
●調査時点 平成２８年７月調査（２８年６月末時点）

●対象企業 ８００社

●回答企業 ５２６社（回答率：６５．８％）

（製造業２５５社、建設業５１社、卸売業７４社、

小売業８４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 255

建設業 51

卸売業 74

小売業 84

サービス業 62

　全産業の業況DI（▲23.8）は、前回(▲22.5)に比べ1.3ポイントと悪化を示した。

　業種別では製造業の業況DI（▲20.4）は、前回（▲16.2）に比べ4.2ポイントと悪化を示した。

　建設業の業況DI（▲7.8）は、前回（▲19.6）に比べ11.8ポイントと改善を示した。

　卸売業の業況DI（▲33.8）は前回(▲26.7)に比べ7.1ポイントと悪化を示した。

　小売業の業況DI（▲29.8）は前回(▲35.8)に比べ6.0ポイントと改善を示した。

　サービス業の業況DI（▲30.6）は前回(▲27.0)に比べ3.6ポイントと悪化を示した。

【３ヵ月先見通し】

〈業況〉今回＝平成28年6月末

　全産業では今回（▲23.8）から3ヵ月先（▲18.0）と5.8ポイントの改善を見通している。

　製造業では今回（▲20.4）から3ヵ月先（▲12.1）と8.3ポイントの改善を見通している。

　建設業では今回（▲7.8）から3ヵ月先（▲17.7）と9.9ポイントの悪化を見通している。

　卸売業では今回（▲33.8）から3ヵ月先（▲22.9）と10.9ポイントの改善を見通している。

　小売業では今回（▲29.8）から3ヵ月先（▲30.9）と1.1ポイントの悪化を見通している。

　サービス業では今回（▲30.6）から3ヵ月先（▲19.3）と11.3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 -23.8 -21.5 -23.0 -7.3

　３月末時点 -22.5 -21.6 -23.0 -4.5

前回比 -1.3 0.1 0.0 -2.8

業況 ６月末時点 ３月末時点

良化 12.7 13.1

悪化 36.5 35.6 良化

DI値 -23.8 -22.5 悪化

前回比 -1.3 -6.2 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 15.3 16.3 良化 10.3 10.2

悪化 35.7 32.5 悪化 37.3 38.5

DI値 -20.4 -16.2 DI値 -27.0 -28.3

前回比 -4.2 0.4 前回比 1.3 -12.4

 ■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

10.1

 ■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

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改善、非製造業で横ばいの見通し。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。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。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。

-18.0

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

　 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。

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

28.1

＜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 ■３月末時点からみた■３月末時点からみた■３月末時点からみた■３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

255

51

74

84

62

製造業

建設業

卸売業

小売業

サービス業



今　回 -20.4

先行き -12.1

前回比 -4.2

対象企業 377

回答企業 255

製造業

○   東京電力の原子力損害賠償に頼らず、自立した復興が大切だと思う。 【食料品】

○   安い物が売れている感じがする。デフレになりつつあるか？ 【食料品】

○   ファッションの多様化に加え、安価な輸入品が増えている。工業用資材への応用など変化をしなければならない。 【織物】

○   デパートでの売れ行きが悪く、今後ますます厳しくなる予想。 【縫製】

○   当社が扱っているアイテムが忙しいだけで、アパレル全体では不況が続いているので、先行きは分からない。 【縫製】

○   経費や人件費は上昇しているが、販売単価が上がることはない。また、求人を出しても集まりづらい状況。 【縫製】

○   現在は、住宅関連（特にマンション）の減少が大きいが、9月以降は増加の予想。 【木材・木製品】

○   原発事故後20％近く売上がダウンして、そのまま回復しておりません。 【印刷】

■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 業況・売上・採算・資金繰り全てで横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「一般機械」

・わずかに改善・・・「木材・木製品」、「鉄鋼・非鉄」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・「食料品」、「プラスチック」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「織物」、「輸送用機器」

・悪化・・・・・・・・・・「ニット」、「縫製」、「印刷」、「窯業・土石」、「金属」、「電気機器」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「プラスチック」

・わずかに改善・・・「酒造」、「一般機械」、「輸送用機器」

・横ばい・・・・・・・・「織物」、「木材・木製品」、「印刷」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「電気機器」

