
●調査時点 平成２９年１０月調査（２９年９月末時点）

●対象企業 ８００社

●回答企業 ４９２社（回答率：６１．５％）

（製造業２３６社、建設業４８社、卸売業６６社、

小売業８０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 236
建設業 48
卸売業 66
小売業 80
サービス業 62

　全産業の業況DI（▲18.3）は、前回(▲20.5)に比べ2.2ポイントの改善を示した。
　業種別では製造業の業況DI（4.2）は、前回（▲1.3）に比べ5.5ポイントの改善を示した。
　建設業の業況DI（▲31.3）は、前回（▲35.5）に比べ4.2ポイントの改善を示した。
　卸売業の業況DI（▲42.4）は前回(▲37.7)に比べ4.7ポイントの悪化を示した。
　小売業の業況DI（▲41.2）は前回(▲41.1)に比べ0.1ポイントの悪化を示した。
　サービス業の業況DI（▲38.7）は前回(▲31.1)に比べ7.6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9月末
　全産業では今回（▲18.3）から3ヵ月先（▲12.2）と6.1ポイントの改善を見通している。
　製造業では今回（4.2）から3ヵ月先（4.6）と0.4ポイントの改善を見通している。
　建設業では今回（▲31.3）から3ヵ月先（▲39.6）と8.3ポイントの悪化を見通している。
　卸売業では今回（▲42.4）から3ヵ月先（▲25.8）と16.6ポイントの改善を見通している。
　小売業では今回（▲41.2）から3ヵ月先（▲23.8）と17.4ポイントの改善を見通している。
　サービス業では今回（▲38.7）から3ヵ月先（▲25.8）と12.9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 -18.3 -17.1 -21.8 -8.9
６月末時点 -20.5 -20.6 -22.4 -10.6

前回比 2.2 3.5 0.6 1.7

業況 ９月末時点 ６月末時点

良化 18.3 14.3
悪化 36.6 34.8 良化

DI値 -18.3 -20.5 悪化

前回比 2.2 2.4 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 27.5 22.0 良化 9.8 7.7
悪化 23.3 23.3 悪化 48.8 44.7
DI値 4.2 -1.3 DI値 -39.0 -37.0

前回比 5.5 9.1 前回比 -2.0 -2.8

 ■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
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

12.8
25.0

＜全 産 業＞

 ■全産業の業況

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。

-12.2

景  気  動  向

■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）値とは、景気の動きをとらえるための
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今　回 4.2
先行き 4.6
前回比 5.5

対象企業 377
回答企業 236

製造業
○   物流の動きが悪い。悪天候も一因ではあるが、原発事故による風評被害も影響している。        【食料品】

○   今夏の天候により原料の仕入単価が上昇している。 【食料品】

○   中国原料や国内原料の高騰に影響を受けている。 【食料品】

○   冷夏の影響がありました。 【食料品】

○   業況は鈍化傾向。首都圏での日本酒ブームも落ち着いてきたが、年末まではほぼ前年並に動くと予想。  【酒造】

○   デパートでの売上減少が原因で受注量が昨年より減少している。加工料の増加を売値に反映できないと

      皺寄せが出てくる。 【縫製】

■業種別業況DI値推移グラフ

＜製造業＞

自由意見

業況DI値 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・・・・・・・・・・・「酒造」、「ニット」、「縫製」、「精密機器」

・わずかに改善・・・「食料品」、「印刷」、「一般機械」

・横ばい・・・・・・・・・「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「織物」、「窯業・土石」、「輸送用機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「木材・木製品」、「プラスチック」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「酒造」、「ニット」

・わずかに改善・・・「一般機械」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「電気機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「縫製」、「木材・木製品」、「印刷」、「窯業・土石」、

「金属」、「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・・「織物」、「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「食料品」、「電気機器」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「ニット」、「縫製」、「木材・木製品」、「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」、

「一般機械」、「輸送用機器」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「織物」、「印刷」

・悪化・・・・・・・・・・・「金属」、「プラスチック」

【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・・・・・・・・・・・「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「食料品」、「木材・木製品」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「ニット」、「縫製」、「電気機器」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「印刷」、「金属」、「一般機械」、「プラスチック」

〈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」、「印刷」、「窯業・土石」、「金属」、

「電気機器」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「縫製」、「木材・木製品」、「鉄鋼・非鉄」、「一般機械」、

「輸送用機器」、「プラスチック」



○   受注単価は上がらないが、人件費等固定費が上がってきている。 【縫製】

○   受注は増加傾向にあるが、雇用の確保が難しく生産性の低下が課題となっている。 【木材・木製品】

○   運送費の値上げがあり、今後紙代も値上がりする予想。 【印刷】

○   県南地域は、公共工事の動きが少ない。 【窯業・土石】

○   岩手県・宮城県沿岸部の受注はあるが、山形・新潟・栃木・茨城・福島はだいぶ落ち着いている。

      今後は、岩手県沿岸部の仕事が増える予想だが、福島からは距離が遠いので大変です。 【窯業・土石】

○   人員不足。 【金属】

○   受注量は増加傾向にあります。 【一般機械】

○   全体的に注文増傾向。 【電気機器】

○   今後も好景気が続くのか？世界及び国内景気動向が気になるところです。 【電気機器】

○   受注は増えているが、人員と設備の不足に困っている。 【輸送用機器】

○   得意先の海外生産が進み、対策として生産品目の変化への対応と、量産への対応を始めている。 【輸送用機器】

○   原発事故による風評被害が未だに続いている。 【漆器】

今　回 -31.3
先行き -39.6
前回比 4.2

対象企業 67
回答企業 48

建設業
○ 　一時的な発注があり、良化傾向にあるも、今後は工事が減少し、競争激化が予想される。 【建築】

○ 　数年後に災害復興が落ち着くと、労務費単価が一挙に下がるのではと思います。その時点で、

      経営が極端に悪化するのでは。 【建築】

○ 　平成30年から震災景気がほぼ落ち着き、震災前に戻るのは間違いない。今から準備をしなければと思います。 【建築】

今　回 -42.4
先行き -25.8
前回比 -4.7

対象企業 114
回答企業 66

自由意見

＜建設業＞

＜卸売業＞

業況DI値

業況DI値

売上・採算・資金繰りでわずかに改善、業況で横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

〈採算・資金繰り〉

・わずかに改善・・・「土木」、「建築」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算・資金繰り全てでわずかに悪化を見通している。

