
●調査時点 平成２８年１０月調査（２８年９月末時点）

●対象企業 ８００社

●回答企業 ５０９社（回答率：６３．６％）

（製造業２４３社、建設業４９社、卸売業６９社、

小売業８４社、サービス業６４社）

●調査時期 四半期毎〈３，６，９，１２月末時点〉

回答企業

製造業 243

建設業 49

卸売業 69

小売業 84

サービス業 64

　全産業の業況DI（▲30.1）は、前回(▲23.8)に比べ6.3ポイントと悪化を示した。

　業種別では製造業の業況DI（▲26.7）は、前回（▲20.4）に比べ6.3ポイントと悪化を示した。

　建設業の業況DI（▲20.4）は、前回（▲7.8）に比べ12.6ポイントと悪化を示した。

　卸売業の業況DI（▲42.0）は前回(▲33.8)に比べ8.2ポイントと悪化を示した。

　小売業の業況DI（▲31.0）は前回(▲29.8)に比べ1.2ポイントと悪化を示した。

　サービス業の業況DI（▲35.9）は前回(▲30.6)に比べ5.3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9月末

　全産業では今回（▲30.1）から3ヵ月先（▲19.5）と10.6ポイントの改善を見通している。

　製造業では今回（▲26.7）から3ヵ月先（▲11.9）と14.8ポイントの改善を見通している。

　建設業では今回（▲20.4）から3ヵ月先（▲38.8）と18.4ポイントの悪化を見通している。

　卸売業では今回（▲42.0）から3ヵ月先（▲29.0）と13.0ポイントの改善を見通している。

　小売業では今回（▲31.0）から3ヵ月先（▲22.6）と8.4ポイントの改善を見通している。

　サービス業では今回（▲35.9）から3ヵ月先（▲18.7）と17.2ポイントの改善を見通している。

業況 売上 採算 資金繰り

　９月末時点 -30.1 -29.1 -24.4 -8.3

　６月末時点 -23.8 -21.5 -23.0 -7.3

前回比 -6.3 -7.6 -1.4 -1.0

業況 ９月末時点 ６月末時点

良化 11.6 12.7

悪化 41.7 36.5 良化

DI値 -30.1 -23.8 悪化

前回比 -6.3 -1.3 ＤＩ値

業況 ９月末時点 ６月末時点 業況 ９月末時点 ６月末時点

良化 14.0 15.3 良化 9.4 10.3

悪化 40.7 35.7 悪化 42.5 37.3

DI値 -26.7 -20.4 DI値 -33.1 -27.0

前回比 -6.3 -4.2 前回比 -6.1 1.3

 ■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

10.2

29.7

＜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

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、非製造業ともにわずかに改善の見通し。先行きは製造業、非製造業ともにわずかに改善の見通し。先行きは製造業、非製造業ともにわずかに改善の見通し。先行きは製造業、非製造業ともにわずかに改善の見通し。

-19.5

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

■９月末時点からみた■９月末時点からみた■９月末時点からみた■９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 -26.7

先行き -11.9

前回比 -6.3

対象企業 377

回答企業 243

製造業

○   地域、業界を含めあまり良い動きはない。夏の天候の影響も大きいが、消費単価が上がらない。 【食料品】

○   希望の人材（新卒・大卒）が集まりにくく、人材確保に向け努力していかなければいけない。 【酒造】

○   人手不足により、人員が確保できない。 【酒造】

○   円高傾向が購買意識を下げている感じが強い。 【酒造】

○   デパートの売上が年々下がっていて、受注が減少しないか心配です。今は、11月に開催するファッションショーの準備で忙しい。

【縫製】

○   新製品の発売を控えているので、今後に期待できる。 【木材・木製品】

○   先行き不透明。 【木材・木製品】

■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 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〉

・大幅改善・・・・・・・「ニット」

・改善・・・・・・・・・・・「織物」

・わずかに改善・・・「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「電気機器」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「木材・木製品」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「酒造」、「印刷」、「輸送用機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「縫製」、「一般機械」

〈採算〉

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

・わずかに改善・・・「木材・木製品」、「精密機器」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「縫製」、「金属」、「輸送用機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「酒造」、「印刷」

