
2020 年 10～12 月期(第Ⅳ期)景況調査を 12 月 15 日～12 月 23 日まで実施し、165 社から回答

がありました。1 月 18 日に開催した支部政策委員会では、大貝氏の調査結果をもとに、景況を意

見交換しました。 

  前回調査では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、2008 年の世界同時不況時期と同程度

の水準にまで落ち込んだ景況感がやや改善される傾向が示されていた。引き続き厳しい状況が予

想された今期は、終息が見通せない状況が続いたことにより、業界の状況ならびに業況判断はや

や悪化し、次期見通しも悪化するなど先行き不透明感が続く結果となった。 

全体としては、業界の状況 DＩは前期▲41.6→今期▲42.9、各社の業況を示す業況判断 DＩは

▲26.5→▲28.8、各社の売上高 DI は▲30.9→▲27.5、収益状況は▲26.5→▲18.9 へとやや悪化と

やや改善が混在する状況になっている。 

次期見通しは、業界の状況 DI が▲46.5Pt、業況判断 DI▲31.7Pt、売上高ＤＩ▲33.1Pt、収益

状況 DI は▲26.8Pt と、やや悪化の見通しとなりました。 

 札幌支部の会員構成は「5 人未満」「5～10 人未満」「10～20 人未満」「20～50 人未満」「50 人以

上」のそれぞれが約 20％となっています。業界の状況を規模別に見ると、「20～50 人未満」が▲

16.3Pt、「5 人未満」も▲10.9Pt の大幅な悪化。反対に、「5～10 人未満」が 16.7Pt、次いで「50

人以上」が 15.6Pt の大幅な改善となっています。次期見通しでは「20～50 人未満」が▲14.4Pt の

大幅な悪化、「10～20 人未満」が▲6.2pt 悪化すると見ています。 

業種別にみると、建設業の業界状況 DI は 5.3pt、サービス業は 3.5Pt の改善にとどまったもの

の、製造業では 17.4pt の大幅な改善となりました。一方で、流通商業が▲3.2Pt のやや悪化とい

う結果になりました。次期見通しは、製造業が 9.2Pt、建設業が 1.4Pt の改善を期待しているのに

対して、流通商業は▲5.4pt、サービス業では▲9.1Pt の悪化見通しとなりました。 

経営上の問題点のトップは「民間需要の停滞（46.8％）」となり、続いて「人件費の増加（22.7％）」

と「従業員の不足（20.8％）」が続いています。次期の経営上の力点については「付加価値の増大

（56.4％）」、「新規受注の確保（50.3％）」、「社員教育（35.8％）」となりました。 

  今回の特別項目では、「Go To（Travel・Eat）キャンペーンの自社の経営への影響」について尋

ねました。大きく好影響が 1.8％、大きく悪影響は 3.1％にとどまり、影響なしが 73％を占めまし

た。業種別に見ると、「影響なし」の割合が一番小さかった製造業が何らかの影響を受けていると

いう結果になりました。 

厳しい経営環境が続く、この「コロナ禍」という難局を乗り切るためにも社会情勢を的確に理

解し「経営計画の見直す」など中長期的な対策が不可欠です。 

 

     2021 年 1 月 22 日 北海道中小企業家同友会札幌支部政策委員会 
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2020 年 10-12 月期（第Ⅳ期）景況調査の動向 

1.回答企業数 

・165社（建設業：29（33）、製造業：27（28）、流通商業：29（35）、サービス業：79（65）、農業：1（2）） 

 →（ ）内は前回調査回答数。内訳、規模別に関しては、参考資料を参照。前回調査より2 者増。 

※業種別動向において、農業は回答企業数が 1 者であるため除外している。しかし、全体把握には入れている 

 

1-1．景況調査・DI値について 

≪景況調査について≫ 

・景況調査は、回答者の意識・マインドを基に景気動向を分析する調査です。 

・同友会が実施する景況調査は、経営者の意識を反映するため、景気動向が表れやすいと言われています。 

・景況調査は、景気動向を判断する以外にも、以下の点で有用であると考えています。 

 ①その場で、すぐに回答できるか→ 自社の経営状況を把握できているか 

 ②調査結果から、経営環境の変化（景気が改善しているのか、悪化しているのか）をつかみ、経営に活かす 

 ③独自調査をやることの意味：外部発信、調査の蓄積＝武器を持つ；行政等との中小企業施策への活用 

・景況動向、および「次期見通し」を自社の経営指針等の見直し等に活用してください。 

 