・悪化・・・・・・・・・・「ニット」、「縫製」、「窯業・土石」、

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「酒造」

・わずかに改善・・・「木材・木製品」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・「食料品」、「ニット」、「縫製」、「一般機械」

・わずかに悪化・・・「織物」、「印刷」、「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」、

「輸送用機器」、「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・「金属」

【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・・・・・・・・・・「ニット」、「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「電気機器」

・わずかに改善・・・「食料品」

・横ばい・・・・・・・・「織物」、「縫製」、「木材・木製品」、「輸送用機器」、「精密機器」、

「プラスチック」

・わずかに悪化・・・「印刷」、「一般機械」

・悪化・・・・・・・・・・「酒造」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「ニット」

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

・横ばい・・・・・・・・「食料品」、「木材・木製品」、「金属」、「電気機器」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「織物」、「印刷」、「窯業・土石」、「一般機械」



○   いわきを取り巻く環境の中で、海産物等の漁業の復活への動向を見守っている。 【印刷】

○   独自の商品開発をしてみたいが、具体的なものが決められないでいる。 【印刷】

○   除染事業、公共事業の減少によって売上減となった。  【窯業・土石】

○   復旧工事の大半が終わり、公共工事が減少したことによって、受注競争が激しくなり、売価の維持が難しくなってきている。

 【窯業・土石】

○   建設業のお客様から、復興住宅の建設が忙しいとの声が多い。  【窯業・土石】

○   県中、県南地区（郡山～白河）は、復興特需も終了に近くなっており、公共事業等が減っている。  【窯業・土石】

○   中国向け輸出減により景気が悪化している。 【鉄鋼・非鉄】

○   一時的に受注が増加したが、先の見通しなし。 【鉄鋼・非鉄】

○   熊本地震の影響が大きい。 【金属】

○   地方創生事業に期待する。開発に力を入れて行く。 【金属】

○   5月、6月受注減。単価の低下競争に入っている。 【金属】

○   円高傾向が心配です。 【一般機械】

○   建設機械業の低迷で、先行き不透明。 【一般機械】

○   世界情勢及び国内政治等の不安定要素があり、今後の予断は許されないと思います。 【電気機器】

○   電子部品業界は流動的で今後の見通しの読みが非常に難しい。 【電気機器】

○   大手家電の変化、大手小型自動車の動向がどのような影響を及ぼすか予想しにくい。 【電気機器】

○   他の地域から景気が悪化している旨の情報が入りはじめた。今現在の心配はしていないが、地域的にのんびりしている状況が

　　　むしろ危険と感じている。 【輸送用機器】

○   夏休みを控えて、休み前後の依頼が増えています。ただ、イギリスのEU離脱問題が影響しないか心配です。 【精密機器】

○   グローバル化のなか、円高が進み親企業は海外調達を多くしている様である。受注数が減少すれば稼働率も低下する。技術を

　　　高めても競争力が付かない。 【精密機器】

○   今期の収支も赤字決算なので極力、支出を低減する。 【プラスチック】

○   募集しても人が集まらない。これからは人材確保に重点を置かざるを得ない。 【プラスチック】

今　回 -7.8

先行き -17.7

前回比 11.8

対象企業 67

回答企業 51

今　回 -33.8

先行き -22.9

前回比 -7.1

対象企業 114

回答企業 74

＜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＞

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・・・・・・・・・・「土木」

・横ばい・・・・・・・・「建築」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「建築」

・横ばい・・・・・・・・「土木」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算・資金繰りの全てでわずかに悪化を見通している。

〈業況・資金繰り〉

・わずかに悪化・・・「土木」、「建築」

売上・採算・資金繰りで横ばい、業況でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「鮮魚」、「建築材料」、「その他」

・わずかに改善・・・「衣服」

・わずかに悪化・・・「青果物」

・悪化・・・・・・・・・・「飲食料」

・大幅悪化・・・・・・「機械器具」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「その他」

・わずかに改善・・・「青果物」、「建築材料」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「鮮魚」、「機械器具」

・悪化・・・・・・・・・・「衣服」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「衣服」、「飲食料」

・横ばい・・・・・・・・「鮮魚」、「建築材料」

・わずかに悪化・・・「青果物」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・「機械器具」

【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・・・・・・・・・・「機械器具」

・わずかに改善・・・「衣服」、「飲食料」、「建築材料」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「青果物」、「鮮魚」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「青果物」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「衣服」、「飲食料」、「鮮魚」、「機械器具」

