
●調査時点 平成３０年７月調査（３０年６月末時点）

●対象企業 ８００社

●回答企業 ４９０社（回答率：６１．３％）

（製造業２４０社、建設業４６社、卸売業７０社、

小売業７４社、サービス業６０社）

●調査時期 四半期毎〈３，６，９，１２月末時点〉

回答企業

製造業 240

建設業 46

卸売業 70

小売業 74

サービス業 60

　全産業の業況DI（▲24.1）は、前回(▲18.6)に比べ5.5ポイントの悪化を示した。

　業種別では製造業の業況DI（▲6.7）は、前回（2.1）に比べ8.8ポイントの悪化を示した。

　建設業の業況DI（▲47.8）は、前回（▲41.8）に比べ6.0ポイントの悪化を示した。

　卸売業の業況DI（▲41.4）は前回(▲33.4)に比べ8.0ポイントの悪化を示した。

　小売業の業況DI（▲43.3）は前回(▲34.9)に比べ8.4ポイントの悪化を示した。

　サービス業の業況DI（▲31.7）は前回(▲40.3)に比べ8.6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6月末

　全産業では今回（▲24.1）から3ヵ月先（▲17.8）と6.3ポイントの改善を見通している。

　製造業では今回（▲6.7）から3ヵ月先（▲3.0）と3.7ポイントの改善を見通している。

　建設業では今回（▲47.8）から3ヵ月先（▲45.6）と2.2ポイントの改善を見通している。

　卸売業では今回（▲41.4）から3ヵ月先（▲35.7）と5.7ポイントの改善を見通している。

　小売業では今回（▲43.3）から3ヵ月先（▲24.3）と19.0ポイントの改善を見通している。

　サービス業では今回（▲31.7）から3ヵ月先（▲26.7）と5.0ポイントの改善を見通している。

業況 売上 採算 資金繰り

６月末時点 -24.1 -20.2 -28.3 -8.1

３月末時点 -18.6 -15.0 -23.0 -8.8

前回比 -5.5 -5.2 -5.3 0.7

業況 ６月末時点 ３月末時点

良化 13.7 18.1

悪化 37.8 36.7 良化

DI値 -24.1 -18.6 悪化

前回比 -5.5 -3.0 ＤＩ値

業況 ６月末時点 ３月末時点 業況 ６月末時点 ３月末時点

良化 20.0 26.9 良化 7.6 10.3

悪化 26.7 24.8 悪化 48.4 47.2

DI値 -6.7 2.1 DI値 -40.8 -36.9

前回比 -8.8 -5.3 前回比 -3.9 -1.7

 ■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

　 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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＜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

業況はわずかに悪化。業況はわずかに悪化。業況はわずかに悪化。業況はわずかに悪化。

先行きは製造業で横ばい、非製造業はわずかに改善の見通し。先行きは製造業で横ばい、非製造業はわずかに改善の見通し。先行きは製造業で横ばい、非製造業はわずかに改善の見通し。先行きは製造業で横ばい、非製造業はわずかに改善の見通し。

-17.8

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

■６月末時点からみた■６月末時点からみた■６月末時点からみた■６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

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
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今　回 -6.7

先行き -3.0

前回比 -8.8

対象企業 377

回答企業 240

製造業

○   生産工程の人材を募集しても応募が少ないため、技術の継承が難しくなる。運送費の高騰により全ての資材が値上げしてしまう。

【酒造】

○   デパートにおける衣料品売り場の縮小、閉鎖等で先行きが厳しいと予想している。　　　 　          　 【縫製】

○   復興関連の受注の減少により、徐々にダンピングが始まっている。特に原発作業に出向かないダンプの常用単価が下がり始めている。　　 

【窯業・土石】

○   震災復旧工事終了に伴い出荷量の減少が大きい。常磐道四車線化工事着工の遅れから、まだ出荷量が伸びず今年下期に期待したい。            　    

【窯業・土石】

○   オリンピックのためか受注が増えた。   【鉄工・非鉄】

○   先行き不透明。　　　　　　　　　　　　   【一般機械】

○   採用が思うようにいかず、人員不足になっている。 【電気機器】

○   建設業界の受注減の傾向が気になります。我々の製造業も落ち着いて来た様に思われます。 　　 　 【電気機器】

■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

＜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 資金繰りで横ばい、業況・売上・採算でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「縫製」、「窯業・土石」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「印刷」、「鉄鋼・非鉄」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「木材・木製品」、「金属」、「一般機械」、「電気機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「織物」、「ニット」、「輸送用機器」、「プラスチック」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「食料品」