≪DI 値について≫ 

・DI 値は、「良い」と回答した割合（％）から「悪い」と回答した割合（％）を引いた数値です。 

・「良い」と回答した企業が多ければ多いほど DI は高水準で推移するが、その逆もしかり。 

・景況調査では、（１）DI 値の水準（プラスかマイナスか）、（２）前回調査からの変化幅を主に見ていきます。 

・DI 値の変化幅について 

①1 ポイント以内の場合：「ほぼ横ばい」と表現します。 

②1～5 ポイントの場合：「やや」という言葉が、好転・悪化の前に付きます。 

③10 ポイント以上の場合：「大幅な」という言葉が、好転・悪化の前に付きます。 

 

＜おおよその天気図＞ 
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2.今期調査結果の天気 

1）各業種の前回調査の景況感（調査項目：「自社の業況（前年同期比）」をもとに作成） 

全体 建設業 製造業 流通商業 サービス業 

 

２）各業種の今期の景況感（調査項目：「自社の業況（前年同期比）」をもとに作成） 

全体 建設業 製造業 流通商業 サービス業 

 

３）各業種の次期見通し（調査項目：「自社の業況（次期見通し）」をもとに作成） 

全体 建設業 製造業 流通商業 サービス業 

 

3．全体の動向 

 ・業界の状況、自社の状況（業況判断）は、やや悪化。次期見通しも悪化。先行き不透明が続く。 

 ・売上高、収益状況は改善を示すが、次期見通しは悪化見通し。力が弱い。 

 ・仕入価格、販売価格、取引条件：今期でやや改善の結果だが、次期見通しは悪化。 

 ・従業員の過不足、資金繰りの状況；ともに適正、順調がやや割合を伸ばす。 

業界の状況：1.2Pt のやや悪化（▲41.6→▲42.9）  次期見通し：3.6Pt のやや悪化見通し（▲42.9→▲46.5） 

 業況判断 ：2.3Pt のやや悪化（▲26.5→▲28.8）  次期見通し：2.8Pt のやや悪化見通し（▲28.8→▲31.7） 

 売 上 高：3.4Pt のやや改善 （▲30.9→▲27.5） 次期見通し：5.6Pt の悪化見通し（▲27.5→▲33.1） 

 収益状況 ：7.6Pt の改善（▲26.5→▲18.9）    次期見通し：7.9Pt の悪化見通し（▲18.9→▲26.8） 

 仕入価格 ：ほぼ横ばい（12.6→13.3）       次期見通し：ほぼ横ばい（13.3→12.7） 

 販売価格 ：3.7Pt のやや上昇（▲4.3→▲0.6）   次期見通し：2.5Pt のやや低下見通し（▲0.6→▲3.1） 

取引条件 ：4.9Pt のやや改善（▲8.6→▲3.7）    次期見通し：1.3Pt のやや悪化見通し（▲3.7→▲5.0） 

 従業員の過不足：過剰感、不足感がそれぞれ1-2Pt 後退し、「適正感」の割合が高まる。DI はほぼ横ばい。 

 資金繰りの状況：「順調」が4.4Pt 上昇し40.6％、「余裕感」は少し後退し40.6％；DI では、1.0Pt の改善幅。 

 設備の過不足（製造業・流通商業）：「過剰感」（「やや過剰」）が大幅に上昇。DI は13.8Pt の大幅な改善。 

 経営上の問題点：上位3 項目「民間需要の停滞」、「人件費の増加」、「従業員の不足」 

  大幅に回答割合が上昇している項目はなし、「民間需要の停滞」に集約？ 

 経営上の力点：「付加価値の増大」、「新規受注（顧客）の確保」、「社員教育」 

  その他、回答割合が上昇しているのは、「財務体質の強化」、「新規事業の展開」 
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4．規模別の動向 

