
●調査時点 平成２７年７月調査（２７年６月末時点）

●対象企業 ８００社

●回答企業 ５２５社（回答率：６５．６％）

（製造業２５３社、建設業５１社、卸売業７４社、

小売業８７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 253

建設業 51

卸売業 74

小売業 87

サービス業 60

　全産業の業況DI（▲14.3）は、前回(▲19.0)に比べ4.7ポイントと改善を示した。

　業種別では製造業の業況DI（▲13.8）は、前回（▲18.6）に比べ4.8ポイントと改善を示した。

　建設業の業況DI（2.0）は、前回（6.6）に比べ4.6ポイントと悪化を示した。

　卸売業の業況DI（▲18.9）は前回(▲24.3)に比べ5.4ポイントと改善を示した。

　小売業の業況DI（▲24.2）は前回(▲29.8)に比べ5.6ポイントと改善を示した。

　サービス業の業況DI（▲10.0）は前回(▲18.6)に比べ8.6ポイントと改善を示した。

【３ヵ月先見通し】

〈業況〉今回＝平成27年6月末

　全産業では今回（▲14.3）から3ヵ月先（▲8.3）と6.0ポイントの改善を見通している。

　製造業では今回（▲13.8）から3ヵ月先（▲3.2）と10.6ポイントの改善を見通している。

　建設業では今回（2.0）から3ヵ月先（▲7.8）と9.8ポイントの悪化を見通している。

　卸売業では今回（▲18.9）から3ヵ月先（▲12.2）と6.7ポイントの改善を見通している。

　小売業では今回（▲24.2）から3ヵ月先（▲18.4）と5.8ポイントの改善を見通している。

　サービス業では今回（▲10.0）から3ヵ月先（▲11.7）と1.7ポイントの悪化を見通している。

業況 売上 採算 資金繰り

　６月末時点 -14.3 -16.1 -20.7 -5.7

　３月末時点 -19.0 -16.9 -19.4 -5.6

前回比 4.7 0.8 -1.3 -0.1

業況 ６月末時点 ３月末時点

良化 16.2 16.2

悪化 30.5 35.2 良化

DI値 -14.3 -19.0 悪化

前回比 4.7 1.1 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 17.0 18.2 良化 15.4 14.1

悪化 30.8 36.8 悪化 30.2 33.6

DI値 -13.8 -18.6 DI値 -14.8 -19.5

前回比 4.8 -4.2 前回比 4.7 5.9

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。

-8.3

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

12.8

21.1

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＞＜全 産 業＞＜全 産 業＞＜全 産 業＞
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 ■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

 ■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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小売業

サービス業



今　回 -13.8

先行き -3.2

前回比 4.8

対象企業 377

回答企業 253

製造業

○   原発事故後、風評被害の影響が大きく、福島の食品は敬遠されがちです。 【食料品】

○   スーパー業界の圧力が強く、納入単価が厳しい。 【食料品】

○   震災以来の受注減少により、業務形態の見直し、及び人員整理を行いましたが、今後の見通しは不透明です。 【食料品】

○   業界の首都圏でのブームもあり、単価の高い商品も需要がのびてきているが、地方経済の低迷で、なかなか売上げが良化

      とまでは言えず、同程度で推移。 【酒造】

○   原発事故や消費税の影響で売れ行きは低調。人手不足も課題。円安で仕事は国内に戻りつつあるが、受注単価の低下が厳しい

　　　状況です。 【縫製】

○   今後５年、１０年を考えた時にこの業界が右肩上がりに推移することは考えにくい状況である。その辺を見据えて事業変更を含めて

　　　考えざるを得ない。 【印刷】

○   震災後は、全体的に落ち込んだままで上昇できていません。 【印刷】

○   紙の値上がりが大きく、利益を圧迫している。 【印刷】

○   受注に波があり、先行き不透明。 【鉄鋼・非鉄】

○   良い人材が不足している。 【金属】

○   人材不足。 【金属】

○   風力発電特需で忙しいです。人員の教育が急務。                    【一般機械】

＜製造業＞＜製造業＞＜製造業＞＜製造業＞

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

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・・・・・・・・・・「食料品」、「酒造」、「縫製」、「木材・木製品」、「窯業・土石」、

「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「印刷」

・横ばい・・・・・・・・「織物」、「金属」、「プラスチック」

・わずかに悪化・・・「ニット」、「一般機械」、「電気機器」

・悪化・・・・・・・・・・「鉄鋼・非鉄」、「精密機器」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「酒造」、「織物」、「木材・木製品」

