (▲2.8) (▲0.8) (▲9.1) (▲6.0) 

（有効求人倍率の年度値は原数値、現金給与総額の年度値は年平均）（出所）一般職業紹介状況(厚生労働省

兵庫労働局)、毎月勤労統計調査地方調査(県統計課) 

 

⑤金融        

項  目 30年度 R1年度 R2.5月 6月 7月 8月 9月 

企業倒産件数：件 427 471 10 40 42 45 28 

（前年度比増減率％） (▲8.6) (10.3) (▲70.6) (0.0) (＋13.5) (＋15.4) (▲37.1) 

企業倒産負債総額：億円 578 498 20 33 20 60 136 

（前年度比増減率％） (▲8.6) (▲13.9) （▲48.0） (▲46.8) (▲52.2) (＋73.0) (＋375.4) 

(出所）兵庫県企業倒産状況（東京商工サーチ神戸支店） 
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(参考１)全国景気の現状についての内閣府のコメント 

景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるが、持

ち直しの動きがみられる。 

・個人消費は、持ち直している。 

・設備投資は、弱い動きとなっている。 

・輸出は、持ち直している。 

・生産は、持ち直しの動きがみられる。 

・企業収益は、感染症の影響により、大幅な減少が続いている。企業の業況判断は、厳し

さは残るものの、改善の動きがみられる。 

・雇用情勢は、感染症の影響により、弱い動きとなっているなかで、雇用者数等の動き

に底堅さもみられる。 

・消費者物価は、横ばいとなっている。 

先行きについては、感染拡大の防止策を講じつつ、社会経済活動のレベルを引き上げて

いくなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期

待される。ただし、国内外の感染症の動向や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要

がある。 

（令和 2 年 10 月 23 日 内閣府「月例経済報告」） 

 

(参考２)県内景気の現状についての日本銀行神戸支店のコメント 

管内の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状態にあるが、持ち直

しつつある。 

個人消費は、徐々に持ち直している。設備投資は、高水準で推移しているものの、引き

続き慎重化の動きもみられている。住宅投資は、弱めの動きとなっている。公共投資は、

増加している。輸出は、下げ止まっている。 

こうした中、生産は、下げ止まっており、一部に持ち直しの動きもみられている。一方、

労働需給は、有効求人倍率が１倍を下回るなど、新型コロナウイルス感染症の影響により、

緩んでいる。雇用者所得は、減少している。消費者物価（除く生鮮食品）は、前年を上回っ

て推移している。 

（令和 2 年 10 月 12 日 日本銀行神戸支店「管内金融経済概況」 
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日本銀行神戸支店県内企業短期経済観測調査結果の推移 

 

 

出所：令和 2 年 9 月全国・県内企業短期経済観測調査(日本銀行、同神戸支店) 

 

 
 

 
出所：四半期別ＧＤＰ速報（内閣府）、四半期別県内ＧＤＰ速報（県統計課）  
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兵庫県・四半期別ＧＤＰ(実質)（億円、増減率％） 

  27年度 28年度 29年度 30年度 R1年度 

GDP(実質) 201,737 203,000 207,396 207,577 207,562 

前年度比 1.1 0.6 2.2 0.1 0.0 

 

  H30.1-3 H30.4-6 H30.7-9 H30.10-12 H31.1-3 H31.4-R1.6 R1.7-9 R1.10-12 R2.1-3 

GDP(実質) 52,284 51,140 51,884 52,290 52,305 51,364 52,170 52,211 51,817 

前年度比 0.8 0.9 ▲0.2 ▲0.4 0.0 0.4 0.6 ▲0.2 ▲0.9 

 

兵庫県・四半期別ＧＤＰ(名目)（億円、増減率％） 

  27年度 28年度 29年度 30年度 R1年度 

GDP(名目) 208,294 209,378 213,288 213,097 213,445 

前年度比 2.6 0.5 1.9 ▲0.1 0.2 

 

  H30.1-3 H30.4-6 H30.7-9 H30.10-12 H31.1-3 H31.4-R1.6 R1.7-9 R1.10-12 R2.1-3 

GDP(名目) 53,167 53,084 52,444 54,192 53,273 53,218 52,903 54,444 52,880 

前年度比 1.2 0.9 ▲0.6 ▲1.0 0.2 0.3 0.9 0.5 ▲0.7 

注１）今後公表される年度確報値とのあいだに若干の差異が生じる場合がある。 

また、推計精度をより高めるため、各計数は過去にさかのぼって変更されることがある。 

前年度比は原数値の増減を示す。 

注２）数値は、平成 23 年基準値となっている。 

注３）29 年度までの年度数値は「県民経済計算」（県統計課） 

 

