
●調査時点 平成３１年１月調査（３０年１２月末時点）

●対象企業 ８００社

●回答企業 ５１３社（回答率：６４．１％）

（製造業２５３社、建設業４３社、卸売業７２社、

小売業８３社、サービス業６２社）

●調査時期 四半期毎〈３，６，９，１２月末時点〉

回答企業

製造業 253

建設業 43

卸売業 72

小売業 83

サービス業 62

　全産業の業況DI（▲20.7）は、前回(▲27.8)に比べ7.1ポイントの改善を示した。

　業種別では製造業の業況DI（▲10.6）は、前回（▲12.5）に比べ1.9ポイントの改善を示した。

　建設業の業況DI（▲41.9）は、前回（▲55.8）に比べ13.9ポイントの改善を示した。

　卸売業の業況DI（▲32.0）は前回(▲46.4)に比べ14.4ポイントの改善を示した。

　小売業の業況DI（▲30.2）は前回(▲40.7)に比べ10.5ポイントの改善を示した。

　サービス業の業況DI（▲21.0）は前回(▲28.4)に比べ7.4ポイントの改善を示した。

【３ヵ月先見通し】

〈業況〉今回＝平成30年12月末

　全産業では今回（▲20.7）から3ヵ月先（▲25.3）と4.6ポイントの悪化を見通している。

　製造業では今回（▲10.6）から3ヵ月先（▲16.2）と5.6ポイントの悪化を見通している。

　建設業では今回（▲41.9）から3ヵ月先（▲51.2）と9.3ポイントの悪化を見通している。

　卸売業では今回（▲32.0）から3ヵ月先（▲41.6）と9.6ポイントの悪化を見通している。

　小売業では今回（▲30.2）から3ヵ月先（▲31.4）と1.2ポイントの悪化を見通している。

　サービス業では今回（▲21.0）から3ヵ月先（▲17.8）と3.2ポイントの改善を見通している。

業況 売上 採算 資金繰り

１２月末時点 -20.7 -19.5 -26.7 -10.9

９月末時点 -27.8 -27.1 -29.0 -9.3

前回比 7.1 7.6 2.3 -1.6

業況 １２月末時点 ９月末時点

良化 15.8 11.2

悪化 36.5 39.0 良化

DI値 -20.7 -27.8 悪化

前回比 7.1 -3.7 ＤＩ値

業況 １２月末時点 ９月末時点 業況 １２月末時点 ９月末時点

良化 20.2 16.3 良化 11.5 6.6

悪化 30.8 28.8 悪化 41.9 48.5

DI値 -10.6 -12.5 DI値 -30.4 -41.9

前回比 1.9 -5.8 前回比 11.5 -1.1

ＤＩ（Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ　Ｉｎｄex）ＤＩ（Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ　Ｉｎｄex）ＤＩ（Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ　Ｉｎｄex）ＤＩ（Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ　Ｉｎｄex）値とは、景気の動きをとらえるための

業況はわずかに改善。業況はわずかに改善。業況はわずかに改善。業況はわずかに改善。

先行きは製造業でわずかに悪化、非製造業は横ばいの見通し。先行きは製造業でわずかに悪化、非製造業は横ばいの見通し。先行きは製造業でわずかに悪化、非製造業は横ばいの見通し。先行きは製造業でわずかに悪化、非製造業は横ばいの見通し。

-25.3

景  気  動  向景  気  動  向景  気  動  向景  気  動  向

■１２月末時点からみた■１２月末時点からみた■１２月末時点からみた■１２月末時点からみた

指標であり、良化と回答した企業の割合から、悪化と回答した

　 全産業の業況３か月先の見通し　 全産業の業況３か月先の見通し　 全産業の業況３か月先の見通し　 全産業の業況３か月先の見通し

業況３か月先見通し

企業の割合を減じた数値。

 ■全産業の主要４項目DI値 ■全産業の主要４項目DI値 ■全産業の主要４項目DI値 ■全産業の主要４項目DI値
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今　回 -10.6