・わずかに悪化・・・「建築材料」



自由意見自由意見自由意見自由意見

卸売業

○   復興工事関係企業の仕事が滞ると経済が極端に悪くなる。 【飲食料】

○   熊出没のニュースや原発事故による風評被害で山菜採りや渓流釣りの一部で客足がさらに遠のいている。 【青果物】

○   除染作業が終了に近づいている為売上が減少しつつある。 【建築材料】

○   大型店やチェーン店以外の商店の落ち込みが激しく、生き残りが難しい。納入卸店もその経路を辿る。 【その他】

今　回 -29.8

先行き -30.9

前回比 6.0

対象企業 139

回答企業 84

小売業

○   原発事故の影響で客が来なかったが、今年に入り、山菜採りや魚釣りの客が少しずつ増えてきた様です。 【中小スーパー】

○   原発事故による風評被害が収まらず大半の顧客である農業関係者の所得激減により地域商店街は疲弊している。 【衣料】

○   消費税の価格表示を一本化してほしい。 【衣料】

○   10月の初めに、別店舗を計画中です。次は上向くようにしたい。 【飲食料】

○   売上は若干伸びてはおりますが、先行きは分かりません。頑張るのみです。 【飲食料】

○   東京・関西方面での主力商品の売れ行きは良いが、地元福島では、宣伝不足等により伸び悩んでいる。 【飲食料】

○   消費税増税後、軽自動車の販売がおもわしくなく、車検台数は前年同レベルだが、一般整備の入庫が悪い状況。 【自動車販売】

○   少子高齢化や若者の車離れにより、内需の縮小が進んでいる。また、ハイブリット車の普及により修理費の減少が進むと思う。

【自動車販売】

○   生活形態の変化、景況の悪化、将来への不安など生活を楽しむ環境からどんどん遠くなって行く感がある。 【家具・建具】

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＞

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・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「家電品」、「その他」

・わずかに改善・・・「自動車販売」

・横ばい・・・・・・・・「衣料」

・悪化・・・・・・・・・・「飲食料」、「家具・建具」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「家電品」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「衣料」、「飲食料」、「自動車販売」、「家具・建具」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「家電品」

・横ばい・・・・・・・・「衣料」、「その他」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「自動車販売」

・悪化・・・・・・・・・・「家具・建具」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算・資金繰り全てで横ばいを見通している。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「衣料」、「飲食料」、「家電品」

・横ばい・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに悪化・・・「その他」

・悪化・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「自動車販売」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「衣料」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「自動車販売」、「家具・建具」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「家電品」

・悪化・・・・・・・・・・「中小スーパー」



今　回 -30.6

先行き -19.3

前回比 -3.6

対象企業 103

回答企業 62

サービス業

○    周りの状況も去年に比べて悪化しているとの事。今は「我慢」の時期と捉えています。 【運送】

○    物量減少の影響が大きく、今後どのように変化していくのか注視しております。 【運送】

○    人員不足により新規の仕事を受注できない。 【運送】

○    自動車修理は車の先進技術の導入により厳しい環境になる。 【自動車整備】

○    しばらくの間、新車販売減少が続くと思われる。 【自動車整備】

○    来客数が減少し、一日の売上が0円の日がある。一方で、5月、6月は学校アルバムや婚礼の仕事が忙しい。 【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＞

業況で横ばい、売上・採算・資金繰りでわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「情報サービス」

・横ばい・・・・・・・・「観光旅館」、「運送」

・わずかに悪化・・・「タクシー」、「自動車整備」

・悪化・・・・・・・・・・「その他」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「タクシー」

・悪化・・・・・・・・・・「運送」、「自動車整備」、「その他」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「情報サービス」

・横ばい・・・・・・・・「観光旅館」

・わずかに悪化・・・「タクシー」、「運送」、「自動車整備」

・悪化・・・・・・・・・・「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〉

・大幅改善・・・・・・「タクシー」

・改善・・・・・・・・・・「運送」、「自動車整備」

・わずかに改善・・・「観光旅館」

・横ばい・・・・・・・・「その他」

・大幅悪化・・・・・・「情報サービス」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「タクシー」

・わずかに改善・・・「運送」

・横ばい・・・・・・・・「観光旅館」、「自動車整備」

・わずかに悪化・・・「その他」

・悪化・・・・・・・・・・「情報サービス」