２．県内の主要業種の概況 

業 種 概 況 

は ん 用 機 械 

製  造  業 

新型コロナウイルス感染症の拡大による経済の落ち込みから早期

に回復した中国市場の好調にけん引され、足下の受注は上向きになり

つつある。入国制限措置による隔離期間があるため、新規開発や試作

品製作を目的とした技術者の海外派遣を行いづらい。 

現在は他部門の人員を受け入れつつ、中国からの発注に対応してい

る。来年度の新規採用は例年並みを予定している。非接触ニーズの高

まりはビジネスチャンスであり、業務の自動化に注力していく。 

電気機械製造業 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、納期の遅れ、投資時期の

見直しはあったものの、大きな影響までは受けていない。国内外双方

で発注ルートを確保していたため、サプライチェーンによる生産面の

影響も大きくは出なかった。 

保守・アフターサービスなどが事業の柱であるが、今後、顧客の経

費削減に向けた点検の先送りなどが生じることも想定している。設備

管理の自動化や運転の最適化など DX 化への顧客ニーズが高く､シス
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テムを実装化している｡ 

そ の 他 の 

製  造  業 

(スポーツ用品 ) 

入学シーズンやゴールデンウィーク前後の競技大会など、例年であ

れば大きな需要がある 3～5 月の外出自粛等の影響が大きく、半期の

売上は前年を下回った。百貨店・ショッピングセンターの休業で直営

店の売上が減少した一方、健康志向の高まりから EC の半期売上が前

年比 2倍と大幅な増収となった。 

足下は、中国向けの売上は回復しているが、北米や国内向けは未だ

前年比減収であるなど、全体的には回復期と考えている。 

各 種 商 品 

小 売 業 

外出自粛の影響で客数は減少したが、単価増により景況感は良い。

店舗別の売上では、郊外店舗のほうが駅前店舗よりも好調な傾向が見

られる。また、宅配の新規申込が急増し、業績に寄与している。一般

消費者向けの販売が好調である一方、飲食店向け食品の需要は激減し

ている。 

今年度の新卒採用者は前年度比増加。今後も拡大を予定している。

一時深刻であったドライバー不足については、他業種に勤めていた方

からの応募もあり、改善傾向にある。 

鉄 道 業 

緊急事態宣言後、通勤客は比較的戻っているものの、大学のオンラ

イン授業化などにより、通学客の戻りは鈍い。一般客はさらに鈍く、

特に土日の利用が少ない。お盆の利用も規制自粛の影響で人の動きが

鈍かった。 

利用客が減少しても通常どおり運行しているため、雇用の過不足感

は生じていない。 

宿 泊 業 

新型コロナウイルスの影響でインバウンドやビジネス利用客が激

減しており、平日の稼働率は低迷している。一方、GoToトラベルキャ

ンペーンの効果もあり、土日の稼働率は 7 割程度まで回復している。 

宴会・調理スタッフ等について、一部に過剰感もあることから、配

置転換等の人材融通を実施している。大手企業の新卒採用の減を受け

て優秀な学生の応募があり、将来を見すえて当初の予定以上の人数を

採用した。 

令和 2年 9月 兵庫県産業労働部調査 

 

