
●調査時点 平成２９年４月調査（２９年３月末時点）

●対象企業 ８００社

●回答企業 ５０６社（回答率：６３．３％）

（製造業２４０社、建設業５０社、卸売業６７社、

小売業８５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 240

建設業 50

卸売業 67

小売業 85

サービス業 64

　全産業の業況DI（▲22.9）は、前回(▲22.5)に比べ0.4ポイントの悪化を示した。

　業種別では製造業の業況DI（▲10.4）は、前回（▲11.4）に比べ1ポイントの改善を示した。

　建設業の業況DI（▲26.0）は、前回（▲14.6）に比べ11.4ポイントの悪化を示した。

　卸売業の業況DI（▲46.2）は前回(▲31.5)に比べ14.7ポイントの悪化を示した。

　小売業の業況DI（▲33.0）は前回(▲37.8)に比べ4.8ポイントの改善を示した。

　サービス業の業況DI（▲29.7）は前回(▲40.0)に比べ10.3ポイントの改善を示した。

【３ヵ月先見通し】

〈業況〉今回＝平成29年3月末

　全産業では今回（▲22.9）から3ヵ月先（▲19.9）と3.0ポイントの改善を見通している。

　製造業では今回（▲10.4）から3ヵ月先（▲7.9）と2.5ポイントの改善を見通している。

　建設業では今回（▲26.0）から3ヵ月先（▲42.0）と16.0ポイントの悪化を見通している。

　卸売業では今回（▲46.2）から3ヵ月先（▲23.9）と22.3ポイントの改善を見通している。

　小売業では今回（▲33.0）から3ヵ月先（▲29.4）と3.6ポイントの改善を見通している。

　サービス業では今回（▲29.7）から3ヵ月先（▲31.2）と1.5ポイントの悪化を見通している。

業況 売上 採算 資金繰り

３月末時点 -22.9 -20.7 -21.3 -6.1

１２月末時点 -22.5 -23.7 -21.9 -6.8

前回比 -0.4 3.0 0.6 0.7

業況 ３月末時点 １２月末時点

良化 15.0 13.8

悪化 37.9 36.3 良化

DI値 -22.9 -22.5 悪化

前回比 -0.4 7.6 ＤＩ値

業況 ３月末時点 １２月末時点 業況 ３月末時点 １２月末時点

良化 21.3 19.5 良化 9.4 8.8

悪化 31.7 30.9 悪化 43.6 41.1

DI値 -10.4 -11.4 DI値 -34.2 -32.3

前回比 1.0 15.3 前回比 -1.9 0.8

 ■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
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31.8

＜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、非製造業ともに横ばいの見通し。先行きは製造業、非製造業ともに横ばいの見通し。先行きは製造業、非製造業ともに横ばいの見通し。先行きは製造業、非製造業ともに横ばいの見通し。
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景  気  動  向景  気  動  向景  気  動  向景  気  動  向

■３月末時点からみた■３月末時点からみた■３月末時点からみた■３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 -10.4

先行き -7.9

前回比 1.0

対象企業 377

回答企業 240

製造業

○   人件費の上昇が止まらない。 【食料品】

○   業況は弱含みの予想だが、単価アップでカバーしていく。国の政策による労働環境の変化に対応できるよう対策を考えている。

　　　若手の人員確保に苦戦している。 【酒造】

○   衣服の国内生産は3％しかなく、ほとんどが輸入品である。さらに、4･5･6月は夏の軽装に伴い受注に苦労する。来年度は、

　　　宮城県から新卒者5名入社予定。 【縫製】

○   アパレル業界全体が伸び悩んでいる。 【縫製】

○   新規取引先は好調だが、従来の取引先受注は減少している。 【木材・木製品】

○   新商品開発が業況の良化に繋がった。 【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 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・・・・・・・・・・・「縫製」

・わずかに改善・・・「食料品」、「酒造」、「金属」、「一般機械」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「印刷」、「電気機器」、「輸送用機器」

・わずかに悪化・・・「木材・木製品」、「鉄鋼・非鉄」、「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・・「窯業・土石」

・大幅悪化・・・・・・・「ニット」

〈採算〉

・大幅改善・・・・・・・「ニット」

・改善・・・・・・・・・・・「縫製」

・わずかに改善・・・「食料品」、「織物」、「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「一般機械」、「プラスチック」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「木材・木製品」、「印刷」、「金属」、「輸送用機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「窯業・土石」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「精密機器」

・わずかに改善・・・「食料品」、「酒造」、「縫製」、「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」、「電気機

器」、

「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・・「織物」、「印刷」、「金属」、「輸送用機器」

・わずかに悪化・・・・「木材・木製品」

・悪化・・・・・・・・・・・・「ニット」、「一般機械」

【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・・・・・・・・・・・「食料品」、「印刷」

・わずかに改善・・・「木材・木製品」、「窯業・土石」、「金属」、「精密機器」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「ニット」、「鉄鋼・非鉄」

・わずかに悪化・・・「織物」、「縫製」、「一般機械」

・悪化・・・・・・・・・・・「酒造」、「電気機器」、「輸送用機器」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「印刷」

・わずかに改善・・・「食料品」、「窯業・土石」、「一般機械」

・横ばい・・・・・・・・・「酒造」、「織物」、「金属」

・わずかに悪化・・・「ニット」、「木材・木製品」、「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」、「輸送用機器」、

