
●調査時点 平成２９年７月調査（２９年６月末時点）

●対象企業 ８００社

●回答企業 ５０９社（回答率：６３．６％）

（製造業２３６社、建設業４５社、卸売業７７社、

小売業９０社、サービス業６１社）

●調査時期 四半期毎〈３，６，９，１２月末時点〉

回答企業

製造業 236

建設業 45

卸売業 77

小売業 90

サービス業 61

　全産業の業況DI（▲20.5）は、前回(▲22.9)に比べ2.4ポイントの改善を示した。

　業種別では製造業の業況DI（▲1.3）は、前回（▲10.4）に比べ9.1ポイントの改善を示した。

　建設業の業況DI（▲35.5）は、前回（▲26.0）に比べ9.5ポイントの悪化を示した。

　卸売業の業況DI（▲37.7）は前回(▲46.2)に比べ8.5ポイントの改善を示した。

　小売業の業況DI（▲41.1）は前回(▲33.0)に比べ8.1ポイントの悪化を示した。

　サービス業の業況DI（▲31.1）は前回(▲29.7)に比べ1.4ポイントの悪化を示した。

【３ヵ月先見通し】

〈業況〉今回＝平成29年6月末

　全産業では今回（▲20.5）から3ヵ月先（▲9.8）と10.7ポイントの改善を見通している。

　製造業では今回（▲1.3）から3ヵ月先（0.8）と2.1ポイントの改善を見通している。

　建設業では今回（▲35.5）から3ヵ月先（▲24.5）と11.0ポイントの改善を見通している。

　卸売業では今回（▲37.7）から3ヵ月先（▲11.7）と26.0ポイントの改善を見通している。

　小売業では今回（▲41.1）から3ヵ月先（▲20.0）と21.1ポイントの改善を見通している。

　サービス業では今回（▲31.1）から3ヵ月先（▲23.0）と8.1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 -20.5 -20.6 -22.4 -10.6

３月末時点 -22.9 -20.7 -21.3 -6.1

前回比 2.4 0.1 -1.1 -4.5

業況 ６月末時点 ３月末時点

良化 14.3 15.0

悪化 34.8 37.9 良化

DI値 -20.5 -22.9 悪化

前回比 2.4 -0.4 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 22.0 21.3 良化 7.7 9.4

悪化 23.3 31.7 悪化 44.7 43.6

DI値 -1.3 -10.4 DI値 -37.0 -34.2

前回比 9.1 1.0 前回比 -2.8 -1.9

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。
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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

　 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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今　回 -1.3

先行き 0.8

前回比 9.1

対象企業 377

回答企業 236

製造業

○   人件費の上昇と優秀な人材の確保に苦労している。 【食料品】

○   デパートの売上減が受注に影響している。生産も多品種小ロットになり、生産能率が低下している。 【縫製】

○   注文数は増加していますが、社員（求人）が集らず苦慮しています。 【木材・木製品】

○   復興事業がなくなってきていますので、新たな開拓必要。  【印刷】

○   少子高齢化や社会構造の変化など、さまざまな変化が当社にも影響を及ぼしている。  【印刷】

○   いわき市の経済（主に商業）は、避難指示地区に住む人達の動向に大きく左右される。 【印刷】

○   インターネット受注で営業を行っている関東や関西の同業他社に仕事が流れている現状です。 【印刷】

○   復興需要の減少により受注減少売上減。それでいて、いままでの機械の稼働状況により修理、修繕が増加している。 【窯業・土石】

＜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

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〉

・大幅改善・・・・・・「ニット」

・改善・・・・・・・・・・「木材・木製品」、「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」

・わずかに改善・・・「印刷」、「一般機械」、「精密機器」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・「織物」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「酒造」、「輸送用機器」

・悪化・・・・・・・・・・「縫製」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「ニット」、「印刷」、「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「一般機械」

・横ばい・・・・・・・・「食料品」、「酒造」、「木材・木製品」、「精密機器」、「プラスチック」

・わずかに悪化・・・「織物」、「縫製」、「電気機器」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「木材・木製品」、「印刷」、「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、

「一般機械」

・横ばい・・・・・・・・・「ニット」、「輸送用機器」、「精密機器」、「プラスチック」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「織物」、「電気機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「酒造」、「縫製」

【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・・・・・・・・・・「ニット」、「縫製」、「精密機器」