３．地域の概況 

地 域 業 種 概 況 

神 戸 
食  料  品 

製  造  業 

家庭用パック酒は好調であるものの、飲食店向けの地

方酒や高級酒の販売が大きく落ち込んでいるため、全体

的な売上は落ち込んでいる。新型コロナウイルス感染症

の終息が見通せない中、当面はこの傾向が続くと見込

む。SNS の活用を強化するとともに、定番商品だけでな

く付加価値のある商品など幅広く提案し、EC や実店舗

での購入促進を図っている。 
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食  料  品 

製  造  業 

大阪や駅ナカ店舗の客足がいまだに戻らず、当面不調

が続くと思われる。一方で、EC 売上は 3 倍に増収とな

った。地域密着型の店舗もテイクアウト等が好調で、カ

フェを利用するお客様も増えている。店舗の立地条件に

よりそれぞれの売上が増減している状況であり、多様な

販売チャネルを持つことで、売上を確保している。 

阪神南 

飲料・たばこ・飼料 

製 造 業 

コロナ禍により飲食店向けの出荷は足もと前年対比

50～60％と低迷しているが、量販店向けは家飲み需要が

あり低価格の酒パックが好調であった。大手メーカーは

販売先に量販店向けが多いためコロナ禍の影響は少な

い一方、地方蔵は販売先に飲食店が多いため苦戦し、貯

酒量が増え米も残っている状況である。 

国内の中元ギフトが前年対比 85％と苦戦し、歳暮ギフ

トは前年対比 90％を見込んでいる。飲食店向けも下期中

の回復はないと捉えており、海外出荷分も 8 月までで前

年対比 40％台と下期中の回復は難しいと見込んでいる。 

は ん 用 機 械 器 具 

製  造  業 

空気圧機器及び油圧機器業界全体の業況は、令和元～

2 年中旬まで右肩下がりが続き、令和 2 年中は回復には

至らないと見込む。 

鉄鋼業界向けは、全体的に顧客の収益が悪化し、製造

設備の集約・再編が進められている。また、電力業界向

けでは、環境問題で火力発電所に逆風が吹いており、設

備関連の受注は見込みづらい。一般機械等も全般的に受

注は伸びず、停滞している。 

生産・営業ともに顧客から訪問自粛要請があり、営業

活動に支障が出ている。 

阪神北 

繊 維 工 業 

新型コロナウイルスの影響により自動車の生産調整

が行われ、カーマット等の自動車資材の受注が減少した

結果、9 月時点で売上高・利益とも前年同月比 15％減と

厳しい状況が続いている。各自動車メーカーから示され

た 9 月以降の生産予定では、現状より増産予定ではある

ものの例年の水準に回復するとは考えにくい。 

また、例年であればカーペットの展示を開催している

が、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とな

り、受注が大きく落ち込んでいる。 

業績が悪化したことに伴い、製造部門の休業や時間外

労働の上限規制等の対策を行っており、今後の業績につ

いては自動車業界の回復状況に左右される。 

各 種 商 品 

小 売 業 

新型コロナウイルスの感染拡大に加え、記録的な猛暑

の影響もあり、来店者が前年同月比 20％減と厳しい状況
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が続いている。比較的涼しい午前中の来店者が増加する

一方、午後の来店者は大きく減少するなどの影響が見ら

れた。また、生鮮食料品等の目的物を購入すると直ちに

帰宅する等、滞在時間の減少が見られる。 

外出自粛の影響もあり、帽子や涼感肌着、サンダル等

シーズン雑貨、食料品では手土産菓子の需要が伸び悩む

一方、ホームウェアや調理器具の売上が堅調である。 

第一四半期比で約 10％の増収と回復傾向にあるが、未

だ予断を許さない状況である。アフターコロナを見据え

顧客のニーズに合致したサービスを展開したい。 

東播磨 

化 学 工 業 

半導体製造用材料が好調である一方、工業薬品などは

低調となっている等、部門ごとの相違はあるが、全体で

の景況感はあまり良くない。 

新型コロナウイルス感染症には接触機会の減少等と

いった衛生面での対策を講じて、通常通りの生産ライン

で操業している。 

定期採用については WEB での面談等により、予定通り

の採用人数を確保した。 

鉄 鋼 業 

新型コロナウイルス感染症の影響による自動車メー

カーからの受注減を受け、生産量を調整することで対応

しているが、前年度同期比減収となっている。 

鉄鉱石や石炭等の主原料価格上昇により、収益面でも

悪影響が生じている。 

定期採用については、感染症を鑑みて WEB での企業説

明会を実施している。 

北播磨 

繊 維 工 業 

新型コロナウイルス感染症の影響拡大により厳しい

状況が続いている。 

新たな取り組みとして各部署での SNS を活用した情

報発信、ネット販売の開始、オリジナル商品の製作など

を開始した。 

雇用に関しては、採用活動をいったん止め、状況をみ

ながら判断していく。 

金 属 製 品 

製 造 業 

新型コロナウイルス感染症の影響は徐々に回復傾向

にあるが、イベントや展示会の中止が決まっており、当

面厳しい状況が続くとみている。国内需要は高まってき

ているが、国内向けの出荷比率は低いため、状況が好転

するには、海外の復調が必要。 

定年退職後の入替人員として、来春卒の高校生を募集

し、人材育成に注力していく。 

中播磨 プ ラ ス チ ッ ク 全世界での自動車の生産調整により景況感は良くな
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製 品 製 造 業 い。自動車の電動化加速を見すえ、昨年度設備投資を行

い、生産ラインを増設したが、電動化への移行速度が想

定より遅く、稼働率が想定ほど上がっていない。また、

ガソリンエンジン関係の受注量が減少し、売上が伸び悩

んでいるが、モーター、制御装置（インバーター）の量

産体制を整えるため、生産性向上に向けたライン構築等

を進めている。 

雇用について、現時点では生産、仕上げ検査、二次加

工部門が過剰気味であり、現在求人は行っていないが、

今後、業績の回復に伴い人材不足となることが予想され

るので、求人募集を予定している。 

化 学 工 業 

第一四半期よりやや減少したものの、中国市場におい

て衛生材料の原材料調達を優先する動きが一時的に拡

大したことなどによる吸水性樹脂の販売数量増加に加

え、原材料価格の下落により増収増益となった。また、

水溶性ポリマーや微粒子ポリマーの販売数量も増加し

た。 

一方、ガス・エンジニアリング部門ではエレクトロニ

クスガスなどの販売数量が増加したものの、飲食店舗に

おける食品用ガスの需要減により減益となった。 

雇用に関しては、適正ではあるものの、働き方改革の

一環として、在宅勤務の導入、有給休暇の取得、残業時

間の削減を行い、労働環境の改善に繋げていく。 

西播磨 

電 気 機 械 器 具 

製 造 業 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う営業活動制限や

案件延期の影響により、特に化学業界において停滞感が

見られるなど景況感はさほどよくない。主力のポンプ事

業では国内、米国市場においては前年同期並の水準を維

持したが、中国市場でのメンテナンス関連及び東南アジ

ア市場での大口案件が減少している。また、自動車業界

の需要が急減しているが、電子部品事業は受注製造のた

め、現時点の影響は限定的である。しかしながら、今後

の動向については楽観視できないと見ている。 

金 融 業 

直近の管内景気動向調査によると、業況判断は低下し

ている。特に製造業、卸売業が悪い。来期も悪化する見

込みである。緊急事態宣言の解除により、小売業、サー

ビス業、建設業については、わずかながら改善の見通し

である。 

当金融機関では、事業者向け融資の件数は変わらずだ

が、運転資金の金額が増加している。消費者向け融資は、

新型コロナウイルス感染症の影響により住宅資金や消
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費者資金の件数、金額が減少している。 