〈業況・資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

売上でわずかに改善、業況・採算・資金繰りで横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「機械器具」

・わずかに改善・・・「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「建築材料」

・わずかに悪化・・・「青果物」

・悪化・・・・・・・・・・・「衣服」、「飲食料」、「鮮魚」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「青果物」、「機械器具」

・わずかに改善・・・「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「建築材料」

・悪化・・・・・・・・・・・「飲食料」、「鮮魚」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「機械器具」

・わずかに改善・・・「衣服」、

・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」、「青果物」、「その他」

・わずかに悪化・・・「鮮魚」、「建築材料」

【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・・・・・・・「建築材料」

・改善・・・・・・・・・・・「鮮魚」

・わずかに改善・・・「衣服」、「飲食料」、「青果物」、「その他」

・わずかに悪化・・・「機械器具」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「建築材料」

・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」、「青果物」、「鮮魚」、「機械器具」

・わずかに悪化・・・「衣服」、「その他」



自由意見

卸売業
○  復興工事関係もほとんどが終了し、作業員の激減で急激に売上・利益が減少している。 【飲食料】

○  小売店での販売は厳しく、大型店や道の駅等での販売にシフトされている。  【青果物】

○  物が売れなくて、中小企業は大変です。 【鮮魚】

今　回 -41.2
先行き -23.8
前回比 -0.1

対象企業 139
回答企業 80

小売業
○  原発事故の影響と高齢者の増加で客数が減っている。 【中小スーパー】

○  依然として風評被害により、大半の顧客である農業従事者の所得が激減している。 【衣料】

○  環境は良くないが、新しい取引増加。 【飲食料】

○  原発事故後、今になっても売上は回復せず、50％以上も減少している。現状をつぶさに見てほしい。 【飲食料】

○  仕入単価の上昇と人件費の上昇で、若干悪化しているが、新製品の開発等で何とか補っている。 【飲食料】

○  人口減少により売上が落ち込み苦戦しています。 【飲食料】

○  冷夏により売上にダメージを受けました。 【家電品】

○  ８月までの不調が響いている。９月はやや持ち直したが、今後明るくなる要素がない。自助努力のみ。 【家電品】

○  高齢者の購入が少なくなった。 【家電品】

○  人員不足により、社内の雰囲気が悪くなっている。 【自動車販売】

○  世界情勢・気候など不安が先行して買い控えが目立つ。生活に余裕が無い為に購買に結びつかない。 【その他】

自由意見

業況DI値

＜小売業＞

採算でわずかに改善、業況・資金繰りで横ばい、売上でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「衣料」、「自動車販売」

・わずかに改善・・・「家電品」

・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」、「家具・建具」

・悪化・・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「その他」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「衣料」、「家電品」

・わずかに改善・・・「自動車販売」

・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」、「その他」

・わずかに悪化・・・「家具・建具」

・悪化・・・・・・・・・・・「中小スーパー」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに改善・・・「衣料」

・横ばい・・・・・・・・・「家電品」

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

・わずかに改善・・・「衣料」、「飲食料」、「家電品」、「自動車販売」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「家具・建具」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「家電品」、「自動車販売」

・わずかに改善・・・「衣料」、「飲食料」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「家具・建具」



今　回 -38.7
先行き -25.8
前回比 -7.6

対象企業 103
回答企業 62

サービス業

○  経験したことのない不景気で、以前にも増して悪化している。このままでは継続の危機です。 【旅館・ホテル】

○  運送事業にとって燃料費の高騰は採算に直結する問題です。去年に比べて高止まりが気がかりです。 【運送】

○  人手不足で深刻な状況が続いている。 【運送】

○  燃料単価が上昇傾向。従業員の確保・維持のため人件費を上げている。 【運送】

○  若い人材の確保ができない為、高齢のスタッフに頼るしかなく、回転率の低下が問題となっている。 【自動車整備】

○  除染作業が収束傾向にあり、車両の動きが少なくなってきたため、需要が減ってきている。 【自動車整備】

○  震災復興および除染作業の縮小又は終了に伴う人口減少が顕著。 【自動車整備】

自由意見

業況DI値

＜サービス業＞

売上・資金繰りでわずかに改善、採算で横ばい、業況でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「観光旅館」

・横ばい・・・・・・・・・「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「自動車整備」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「タクシー」、「運送」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「観光旅館」

・わずかに改善・・・「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「運送」、「自動車整備」

・悪化・・・・・・・・・・・「タクシー」、「その他」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「観光旅館」、「その他」

・わずかに改善・・・「タクシー」

・横ばい・・・・・・・・・「自動車整備」

・わずかに悪化・・・「運送」、「情報サービス」

【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」

・改善・・・・・・・・・・・「自動車整備」、「情報サービス」

・わずかに改善・・・「運送」

・横ばい・・・・・・・・・「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「観光旅館」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「情報サービス」

・わずかに改善・・・「タクシー」

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