1）5 人未満 

 ・売上高、収益状況、仕入価格、販売価格、取引条件の好転が業況には反映されず。次期は軒並み悪化  

業界の状況：10.9Pt の大幅な悪化（▲24.1→▲35.0）次期見通し：横ばい見通し（▲35.0→▲35.0） 

 業況判断 ：7.2Pt の悪化（▲10.3→▲17.5）    次期見通し：6.8Pt の悪化見通し（▲17.5→▲24.3） 

 売 上 高：2.38Pt のやや善（▲20.7→▲18.4）  次期見通し：7.9Pt の悪化見通し（▲18.4→▲26.3） 

 収益状況 ：18.8Pt の大幅な改善（▲13.8→5.0） 次期見通し：25.0Pt の大幅な悪化見通し （5.0→▲20.0） 

 仕入価格 ：10.6Pt の大幅な低下（21.4→10.8）  次期見通し：2.9Pt のやや低下見通し（10.8→7.9） 

 販売価格 ：1.6Pt のやや上昇（3.6→5.1）     次期見通し：5.1Pt の上昇見通し（5.1→10.3） 

取引条件 ：4.3Pt の改善（▲6.9→▲2.6）     次期見通し：横ばい見通し（▲2.6→▲2.6） 

従業員の過不足：7.6Pt の悪化（▲24.1→▲31.7） 

 資金繰りの状況：5.0Pt のやや悪化（17.2→12.2） 

 設備の過不足（製造業・流通商業）：2.8Pt のやや改善（▲25.0→▲22.2） 

経営上の問題点：「民間需要の停滞」（65.7％）、「従業員の不足」（31.4％） 

 経営上の力点：「付加価値の増大」（70.7％）、「新規受注の確保」（51.2%）、「新規事業の展開」（31.7％） 

 

2）5～10 人未満 

 ・ほぼすべての項目で改善を示したが、次期見通しは軒並み（大幅な）悪化見通し。 

業界の状況：16.7Pt の大幅な改善（▲61.1→▲44.4） 次期見通し：ほぼ横ばい見通し（▲44.4→▲43.8） 

 業況判断 ：28.7Pt の大幅な改善（▲44.4→▲15.8） 次期見通し：10.5Pt の大幅な悪化見通し（▲15.8→▲26.3） 

 売 上 高：44.4Pt の大幅な改善（▲44.4→▲0.0） 次期見通し：33.3Pt の大幅な悪化見通し（▲0.0→▲33.3） 

 収益状況 ：23.1Pt の大幅な改善（▲38.9→▲15.8） 次期見通し：15.8Pt の大幅な悪化見通し （▲15.8→▲31.6） 

 仕入価格 ：20.4Pt の大幅な上昇（5.9→26.3）  次期見通し：38.3Pt の大幅な低下見通し（26.3→▲12.0） 

 販売価格 ：ほぼ横ばい（5.6→5.3）       次期見通し：10.5Pt の大幅な低下見通し（5.3→▲5.3） 

取引条件 ：5.6Pt の改善（▲5.6→0.0）     次期見通し：5.3Pt の改善見通し（0.0→5.3） 

従業員の過不足：2.0Pt の大やや改善（▲38.9→▲36.8） 

 資金繰りの状況：22.2Pt の大幅な悪化（22.2→0.0） 

設備の過不足（製造業・流通商業）：36.7Pt の大幅な改善（▲20.0→16.7） 

経営上の問題点：「民間需要の停滞」（42.1％）、「人件費の増大」（42.1％） 

 経営上の力点：「付加価値の増大」（73.7％）、「新規受注の確保」（47.4％）、「得意分野の絞り込み」（36.8％） 

 

3）10～20 人未満 

 ・売上高や収益状況は改善も、業況は悪化。次期も厳しい見通しが並ぶ。 

業界の状況：8.6Pt の悪化（▲39.4→▲48.0）  次期見通し：6.2Pt の悪化見通し（▲48.0→▲54.2） 

 業況判断 ：8.7Pt の悪化（▲27.3→▲36.0） 次期見通し：20.0Pt の大幅な改善見通し（▲36.0→▲16.0） 

 売 上 高：19.7Pt の大幅な悪化（▲30.3→▲50.0） 次期見通し：16.7Pt の大幅な改善見通し（▲50.0→▲33.3） 

 収益状況 ：4.2Pt のやや改善（▲24.2→▲20.0） 次期見通し：7 横ばい見通し （▲20.0→▲20.0） 

 仕入価格 ：9.8Pt の上昇（18.2→28.0）      次期見通し：41.3Pt の大幅な低下見通し（28.0→▲13.3） 
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 販売価格 ：6.1Pt の上昇（▲6.1→0.0）       次期見通し：4.0Pt のやや低下見通し（0.0→▲4.0） 