4-6 月の管内景気動向調査において業況が低下とな

っているなど、特に卸売業や飲食業を中心に、景況感は

良くない状況であった。7-9 月には飲食店を含むサービ

ス業が改善基調となり、10-12 月の見通しについても、

全体感として改善していく見込み。融資については 4 月

から新型コロナウイルス感染症の影響により多数の相

談を受けていたが、7 月頃には一段落した。 

但 馬 

金 属 製 品 

製 造 業 

4～5 月は全製品の売上が減少したが、6 月からは回

復に転じており、9 月現在では主力製品において新型コ

ロナウイルス感染症の影響はほとんどなくなるなど景

況感は良い。雇用人員は現状適正であるが、今後増産が

見込まれることや技術開発を続けていくことに対して

人材不足を感じている。働き方改革の新しい取組とし

て、非正規職員への退職金を検討している。 

銀 行 業 

融資申し込みが新型コロナウイルス感染症における

制度融資を中心に増加しており、6～7 月は前年同期比

で 2 倍ほどの融資に至った。対象融資先は資金繰りが逼

迫している企業もあるが、今後の状況を鑑み、運転資金

の確保を行った企業が多い。雇用人員に関しては、現状

適正であるが、今後の定年を含めた減少に対し、新しい

人材の確保が難しくなってきていることを懸念してい

る。 

丹 波 

総 合 工 事 業 

新型コロナウイルス感染症の影響で、減少していた受

注は徐々に回復してきているものの、9 月時点で前年の

8 割程度にとどまっている。企業の設備投資は依然とし

て厳しい状況にあるため、工事案件が増えてきている住

宅建築や、公共工事の受注に重点を置き、年内に前年の

9 割程度まで改善したいと考えている。 

資格を有する現場技術者が慢性的に不足しており、受

注を増やしたくても、無理に拡大できないというジレン

マがある。 

プ ラ ス チ ッ ク 

製 品 製 造 業 

外出自粛等の影響で家庭等での需要が急増したこと

もあり、4 月当初は製造してもすぐに在庫がなくなる状

況であったが、現在は例年並みに戻っている。上半期を

通して受注状況は安定しており、ほぼフル生産の状況が

続いているが、既存設備の生産能力ではほぼ限界であ

り、増産の方策を検討している。 

働き方改革の一環で、4 月から一部の部門にフレック

スタイム制を導入し、従業員がより働きやすい環境の整
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備に努めている。 

淡 路 

宿 泊 業 

4～5 月は前年同月比 9 割程度の減収となった。足下

の売上は 2 割減程度まで回復しているが、個人客が中心

で団体客はほぼ無く、当面は現状水準が続くと見込む。

GoTo トラベルキャンペーンの効果により高額な料理プ

ランの利用者が増えていることから、新たな需要の獲得

に取り組む。 

設備投資については、施設の部分改修を計画していた

ものの、収益の低下や感染防止対策経費の増加により先

送りしている。 

宿 泊 業 

GoTo トラベルキャンペーンの効果により休日は満室

になるなど稼働率は回復してきたが、婚礼や宴会など団

体客の利用はほぼ無く、売上・利益の回復は十分でない。

今後は、10 月から取り組む新たな集客施策の効果に期

待している。 

また、設備投資や採用は、新型コロナウイルス感染症

等の影響により休止しているが、10 月から再開してい

く。 

令和 2年 9月 県民局・県民センター調査 
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Ⅲ．景況調査 

１．景況調査について 

○『D.I（ディフュージョン・インデックス）』による分析 

D.I．とは、景気の各項目事項について、

「良い」と感じている企業の割合から、「悪

い」と感じている企業の割合を引いた値を

示します。右の表の場合、「良い」20％－「悪

い」30％＝－10％となり、D.I.値はー10 ポ

イントと示すことができます。 

 

○引用する調査書と有効回答数について 

 本レポートの作成にあたり、但陽信用金庫が四半期毎に実施する「景気動向調査」の調査

結果を引用しています。 

 

