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 業種別売上ＤＩの推移 業種別採算ＤＩの推移 
 21/4-6 7-9 10-12 22/1-3   21/4-6 7-9 10-12 22/1-3 

全業種 ▲33.3 ▲43.1 ▲28.6 ▲32.4  全業種 ▲39.6 ▲39.2 ▲29.8 ▲35.3 

製造 ▲24.5 ▲23.3 ▲16.4 ▲24.1  製造 ▲34.8 ▲32.0 ▲24.4 ▲30.0 

卸売 ▲29.5 ▲32.8 ▲22.4 ▲26.6  卸売 ▲34.8 ▲34.0 ▲19.7 ▲34.2 

小売 ▲30.7 ▲50.1 ▲35.8 ▲36.4  小売 ▲37.6 ▲42.1 ▲32.7 ▲36.3 

飲食・宿泊 ▲55.0 ▲77.2 ▲28.7 ▲26.5  飲食・宿泊 ▲77.6 ▲72.3 ▲48.8 ▲50.2 

サービス ▲29.7 ▲37.9 ▲34.5 ▲39.9  サービス ▲33.6 ▲31.3 ▲29.0 ▲34.8 

情報通信 ▲16.7 ▲36.8 ▲33.3 ▲41.2  情報通信 ▲15.5 ▲20.8 ▲24.4 ▲20.9 

建設 ▲32.1 ▲28.5 ▲27.9 ▲37.0  建設 ▲14.9 ▲16.4 ▲14.8 ▲23.1 

運輸 ▲30.3 ▲26.3 ▲8.5 ▲12.7  運輸 ▲50.9 ▲50.6 ▲38.9 ▲41.9 

非製造 ▲34.9 ▲46.7 ▲30.8 ▲33.9  非製造 ▲40.4 ▲40.5 ▲30.8 ▲36.2 

 
業種別資金繰りＤＩの推移 業種別設備投資実施企業割合の推移 

 21/4-6 7-9 10-12 22/1-3   21/4-6 7-9 10-12  

全業種 ▲28.9 ▲31.2 ▲21.8 ▲34.8  全業種 13.5 14.2 15.1  

製造 ▲24.9 ▲26.4 ▲22.7 ▲31.7  製造 12.2 13.4 13.9  

卸売 ▲24.4 ▲24.1 ▲23.2 ▲33.9  卸売 9.0 10.5 10.9  

小売 ▲31.5 ▲36.6 ▲25.4 ▲34.5  小売 11.2 11.7 12.3  

飲食・宿泊 ▲48.9 ▲43.1 ▲15.0 ▲40.0  飲食・宿泊 19.2 22.9 26.1  

サービス ▲24.8 ▲30.1 ▲24.1 ▲36.0  サービス 13.8 12.6 13.7  

情報通信 ▲9.3 ▲18.8 ▲20.7 ▲24.1  情報通信 22.7 14.7 15.1  

建設 ▲15.2 ▲18.7 ▲17.9 ▲32.4  建設 12.8 13.1 12.7  

運輸 ▲30.7 ▲32.1 ▲21.5 
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▲32.9  運輸 16.9 17.0 16.9  

非製造 ▲29.6 ▲32.0 ▲21.7 ▲35.3  非製造 13.7 14.3 15.3  

 
業種別販売価格ＤＩの推移 業種別仕入価格ＤＩの推移 

 21/4-6 7-9 10-12 22/1-3   21/4-6 7-9 10-12 22/1-3 

全業種 ▲11.6 ▲9.4 0.0 ▲0.3  全業種 30.9 37.3 54.8 56.3 

製造 ▲10.8 ▲5.0 2.5 2.9  製造 47.1 54.4 69.8 72.6 

卸売 7.2 9.6 20.1 22.8  卸売 38.2 45.9 59.6 63.4 

小売 ▲3.5 ▲5.4 9.4 8.6  小売 28.7 31.0 46.1 47.2 

飲食・宿泊 ▲24.6 ▲24.1 ▲6.4 ▲5.3  飲食・宿泊 28.7 44.1 72.9 74.9 

サービス ▲18.6 ▲17.5 ▲13.6 ▲13.9  サービス 12.3 12.3 28.3 30.1 

情報通信 ▲15.5 ▲12.5 ▲15.1 ▲16.5  情報通信 9.4 3.2 23.2 23.5 

建設 ▲10.4 ▲1.6 ▲1.4 ▲5.9  建設 41.9 55.2 69.3 69.6 

運輸 ▲29.1 ▲20.4 ▲10.8 ▲12.9  運輸 54.4 60.8 78.8 72.4 

非製造 ▲11.8 ▲10.2 ▲0.4 ▲0.9  非製造 28.0 34.2 52.1 53.5 

  

出典：日本政策金融公庫総合研究所 

 