・わずかに改善・・・「食料品」、「酒造」、「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」

・横ばい・・・・・・・・「織物」、「窯業・土石」、「金属」、「一般機械」

・わずかに悪化・・・「印刷」、「輸送用機器」

・悪化・・・・・・・・・・「木材・木製品」、「プラスチック」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「織物」

・わずかに改善・・・「食料品」、「縫製」、「電気機器」

・横ばい・・・・・・・・「ニット」、「窯業・土石」、「一般機械」、「輸送用機器」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「木材・木製品」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・「印刷」



○   インフラ整備の安定化を期待します。 【窯業・土石】

○   人材(若年）が不足している。当地域でも外国人労働者で補完している企業が多くなってきている。 【金属】

○   受注量は増加に転じているが、人員が流出している。 【金属】

○   良い人材が採用できず、人手不足です。 【一般機械】

○   中途採用が厳しくなった。新卒が採用できているうちはいいが、今後が不安です。 【一般機械】

○   国内での不況が続いているため、海外展開を検討している。 【一般機械】

○   受注リクエストにできるだけ応えたいが、キャパ不足の状態です。 【電気機器】

○   トラック部品弊社取引先の一部、海外生産となり変化が起きる。建設機械部品では、超大型重機の需要拡大の兆しはあるが、

　　　注視している状況。 【輸送用機器】

○   ハローワークへ求人を出しても人材が全く集まらない状況です。 【輸送用機器】

○   5月・6月は前年より悪い状態です。原材料の価格上昇は止まりません。 【精密機器】

○   多品種・小ロット・短納期は発注側の資産回転率向上には良いが、製造側の設備稼働率は低下し、段取り替え時間比率が高くなる。

　　　エンジニアの稼働時間が長くなり、長時間労働、人員不足にも繋がってくる。 【精密機器】

○   労働環境整備・管理の中、これまでにない受注残を抱え、四苦八苦しています。 【プラスチック】

○   受注は順調だが、これをさばく人員が不足している。募集をかけてもなかなか集まらず困っている。 【プラスチック】

○   原料価格の値上がりが、一番採算に響く。 【プラスチック】

今　回 -35.5

先行き -24.5

前回比 -9.5

対象企業 67

回答企業 45

建設業

○   大型公共工事の受注により良好だが、資材の高騰と人材不足により苦しい経営になる。 【土木】

○   補正予算等で土木関係の発注あり。多少環境良化。 【建築】

今　回 -37.7

先行き -11.7

前回比 8.5

対象企業 114

回答企業 77

＜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

業況・売上・採算・資金繰り全てでわずかに悪化を示した。

〈業況・採算〉

・横ばい・・・・・・・・「建築」

・悪化・・・・・・・・・・「土木」

〈資金繰り〉

・わずかに悪化・・・「土木」、「建築」

【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・・・・・・・・・・「土木」

・横ばい・・・・・・・・「建築」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「建築」

・わずかに悪化・・・「土木」

業況でわずかに改善、売上・採算・資金繰りで横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「飲食料」

・横ばい・・・・・・・・「衣服」、「青果物」、「建築材料」

・わずかに悪化・・・「鮮魚」、「機械器具」、「その他」

〈採算〉

・大幅改善・・・・・・「飲食料」

・わずかに改善・・・「その他」

・わずかに悪化・・・「青果物」、「建築材料」

・悪化・・・・・・・・・・「衣服」、「鮮魚」、「機械器具」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「飲食料」、「鮮魚」

・横ばい・・・・・・・・「建築材料」、「その他」

・わずかに悪化・・・「衣服」、「青果物」、「機械器具」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上で改善、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・・・・・・「機械器具」

・改善・・・・・・・・・・「衣服」、「青果物」、「鮮魚」、「建築材料」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「飲食料」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「衣服」、「青果物」、「機械器具」