取引条件 ：13.2Pt の大幅な改善（▲21.2→▲8.0）  次期見通し：4.0Pt のやや悪化見通し（▲8.0→▲12.0） 

従業員の過不足：13.8Pt の大幅な悪化（▲18.2→▲32.0） 

 資金繰りの状況：8.8Pt の改善（15.2→24.0） 

設備の過不足（製造業・流通商業）：20.8Pt の大幅な改善（▲33.3→▲12.5） 

経営上の問題点：「民間需要の停滞」（47.8％）、「従業員の不足」（21.7％）、「大企業の進出」（17.4％） 

 経営上の力点：「付加価値の増大」（64.0％）、「新規受注の確保」（56.0%）、「新規事業の展開」（36.0％） 

 

4）20～50 人未満 

・大幅な悪化が目立つ。依然として厳しい状況。見通しも明るくない。 

業界の状況：16.3Pt の大幅な悪化（▲32.5→▲48.8）次期見通し：14.4Pt の大幅な悪化見通し（▲48.8→▲63.2） 

 業況判断 ：24.4Pt の大幅な悪化（▲17.5→▲41.9）次期見通し：7.0Pt の悪化見通し（▲41.9→▲48.8） 

 売 上 高：14.5Pt の大幅な悪化（▲25.0→▲39.5）次期見通し：4.7Pt のやや悪化見通し（▲39.5→▲44.2） 

 収益状況 ：24.2Pt の大幅な悪化（▲20.0→▲44.2） 次期見通し：7.0Pt の改善見通し （▲44.2→▲37.2） 

 仕入価格 ：2.3Pt のやや上昇（5.0→7.3）     次期見通し：6.3Pt の低下見通し（7.3→1.0） 

 販売価格 ：7.6Pt の上昇（▲10.0→▲2.4）    次期見通し：4.8Pt のやや低下見通し（▲2.4→▲7.1） 

取引条件 ：ほぼ横ばい（▲2.5→▲2.3）     次期見通し：7.2 Pt の悪化見通し（▲2.3→▲9.5） 

従業員の過不足：8.5Pt の悪化（▲22.5→▲14.0） 

 資金繰りの状況：7.2Pt の改善（30.0→37.2） 

設備の過不足（製造業・流通商業）：7.1Pt の改善（▲7.1→▲0.0） 

経営上の問題点：「民間需要の停滞」（41.5％）、「人件費の増加」（29.3％）、「官公需用の停滞」（19.5％） 

 経営上の力点：「新規受注の確保」（55.8%）、「社員教育」（51.2％）、「付加価値の増大」（48.8％） 

 

5）50 人以上 

 ・大幅な改善が並ぶが、次期見通しは対照的に悪化が目立つ。 

業界の状況：15.6Pt の大幅な改善（▲56.1→▲40.5）次期見通し：2.7Pt のやや改善見通し（▲40.5→▲37.8） 

業況判断 ：10.3Pt の大幅な改善（▲38.1→▲27.8） 次期見通し：4.7Pt のやや悪化見通し（▲27.8→▲32.4） 

 売 上 高：16.5Pt の大幅な改善（▲38.1→▲21.6）次期見通し：5.4Pt の悪化見通し（▲21.6→▲27.0） 

 収益状況 ：21.9Pt の大幅な改善（▲38.1→▲16.2） 次期見通し：8.1Pt の悪化見通し （▲16.2→▲24.3） 

 仕入価格 ：6.6Pt の低下（12.2→5.6）     次期見通し：8.0Pt の上昇見通し（5.6→13.6） 

 販売価格 ：1.2Pt のやや低下（▲7.1→▲8.3）   次期見通し：2.8Pt のやや低下見通し（▲8.3→▲11.1） 

取引条件 ：1.7Pt のやや改善（▲7.1→▲5.4）   次期見通し：2.7Pt のやや改善見通し（▲5.4→▲2.7） 

従業員の過不足：7.9Pt の改善（▲34.9→▲27.0） 

 資金繰りの状況：5.7Pt の改善（18.6→24.3） 

設備の過不足（製造業・流通商業）：3.3Pt のやや改善（▲20.0→▲16.7） 

経営上の問題点：「民間需要の停滞」（36.1％）「人件費の増加」（33.3％）、「従業員の不足」（19.4%） 

 経営上の課題：「社員教育」（54.1％）、「新規受注の確保」（40.5％）、「付加価値の増大」、「人材確保」（35.1％） 
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5．業種別 