・横ばい・・・・・・・・・「印刷」、「鉄鋼・非鉄」、「一般機械」、「電気機器」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「織物」、「縫製」、「木材・木製品」、「窯業・土石」

・悪化・・・・・・・・・・・「酒造」、「ニット」、「金属」、「輸送用機器」、「プラスチック」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「織物」

・わずかに改善・・・「窯業・土石」、「一般機械」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「金属」、「電気機器」、「輸送用機器」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「縫製」、「印刷」、「鉄鋼・非鉄」、「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・・「ニット」、「木材・木製品」

【３ヵ月先見通し】

採算でわずか改善、業況・売上・資金繰りで横ばいを見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「食料品」、「ニット」、「窯業・土石」、「プラスチック」

・わずかに改善・・・「木材・木製品」、「金属」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「鉄鋼・非鉄」、「一般機械」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「縫製」、「印刷」、「輸送用機器」、「精密機器」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「縫製」、「プラスチック」

・わずかに改善・・・「食料品」、「酒造」

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

「金属」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「印刷」、「一般機械」、「輸送用機器」、「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「織物」



○   イオンがオープンして活況であるが、人手不足に拍車がかかった感じである。           　　　　　 【電気機器】

○   人員不足対策として自動化を進めたいが、設備の切り換えに伴う原価の上昇が怖くてなかなか踏み切れない。 【輸送用機器】

○   人手不足により受注を断念せざるを得ないため売上が増えない。完全に需給バランスのギャップが減らない初めての状況になっている。　        　     

【輸送用機器】

○   人員不足が、最大の問題です。　　　　　 【精密機器】

○   受注そのものは好調だが、人が足りない為、こなし切れなくなってきている。また、EDIによる受注ではお客様の都合が一方的で、

　　　受注前の納期や価格のすり合せが必要ではないかと思えて来ている。   　　　　           【プラスチック】

○　 発砲スチロール業界は、今までの水産・家電・土木の注文が頭打ちで年々下がっている。これからは素材売でのスチロールの売上

　　  増加が見込めないので、成型品に付加価値をつけて、加工品に力を入れる。 【プラスチック】

今　回 -47.8

先行き -45.6

前回比 -6.0

対象企業 67

回答企業 46

建設業

○   入札制度に問題あるため、中小業者は廃業に進むだろう。 【土木】

○   増税対策を知りたい。（前回の増税時の売上は前年比▲４０％になった）       【建築】

○ 　ここ３～４年で公共工事の減少が予想され、今後の受注、完工高に影響あると思われる。 【建築】

今　回 -41.4

先行き -35.7

前回比 -8.0

対象企業 114

回答企業 70

自由意見自由意見自由意見自由意見

＜建設業＞＜建設業＞＜建設業＞＜建設業＞

＜卸売業＞＜卸売業＞＜卸売業＞＜卸売業＞

業況DI値

業況DI値

採算・資金繰りで横ばい、業況・売上でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

・わずかに悪化・・・「土木」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「建築」

・わずかに悪化・・・「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】

業況・採算・資金繰りで横ばい、売上でわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」、「建築」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「建築」

・横ばい・・・・・・・・・「土木」

採算で横ばい、業況・売上・資金繰りでわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「鮮魚」、「その他」

・わずかに改善・・・「衣服」

・横ばい・・・・・・・・・「青果物」

・わずかに悪化・・・「建築材料」

・悪化・・・・・・・・・・・「飲食料」、「機械器具」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「鮮魚」

・わずかに改善・・・「衣服」、「建築材料」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「青果物」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「機械器具」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「鮮魚」、「建築材料」

