
●調査時点 令和２年１月調査（１年１２月末時点）
●対象企業 ８００社
●回答企業 ４９７社（回答率：６２．１％）

（製造業２３６社、建設業４５社、卸売業７０社、
小売業８１社、サービス業６５社）

●調査時期 四半期毎〈３，６，９，１２月末時点〉

回答企業

　全産業の業況DI（▲38.4）は、前回(▲41.6)に比べ(3.2)ポイントの改善を示した。
　業種別では製造業の業況DI（▲42.4）は、前回（▲42.3）に比べ(▲0.1)ポイントの悪化を示した。
　建設業の業況DI（▲20.0）は、前回（▲50.0）に比べ(30.0)ポイントの改善を示した。
　卸売業の業況DI（▲42.9）は前回(▲54.1)に比べ(11.2)ポイントの改善を示した。
　小売業の業況DI（▲44.5）は前回(▲36.5)に比べ(▲8.0)ポイントの悪化を示した。
　サービス業の業況DI（▲24.6）は前回(▲26.5)に比べ(1.9)ポイントの改善を示した。

【３ヵ月先見通し】
〈業況〉今回＝令和1年12月末
　全産業では今回（▲38.4）から3ヵ月先（▲27.9）と10.5ポイントの改善を見通している。
　製造業では今回（▲42.4）から3ヵ月先（▲23.7）と18.7ポイントの改善を見通している。
　建設業では今回（▲20.0）から3ヵ月先（▲31.1）と11.1ポイントの悪化を見通している。
　卸売業では今回（▲42.9）から3ヵ月先（▲32.9）と10.0ポイントの改善を見通している。
　小売業では今回（▲44.5）から3ヵ月先（▲44.5）と横ばいを見通している。
　サービス業では今回（▲24.6）から3ヵ月先（▲15.4）と9.2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 -38.4 -40.2 -35.0 -15.7
９月末時点 -41.6 -36.6 -37.6 -18.7

前回比 3.2 -3.6 2.6 3.0

業況 １２月末時点 ９月末時点

良化 8.3 7.3

悪化 46.7 48.9 良化

DI値 -38.4 -41.6 悪化

前回比 3.2 -4.5 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 7.2 6.9 良化 9.2 7.8

悪化 49.6 49.2 悪化 44.1 48.7

DI値 -42.4 -42.3 DI値 -34.9 -40.9

前回比 -0.1 -6.8 前回比 6.0 -2.2

 ■製造業の業況 ■非製造業の業況

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

236

ＤＩ（Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ　Ｉｎｄex）値とは、景気の動きをとらえるための

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＞

 ■全産業の業況

製造業

　 全産業の業況３か月先の見通し

45
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業況は横ばい。
先行きは製造業でわずかに改善、非製造業で横ばいの見通し。
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業況DI値

今　回 -42.4
先行き -23.7
前回比 -0.1

対象企業 377

回答企業 236

製造業
○   少しずつ悪化している。 【食料品】
○   台風19号の被害対応に追われています。 【食料品】
○   台風19号被害以降、県内は自粛ムードの為、年末の繁忙期も今一つ波に乗れない。消費税の
　　　影響もじわじわ出ている。消耗品とはいえ、嗜好品は厳しい状況です。 【酒造】
○   軽減税率による煩雑化で、今後もますます厳しい状況が続くと思われる。 【酒造】
○   年明けは受注量が減少しそうです。 【ニット】
○   天候の影響もあり、11月～12月は販売不振。生産減で厳しい状況です。 【縫製】
○   消費税増税による売上減少の悪影響がある。 【木造・木製品】
○   消費税増税の影響がこれから出てくると思われる。 【印刷】
○   ボディーブローのようにじわじわと悪化している。 【鉄鋼・非鉄】
○   受注減少により、税金支払いに苦慮している。早く景気回復してほしい。 【鉄鋼・非鉄】
○   人材不足。20代～30代の募集に対し応募がない。 【金属】

■業種別業況DI値推移グラフ

自由意見

＜製造業＞

業況・採算・資金繰りで横ばい、売上でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「縫製」、「窯業・土石」

・わずかに改善・・・「木材・木製品」、「金属」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「ニット」、「電気機器」、「輸送用機器」、

「精密機器」、「プラスチック」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「酒造」、「鉄鋼・非鉄」、「一般機械」

・悪化・・・・・・・・・・・「印刷」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「酒造」、「縫製」、「金属」、「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「鉄鋼・非鉄」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「ニット」、「木材・木製品」、「窯業・土石」、