・製造業と「業界の状況」水準が大幅悪化；水準は製造業、流通商業でマイナス50 以下 

・業況判断では、製造業の悪化が顕著 

・売上高DI は、全業種で改善しているものの、改善幅は大きくない 

・収益状況は全業種で改善しているが、流通商業、サービス業での改善幅が大きい。 

・次期見通しは、すべての指標で明るい兆しは見当たらない 

・全体では、ほぼ横ばいだった人手の過不足が、製造業で大幅プラス、サービス業でマイナス 30 台 

・資金繰り状況では、建設業と製造業で悪化、流通商業で大幅な改善 

 

1）建設業 

業界の状況：5.3Pt の改善（▲36.4→▲31.0）    次期見通し：1.4Pt のやや改善見通し（▲31.0→▲29.6） 

 業況判断 ：2.3Pt のやや改善（▲33.3→▲31.0） 次期見通し：8.8Pt の改善見通し（▲31.0→▲22.2） 

 売 上 高：1.0Pt のやや悪化（▲45.5→▲46.4）  次期見通し：7.1Pt の改善見通し（▲46.4→▲39.3） 

 収益状況 ：2.7Pt のやや改善（▲30.3→▲27.6）  次期見通し：6.9Pt の悪化見通し （▲27.6→▲34.5） 

 仕入価格 ：8.2Pt の上昇（12.5→20.7）       次期見通し：横ばい見通し（20.7→20.7） 

 販売価格 ：6.5Pt の上昇（▲3.0→3.4）      次期見通し：横ばい見通し（3.4→3.4） 

取引条件 ：8.0Pt の改善（▲15.2→▲7.1）   次期見通し：横ばい見通し（▲7.1→▲7.1） 

従業員の過不足：1.0Pt とやや悪化（▲57.6→▲58.6） 

 資金繰りの状況：13.9Pt の大幅な悪化（24.2→10.3） 

経営上の問題点：「民間需要の停滞」（48.1％）、「従業員の不足」（37.0％）、「官公需用の停滞」（8.5％） 

 そのほか、相対的に割合が高いのは、「大企業の進出」（18.5％）、「仕入単価の上昇」（14.8％） 

 経営上の力点：「付加価値の増大」（62.1％）「人材確保」（44.8％）、「新規受注の確保」・「社員教育」（42.4％） 

そのほか、相対的に割合が高いのは、「財務体質の強化」（27.6％）、「情報力強化」（20.7％） 

 

2）製造業 

業界の状況：17.4Pt の大幅な悪化（▲51.9→▲69.2） 次期見通し：9.2Pt の改善見通し（▲69.2→▲60.0） 

 業況判断 ：16.7Pt の大幅な悪化（▲33.3→▲50.0） 次期見通し：5.6Pt の改善見通し（▲50.0→▲44.4） 

 売 上 高：6.1Pt の改善（▲40.7→▲34.6）     次期見通し：15.4Pt の大幅な悪化見通し（▲34.6→▲50.0） 

 収益状況 ：3.7Pt のやや改善（▲40.7→▲37.0）   次期見通し：3.7Pt のやや悪化見通し（▲37.0→▲40.7） 

 仕入価格 ：7.0Pt の低下（18.5→11.5）       次期見通し：3.8Pt の低下（11.5→7.7） 

 販売価格 ：22.2Pt の大幅な上昇（▲22.2→0.0）   次期見通し：3.7Pt のやや低下見通し（0.0→▲3.7） 

取引条件 ：3.7Pt のやや改善（▲7.4→▲3.7）    次期見通し：横ばい推移見通し（▲3.7→▲3.7） 

 従業員の過不足：21.8Pt の大幅な改善（▲10.7→11.1） 

 資金繰りの状況：9.9Pt の悪化（32.1→22.2） 

 設備の過不足 ：26.1Pt の大幅な改善（▲22.2→3.8） 

 経営上の問題点：「民間需要の停滞」（50.0％）、「取引先の減少」（23.1％） 

 経営上の力点：「新規受注の確保」（66.7％）、「付加価値の増大」（55.6％）、「社員教育」（40.7％） 

 そのほか、「機械化促進」（22.2％）、「研究開発」（11.1％）が、相対的に割合が高い。 
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3）流通商業 