（対象期間内における有効回答数） 

 エリア 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業 

景気動向調査 

（但陽信用金庫） 

取引先全地域 439件 

東播磨地域※1 179件 

姫路地域※2 152件 

朝来・神崎地域※3 86件 

景気動向調査 

※業種別調査 

（但陽信用金庫） 

取引先全地域 163件 44件 59件 65件 78件 30件 

東播磨地域※1 66件 16件 21件 25件 31件 20件 

姫路地域※2 51件 24件 21件 20件 28件 8件 

中小企業景況調査 

（福崎町商工会） 
- 1件 0件 2件 3件 1件 0件 

※1…加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 

※2…姫路市 

※3…朝来市、神河町、市川町、福崎町 

 

○業種の分類について 

 本レポートでは、飲食・宿泊業は「サービス業」とあわせて集計しています。  

業況 件数 構成比 

良い 10件 20％ 

不変 25件 50％ 

悪い 15件 30％ 

合計 50件 100％ 
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２．概況（全業種総合） 

《但陽信用金庫》 

  （439 社） （179 社） （152 社） （86 社） 

概況（全業種） 

全地域 東播磨地域 姫路地域 朝来・神崎地域 

2020 年 4

月～6 月期  

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

2020 年 4

月～6 月期  

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

2020 年 4

月～6 月期  

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

2020 年 4

月～6 月期  

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

業況 D.I. ▲49.31 ▲46.01 ▲44.95 ▲37.29 ▲39.66 ▲42.46 ▲58.00 ▲51.32 ▲46.36 ▲57.65 ▲48.84 ▲48.81 

売上額 D.I. ▲53.92 ▲32.12 ▲28.60 ▲45.20 ▲30.17 ▲29.61 ▲58.67 ▲40.13 ▲33.11 ▲62.35 ▲27.91 ▲32.56 

収益 D.I. ▲53.46 ▲33.49 ▲27.92 ▲43.50 ▲34.64 ▲31.28 ▲58.67 ▲35.53 ▲30.46 ▲63.53 ▲31.40 ▲27.91 

資金繰り D.I. ▲19.40 ▲4.78 ▲4.58 ▲15.82 ▲6.15 ▲8.38 ▲17.45 ▲2.63 ▲0.66 ▲28.24 ▲10.47 ▲10.47 

前年比残業時間 D.I. ▲30.65 ▲30.30 ▲26.88 ▲23.16 ▲25.14 ▲24.58 ▲37.33 ▲39.47 ▲29.61 ▲30.59 ▲25.58 ▲26.74 

人手過不足 D.I. ▲7.39 ▲6.64 ▲5.26 ▲7.91 ▲5.62 ▲4.49 ▲6.71 ▲11.92 ▲9.27 ▲1.18 5.81 5.81 

前年 

同月比 

売上額 ▲57.14 ▲52.62 ー ▲47.46 ▲41.34 ー ▲60.67 ▲66.45 ー ▲69.41 ▲55.81 ー 

収益 ▲55.53 ▲53.76 ー ▲44.07 ▲41.90 ー ▲60.00 ▲65.79 ー ▲68.24 ▲60.47 ー 

[2020 年 7 月～9 月期実績]：全地域では若干の改善。 

当期の全地域・全業種における業況 D.I は▲46.01 となり、前期比 3.3 ポイント上昇し

ましたが、依然としてマイナス圏にあります。東播磨地域は前期比 2.37 ポイント低下の▲

39.66、姫路地域は 6.68 ポイント上昇の▲51.32、朝来・神崎地域は 8.81 ポイント上昇

の▲48.84 となるなど、東播磨地域以外では改善が見られますが、大きな変動はありません。

人手過不足 D.I は▲6.64 と 0.75 ポイント上昇していますが、姫路地域では 5.21 ポイン

ト低下する一方で、朝来・神崎地域では 6.99 ポイント上昇し、プラスに転じるなど地域差

が生じています。業種別業況では建設業以外で若干改善されてきていますが、まだまだコロ

ナの影響が続いているとみられます。 

 

[2020 年 10 月～12 月期予想]：全地域では若干の上昇を予想するが、東播磨地域では低下。 

来期の全地域・全業種における予想業況 D.I は▲44.95 で、今期を 1.06 ポイント上回る

予想です。姫路地域では今期比 4.96 ポイント上昇するものの、▲46.36 ポイントのマイナ

ス、朝来・神崎地域でも 0.03 ポイント微増の▲48.81 ですが、東播磨地域では、2.8 ポイ

ント低下の▲42.46 となる予想です。また、人手過不足 D.I は▲5.26 と 1.38 ポイント上

昇する予想となり、業種別では全業種が横ばいを見込んでいます。 

調査時では新型コロナウイルスの感染状況は減少傾向にありますが、経済活動を再開させ

ると再び感染拡大につながる恐れがあります。 
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《福崎町商工会》 