・横ばい・・・・・・・・・「機械器具」

・わずかに悪化・・・「衣服」、「青果物」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「飲食料」

【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〉

・わずかに改善・・・「飲食料」、「機械器具」、「建築材料」

・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「青果物」、「鮮魚」

・わずかに悪化・・・「その他」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「その他」

・わずかに改善・・・「衣服」、「建築材料」

・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」、「青果物」、「鮮魚」



自由意見自由意見自由意見自由意見

卸売業

○   自社株の買い戻しで資金繰りも心配されます。　  【衣服】

○   大手企業との人材争奪戦や派遣賃金が高く、地場産業は苦戦している。また、人件費の高騰が単価に反映出来ない。 【飲食料】

○   風評被害は依然と続き、東北電力の補償金の打ち切りで資金繰りが悪化している。      　　　　　　 【青果物】

○   福島県産の農作物が前倒し出荷により県外産地と競合して大変厳しい環境下にある。　　　　　　　　 【青果物】

○   地方卸売業の立場が厳しくなりつつある。中小小売店が益々減少し大型店同士の競争が熾烈になり、価格その他の面で

　　　卸売業への要求の厳しさが増してきている。　　　 【その他】

今　回 -43.3

先行き -24.3

前回比 -8.4

対象企業 139

回答企業 74

小売業

○   前年より１１％ぐらい売上が落ちています。　                          【飲食料】

○   風評被害がまだ根強くある。　　　　          【飲食料】

○   道の駅が相次ぎ開業して過剰と思われる。大手の値下げ販売で競争にもならない。　　　　　　　　   【飲食料】

○   自社商品が当たればＶ字回復、当たらなければ下降するため先行きが見えない。　　　　　　　       【飲食料】

○   福島市の環境は復興需要が終わり悪化する予想です。当社は商談会に積極的に参加して売上を伸ばしていますが

　　　利益の増加は難しいです。      　　　　　　 【飲食料】

○   販売台数が減少している。   　　　　　　 【自動車販売】

○   車検整備が自社で出来る様に取組んでいるが、思う様にいかない状況にある。 　　　　　　　　                         【自動車販売】

○   商店街は週休2日が多くなり街の中に人が来なくなっている。また閉店も続いている状況にあり、目的ある客だけで

　　　フリーの客の来店がない。             【その他】

自由意見自由意見自由意見自由意見

業況DI値

＜小売業＞＜小売業＞＜小売業＞＜小売業＞

資金繰りで横ばい、業況・売上・採算でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「衣料」

・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」

・わずかに悪化・・・「家電品」、「自動車販売」、「家具・建具」

・悪化・・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「その他」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「衣料」、「家電品」

・横ばい・・・・・・・・・「自動車販売」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「家具・建具」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「中小スーパー」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「飲食料」、「家電品」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「衣料」、「自動車販売」

・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〉

・大幅改善・・・・・・・「中小スーパー」

・改善・・・・・・・・・・・「飲食料」、「家電品」、「自動車販売」

・わずかに改善・・・「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「衣料」

・わずかに悪化・・・「家具・建具」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「中小スーパー」

・わずかに改善・・・「飲食料」

・横ばい・・・・・・・・・「衣料」、「自動車販売」

・わずかに悪化・・・「家電品」、「家具・建具」、「その他」



今　回 -31.7

先行き -26.7

前回比 8.6

対象企業 103

回答企業 60

サービス業

○    人手不足。 　　　　　　　　　　　　　　 【タクシー】

○    売上が減少しています。タクシー利用者が高齢化しているので販売単価が伸びません。厳しくなっています。  　 【タクシー】

○    軽油、ガソリンの価格が高い。           　　 【運送】

○    人員不足。                  　　           【運送】

○    設備の老朽化による設備投資額が高額になり資金繰りが悪化している。　　　　　　　　　       【自動車整備】

○    震災特需がピークアウトした後に、どうやって安定経営を確保するかが課題です。　　　　　　　 【自動車整備】

○    人材不足。　　　　　　　　　　　　　　 【自動車整備】

○    福島県内の景気は伸び悩んでいる。　 【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＞

業況でわずかに改善、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・・・・・・・・・・・「タクシー」

・わずかに改善・・・「自動車整備」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「観光旅館」、「運送」、「情報サービス」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「運送」、「自動車整備」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」

・悪化・・・・・・・・・・・「タクシー」、「情報サービス」、「その他」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「観光旅館」、「運送」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「自動車整備」

・わずかに悪化・・・「タクシー」、「情報サービス」

【３ヵ月先見通し】

業況・採算・資金繰りでわずかに改善、売上で横ばいを見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「情報サービス」

・わずかに改善・・・「タクシー」、「自動車整備」

・横ばい・・・・・・・・・「運送」、「その他」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「タクシー」

・わずかに改善・・・「自動車整備」

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


