
●調査時点 平成３０年１０月調査（３０年９月末時点）

●対象企業 ８００社

●回答企業 ４９８社（回答率：６２．３％）

（製造業２４０社、建設業４３社、卸売業６９社、

小売業８６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 43

卸売業 69

小売業 86

サービス業 60

　全産業の業況DI（▲27.8）は、前回(▲24.1)に比べ3.7ポイントの悪化を示した。

　業種別では製造業の業況DI（▲12.5）は、前回（▲6.7）に比べ5.8ポイントの悪化を示した。

　建設業の業況DI（▲55.8）は、前回（▲47.8）に比べ8.0ポイントの悪化を示した。

　卸売業の業況DI（▲46.4）は前回(▲41.4)に比べ5.0ポイントの悪化を示した。

　小売業の業況DI（▲40.7）は前回(▲43.3)に比べ2.6ポイントの改善を示した。

　サービス業の業況DI（▲28.4）は前回(▲31.7)に比べ3.3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9月末

　全産業では今回（▲27.8）から3ヵ月先（▲19.1）と8.7ポイントの改善を見通している。

　製造業では今回（▲12.5）から3ヵ月先（▲7.5）と5.0ポイントの改善を見通している。

　建設業では今回（▲55.8）から3ヵ月先（▲32.5）と23.3ポイントの改善を見通している。

　卸売業では今回（▲46.4）から3ヵ月先（▲28.9）と17.5ポイントの改善を見通している。

　小売業では今回（▲40.7）から3ヵ月先（▲28.0）と12.7ポイントの改善を見通している。

　サービス業では今回（▲28.4）から3ヵ月先（▲31.7）と3.3ポイントの悪化を見通している。

業況 売上 採算 資金繰り

９月末時点 -27.8 -27.1 -29.0 -9.3

６月末時点 -24.1 -20.2 -28.3 -8.1

前回比 -3.7 -6.9 -0.7 -1.2

業況 ９月末時点 ６月末時点

良化 11.2 13.7

悪化 39.0 37.8 良化

DI値 -27.8 -24.1 悪化

前回比 -3.7 -3.7 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 16.3 20.0 良化 6.6 7.6

悪化 28.8 26.7 悪化 48.5 48.4

DI値 -12.5 -6.7 DI値 -41.9 -40.8

前回比 -5.8 -5.8 前回比 -1.1 -1.1

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

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、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。
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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。
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今　回 -12.5

先行き -7.5

前回比 -5.8

対象企業 377

回答企業 240

製造業

○   人件費、ガソリン、仕入価格が上がり、段々厳しくなってきている。 【食料品】

○   ４月に値上げ８％実施の為、売上反動が見られるが、利益を大幅に改善している。　　　 　          　 【食料品】

○   アパレル業界の悪化に加え、染料、薬品など仕入単価の値上げが今年４月から続いています。　　 　 【ニット】

○   製造業の人手不足により売上が減少し、コストが増加している。天候不順の影響で商品が売れず、輸入品率９７％の

　　　繊維業界では在庫過剰も問題になっている。 　 【縫製】

○   復興需要のピークアウトもあり売上苦戦の状況が続いています。   　　　　　　　　　　　　　　　　 【印刷】

○   避難している人達の財布が締ったのでいわきの経済も低下している。 地場産業の活力は、依然として弱い。 【印刷】

○   経営者の高齢化が問題になっている。　　　　 【印刷】

○   復興工事の大幅な減少により稼働状況が悪化している。常磐道４車線化の工事の遅れにより端境期が想定より延びたため、

　　　諸経費をはじめ採算性も悪化している。今後は年末の需要と合わせて業況変化が見込めるものの採算性には不安が残る。

【窯業・土木】

○   震災復興が一段落して公共工事の発注減少により、たたき合いが始まっており失格する業者も出てきている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　 　　　　　　　【窯業・土木】

＜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

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〉

・改善・・・・・・・・・・・「織物」、「ニット」

・わずかに改善・・・「印刷」、「金属」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「縫製」、「一般機械」

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

・悪化・・・・・・・・・・・「酒造」、「輸送用機器」、「精密機器」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「織物」、「ニット」、「縫製」

・わずかに改善・・・「酒造」、「印刷」、「金属」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「木材・木製品」、「一般機械」、「輸送用機器」、「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「ニット」、「縫製」、「プラスチック」