・悪化・・・・・・・・・・・「一般機械」、

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「織物」、「鉄鋼・非鉄」

・わずかに改善・・・「酒造」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「ニット」、「木材・木製品」、「窯業・土石」、「金属」、「一般機械」、

「電気機器」、「輸送用機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「縫製」、「印刷」、「プラスチック」

【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・・・・・・・・・・・・「食料品」、「縫製」、「印刷」、「金属」、「一般機械」、「輸送用機器」

・わずかに改善・・・・「鉄鋼・非鉄」

・横ばい・・・・・・・・・・「窯業・土石」、「電気機器」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・・「酒造」、「木材・木製品」

・悪化・・・・・・・・・・・・「織物」、「ニット」、「プラスチック」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「食料品」、「縫製」、「金属」、「電気機器」、「輸送用機器」、

「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・・「ニット」、「印刷」、「窯業・土石」、「一般機械」

・わずかに悪化・・・・「酒造」、「木材・木製品」、「鉄鋼・非鉄」、「精密機器」

・大幅悪化・・・・・・・・「織物」



○   沿岸部の復興需要が落ち着いてきた。  【窯業・土石】

○   受注に波があり、今後の先行きの見通しが立たない。 【鉄鋼・非鉄】

○   これ以上の円高になると厳しいので、FRB（連邦準備制度理事会）での利上げに期待したい。 【一般機械】

○   受注環境変化に対して社内技量の流動化が追いつかず、やむなく失注するケースがある。しかし引き合い状況は悪くはない。

【一般機械】

○   鉄工製造業の下請業者の大多数が厳しい状況であり、暫くは続くと見られている。 【一般機械】

○   国内の製造業全体があまり良くない状態です。 【一般機械】

○   活気を感じることはできなく、川下景気は減速している。 【電気機器】

○   今後の受注動向は、不透明です。 【電気機器】

○   FA関連機器の受注が回復しない。 【電気機器】

○   各建機メーカは不調が続いているが、一時的に受注の見込みがあり「3ヶ月先の予想」としては、現況に大きな変化は無いと観ている。

【輸送用機器】

○   取引先の開発部門からの依頼が増加したため、やや忙しい状態です。 【精密機器】

○   少量短納期の傾向が多く、時間外対応が要求される。 【精密機器】

○   町工場を取り巻く環境は厳しく、コストダウンの要求ばかり聞こえてくる。また、働いてくれる人の応募も少ない状態です。 【精密機器】

○   原発事故による風評被害で離れてしまった顧客を取り戻すのには、相当な年月を要すると思う。 【漆器】

○   現在、重油価格が低水準で推移しているので、経営は今の所は順調であるが、またいつ高騰するか分からない。 【プラスチック】

今　回 -20.4

先行き -38.8

前回比 -12.6

対象企業 67

回答企業 49

建設業

○   震災復興景気が落ち着き、売上等が下振れしている。 【建築】

今　回 -42.0

先行き -29.0

前回比 -8.2

対象企業 114

回答企業 69

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・資金繰り〉

・わずかに悪化・・・「土木」、「建築」

〈採算〉

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

・わずかに悪化・・・「土木」

【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〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」

・悪化・・・・・・・・・・・「建築」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

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〉

・改善・・・・・・・・・・・「機械器具」

・わずかに改善・・・「飲食料」

・わずかに悪化・・・「衣服」、「建築材料」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「青果物」、「鮮魚」

〈採算〉

・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「飲食料」、「鮮魚」

・わずかに悪化・・・「青果物」、「機械器具」

・悪化・・・・・・・・・・・「建築材料」、「その他」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「鮮魚」

・横ばい・・・・・・・・・「機械器具」、「建築材料」、「その他」

・わずかに悪化・・・「衣服」、「飲食料」、「青果物」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算・資金繰り全てでわずかに改善を見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「青果物」、「機械器具」

・わずかに改善・・・「飲食料」

・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「鮮魚」、「建築材料」、「その他」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「衣服」

・わずかに改善・・・「機械器具」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」、「青果物」、「鮮魚」、「建築材料」