・わずかに改善・・・「食料品」、「印刷」、「輸送用機器」

・横ばい・・・・・・・・「窯業・土石」

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

・悪化・・・・・・・・・・「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」

・大幅悪化・・・・・・「ニット」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「織物」、「ニット」

・わずかに改善・・・「食料品」、「酒造」、「金属」、「輸送用機器」

・横ばい・・・・・・・・「窯業・土石」、「一般機械」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「縫製」、「木材・木製品」、「印刷」、「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」、

「プラスチック」

【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・・・・・・「ニット」

・改善・・・・・・・・・・「織物」、「鉄鋼・非鉄」、「精密機器」

・わずかに改善・・・「食料品」、「縫製」、「金属」、「一般機械」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・「木材・木製品」、「窯業・土石」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「輸送用機器」

・悪化・・・・・・・・・・「酒造」、「印刷」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「精密機器」、「プラスチック」

・わずかに改善・・・「縫製」、「木材・木製品」、「電気機器」

・横ばい・・・・・・・・「食料品」、「織物」、「ニット」、「鉄鋼・非鉄」

・わずかに悪化・・・「印刷」、「窯業・土石」、「金属」「輸送用機器」

・悪化・・・・・・・・・・「酒造」、「一般機械」



○   社員が不足していて、機械がうまく稼働できない。  【一般機械】

○   業種転換を考えています。  【一般機械】

○   昨年度後半は受注が大幅増加したが、今年度に入り受注減となっている。  【一般機械】

○   人手不足、人件費の上昇等、採算悪化へ移行しつつある。 【電気機器】

○   国際情勢（ギリシャ問題など）での景気への影響が懸念されます。 【電気機器】

○   受注は、建設機械（重機）産業界が中国の経済低迷のあおりを受け、年度内は減少したまま横ばいの見通し。資金繰りは本年前半の

　　　需要減が響き悪化している。 【輸送用機器】

○   現在は、自動車排出ガス規制の対応で多忙ですが、９月期より生産が減少する見込み。トータルの売上ではプラス予想。

【輸送用機器】

○   仕事量は増えているが、受注単価が下がっているため収支面では、やや良化に留まっている。 【輸送用機器】

○   短納期のため１ヶ月先の受注はなく、受注残高が少ない。量産品は、海外へ流れる傾向です。 【精密機器】

○   残業を減らしてボーナス等所得を増やし、景気を良くする一方で、発注元からは、厳しいコストダウンと短納期発注がある。

　　　仕事量も減少しています。 【精密機器】

○   今後の予想が立たない。 【プラスチック】

○   プラスチック業界においては、重油が値下がりになっても、それほど原料価格が下がらなかった。 【プラスチック】

今　回 2.0

先行き -7.8

前回比 -4.6

対象企業 67

回答企業 51

建設業

○   建設業に従事する人が数年の間で大幅に減っているため、人手不足が続いている。 【土木】

○　 繰越手持ち工事が減少しており、厳しさが感じられます。 【建築】

今　回 -18.9

先行き -12.2

前回比 5.4

対象企業 114

回答企業 74

＜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

自由意見自由意見自由意見自由意見

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〉

・横ばい・・・・・・「建築」

・わずかに悪化・・・「土木」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「建築」

・大幅悪化・・・・・「土木」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「建築」

・悪化・・・・・・・「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」

業況・売上でわずかに改善、採算・資金繰りで横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「その他」

・わずかに改善・・・「飲食料」、「青果物」、「機械器具」

・横ばい・・・・・・・・「鮮魚」、「建築材料」

・悪化・・・・・・・・・・「衣服」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「青果物」

・わずかに改善・・・「飲食料」、「機械器具」

・横ばい・・・・・・・・・「建築材料」

・わずかに悪化・・・「衣服」、「鮮魚」、「その他」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「鮮魚」、「建築材料」

・横ばい・・・・・・・・「飲食料」、「青果物」、「機械器具」、「その他」

・わずかに悪化・・・「衣服」

【３ヵ月先見通し】

業況でわずかに改善、売上・採算・資金繰りで横ばいを見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「衣服」、「その他」

・わずかに改善・・・「鮮魚」

・横ばい・・・・・・・・「青果物」、「機械器具」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「建築材料」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「その他」