・わずかに改善・・・「酒造」、「木材・木製品」、「印刷」

・横ばい・・・・・・・・・「窯業・土石」、「金属」、「輸送用機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「織物」、「鉄鋼・非鉄」、「一般機械」、「電気機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「精密機器」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算でわずか改善、資金繰りで横ばいを見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「酒造」、「織物」、「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「食料品」、「木材・木製品」、「印刷」、「鉄鋼・非鉄」、「精密機器」、

「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「窯業・土石」

・わずかに悪化・・・「縫製」、「金属」、「一般機械」、「電気機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「ニット」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「織物」

・わずかに改善・・・「食料品」

・横ばい・・・・・・・・・「酒造」、「ニット」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」

・わずかに悪化・・・「縫製」、「木材・木製品」、「印刷」、「窯業・土石」、「一般機械」、

「電気機器」、 「輸送用機器」、「精密機器」、「プラスチック」



○   仕事があっても人材不足により受注を断念せざるを得ない。　        　     　　　　　　　　　　　 【金属】

○   求人環境が非常に厳しくなっています。　 　 【一般機械】

○   ここ数年、問い合わせも無かったため、中小企業の高校新卒の採用成功のコツを知りたい。   　　　　　　           【一般機械】

○   農業事業に参入予定です。 　　　　　　　　 【一般機械】

○   イオン小名浜がオープンしてから、さらに人手不足の感じがする。　 　　　　　　　　　　　　　 【電気機器】

○   そろそろ消費税問題が多々出て来ますね。 【電気機器】

○   売上不振なのは、人材不足の影響で受注を断らざるを得ない状況にあるためです。会津地方は、中通り・浜通りよりも

　　　人材不足が深刻で対策を講じる必要があるように思われる。　 　　　　　　　　　　　　　 【輸送用機器】

○   人員不足。　　　 　　　　　　　　　　 【輸送用機器】

○   トランプ政策の影響による国内生産車の台数そのものの減少が、売上に直結してしまうので心配です。業界外から

　　　新規顧客を開拓したいです。     　　　 【輸送用機器】

○   特に地方の業界における国内の空洞化を身近に感じていて危機感を募らせています。             【精密機器】

○   短納期、多品種のため受注残高が少なくなり先が不安定になります。設備稼働率も低下傾向で、繰返しロットの製品を

　　  求めているが、なかなかありません。 【精密機器】

○   ガソリン・電気等の公共料金が値上がりして原材料の仕入単価も上がるなかで、個人の実質所得の低迷から市場価格が

　　　上がらず受注が減少している。観光においても、県・市で客足が戻ったと報道しているが、実感がわかない。 【漆器】

○　 現在の発砲スチロール販売先については、家電・水産・土木（建材）で受注の増加は見込めない。新分野開拓が急務である。　　　　　　　　　　   

【プラスチック】

今　回 -55.8

先行き -32.5

前回比 -8.0

対象企業 67

回答企業 43

建設業

○　 公共事業の入札制度に問題がある。 【土木】

今　回 -46.4

先行き -28.9

前回比 -5.0

対象企業 114

回答企業 69

＜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＞

自由意見自由意見自由意見自由意見

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〉

・わずかに改善・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」、「建築」

【３ヵ月先見通し】

業況で改善、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・・・・・・・・・・・「土木」

・わずかに改善・・・「建築」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」

売上・資金繰りで横ばい、業況・採算でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「衣服」、「青果物」

・横ばい・・・・・・・・・「鮮魚」、「機械器具」、「建築材料」

・わずかに悪化・・・「飲食料」

・悪化・・・・・・・・・・・「その他」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「衣服」

・横ばい・・・・・・・・・「鮮魚」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「機械器具」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「青果物」、「建築材料」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「衣服」、「機械器具」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」、「建築材料」

・わずかに悪化・・・「青果物」「鮮魚」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算でわずかに改善、資金繰りでわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「飲食料」、「機械器具」、「建築材料」、「その他」

・わずかに改善・・・「青果物」

・わずかに悪化・・・「鮮魚」

・悪化・・・・・・・・・・・「衣服」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「青果物」、「建築材料」

・横ばい・・・・・・・・・「鮮魚」、「その他」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「機械器具」