先行き -16.2

前回比 1.9

対象企業 377

回答企業 253

製造業

○   消費税増税も含め、一層不景気を感じる。 【食料品】

○   パート職員を採用出来ない。人件費が高騰している。 【食料品】

○   仕入単価を販売単価に転嫁出来ていないです。需要にも変化があります。　 【食料品】

○   業界的に需要の頭打ち感がある。これからの増税減税による消費動向が読めない。海外への販路開拓も魅力的だが、

      売掛回収サイトが半年以上かかることもあることを考えると、安易に参入することは躊躇われる。しかし国内が冷え込

      むのは確実なので、進むしかないとも思う。 【酒造】

○   原料高の製品安の状態が続く。 【織物】

○   ニット業界でも原料や運賃、その他の値上りが止まらない状況ですが、その分を販売単価に反映出来ていない状況

      です。 【ニット】

○   暖冬の影響で冬物の売れ行きが不調です。春物の生産受注をしているが、原材料の値上がりで利益率の悪い情況

      にあります。 【縫製】

○   今年８月より受注減少がなかなかプラスに転じず、年末まで来てしまった。来年１月より紙の値上げ１０％が予告

　　　されている。 【印刷】

○   受注が重なり、一時的にオーバーワークになるが、全体通年で考えると減少に転じている。 【窯業・土木】

○   景気が良いのは大企業だけのことで中小企業は最悪です。こんな事では日本はだめになる。 【鉄鋼・非鉄】

＜製造業＞＜製造業＞＜製造業＞＜製造業＞

自由意見自由意見自由意見自由意見

業況DI値

■業種別業況DI値推移グラフ■業種別業況DI値推移グラフ■業種別業況DI値推移グラフ■業種別業況DI値推移グラフ

売上でわずかに改善、業況・採算・資金繰りで横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「織物」、「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「食料品」、「金属」、「一般機械」

・横ばい・・・・・・・・・「酒造」、「木材・木製品」、「窯業・土石」、「電気機器」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「ニット」、「印刷」、「鉄鋼・非鉄」、「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・・「縫製」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「織物」、「窯業・土石」

・わずかに改善・・・「印刷」、「輸送用機器」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「木材・木製品」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「一般機械」、

「精密機器」

・わずかに悪化・・・「ニット」、「電気機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「酒造」、「縫製」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「酒造」、「織物」、「窯業・土石」、「一般機械」、「輸送用機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「木材・木製品」、「金属」

・悪化・・・・・・・・・・・「ニット」、「縫製」、「印刷」、「プラスチック」

【３ヵ月先見通し】

採算・資金繰りで横ばい、業況・売上でわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・大幅改善・・・・・・・「印刷」

・改善・・・・・・・・・・・「縫製」、「鉄鋼・非鉄」

・わずかに改善・・・「木材・木製品」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「織物」、「窯業・土石」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「金属」、「精密機器」、「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・・「酒造」、「ニット」、「一般機械」、「輸送用機器」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「縫製」、「印刷」