・横ばい・・・・・・・・「衣服」、「飲食料」、「青果物」、「鮮魚」、「建築材料」

・わずかに悪化・・・「機械器具」



自由意見自由意見自由意見自由意見

卸売業

○   相変らず、人手不足が続いています。 【飲食料】

○   全体として先行きに不安定感があります。 【機械器具】

○   先行き不透明。 【建築材料】

○   会津地方は、中・小規模の小売業を中心に景気回復の見込みがない。 【その他】

○   仕入単価は値上がりしても、販売単価は値上げできず厳しい状況です。今後、パート人員不足や経費の増加も問題となる予想。

【その他】

今　回 -24.2

先行き -18.4

前回比 5.6

対象企業 138

回答企業 87

小売業

○   今年の6月は天気が良く昨年並に観光客も入った様です。今後も天候が良ければ期待が持てると思う。 【中小スーパー】

○   風評被害が依然として厳しく、売上及び収益の減少が底なしの状況です。 【衣料】

○   客層が高齢化し、客数が年々減少している。後継者不足も課題で数年後には同業者の数が半減する見込みです。 【衣料】

○   大型店を中心にした生活様式に変化してきている。 【飲食料】

○   最近の天候不順による野菜の価格変動が心配です。 【飲食料】

○   商店の生きる道は年々狭められる。 【飲食料】

○   一部商品が急上昇しているため、売上が伸びている。 【飲食料】

○   プレミアム商品券の販売により、今後の売上アップに期待が持てます。 【飲食料】

○   予想以上に冷えこんだ感がある。 【家電品】

○   小物品の売上や修理が全くなく、売上は上がらないが、高額品の販売により売値はアップしている。 【家電品】

○   いわき市の車業界は、人口流入により今までは良かったが、現在は頭打ちになっている。 【自動車販売】

○   客数が減少している。 【自動車販売】

○   消費税増税後、客数は減っている。全国的に見ても、この先の業況は厳しくなっていくと思われる。 【家具・建具】

○   原材料価格の上昇で、売上単価を上げられず採算性が悪化している。 【家具・建具】

○   客数は増えているが、販売単価は伸びていない。 【その他】

○   10数年前の設備投資の借入残があるため、資金繰りが計画通りに行かない。 【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＞

業況・売上・資金繰りでわずかに改善、採算で横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「家電品」、「家具・建具」

・わずかに改善・・・「飲食料」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「自動車販売」

・わずかに悪化・・・「中小スーパー」、「衣料」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに改善・・・「飲食料」、「家電品」

・横ばい・・・・・・・・「中小スーパー」、「衣料」、「自動車販売」、「その他」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「衣料」、「家電品」、「自動車販売」、「家具・建具」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「中小スーパー」

・わずかに悪化・・・「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〉

・改善・・・・・・・・・・「衣料」、「自動車販売」

・わずかに改善・・・「中小スーパー」、「飲食料」

・横ばい・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに悪化・・・「家電品」、「その他」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「衣料」、「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・・・「家電品」、「その他」



今　回 -10.0

先行き -11.7

前回比 8.6

対象企業 104

回答企業 60

サービス業

○    ふるさと旅行券（6月～9月）が発売されて、来年までは宿泊に対して、意識が向いているような気がします。旅行券終了後の動きに

　　　 ついては不明。 【旅館・ホテル】

○    ゴールデンウィーク明けから６月まで予約が伸び悩んでいます。特に地元のお客様が減っているようです。 【旅館・ホテル】

○    ふくしまDCの影響、効果は全く感じられなかった。 【タクシー】

○    人材不足。 【タクシー】

○    軽油価格の値下げで、資金繰りが改善した。 【運送】

○    軽油代がじわじわと上がってきており、せっかく下がったのに残念です。 【運送】

○    人員不足は解消されそうにない。 【運送】

○    将来的に福島が元気になる経済施策が急務と思われる。 【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・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・・・・・・・・・・「運送」

・わずかに改善・・・「観光旅館」、「自動車整備」、「情報サービス」

・悪化・・・・・・・・・・「タクシー」、「その他」

〈採算〉

・大幅改善・・・・・・「運送」

・改善・・・・・・・・・・「自動車整備」

・わずかに改善・・・「情報サービス」

・横ばい・・・・・・・・「タクシー」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」

・悪化・・・・・・・・・・「その他」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「観光旅館」、「運送」、「自動車整備」

・横ばい・・・・・・・・「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「タクシー」

・悪化・・・・・・・・・・・「その他」

【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〉

・大幅改善・・・・・・「情報サービス」

・改善・・・・・・・・・・「タクシー」

・わずかに改善・・・「観光旅館」、「その他」

・わずかに悪化・・・「自動車整備」

・大幅悪化・・・・・・「運送」

〈資金繰り〉

・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・・・・・・・・「その他」