自由意見自由意見自由意見自由意見

卸売業

○   原発事故による風評被害で、努力していても売上増加は難しい状況です。 【飲食料】

○   人口の減少や高齢化により、消費が減少している。更に、売上は大手チェーンに集中している。 【青果物】

○   10月から出船すれば状況は良くなると思う。 【鮮魚】

○   前年に比べ売上、粗利が減少している。今後3ヶ月程度はあまり変わらないと思うが、1年単位で見ると徐々に売上、粗利とも減少

　　　してゆくものと思われる。 【建築材料】

今　回 -31.0

先行き -22.6

前回比 -1.2

対象企業 139

回答企業 84

小売業

○   3ヵ月前は、前年より良化していると思ったが、その後悪化してしまった。 【中小スーパー】

○   原発事故による風評被害で、大半の顧客である農業関係者の所得が激減し、売上や所得に甚大な影響を及ぼしている。 【衣料】

○   人口減少やネット販売の普及により売上が減少している。 【衣料】

○   顧客の高齢化により客数が減少し、販売額が減少している。また、小売店の廃業が続いている。 【衣料】

○   プライベートブランド商品が多くなり、他社とどのように競合していくかが課題です。 【飲食料】

○   北海道の台風の影響による農作物の減収。 【飲食料】

○   猛暑の影響で8月には若干売上を落としたが、9月には持ち直すと思います。 【飲食料】

○   県内の状況は良くないので販路を県外に拡大しています。 【飲食料】

○   デフレスパイラルに陥っています。増えるのは、借金ばかりです。 【飲食料】

○   先行きが不安で、高齢者も若年者も余裕資金があっても使わないのではないか。 【家電品】

○   暑い割にエアコンの売れ行きが悪かった。大物、小物ともに売れ行きは悪い。 【家電品】

○   少子高齢化と若年層（20代）の車離れや、高齢化による免許の返納等で、車の登録台数が減少している。 【自動車販売】

○   先行きへの不安が大きい。 【家具・建具】

○   景気は悪く、先行きが思いやられる。 【その他】

○   客数の増加により、売上高は少しずつ上がっている。中国の経済も回復しつつある。 【その他】

○   7月の熱暑と8月の台風・長雨は小売業には辛かった。 【その他】

○   ドラッグストアの進出により来客皆無で廃業寸前です。 【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＞

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〉

・わずかに改善・・・「衣料」、「飲食料」、「家具・建具」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」

・わずかに悪化・・・「家電品」、「自動車販売」、「その他」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「家具・建具」

・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」、「家電品」

・悪化・・・・・・・・・・・「その他」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「自動車販売」

・わずかに改善・・・「家具・建具」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「衣料」、「その他」

・わずかに悪化・・・「飲食料」

・悪化・・・・・・・・・・・「家電品」

【３ヵ月先見通し】

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

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「家電品」

・わずかに改善・・・「飲食料」、「自動車販売」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「衣料」

・悪化・・・・・・・・・・・「家具・建具」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「家電品」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「衣料」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「家具・建具」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「自動車販売」



今　回 -30.1

先行き -19.5

前回比 -6.3

対象企業 103

回答企業 64

サービス業

○    夏季の天候不順等により客数が減少。来春まで不安定要素が続くと思われる。 【旅館・ホテル】

○    旅館・ホテル業は、厳しい状態が続いている。 【旅館・ホテル】

○    原発事故後の風評による影響が長期化している。 【旅館・ホテル】

○    目先回復を見込みますが、7月迄が売上減で今期苦しみそうです。 【旅館・ホテル】

○    業界全般に荷物の流れが滞っているように感じますが、徐々に増える見込みです。 【運送】

○    現況、受注減少と共に人材不足も重なっているので、今後、業績の行方を注視しております。 【運送】

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＞

採算でわずかに改善、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〉

・わずかに改善・・・「自動車整備」

・横ばい・・・・・・・・・「タクシー」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「運送」、「情報サービス」、「その他」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「タクシー」

・わずかに改善・・・「運送」、「情報サービス」

・横ばい・・・・・・・・・「観光旅館」、「その他」

・わずかに悪化・・・「自動車整備」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「タクシー」

・わずかに改善・・・「運送」、「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「自動車整備」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「観光旅館」

【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・・・・・・・・・・・「タクシー」、「運送」、「自動車整備」

・わずかに改善・・・「観光旅館」

・横ばい・・・・・・・・・「その他」

・わずかに悪化・・・「情報サービス」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「自動車整備」

・わずかに改善・・・「タクシー」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「観光旅館」、「運送」

・悪化・・・・・・・・・・・「情報サービス」