・わずかに改善・・・「食料品」、「木材・木製品」、「鉄鋼・非鉄」

・横ばい・・・・・・・・・「酒造」、「織物」、「ニット」、「金属」、「一般機械」

・わずかに悪化・・・「窯業・土石」、「電気機器」、「輸送用機器」、「精密機器」、

「プラスチック」



○   受注単価が安いので、小さい部品等の精密部品は極力やめて、客先が海外に発注しない大型溶接品に業態を大幅に

　　　変更している。　 【金属】

○   輸送費（特にチャーター便）が値上がりしているのと同時に、輸送手配が困難になっている。 【一般機械】

○   米中貿易問題の影響が出始めてきた。 【一般機械】

○   福島県内の中小企業がこの先発展するとは考えられないほど、景気は悪化していると思う。 【一般機械】

○   米中関係次第だと思われる景気です。 【電気機器】

○   電子関係の製造業が悪化している。２０１９年度は大丈夫だろうかと心配です。　 【電気機器】

○   相変わらずの人手不足だが、企業と求職者との間でミスマッチが増えている。下請法がらみの調査がかなり来ていて、

　　　実際に下請法違反行為が多いのは、大手企業ではなく中堅企業である。 【輸送用機器】

○   鉄工機(工具含む)油類の価格上昇で増収減益傾向となっている。 【輸送用機器】

○   製造業において先行きの見通しが良くない。総仕事量が減少しているように感じていて、国内の産業空洞化が

      進行している。　 【精密機器】

○   米中問題の影が出始めました。 【精密機器】

○   梱包資材、輸送費が上昇しているが、販売価格への転嫁が難しい。　 【精密機器】

○   短納期の傾向が強く、先行きが読めない。設備稼働率も良くならない。 【精密機器】

○   会津地方の観光において、客足が戻ったと宣伝されていますが、会津のどこにお客様がいますか。 【漆器】

○   人員不足などから、受注が積み上がり多少の納期遅れを出しながら受注をこなしている。受注を断るわけにもいかず、

      大変に苦慮している。 【プラスチック】

○   大きな変化はないが、全体的に少しずつ減少している感じがする。 【プラスチック】

今　回 -41.9

先行き -51.2

前回比 13.9

対象企業 67

回答企業 43

建設業

○   工事入札制度を改善しなければ、ますます悪化するでしょう。実態調査が必要だと考えます。 【土木】

○   官公庁の土木工事が減少傾向にあると思われる。 【建築】

○   ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）が発表した地球温暖化の深刻な問題提起を受けて、対応する建物作りをして

      いますが、なかなか実を結ばない状態です。 【建築】

今　回 -32.0

先行き -41.6

前回比 14.4

対象企業 114

回答企業 72

＜卸売業＞＜卸売業＞＜卸売業＞＜卸売業＞

業況DI値

業況DI値

＜建設業＞＜建設業＞＜建設業＞＜建設業＞

自由意見自由意見自由意見自由意見

業況・売上でわずかに改善、採算・資金繰りで横ばいを示した。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「土木」、「建築」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「建築」

・横ばい・・・・・・・・・「土木」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「土木」

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

【３ヵ月先見通し】

売上・採算・資金繰りで横ばい、業況でわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

業況・売上・採算でわずかに改善、資金繰りで横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「飲食料」、「建築材料」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「青果物」、「機械器具」

・悪化・・・・・・・・・・・「鮮魚」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「青果物」、「その他」

・わずかに改善・・・「飲食料」、「建築材料」

・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「機械器具」

・悪化・・・・・・・・・・・「鮮魚」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「鮮魚」

・わずかに改善・・・「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「青果物」、「建築材料」

・わずかに悪化・・・「衣服」、「飲食料」

・悪化・・・・・・・・・・・「機械器具」

【３ヵ月先見通し】

資金繰りで横ばい、業況・売上・採算でわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「青果物」、「鮮魚」

・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」

・わずかに悪化・・・「建築材料」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「衣服」、「機械器具」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「飲食料」