・横ばい・・・・・・・・「飲食料」、「鮮魚」、「建築材料」

・悪化・・・・・・・・・・「その他」



自由意見自由意見自由意見自由意見

卸売業

○   需要の変化により、業種の変更を検討している。 【衣服】

○   個人の店舗造りは、道の駅や農家直販の店にはかなわない。 【青果物】

○   仕入価格の上昇と受注減少が影響している。 【機械器具】

○   除染工事終了に伴い、需要が減少している。 【建築材料】

○   需要の変化に営業形態が追いつかない。競合先の増加がある。 【建築材料】

○   原発事故後、風評の問題だけではなく、魚離れがおきているように感じます。 【その他】

今　回 -41.1

先行き -20.0

前回比 -8.1

対象企業 139

回答企業 90

小売業

○   依然として続く、原発事故による風評被害によって、地域商店街は苦戦を強いられている。 【衣料】

○ 　人口減少で景気が悪化している。 【衣料】

○   経営者の高齢化により、商売（販売）に対する意欲が減少し、閉店の危機に直面している。 【衣料】

○   従業員もある程度確保できました。人件費も若干上昇していますが、それなりに売上も上がっています。 【飲食料】

○   食品については、賞味期限で品揃えに苦しんでいます。 【飲食料】

○   若い従業員の確保が難しい。人口の減少で将来が見通せない。大手に客が流れてしまう。 【飲食料】

○   一部商品の売上が上がってきたため改善されつつある。 【飲食料】

○   電子たばこ（アイコス）の取扱いから１年が経ち好調です。 【飲食料】

○   白物家電品の売上は、若干良い。 【家電品】

○   自動車業界は、自動運転等話題には事欠かないが、末端の小売り、特に中古車販売は４月から売上が落ち込んでいる。

【自動車販売】

○   昨年の夏以降、急激に客数が減り、販売単価も震災前の状況に戻った。震災というより原発特需は終わった感がある。

　　　今後は又、震災前の不景気と同じ苦しい時代が来るであろうと思われる。 【家具・建具】

○   全体に停滞気味。消費が進んでいく実感がない。 【家具・建具】

○   支店閉鎖のため、残在庫の移動により在庫過多。オリンピック需要はあるのか。 【その他】

○   人員不足。 【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・採算・資金繰りでわずかに悪化、売上で横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに改善・・・「中小スーパー」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「飲食料」

・悪化・・・・・・・・・・「衣料」、「家電品」

・大幅悪化・・・・・・「自動車販売」

〈採算〉

・横ばい・・・・・・「衣料」、「飲食料」、「家具・建具」

・わずかに悪化・・・「中小スーパー」

・悪化・・・・・・・「家電品」、「自動車販売」、「その他」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「その他」

・わずかに悪化・・・「中小スーパー」、「衣料」、「飲食料」、「自動車販売」、「家具・建具」

・悪化・・・・・・・・・・「家電品」

【３ヵ月先見通し】

業況・採算で改善、売上・資金繰りでわずかに改善を見通している。

〈業況〉

・大幅改善・・・・・・「自動車販売」

・改善・・・・・・・・・・「衣料」、「家電品」

・わずかに改善・・・「中小スーパー」、「飲食料」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「家具・建具」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「中小スーパー」、「衣料」、「飲食料」、「家電品」、「自動車販売」、

「家具・建具」

・横ばい・・・・・・・・・「その他」



今　回 -31.1

先行き -23.0

前回比 -1.4

対象企業 103

回答企業 61

サービス業

○    旅館の全国チェーン化が、じわじわと押し寄せてきています。団体客が取り込めない状況です。 【旅館・ホテル】

○    人手不足。 【タクシー】

○    燃料価格の動向が不安です。 【運送】

○    わずかですが、前年に比べて、良い方向へ動きがでてきたように感じられます。 【運送】

○    荷動き鈍化、例年になく悪い状態です。 【運送】

○    人材確保はできたが、教育期間に時間がかかります。 【自動車整備】

○    除染作業が一段落し、車の動きが落ち着いてきたため、車の修理台数が減少している。 【自動車整備】

○    需要の変化に企業側の思考も大きく変化していかなければならない。 【情報サービス】

○    売上が徐々に悪化している。 【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・売上・採算で横ばい、資金繰りでわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「観光旅館」

・わずかに改善・・・「運送」

・横ばい・・・・・・・・「自動車整備」

・わずかに悪化・・・「情報サービス」

・悪化・・・・・・・・・・「タクシー」、「その他」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「運送」

・横ばい・・・・・・・・「観光旅館」、「タクシー」、「自動車整備」

・悪化・・・・・・・・・・「情報サービス」、「その他」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「タクシー」

・横ばい・・・・・・・・「観光旅館」

・わずかに悪化・・・「自動車整備」、「情報サービス」

・悪化・・・・・・・・・・「運送」、「その他」

【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〉

・大幅改善・・・・・・「タクシー」

・わずかに改善・・・「観光旅館」

・横ばい・・・・・・・・「運送」、「自動車整備」、「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「その他」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「タクシー」、「自動車整備」

・わずかに改善・・・「情報サービス」

・横ばい・・・・・・・・「観光旅館」、「運送」、「その他」