業界の状況：3.2Pt のやや悪化（▲48.6→▲51.7）   次期見通し：5.4Pt の悪化見通し（▲51.7→▲57.1） 

 業況判断 ：1.9Pt のやや悪化（▲25.7→▲27.6）   次期見通し：横ばい見通し（▲27.6→▲27.6） 

 売 上 高：5.6Pt の改善（▲22.9→▲17.2）   次期見通し：6.9Pt の悪化見通し（▲17.2→▲24.1） 

 収益状況 ：16.0Pt の大幅な改善（▲22.9→▲6.9）次期見通し：10.3Pt の大幅な悪化見通し（▲6.9→▲17.2） 

 仕入価格 ：16.2Pt の大幅な上昇（11.4→27.6）  次期見通し：10.3Pt の大幅な低下見通し（27.6→17.2） 

 販売価格 ：ほぼ横ばい（2.9→3.4）       次期見通し：3.4Pt のやや低下見通し（3.4→0.0） 

取引条件 ：5.1Pt の改善（▲8.6→▲3.4）     次期見通し：3.4Pt のやや改善見通し（▲3.4→0.0） 

 従業員の過不足：3.0Pt のやや悪化（▲14.3→▲17.2） 

 資金繰りの状況：23.1Pt の大幅な改善（11.4→34.5） 

 設備の過不足 ：2.1Pt のやや改善（▲20.6→▲18.5） 

 経営上の問題点：「民間需要の停滞」（40.7％）、「人件費の増加」（22.2％）「取引先の減少」（18.5％） 

  そのほか、「仕入単価の上昇」（14.8％）が、相対的に割合が高い。 

 経営上の力点：「付加価値の増大」（62.1％）、「新規受注の確保」（55.2％）、「人件費以外の経費節減」・「新規事

業の展開」（31.0％） 

  そのほか、「得意分野の絞り込み」（20.7％）が、相対的に割合が高い。 

 

4）サービス業 

業界の状況：3.5Pt のやや改善（▲39.1→▲35.5）  次期見通し：9.1Pt の悪化見通し（▲35.5→▲44.6） 

 業況判断 ：28Pt のやや改善（▲24.6→▲21.8）   次期見通し：10.7Pt の大幅悪化見通し（▲21.8→▲32.5） 

 売 上 高：3.8Pt のやや改善（▲26.2→▲22.4）  次期見通し：6.6Pt の悪化見通し（▲22.4→▲28.9） 

 収益状況 ：10.5Pt の大幅な改善（▲24.6→▲14.1）  次期見通し：9.0Pt の悪化見通し（▲14.1→▲23.1） 

 仕入価格 ：7.2Pt の低下（12.7→5.5）       次期見通し：4.1Pt のやや上昇見通し（5.5→9.6） 

 販売価格 ：ほぼ横ばい（▲3.1→▲4.0）      次期見通し：2.7Pt のやや低下見通し（▲4.0→▲6.7） 

取引条件 ：5.1Pt の改善（▲7.7→▲2.6）      次期見通し：4.0Pt のやや悪化見通し（▲2.6→▲6.6） 

 従業員の過不足：5.5Pt の悪化（▲26.2→▲31.6） 

 資金繰りの状況：3.12Pt のやや改善（18.5→21.5） 

 経営上の問題点：「民間需要の停滞」（46.6％）、「人件費の増加」（30.1％）、「従業員の不足」（21.9％） 

  そのほか、「新規参入者の増加」（16.4％）が、相対的に割合が高い。 

 経営上の課題：「付加価値の増大」（51.9％）、「新規受注（顧客）の確保」（48.1％）、「社員教育」（38.0％） 

  そのほか、「人件費以外の経費節減」（21.5％）、「新規事業の展開」（29.1％）、「情報力強化」（16.5％）の割合

が相対的に高い。 

 

6．特別調査 新型コロナウイルスへの対応、Goto トラベルの影響 

 →添付資料参照。 

 

 

 