・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「鮮魚」、「機械器具」、「その他」



自由意見自由意見自由意見自由意見

卸売業

○   景況感が影響して小売業が低迷している。 【飲食料】

○   原発事故による風評被害の影響で売上が５０%も落ち込んでいる。人口減少や高齢化に加えて消費者の節約志向が

      売上減に拍車をかけている。 【青果物】

○   １～３月まで官公庁物件が少ない見込みです。 【機械機器】

○   小高・川内地区等、未だに配達不可区域があるので、復興に向けて対策をとって欲しいと思う。 【建築材料】

○   年明け以降、木材・建材の価格が上昇します。 【建築材料】

○   ガソリン代の上昇等で経費が嵩んでいる気がする。消費税増税前の駆け込み受注があるのかないのかが

      分からない。 【その他】

○   仕入単価が上がっているも販売単価に反映出来ない。景気回復といわれているが、地方中小企業にその景気の良さ

      があるのかを疑問視しています。特に、農業政策のバックアップを期待している次第です。 【その他】

今　回 -30.2

先行き -31.4

前回比 10.5

対象企業 139

回答企業 83

小売業

○   風評被害が依然と続き、今年の１２月の売上はここ１０年で１番少ないようです。 【中小スーパー】

○   先行きが明るくなって欲しいです。 【中小スーパー】

○   福島原発事故による風評被害が依然として根強くあり、顧客の大半を占める農業関係者の所得が激減している。 【衣料】

○   外国人労働者受け入れ拡大がとても心配です。 【飲食料】

○   県外への販路拡大に努めている。 【飲食料】

○   ８月､９月の売上悪化が未だに改善されません。 【飲食料】

○   風評被害の影響は大きく、一度失った客は戻らない。 【飲食料】

○   未だに、お得意様から放射能はどうですか？と言われ続けている。　 【飲食料】

○   ネット購入者（特に若者）が増え、地区の商店、スーパーは厳しい状況です。１０月からの消費税増税が

      ややこしすぎて対応に苦労します。 【飲食料】

○   景気の上昇気配なし。ボーナス需要なし。 【家電品】

○   常連客相手に営業しています。１度売ると１０年～２０年と長持ちする製品なので、孫を見ながら営業しています。 【家電品】

○   消費税増税の影響がどう出るか動向がつかめない。 【自動車販売】

○   消費税導入の影響を懸念する。 【その他】

業況DI値

＜小売業＞＜小売業＞＜小売業＞＜小売業＞

自由意見自由意見自由意見自由意見

業況・売上でわずかに改善、採算・資金繰りで横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「衣料」、「家電品」、「自動車販売」、「家具・建具」

・わずかに改善・・・「飲食料」

・わずかに悪化・・・「中小スーパー」、「その他」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「飲食料」、「家電品」、「自動車販売」、「家具・建具」

・横ばい・・・・・・・・・「衣料」

・わずかに悪化・・・「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「中小スーパー」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「飲食料」、「自動車販売」

・わずかに悪化・・・「衣料」、「家電品」、「家具・建具」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「中小スーパー」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算・資金繰り全てで横ばいを見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「中小スーパー」

・わずかに改善・・・「自動車販売」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「家電品」

・悪化・・・・・・・・・・・「衣料」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「中小スーパー」

・わずかに改善・・・「家具・建具」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「衣料」、「家電品」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「自動車販売」



今　回 -21.0

先行き -17.8

前回比 7.4

対象企業 103

回答企業 62

サービス業

○   人手不足により売り上げが悪化している。人手が揃っていた月は前年より良化だっただけに苦しくなってきた。 【旅館・ホテル】

○   原発事故による風評被害が深刻で売上悪化に歯止めがかからない状況です。 【旅館・ホテル】

○   人手不足。 【旅館・ホテル】

○   優秀な人材が不足している。需要があっても人材不足で対応できない。　 【タクシー】

○   人材不足。 【自動車整備】

○   業界の先行きには不安を感じるが、経営指針の成文化・評価制度の見直しなどマンパワーによる改革を

      模索している。　 【情報サービス】

自由意見自由意見自由意見自由意見

業況DI値

＜サービス業＞＜サービス業＞＜サービス業＞＜サービス業＞

業況・資金繰りでわずかに改善、売上・採算で横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「運送」

・横ばい・・・・・・・・・「観光旅館」、「タクシー」、「情報サービス」、「その他」

・わずかに悪化・・・「自動車整備」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「タクシー」、「運送」

・わずかに悪化・・・「自動車整備」、「情報サービス」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「観光旅館」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「運送」

・わずかに改善・・・「観光旅館」、「タクシー」

・横ばい・・・・・・・・・「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「自動車整備」

・悪化・・・・・・・・・・・「その他」

【３ヵ月先見通し】

売上・採算・資金繰りでわずかに改善、業況で横ばいを見通している。

〈業況〉

・大幅改善・・・・・・・「タクシー」

・改善・・・・・・・・・・・「情報サービス」

・わずかに改善・・・「自動車整備」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「運送」、「その他」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「タクシー」、「自動車整備」、「その他」

・わずかに改善・・・「観光旅館」、「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「運送」