（全業種） 
2020 年 

4 月～6 月期 

2020 年 

7 月～9 月期 

2020 年 

10 月～12 月期予想 

業 況 ▲100.00 ▲71.43 ▲71.43 

売 上 額 ▲100.00 ▲85.71 ▲100.00 

収 益 ▲57.14 ▲71.43 ▲71.43 

売 上 単 価 ▲85.71 ▲42.86 ▲57.14 

仕 入 単 価 14.29 42.86 42.86 

資 金 繰 り ▲57.14 ▲14.29 ▲28.57 

従 業 員 ▲42.86 ▲57.14 ▲57.14 

外 部 人 材 ▲14.29 0.00 0.00 

［2020 年 7～9 月期］：全体的に上昇傾向であるが依然厳しい状況 

当期の業況 D.I は▲71.43 となり、前期の▲100.00 ポイントから 28.57 ポイント上昇し

ました。 

また、収益・従業員に関する D.I が低下と厳しい状況、一方で売上高・売上単価・仕入単

価・資金繰り・外部人材に関する D.I は上昇しました。 

［2020 年 10～12 月期］：更に低下の予想 

来期の予想業況 D.I は▲71.43 で、今期と同じポイント予想です。ただし、マイナスであ

ることには変わりがなく、依然厳しい業況の予想です。 

売上高・売上単価・資金繰りに関する D.I が低下し、厳しい状況におかれる予想です。 
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３．業種ごとの集計《但陽信用金庫》 

（１）製造業 
  （163 社） （66 社） （51 社） 

製造業 

全地域 東播磨地域 姫路地域 
2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

業況 D.I. ▲49.38 ▲49.08 ▲49.38 ▲38.46 ▲42.42 ▲46.97 ▲51.02 ▲54.90 ▲52.94 
売上額 D.I. ▲50.63 ▲40.49 ▲26.38 ▲44.62 ▲43.94 ▲36.36 ▲44.90 ▲49.02 ▲31.37 
受注残 D.I. ▲50.63 ▲41.36 ▲27.78 ▲46.15 ▲48.48 ▲37.88 ▲46.94 ▲49.02 ▲35.29 
収益 D.I. ▲50.63 ▲38.65 ▲23.31 ▲41.54 ▲45.45 ▲31.82 ▲48.98 ▲41.18 ▲27.45 
販売価格 D.I. ▲13.75 ▲4.29 ▲5.52 ▲4.62 ▲4.55 ▲6.06 ▲10.20 ▲5.88 ▲5.88 
原材料価格 D.I. ▲6.25 0.61 ▲0.62 ▲1.54 0.00 ▲3.08 ▲2.04 0.00 0.00 
原材料在庫 D.I. ▲1.25 ▲2.45 ▲3.07 3.08 ▲4.55 ▲6.06 4.08 3.92 5.88 
資金繰り D.I. ▲18.24 ▲1.84 ▲0.61 ▲18.46 ▲10.61 ▲13.64 ▲10.42 1.96 9.80 
前年比残業時間 D.I. ▲46.25 ▲43.56 ▲39.26 ▲35.38 ▲37.88 ▲36.36 ▲51.02 ▲49.02 ▲39.22 
人手過不足 D.I. 1.88 4.29 4.29 1.54 9.09 10.61 0.00 ▲5.88 ▲3.92 
設備 D.I. ▲8.13 ▲11.04 ▲10.63 ▲6.15 ▲1.52 0.00 ▲14.29 ▲13.73 ▲13.73 
設備投資実施割合 19.28 24.56 26.44 17.65 22.54 26.76 10.42 13.21 16.67 

前年 

同期比 

売上額 ▲59.38 ▲54.60 ー ▲47.69 ▲46.97 ー ▲59.18 ▲62.75 ー 
収益 ▲60.63 ▲53.99 ー ▲47.69 ▲46.97 ー ▲61.22 ▲60.78 ー 
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（２）卸売業 
  （44 社） （16 社） （24 社） 

