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2020 年４月１日 

日本銀行高知支店 

 

 

 

 

「全国企業短期経済観測調査（高知県分）」対象企業の追加について 

 

 

 

 

この度、当店が定期的に公表している「全国企業短期経済観測調査（高知県分）」

について、調査対象企業を新たに追加いたしました。 

この結果、2019 年 12 月調査と 2020 年３月調査では、調査対象となる企業数

が異なる点に注意が必要となります。当店では、これら２つの調査を比較する上

での参考データとして、12 月調査の対象企業のみを集計した３月調査の結果を

以下のとおり公表いたします。 

なお、本稿では、３月調査の結果について、12 月調査の対象企業のみによる

集計値を「旧ベース」、新たな調査先を加えた全対象企業による集計値を「新ベ

ース」と呼称しています。 

 

 

 

 

（調査対象企業見直しに伴う新旧ベース比較対照表＜2020年３月＞） 

▽調査対象企業                          （社数） 

 旧ベース 新ベース 

全産業 108 122 

 製造業 31 34 

 非製造業 77 88 
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１.業況判断 D.I.             （「良い」－「悪い」社数の構成比・％ポイント） 

 2019年 12月 2020年 3月 

旧ベース 旧ベース 新ベース 

最近 先行き 最近 先行き 最近 先行き 

全産業 6 2 2 ▲24 5 ▲22 

 製造業 10 10 3 ▲22 6 ▲20 

  食料品 13 0 ▲25 ▲50 ▲10 ▲40 

  はん用・生産用・業務用機械 33 16 16 ▲16 16 ▲16 

 非製造業 4 ▲1 3 ▲24 5 ▲22 

  建設 27 9 36 9 36 9 

  卸売 ▲14 ▲14 14 ▲36 13 ▲33 

  小売 0 9 12 ▲9 12 ▲8 

  宿泊・飲食サービス 14 14 ▲86 ▲86 ▲70 ▲90 

 

２.事業計画 

（１）売上高                        （前年度比・％） 

 2019年度（計画） 2020年度（計画） 

旧ベース 
（2019年 12月調査） 

旧ベース 新ベース 新ベース 

全産業 ＋2.2 ＋1.8 ＋2.0 ＋0.3 

 製造業 ＋0.7 ▲1.1 ▲0.9 ＋3.1 

 非製造業 ＋2.6 ＋2.5 ＋2.7 ▲0.3 

（２）経常利益                       （前年度比・％） 

 2019年度（計画） 2020年度（計画） 

旧ベース 
（2019年 12月調査） 

旧ベース 新ベース 新ベース 

全産業 ▲15.1 ▲16.3 ▲14.6 ＋1.6 

 製造業 ▲21.3 ▲25.2 ▲24.4 ＋2.9 

 非製造業 ▲5.2 ▲1.9 ＋1.0 ▲0.1 

（３）設備投資額                       （前年度比・％） 

 2019年度（計画） 2020年度（計画） 

旧ベース 
（2019年 12月調査） 

旧ベース 新ベース 新ベース 

全産業 ▲17.7 ▲10.6 ▲10.2 ▲5.3 

 製造業 ▲18.6 ▲6.6 ▲6.6 ▲15.9 

 非製造業 ▲16.5 ▲15.6 ▲14.6 ＋8.7 

（４）研究開発投資額                     （前年度比・％） 

 2019年度（計画） 2020年度（計画） 

旧ベース 
（2019年 12月調査） 

旧ベース 新ベース 新ベース 

全産業 ▲2.1 ▲14.7 ▲13.5 ＋32.5 

 

 



 

3 

３.その他 D.I.                         （％ポイント） 

 

2019年 12月 2020年 3月 

旧ベース 旧ベース 新ベース 

最近 先行き 最近 先行き 最近 先行き 
生産・営業用設備判断 D.I. 
（「過剰」-「不足」） 

▲3 ▲4 2 3 ▲3 ▲2 

 製造業 7 0 4 7 0 0 

 非製造業 ▲6 ▲6 2 2 ▲3 ▲2 

雇用人員判断 D.I. 
（「過剰」-「不足」） 

▲29 ▲36 ▲24 ▲30 ▲28 ▲32 

 製造業 ▲13 ▲16 ▲10 ▲13 ▲12 ▲15 

 非製造業 ▲36 ▲44 ▲30 ▲36 ▲34 ▲39 

 

以 上 
 

資金繰り判断 D.I. 
（「楽である」-「苦しい」） 

16 ― 14 ― 14 ― 

 製造業 19 ― 13 ― 15 ― 

 非製造業 16 ― 14 ― 15 ― 

金融機関の貸出態度判断 D.I. 
（「緩い」-「厳しい」） 

21 ― 20 ― 22 ― 

 製造業 20 ― 20 ― 21 ― 

 非製造業 22 ― 21 ― 23 ― 

借入金利水準判断 D.I. 
（「上昇」-「低下」） 

▲7 ▲5 ▲8 ▲4 ▲10 ▲5 

 製造業 ▲6 3 ▲3 ▲3 ▲3 ▲3 

 非製造業 ▲7 ▲8 ▲10 ▲5 ▲13 ▲6 

製商品・サービス需給判断 D.I. 
（「需要超過」-「供給超過」） 

▲18 ▲20 ▲21 ▲28 ▲21 ▲28 

 製造業 ▲26 ▲32 ▲20 ▲30 ▲21 ▲30 

 非製造業 ▲16 ▲16 ▲21 ▲28 ▲20 ▲26 

製商品在庫水準判断 D.I. 
（「過大」-「不足」） 

6 ― 0 ― ▲1 ― 

 製造業 7 ― ▲7 ― ▲10 ― 

 非製造業 6 ― 4 ― 3 ― 

仕入価格判断 D.I. 
（「上昇」-「下落」） 

14 17 4 9 7 11 

 製造業 20 19 16 19 18 21 

 非製造業 12 16 ▲2 5 2 7 

販売価格判断 D.I. 
（「上昇」-「下落」） 

3 5 ▲4 ▲6 ▲3 ▲5 

 製造業 3 10 3 6 9 9 

 非製造業 4 4 ▲7 ▲11 ▲7 ▲9 

〈本件の問い合わせ先〉 

日本銀行高知支店総務課（TEL：088-822-0004） 

 


