
●調査時点 平成３０年１月調査（２９年１２月末時点）

●対象企業 ８００社

●回答企業 ４９６社（回答率：６２．０％）

（製造業２２９社、建設業４９社、卸売業６９社、

小売業８３社、サービス業６６社）

●調査時期 四半期毎〈３，６，９，１２月末時点〉

回答企業

製造業 229

建設業 49

卸売業 69

小売業 83

サービス業 66

　全産業の業況DI（▲15.6）は、前回(▲18.3)に比べ2.7ポイントの改善を示した。

　業種別では製造業の業況DI（7.4）は、前回（4.2）に比べ3.2ポイントの改善を示した。

　建設業の業況DI（▲32.6）は、前回（▲31.3）に比べ1.3ポイントの悪化を示した。

　卸売業の業況DI（▲37.7）は前回(▲42.4)に比べ4.7ポイントの改善を示した。

　小売業の業況DI（▲39.8）は前回(▲41.2)に比べ1.4ポイントの改善を示した。

　サービス業の業況DI（▲28.8）は前回(▲38.7)に比べ9.9ポイントの改善を示した。

【３ヵ月先見通し】

〈業況〉今回＝平成29年12月末

　全産業では今回（▲15.6）から3ヵ月先（▲17.0）と1.4ポイントの悪化を見通している。

　製造業では今回（7.4）から3ヵ月先（3.0）と10.4ポイントの悪化を見通している。

　建設業では今回（▲32.6）から3ヵ月先（▲34.7）と2.1ポイントの悪化を見通している。

　卸売業では今回（▲37.7）から3ヵ月先（▲31.9）と5.8ポイントの改善を見通している。

　小売業では今回（▲39.8）から3ヵ月先（▲27.7）と12.1ポイントの改善を見通している。

　サービス業では今回（▲28.8）から3ヵ月先（▲22.8）と6.0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 -15.6 -11.1 -20.4 -6.5

９月末時点 -18.3 -17.1 -21.8 -8.9

前回比 2.7 6.0 1.4 2.4

業況 １２月末時点 ９月末時点

良化 20.0 18.3

悪化 35.6 36.6 良化

DI値 -15.6 -18.3 悪化

前回比 2.7 2.2 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 32.0 27.5 良化 9.7 9.8

悪化 24.6 23.3 悪化 44.9 48.8

DI値 7.4 4.2 DI値 -35.2 -39.0

前回比 3.2 5.5 前回比 3.8 -2.0

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

業況は横ばい。業況は横ばい。業況は横ばい。業況は横ばい。

先行きは製造業でわずかに悪化、非製造業はわずかに改善の見通し。先行きは製造業でわずかに悪化、非製造業はわずかに改善の見通し。先行きは製造業でわずかに悪化、非製造業はわずかに改善の見通し。先行きは製造業でわずかに悪化、非製造業はわずかに改善の見通し。

-17.0

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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27.7

＜全 産 業＞＜全 産 業＞＜全 産 業＞＜全 産 業＞

 ■全産業の業況 ■全産業の業況 ■全産業の業況 ■全産業の業況

 ■製造業の業況 ■製造業の業況 ■製造業の業況 ■製造業の業況 ■非製造業の業況■非製造業の業況■非製造業の業況■非製造業の業況
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サービス業



今　回 7.4

先行き -3.0

前回比 3.2

対象企業 377

回答企業 229

製造業

○   人手不足、風評被害の問題は長期化が懸念される。 【食料品】

○　 原発事故から6年過ぎても、未だに売上の回復が出来ていない。 【食料品】

○　 順調に推移している。 【食料品】

○   寒さで冬物衣料が好調だが、消費動向はよくない。海外生産コストの上昇により受注は確保できている。 【縫製】

○ 　運送コストの上昇・復興需要の反動の影響で、売上・採算面共に苦戦している。　  【印刷】

○　 復興需要の縮小による公共工事量の減少に伴い、民間工事住宅需要も減少する見込み。 【窯業・土石】

＜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・採算・資金繰りでわずかに改善、業況で横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「織物」、「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」、「輸送用機器」、「プラスチック」