卸売業 

全地域 東播磨地域 姫路地域 
2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

業況 D.I. ▲68.18 ▲54.55 ▲55.81 ▲62.50 ▲43.75 ▲56.25 ▲66.67 ▲58.33 ▲52.17 

売上額 D.I. ▲63.64 ▲34.09 ▲37.21 ▲56.25 ▲6.25 ▲37.50 ▲62.50 ▲62.50 ▲39.13 

収益 D.I. ▲65.91 ▲38.64 ▲39.53 ▲62.50 ▲18.75 ▲56.25 ▲62.50 ▲54.17 ▲34.78 

販売価格 D.I. ▲20.45 ▲15.91 ▲11.63 ▲25.00 ▲18.75 ▲12.50 ▲16.67 ▲8.33 ▲13.04 

仕入価格 D.I. ▲6.82 0.00 ▲2.33 0.00 6.25 0.00 ▲8.33 ▲4.17 ▲4.35 

在庫 D.I. ▲2.27 11.36 4.65 0.00 25.00 18.75 0.00 4.17 ▲4.35 

資金繰り D.I. ▲36.36 ▲18.18 ▲16.28 ▲31.25 ▲31.25 ▲25.00 ▲37.50 ▲8.33 ▲8.70 

前年比残業時間 D.I. ▲31.82 ▲36.36 ▲34.09 ▲18.75 ▲18.75 ▲18.75 ▲33.33 ▲50.00 ▲37.50 

人手過不足 D.I. ▲15.91 ▲4.55 ▲9.09 ▲25.00 ▲6.25 ▲6.25 ▲12.50 ▲8.33 ▲16.67 

設備 D.I. ▲6.98 ▲11.36 ▲15.91 0.00 ▲12.50 ▲18.75 ▲12.50 ▲12.50 ▲16.67 

設備投資実施割合 13.95 18.18 13.95 12.50 18.75 12.50 17.39 20.83 17.39 

前年 

同期比 

売上額 ▲63.64 ▲68.18 ー ▲62.50 ▲50.00 ー ▲58.33 ▲75.00 ー 

収益 ▲56.82 ▲65.91 ー ▲56.25 ▲56.25 ー ▲50.00 ▲66.67 ー 

販売価格 ▲11.36 ▲18.18 ー ▲12.50 ▲12.50 ー ▲8.33 ▲16.67 ー 
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（３）小売業 
  （59 社） （21 社） （21 社） 

小売業 

全地域 東播磨地域 姫路地域 
2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

業況 D.I. ▲63.79 ▲57.63 ▲51.72 ▲47.62 ▲66.67 ▲57.14 ▲76.19 ▲57.14 ▲47.62 

売上額 D.I. ▲62.07 ▲32.20 ▲33.90 ▲47.62 ▲42.86 ▲23.81 ▲80.95 ▲28.57 ▲42.86 

収益 D.I. ▲60.34 ▲35.59 ▲32.20 ▲47.62 ▲42.86 ▲19.05 ▲76.19 ▲28.57 ▲42.86 

販売価格 D.I. ▲15.52 ▲13.56 ▲13.56 ▲4.76 ▲9.52 ▲14.29 ▲23.81 ▲23.81 ▲19.05 

仕入価格 D.I. ▲13.79 0.00 ▲1.69 ▲23.81 ▲4.76 ▲4.76 ▲9.52 ▲4.76 4.76 

在庫 D.I. 5.26 1.72 1.72 0.00 ▲14.29 ▲14.29 4.76 14.29 14.29 

資金繰り D.I. ▲22.41 ▲6.78 ▲6.78 ▲19.05 ▲9.52 ▲9.52 ▲19.05 4.76 0.00 

前年比残業時間 D.I. ▲13.79 ▲15.25 ▲18.64 ▲14.29 ▲28.57 ▲28.57 ▲14.29 ▲14.29 ▲19.05 

人手過不足 D.I. ▲12.07 ▲6.78 ▲5.08 ▲9.52 ▲4.76 ▲4.76 ▲4.76 0.00 0.00 

設備 D.I. ▲8.62 ▲11.86 ▲13.56 0.00 ▲9.52 ▲9.52 ▲9.52 ▲14.29 ▲19.05 

設備投資実施割合 12.28 14.81 21.43 9.09 15.79 30.00 10.53 21.05 15.79 

前年 

同期比 

売上額 ▲63.79 ▲64.41 ー ▲57.14 ▲71.43 ー ▲80.95 ▲85.71 ー 

収益 ▲60.34 ▲64.41 ー ▲52.38 ▲66.67 ー ▲71.43 ▲76.19 ー 

販売価格 ▲10.34 ▲16.95 ー ▲4.76 ▲19.05 ー ▲14.29 ▲28.57 ー 
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（４）サービス業 
  （65 社） （25 社） （20 社） 

サービス業 

全地域 東播磨地域 姫路地域 
2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

業況 D.I. ▲49.23 ▲38.46 ▲40.00 ▲32.00 ▲28.00 ▲36.00 ▲65.00 ▲50.00 ▲35.00 

売上額 D.I. ▲58.46 ▲18.46 ▲26.15 ▲44.00 ▲32.00 ▲20.00 ▲65.00 ▲15.00 ▲20.00 

収益 D.I. ▲56.92 ▲21.54 ▲27.69 ▲40.00 ▲32.00 ▲24.00 ▲65.00 ▲10.00 ▲25.00 

料金価格 D.I. ▲9.23 ▲3.08 ▲4.62 0.00 ▲4.00 0.00 ▲20.00 ▲10.00 ▲10.00 

材料価格 D.I. ▲6.15 1.54 ▲1.54 4.00 0.00 0.00 ▲15.00 5.00 ▲5.00 

資金繰り D.I. ▲21.54 ▲7.69 ▲7.69 ▲12.00 0.00 0.00 ▲25.00 ▲15.00 ▲15.00 

前年比残業時間 D.I. ▲20.00 ▲24.62 ▲20.00 ▲24.00 ▲32.00 ▲24.00 ▲20.00 ▲25.00 ▲25.00 

人手過不足 D.I. ▲9.23 ▲12.31 ▲4.62 ▲4.00 ▲4.00 0.00 ▲10.00 ▲20.00 ▲5.00 

設備 D.I. ▲7.69 ▲4.62 ▲4.62 ▲8.00 ▲4.00 ▲4.00 ▲20.00 ▲5.00 ▲5.00 

設備投資実施割合 21.21 30.88 33.82 23.08 19.23 22.22 20.00 35.00 35.00 

前年 

同期比 

売上額 ▲56.92 ▲47.69 ー ▲44.00 ▲32.00 ー ▲55.00 ▲55.00 ー 

収益 ▲52.31 ▲50.77 ー ▲36.00 ▲28.00 ー ▲55.00 ▲6.00 ー 
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（５）建設業 
  （78 社） （31 社） （28 社） 