自由意見自由意見自由意見自由意見

卸売業

○   人口・消費減少に加えて、風評被害が尾を引いている。山菜・きのこ類の出荷制限がなおも続いている。 【青果物】

○   官公庁からの受注が減少している。　　　　 【機械器具】

○   米中貿易戦争の影響は動向調査上予見できておりません。 【建築材料】

○   今年から酒以外の小売業を終了して、卸売業も同業種の他社と連携合併しました。　 　　　　　　　 【その他】

○   石油・運送事情や人手不足などから、仕入単価が値上がりしているが販売単価にスライドできずにいる。中央の景気と

　　　ここ地方では差があるのか。　　　　　 【その他】

○   働き方改革の動きの中、職場環境を良くする事は当然の事と思うが、毎年の賃金アップが利益を圧縮する事になり厳しい。

　　　今後、中小企業は問題を抱えることになる。 【その他】

今　回 -40.7

先行き -28.0

前回比 2.6

対象企業 139

回答企業 86

小売業

○   来年１０月の消費税の増税は、絶対に見送るべきだ。 【衣料】

○   販路拡大により売上は伸びてますが、利益を上げることが目標です。　　　　　　　　　　　  　　  【飲食料】

○   今夏の猛暑の影響で売上が激減しました。　 【飲食料】

○   南相馬市原町区でコンビニの新規出店が相次ぐ様は異常なほどに感じる。コンビニ店舗同士で従業員、パートの取り合い

　　　が起き、時給が高騰気味になっている。地方問屋の退廃により一般商店が全滅状態にある。 【飲食料】

○   人口の減少と若年者のアルコール離れにより、業界は低迷しています。打開策もなく、非常に厳しい状況です。　　　　　　　 【飲食料】

○   猛暑が続いて、需要が減少している。　　　 【家電品】

○　 業況は変わらない。　　   　　　　　　　　 【その他】

業況DI値

＜小売業＞＜小売業＞＜小売業＞＜小売業＞

自由意見自由意見自由意見自由意見

業況・売上・採算・資金繰り全てで横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「その他」

・わずかに改善・・・「飲食料」、「家電品」

・わずかに悪化・・・「衣料」

・悪化・・・・・・・・・・・「自動車販売」、「家具・建具」

〈採算〉

・大幅改善・・・・・・・「中小スーパー」

・改善・・・・・・・・・・・「飲食料」、「家電品」

・わずかに悪化・・・「衣料」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「自動車販売」、「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」、「飲食料」、「その他」

・わずかに悪化・・・「自動車販売」、「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・・・・・・・「自動車販売」

・改善・・・・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに改善・・・「中小スーパー」、「衣料」、「飲食料」

・わずかに悪化・・・「家電品」、「その他」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに改善・・・「自動車販売」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「衣料」、「飲食料」

・わずかに悪化・・・「家電品」、「その他」



今　回 -28.4

先行き -31.7

前回比 3.3

対象企業 103

回答企業 60

サービス業

○    前年・前々年と売上の減少が続いているが、どこまで下がれば止まるのか。    　　　　　　 【旅館・ホテル】

○    ビジネス客が多くなり売上は増加しましたが、採算面では厳しいです。３ヶ月先、ビジネス客がいなくなれば売上的に

　　　不安な所があります。 　　　　 【旅館・ホテル】

○    求人が集まらず、タクシー利用客の減少に伴い売上が減少している。　　　　　　　　　 　　　　　 【タクシー】

○    設備老朽化の為、設備投資額が増加しているが顧客の高齢化により受注が減少している。　　　 　 【自動車整備】

○    福島市の路肩に雑草が目立つ様子になり、あの綺麗な町の姿が懐かしくなります。雑然としていてこれで良いのでしょうか。 

【自動車整備】

○    日本の経済は実に悪くなっている。廃業も多くなるため、自立企業を目指さなければならない。　 【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＞

採算でわずかに改善、業況・売上・資金繰りで横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「情報サービス」

・わずかに改善・・・「運送」、「自動車整備」、「その他」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」

・悪化・・・・・・・・・・・「タクシー」

〈採算〉

・大幅改善・・・・・・・「情報サービス」

・改善・・・・・・・・・・・「自動車整備」、「その他」

・わずかに改善・・・「観光旅館」

・わずかに悪化・・・「タクシー」、「運送」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「情報サービス」

・わずかに改善・・・「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「タクシー」、「運送」

・わずかに悪化・・・「自動車整備」

・悪化・・・・・・・・・・・「観光旅館」

【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〉

・改善・・・・・・・・・・・「タクシー」

・横ばい・・・・・・・・・「自動車整備」、「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「運送」

・悪化・・・・・・・・・・・「その他」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「タクシー」

・横ば・・・い・・・・・・「観光旅館」、「運送」、「自動車整備」、「その他」

・わずかに悪化・・・「情報サービス」