「電気機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「一般機械」、「精密機器」、「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・・「印刷」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「酒造」、「縫製」

・わずかに改善・・・「印刷」、「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「ニット」、「窯業・土石」、「金属」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「織物」、「木材・木製品」、「一般機械」、

「精密機器」

【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・・・・・・・・・・・「食料品」、「織物」、「印刷」、「一般機械」、「精密機器」

・わずかに改善・・・「木材・木製品」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「電気機器」、

「輸送用機器」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「酒造」、「窯業・土石」

・悪化・・・・・・・・・・・「ニット」、「縫製」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「食料品」、「木材・木製品」、「電気機器」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「印刷」、「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、

「一般機械」、 「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「酒造」、「ニット」、「縫製」



○   景気が下降しているように実感している。 【一般機械】
○   先行き不透明。 【一般機械】
○   働き方改革(有給休暇取得や残業減)で年間の稼働率が3％落ちた。 【電気機器】
○   一気に注文がくると生産能力を超えてしまい、納期対応ができなくなると懸念しています。 【電気機器】
○   当社の落ち込みは軽微で、今年新規案件が7件増えたのは大きいプラスです。 【電気機器】
○   仕事の減少や社内の理解により、残業時間規制(45時間)対応ができた。採用に関しては、
　　　相変わらず厳しい。 【輸送用機器】
○   昨年末から生産数減少の不安がある。 【輸送用機器】
○   11月～12月は前年比でやや悪化しているが、年度末に向けて回復傾向です。 【精密機器】
○   短納期のため、受注残高は少なく常に不安定です。 【精密機器】
○   受注数が減少し、悪化傾向です。 【プラスチック】
○   次期にも期待が持てない。 【プラスチック】
○   残業が減り稼働時間が減った事は、悪化とするべきか、良化とするべきか悩みます。 【プラスチック】

今　回 -20.0

先行き -31.1

前回比 30.0

対象企業 67

回答企業 45

建設業
○   台風19号被害により受注が多くなると思う。 【土木】
○   入札制度を改善しなければ、特定業者しか生き残れず廃業が増加すると思われる。 【土木】
○   今後も自然災害による突発的な工事が発生すると思われる。 【建築】

今　回 -42.9

先行き -32.9

前回比 11.2

対象企業 114

回答企業 70

自由意見

＜卸売業＞

業況DI値

＜建設業＞

業況DI値

業況・採算で改善、売上・資金繰りでわずかに改善を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「土木」、「建築」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「建築」

・わずかに改善・・・「土木」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「土木」、「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〉

・わすかに改善・・・「土木」

・悪化・・・・・・・・・・・「建築」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「土木」

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

業況でわずかに改善、採算・資金繰りで横ばい、売上でわずかに悪化を示した。
〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「飲食料」、「建築材料」、「その他」
・わずかに改善・・・「青果物」
・横ばい・・・・・・・・・「衣服」
・わずかに悪化・・・「鮮魚」
・悪化・・・・・・・・・・・「機械器具」

〈採算〉
・改善・・・・・・・・・・・「建築材料」
・わずかに改善・・・「飲食料」、「その他」
・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「青果物」
・わずかに悪化・・・「鮮魚」
・悪化・・・・・・・・・・・「機械器具」

〈資金繰り〉
・改善・・・・・・・・・・・「衣服」、「飲食料」
・横ばい・・・・・・・・・「青果物」、「機械器具」、「その他」
・わずかに悪化・・・「建築材料」
・悪化・・・・・・・・・・・「鮮魚」

【３ヵ月先見通し】
売上で改善、業況・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・・・・・・・・・・・「衣服」、「機械器具」
・わずかに改善・・・「飲食料」、「青果物」
・横ばい・・・・・・・・・「建築材料」、「その他」
・わずかに悪化・・・「鮮魚」

〈資金繰り〉
・改善・・・・・・・・・・・「建築材料」
・わずかに改善・・・「鮮魚」
・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」、「青果物」、「機械器具」、「その他」
・わずかに悪化・・・「衣服」



卸売業
○   取引先の休業により、稼働日数が少なくなり悪化している。 【衣服】
○   人口減少と原発事故による風評被害賠償の打ち切りで悪化している。 【青果物】
○   天候に左右される業種のため、台風の被害があった。また、後継者不足による品物の減少が
　　　見込まれている。 【青果物】
○   毎月利益が足りない。 【鮮魚】
○   消費税増税の影響がじわじわ出ていると感じる。 【機械器具】
○   台風19号被害の影響で一時的に忙しい。 【建築材料】
○   台風19号の被害による受注が見込まれ、現在よりは良くなると思う。 【建築材料】
○   農家の高齢化は、日本の食の危機だと思う。 【その他】