建設業 

全地域 東播磨地域 姫路地域 
2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

業況 D.I. ▲25.97 ▲34.62 ▲30.77 ▲13.33 ▲25.81 ▲22.58 ▲35.71 ▲32.14 ▲35.71 

売上額 D.I. ▲44.16 ▲28.21 ▲28.57 ▲36.67 ▲16.13 ▲25.81 ▲50.00 ▲28.57 ▲35.71 

受注残 D.I. ▲37.66 ▲23.08 ▲25.97 ▲13.33 ▲16.13 ▲29.03 ▲50.00 ▲21.43 ▲25.00 

施工高 D.I. ▲27.27 ▲24.36 ▲22.08 ▲3.33 ▲19.35 ▲19.35 ▲42.86 ▲28.57 ▲25.00 

収益 D.I. ▲42.86 ▲29.49 ▲27.27 ▲33.33 ▲25.81 ▲29.03 ▲46.43 ▲28.57 ▲28.57 

請負価格 D.I. ▲18.18 ▲14.10 ▲14.29 ▲6.67 ▲6.45 ▲9.68 ▲14.29 ▲17.86 ▲17.86 

材料価格 D.I. 0.00 7.69 2.60 3.33 12.90 6.45 7.14 10.71 7.14 

在庫 D.I. ▲5.19 ▲7.69 ▲6.49 ▲6.67 ▲3.23 ▲3.23 0.00 ▲14.29 ▲10.71 

資金繰り D.I. ▲10.39 ▲1.28 ▲3.90 3.33 9.68 0.00 ▲14.29 ▲3.57 ▲3.57 

前年比残業時間 D.I. ▲22.08 ▲24.36 ▲14.10 ▲6.67 ▲12.90 ▲9.68 ▲46.43 ▲42.86 ▲17.86 

人手過不足 D.I. ▲17.11 ▲23.68 ▲21.05 ▲20.00 ▲33.33 ▲33.33 ▲14.81 ▲29.63 ▲22.22 

設備 D.I. ▲3.90 ▲1.28 ▲2.56 6.67 0.00 0.00 ▲7.14 ▲3.57 ▲3.57 

設備投資実施割合 25.64 18.99 22.89 26.67 19.35 12.90 27.59 18.52 32.26 

前年 

同期比 

売上額 ▲44.16 ▲42.31 ー ▲33.33 ▲25.81 ー ▲46.43 ▲57.14 ー 

収益 ▲44.16 ▲44.87 ー ▲30.00 ▲25.81 ー ▲53.57 ▲64.29 ー 
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（６）不動産業 
  （30 社） （20 社） （8 社） 

不動産業 

全地域 東播磨地域 姫路地域 
2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

2020 年 4

月～6 月期 

2020 年 7

月～9 月期 

（今回） 

2020 年 10

月～12月期 

（予想） 

業況 D.I. ▲53.33 ▲40.00 ▲40.00 ▲45.00 ▲35.00 ▲40.00 ▲87.50 ▲62.50 ▲50.00 

売上額 D.I. ▲56.67 ▲23.33 ▲23.33 ▲50.00 ▲10.00 ▲25.00 ▲87.50 ▲50.00 ▲25.00 

収益 D.I. ▲56.67 ▲30.00 ▲30.00 ▲50.00 ▲20.00 ▲35.00 ▲87.50 ▲50.00 ▲25.00 

販売価格 D.I. ▲23.33 ▲6.67 ▲6.67 ▲25.00 ▲10.00 ▲10.00 ▲37.50 0.00 0.00 

仕入価格 D.I. 6.90 0.00 0.00 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

在庫 D.I. ▲3.45 3.33 6.67 5.26 15.00 10.00 ▲25.00 ▲25.00 0.00 

資金繰り D.I. ▲13.33 0.00 0.00 ▲25.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 

前年比残業時間 D.I. ▲23.33 ▲6.67 ▲13.33 ▲20.00 5.00 ▲10.00 ▲37.50 ▲37.50 ▲25.00 

人手過不足 D.I. ▲6.67 ▲13.33 ▲13.33 ▲10.00 ▲15.00 ▲15.00 0.00 ▲12.50 ▲12.50 

前年 

同期比 

売上額 ▲56.67 ▲33.33 ー ▲50.00 ▲20.00 ー ▲87.50 ▲75.00 ー 

収益 ▲53.33 ▲43.33 ー ▲45.00 ▲30.00 ー ▲87.50 ▲87.50 ー 

 

 

 