・わずかに改善・・・「金属」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・「食料品」、「窯業・土石」、「一般機械」

・わずかに悪化・・･「縫製」、「木材・木製品」、「印刷」

・悪化・・・・・・・・・・「酒造」、「ニット」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「織物」、「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」、「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「金属」、「精密機器」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・「食料品」、「縫製」

・わずかに悪化・・・「木材・木製品」、「印刷」、「一般機械」

・悪化・・・・・・・・・・「酒造」、「窯業・土石」

・大幅悪化・・・・・・「ニット」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「織物」、「印刷」

・わずかに改善・・・「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「電気機器」、「輸送用機器」、

「精密機器」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・「食料品」、「酒造」、「縫製」、「木材・木製品」、「一般機械」

・わずかに悪化・・・「窯業・土石」

・悪化・・・・・・・・・・「ニット」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算・資金繰り全てでわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「ニット」、「木材・木製品」、「印刷」

・わずかに改善・・・「酒造」

・横ばい・・・・・・・・「食料品」、「縫製」、「窯業・土石」

・わずかに悪化・・・「織物」、「金属」、「一般機械」、「輸送用機器」

・悪化・・・・・・・・・・「電気機器」、「プラスチック」

・大幅悪化・・・・・・「鉄鋼・非鉄」、「精密機器」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「縫製」

・横ばい・・・・・・・・「食料品」、「ニット」、「窯業・土石」、「金属」、「一般機械」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「織物」、「木材・木製品」、「印刷」、「電気機器」、

「輸送用機器」、「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・「鉄鋼・非鉄」、「プラスチック」



○   量産加工業務の問い合わせが多くあった。 【金属】

○   仕事は忙しいが、人件費の上昇と人材の確保に苦労している。 【一般機械】

○   農業分野に業種転換を目指しています。 【一般機械】

○   受注残が多く、生産性の向上に苦慮している。 【電気機器】

○   除染作業の終了による土木建設業界への影響を注視している。 【電気機器】

○   人手不足。 【輸送用機器】

○   人手不足だが、新事業の売上が動いてきているので収益向上を狙っております。 【輸送用機器】

○   受注増に加え人員確保が困難。 【輸送用機器】

○   求人を出しても人材が集まらない。 【精密機器】

○   原発事故による風評被害が未だに続いている。 【漆器】

○   今まで通りに販売していたら、売上は減少する。需要の変化に気づき、どの分野に進めばいいのか、

      判断しなければならない。 【プラスチック】

今　回 -32.6

先行き -34.7

前回比 -1.3

対象企業 67

回答企業 49

建設業

○　 4月以降受注が少ない。 【建築】

○ 　比較的まとまった金額での発注がみられる。 【建築】

今　回 -37.7

先行き -31.9

前回比 4.7

対象企業 114

回答企業 69

＜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・売上で横ばい、採算・資金繰りでわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「建築」

・わずかに悪化・・・「土木」

〈採算〉

・横ばい・・・・・・・・「土木」

・悪化・・・・・・・・・・「建築」

〈資金繰り〉

・わずかに悪化・・・「土木」、「建築」

【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・資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・「土木」、「建築」

売上・採算でわずかに改善、業況・資金繰りで横ばいを示した。

〈業況〉

・大幅改善・・・・・・「鮮魚」

・わずかに改善・・・「衣服」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「飲食料」

・わずかに悪化・・・「青果物」、「機械器具」、「建築材料」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「鮮魚」、「建築材料」

・わずかに改善・・・「衣服」、「青果物」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「機械器具」

・わずかに悪化・・・「飲食料」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「鮮魚」

・わずかに改善・・・「青果物」、「機械器具」

・横ばい・・・・・・・・「衣服」、「建築材料」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「その他」

【３ヵ月先見通し】

業況でわずかに改善、売上・採算で横ばい、資金繰りでわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「飲食料」、「青果物」

・わずかに改善・・・「機械器具」、「建築材料」

・横ばい・・・・・・・・「衣服」

・わずかに悪化・・・「その他」

・悪化・・・・・・・・・・「鮮魚」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・「飲食料」、「青果物」、「その他」