今　回 -44.5

先行き -44.5

前回比 -8.0

対象企業 138

回答企業 81

小売業
○   来店客数は減少傾向にあるが、ネット販売は増加傾向にある。 【飲食料】
○   今まで経験したことのない大不況です。周囲には終活者が多数います。 【飲食料】
○   福島市はますます悪化していると思う。 【飲食料】
○   台風19号による水害で得意先の廃業あり。 【飲食料】
○   主力商品の売上げが上がってきたので、営業を積極的に行いたい。 【飲食料】
○   あまり変化は感じられない。 【家電品】
○   顧客は大型店に流れ、馴染み客で商売をしています。 【家電品】
○   景気が悪い中、追い打ちをかけるように消費税増税や水害による消費の冷え込みで売上は
　　　伸びず、借入返済が大変です。 【家電品】
○   安全装置付き自動車等、お客様が安全対策にどう反応するかや初売りが鍵となる。 【自動車販売】
○   当地区の一部業者の廉売により売上利益共に悪化している。 【その他】
○   軽減税率導入後、景気が不安定で悪化しているとの声が多い。 【その他】
○   2020年のオリンピックに水素が使われれば上向きになる。 【その他】

＜小売業＞

自由意見

自由意見

業況DI値 売上・採算・資金繰り横ばい、業況でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに改善・・・「家電品」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「飲食料」、「自動車販売」

・わずかに悪化・・・「衣料」

・悪化・・・・・・・・・・・「その他」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「衣料」、「家具・建具」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」、「自動車販売」

・わずかに悪化・・・「中小スーパー」、「家電品」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「飲食料」、「自動車販売」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「衣料」、「その他」

・わずかに悪化・・・「家電品」、「家具・建具」

【３ヵ月先見通し】

売上でわずかに改善、業況・採算・資金繰りで横ばいを見通している。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「中小スーパー」、「衣料」、「自動車販売」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに悪化・・・「飲食料」

・悪化・・・・・・・・・・・「家電品」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「衣料」、「飲食料」、「家電品」、

「自動車販売」、「家具・建具」

・わずかに悪化・・・「その他」



今　回 -24.6

先行き -15.4

前回比 1.9

対象企業 104

回答企業 65

○   台風19号の影響により、宿泊のキャンセルが多い。 【旅館・ホテル】
○   消費税増税後も価格に転嫁できず、当社で負担しているものもある。 【旅館・ホテル】
○   台風19号の被害によるキャンセルに悪影響を受けている。 【旅館・ホテル】
○   インターネットに馴染めない小さな旅館は淘汰された。大きい旅館も所有者が変わったり
　　　目まぐるしい。インバウンド客を掴めない温泉場は衰退の一途を辿るであろう。 【旅館・ホテル】
○   先行き不透明。 【タクシー】
○   競合他社が減少している。 【タクシー】
○   人手不足。 【運送】
○   雪のシーズンを迎える頃には、もう少し業界も忙しくなるのではないか。雪の少なさや寒さも
　　　いろいろな業界に影響があると思う。 【自動車整備】

自由意見

業況DI値

＜サービス業＞

サービス業

資金繰りでわずかに改善、業況・売上・採算で横ばいを示した。

〈業況〉

・大幅改善・・・・・・・「タクシー」

・改善・・・・・・・・・・・「その他」

・わずかに改善・・・「運送」、「自動車整備」

・悪化・・・・・・・・・・・「観光旅館」、「情報サービス」

〈採算〉

・大幅改善・・・・・・・「タクシー」

・わずかに改善・・・「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「運送」、「自動車整備」

・悪化・・・・・・・・・・・「観光旅館」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「その他」

・わずかに改善・・・「タクシー」、「運送」、「自動車整備」

・横ばい・・・・・・・・・「観光旅館」、「情報サービス」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算・資金繰りでわずかに改善を見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「観光旅館」、「運送」

・わずかに改善・・・「タクシー」、「自動車整備」

・わずかに悪化・・・「情報サービス」

・悪化・・・・・・・・・・・「その他」

〈資金繰り〉

・大幅改善・・・・・・・「タクシー」

・わずかに改善・・・「観光旅館」、「運送」、「自動車整備」

・わずかに悪化・・・「情報サービス」、「その他」


