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 2021 年 1-9 月における企業倒産は、5 月を除く 8 カ月で前年同月比 2 ケタの大幅減少となって

おり、バブル期に当たる 1990 年以来の低水準で推移している。政府系・民間金融機関による活発

な資金供給やコロナ対応の補助金が、倒産抑制に非常に大きな効力を発揮している。 

 緊急事態宣言が全国的に解除されたことで、飲食店や小売店、エンターテイメント産業などで

はこれまで抑制されてきた需要の反動増＝ペントアップ（繰越需要）を見越した積極的な事業展

開を行う企業も出てきた。他方で、この 1 年半で浸透した行動様式の変化により、業界によって

はコロナ禍前の売り上げ水準に回復するか懐疑的な見方をする事業者も少なくない。既に、宿泊

業や旅行業など観光関連産業では傷口が浅いうちに事業を畳む休廃業が前年を超えるなど、先行

きへの諦めムード拡大の兆候もあり、動向には引き続き注視が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

特別企画:2021 年 1-9 月 全国企業「休廃業・解散」動向調査 

調査結果（要旨） 
1．2021 年 1-9 月に全国で休廃業・解散を行った企業（個人事業主を含む、速報

値）は 4 万 1761 件（前年同期比 3.7％減）となった。同期間で 2 割超の減

少となった倒産（2020 年 1-9 月：6047 件→21 年同：4534 件、25.0％減）

と比べて減少率は非常に小幅、ほぼ前年並みの水準を維持しており、下げ

止まりの兆しも見られる 

2. 業種別では運輸・通信業など 3業種で増加。観光関連の休廃業・解散が前年

から大幅に増加しており、「ホテル・旅館」（143 件）は既に前年を上回って

いるほか、2015 年以前と比較しても過去 10 年では最多、リーマン・ショッ

ク発生当時に次ぐハイペースで推移 

■ 帝国データバンクが調査・保有する企業データベースのほか、各種法人データベースを基に集計 
■ 「休廃業・解散企業」とは、倒産（法的整理）によるものを除き、特段の手続きを取らずに企業活動が停止した状態の確認（休廃
業）、もしくは商業登記等で解散（但し「みなし解散」を除く）を確認した企業の総称 
■ 調査時点での休廃業・解散状態を確認したもので、将来的な企業活動の再開を否定するものではない。また、休廃業・解散後に法的
整理へ移⾏した場合は、倒産件数として再集計する事もある 

当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。 
著作権法の範囲内でご利⽤いただき、私的利⽤を超えた複製および転載を固く禁じます。 

ホテル・旅館の休廃業ハイペース、前年既に超える 
過去 10 年で最多更新 

〜 全国では減少続くも下げ止まりの兆し、 
21 年通年は前年⽐微減の 5 万 5000 件前後予想 〜 
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休廃業・解散は引き続き減少、トレンドは下げ止まりの兆し 
 2021 年 1-9 月に全国で休廃業・解散を行った企業（個人事業主を

含む、速報値）は 4万 1761 件（前年同期比 3.7％減）となった。引

き続き、無利子・無担保融資や資本性劣後ローンなど充実した資金

繰り対策の効力が続いていること、コロナ対応の各種補助金・支援

金など政府による事実上の資本注入策が中小零細企業の経営を強力

に下支えしており、休廃業・解散の増加を抑制した。 

 ただ、同期間で 2割超の減少となった倒産（2020 年 1-9 月：6047

件→21 年同：4534 件、25.0％減）と比べて減少率は非常に小幅、ほ

ぼ前年並みの水準を維持しており、下げ止まりの兆しも見られる。 

 こうしたなか、現状のペースが続けば 2021 年通年の休廃業・解散件数は前年比微減の 5万 5500

～6000 件前後にとどまる見通しで（2020 年：5万 6103 件）、2年連続の減少となる可能性が高い。 

 
7 業種中 3 業種が前年同期から増加 ホテル・旅館は前年超え、過去 10 年で最多 
 業種別では、その他を除く 7業種中 3業種で前年同期を上回った。なかでも「運輸・通信業」（531

件）は前年同期比 5.8％の増加。サービス業、不動産業でも増加した。他方、食品スーパーなどの

件数減を背景に「小売業」（2913 件）は 1割超減少し、全体を押し下げる要因となった。 

 業種細分類では、前年同期比で最も増加したのは卸売代理など「仲立業（ブローカー）」（36 件、

前年同期比 100.0％増）だった。次いで男子服卸や旅行代理店、熱絶縁工事（ビル・マンションな

ど冷暖房設備工事）が続いた。観光関連の休廃業・解散も前年から大幅に増加しており、「ホテル・

旅館」（143 件）は既に前年を上回っているほか、2015 年以前と比較しても過去 10 年では最多、

リーマン・ショック発生当時の 2008 年（1-9 月：183 件）に次ぐハイペースで推移している※。 

 一方、飲食店（2020 年 1-9 月：407 件→21 年同：375 件、7.9％減）は大幅に減少した前年同期

をさらに下回って推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

休廃業・解散件数 推移 

業種別件数 推移
業種別 推移 前年同期から増加した業種

業種 / 集計年（各1-9月） 2020年 2021年 前年同期⽐ 業種 / 集計年（各1-9月） 2020年 2021年 前年同期⽐

（件） （％） （件） （％）

建設業 5,550 5,519 ▲ 0.6 仲立業（ブローカー） 18 36 +100.0
製造業 2,361 2,195 ▲ 7.0 男子服卸 17 31 +82.4
卸売業 2,792 2,663 ▲ 4.6 旅行代理店 40 71 +77.5
小売業 3,368 2,913 ▲ 13.5 熱絶縁工事 24 41 +70.8
運輸・通信業 502 531 +5.8 一般旅行業 24 37 +54.2
サービス業 5,220 5,400 +3.4 貴金属製品小売 38 58 +52.6
不動産業 1,322 1,345 +1.7 個人教授所（ならいごと） 46 69 +50.0

[対象] その他・不明を除く 製材業 31 46 +48.4
⺠営職業紹介 21 30 +42.9
舗装工事 30 42 +40.0
建設機械器具賃貸 23 32 +39.1
ホテル・旅館 104 143 +37.5
損害保険代理店 109 142 +30.3
広告代理店 61 78 +27.9
製缶板⾦ 51 64 +25.5

[対象] 2021年1-9月累計、⺟数30件以上 網掛は前年件数超

各1-9月累計

43,361 件 41,761 件

6,047 件 4,534 件

2020 2021

休
廃
業
・
解
散

倒
産

前年同期比

△3.7％

△25.0％

50000

52500

55000

57500

60000

[注] 2015 年以前は集計対象が一部異なる場合がある 