・わずかに悪化・・・「衣服」、「鮮魚」、「機械器具」、「建築材料」



自由意見自由意見自由意見自由意見

卸売業

○　 人手不足。 【機械器具】

○ 　未だに配達不可区域がある為、自社配送で対応せざるをえない状況となっている。 【建築材料】

○ 　運賃、労務費、原材料の価格上昇が販売単価に比例していかない。 【その他】

今　回 -39.8

先行き -27.7

前回比 1.4

対象企業 139

回答企業 83

小売業

○ 　風評被害の影響で客数はかなり減り、今年が最も悪化している。                 　　　　　　 【中小スーパー】

○ 　地元での売上増はかなり厳しい。販路を開拓しないと　売上・利益ともに上げられない。             【飲食料】

○ 　客数が若干減少してきたため、対策を講じなければならない。 【飲食料】

○ 　酒離れが増加傾向で、業界の落ち込みが止まりません。高い評価を受けている福島県産酒に期待したい。 【飲食料】

○ 　売上金額は高いが、販売数の減少。 【家電品】

○ 　外注支払いに食われて思うように利益が上がらない。 【家電品】

○ 　昨年夏以降、客数・客単価ともに震災前の景況に戻りつつあり、より厳しさが増していくと予想される。 【家具・建具】

○ 　仕入、販売単価ともに上昇しているが、一部の他社が安売りをしているため適正マージンの確保が容易ではない。 【その他】

○　 生産者の高齢化により農家の廃業が進んでいる。 【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・資金繰りで横ばい、採算でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「中小スーパー」

・わずかに改善・・・「飲食料」、「家電品」、「その他」

・わずかに悪化・・・「衣料」、「自動車販売」

・悪化・・・・・・・・・・「家具・建具」

〈採算〉

・横ばい・・・・・・・・「中小スーパー」、「飲食料」、「家電品」

・わずかに悪化・・・「自動車販売」、「家具・建具」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・「衣料」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「家電品」、「自動車販売」

・横ばい・・・・・・・・「飲食料」

・わずかに悪化・・・「衣料」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・「家具・建具」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算でわずかに改善、資金繰りで横ばいを見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「自動車販売」、「その他」

・わずかに改善・・・「飲食料」

・横ばい・・・・・・・・「中小スーパー」、「家電品」、「家具・建具」

・わずかに悪化・・・「衣料」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「衣料」、「飲食料」、「自動車販売」

・横ばい・・・・・・・・「中小スーパー」、「家電品」、「家具・建具」、「その他」



今　回 -28.8

先行き -22.8

前回比 9.9

対象企業 103

回答企業 66

サービス業

○　 以前にも増して悪化している。 【旅館・ホテル】

○ 　燃料費の高騰が経営に大きく影響している。 【運送】

○　 労働時間の規制により長距離輸送が制約され、販売単価の低下が収益に影響している。 【運送】

○ 　去年に比べて、軽油代の値上がりが響いています。 【運送】

○ 　人材不足。 【運送】

○ 　求人を出しているが、業界的に人員が不足している。 【自動車整備】

○　 復興事業の一部完了に伴う市場縮小の影響が大きい。 【自動車整備】

○　 地元業者で対応できる業務は地元業者へ発注して頂きたい。 【その他】

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・採算でわずかに改善、売上・資金繰りで横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「タクシー」、「運送」、「自動車整備」、「その他」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「情報サービス」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「その他」

・わずかに改善・・・「タクシー」、「自動車整備」、「情報サービス」

・横ばい・・・・・・・・「運送」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「運送」、「情報サービス」

・横ばい・・・・・・・・「観光旅館」、「自動車整備」

・わずかに悪化・・・「タクシー」、「その他」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上でわずかに改善、採算・資金繰りで横ばいを見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「タクシー」、「その他」

・わずかに改善・・・「観光旅館」

・横ばい・・・・・・・・「運送」

・わずかに悪化・・・「自動車整備」、「情報サービス」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「その他」

・わずかに改善・・・「タクシー」

・横ばい・・・・・・・・「自動車整備」、「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「運送