「精密機器」、「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・・「縫製」



○   未だに受注の回復ができていない。  【印刷】

○   相双地区の避難指示解除が受注環境に影響を及ぼしている。  【印刷】

○   復興需要の低減に対応すべく、投資も抑えコンパクトに運営していけるよう移行中です。 【窯業・土石】

○   震災復旧工事の収束にともない需要が減少している。 【窯業・土石】

○   復旧・復興関連事業が収束に向かい、受注も減少傾向にある。 【窯業・土石】

○   資材、仕入単価の上昇が出てきており、不安材料の大きな要因となる。 【金属】

○   震災後、採用の方々の定着率が低く、苦慮している。 【金属】

○   年度末にかけ、一時的に受注が増加した。 【一般機械】

○   新卒は採れるが中途採用の応募が少なく、この先の人手不足が懸念されます。 【一般機械】

○   国内の動向は、このまま良くならないと思う。 【一般機械】

○   皆の努力が少しずつ実り、良化してきました。 【電気機器】

○   昨年は低迷したため、前年よりは良化となった。今後は、一部機種の排ガス規制により駆け込み需要が見込まれる予想。

【輸送用機器】

○   今までのビジネスモデルを変えていかねばならない時期かもしれない。 【輸送用機器】

○   人手不足で新規受注が消極的になってしまう。 【輸送用機器】

○   発注企業の業況が悪化し、その影響を受けている。 【精密機器】

○   年度末の慌ただしさが一段落したのですが、少し落ち着きすぎの感があります。 【精密機器】

○   人手不足。 【プラスチック】

○   賃上げがないため、手取り収入が下がっている。 【プラスチック】

○   今期も赤字の予想。 【プラスチック】

○   仕入単価の上昇に伴い、価格転嫁を検討している。 【プラスチック】

今　回 -26.0

先行き -42.0

前回比 -11.4

対象企業 67

回答企業 50

建設業

○   現在、台風災害による河川工事（助成）で大変忙しいが、その後が心配である。 【土木】

○   復興工事もピークを過ぎ、前年比受注高は大きく減少している。 【建築】

○   将来的には、公共工事等減少すると予想。業界再編が進むのではと懸念している。 【建築】

○   復旧・復興工事の減少が見られます。 【建築】

今　回 -46.2

先行き -23.9

前回比 -14.7

対象企業 114

回答企業 67

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

売上・採算・資金繰りで横ばい、業況でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・わずかに悪化・・・「土木」、「建築」

〈採算〉

・横ばい・・・・・・・・「土木」、「建築」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

【３ヵ月先見通し】

業況・採算・資金繰りでわずかに悪化、売上で悪化を見通している。

〈業況〉

・わずかに悪化・・・「建築」

・悪化・・・・・・・・・・「土木」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・「建築」

・悪化・・・・・・・・・・「土木」

業況・採算・資金繰りでわずかに悪化、売上で悪化を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「鮮魚」

・横ばい・・・・・・・・「衣服」

・わずかに悪化・・・「青果物」、「機械器具」

・悪化・・・・・・・・・・「飲食料」、「建築材料」、「その他」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「衣服」、「鮮魚」

・わずかに改善・・・「機械器具」、「建築材料」

・わずかに悪化・・・「青果物」

・悪化・・・・・・・・・・「飲食料」、「その他」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「建築材料」

・横ばい・・・・・・・・「鮮魚」、「機械器具」

・わずかに悪化・・・「衣服」、「青果物」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・「飲食料」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上で改善、採算・資金繰りでわずかに改善を見通している。

〈業況〉

・大幅改善・・・・・・「飲食料」

・改善・・・・・・・・・・「建築材料」、「その他」

・わずかに改善・・・「青果物」、「機械器具」

・横ばい・・・・・・・・「鮮魚」

・わずかに悪化・・・「衣服」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「衣服」、「飲食料」

・わずかに改善・・・「建築材料」

・横ばい・・・・・・・・「青果物」、「鮮魚」、「機械器具」、「その他」



自由意見自由意見自由意見自由意見

卸売業

○   1月～2月の売上が非常に悪く、今後も厳しい見通しです。 【飲食料】

○   人口減少が徐々に悪化を招いている。 【青果物】

○   客足が遠のいている。 【鮮魚】

○   除染作業がほぼ終了になり、販売の減少が顕著に現れている。 【建築材料】

○   原発避難区域に農業復興の足音が聞こえてきたが、後継者が戻らないので、今後も厳しい状況です。 【その他】

○   マスコミによる影響で、小型化・簡素化など商品の需要が変化してきている。 【その他】

今　回 -33.0

先行き -29.4

前回比 4.8

対象企業 139

回答企業 85

小売業

○   今年のスキー場は昨年より客足が伸び、少しは売上も伸びました。 【中小スーパー】

○ 　原発事故による風評被害が益々深刻な状況である。 【衣料】

○   顧客の高齢化により販売量が低下している。 【衣料】

○   原発事故による風評被害は未だ解決してない。 【飲食料】

○   今後の見通しがつかず、先行きは非常に厳しい。 【飲食料】

○   求人を出しても人が集まらない。 【飲食料】

○   人員不足により店舗運営に支障が出ている。 【飲食料】

○   福島県は、他県と比較して放射能の問題があり、業界内でも未だに困惑が残っている。 【飲食料】

○   天候不順の影響で、売上が前年より10％弱下がっています。 【飲食料】

○   都市部と違い全ての業種がマイナス成長です。 【飲食料】

○   アルバイトが不足している。 【家電品】

○   いわき地区は、人口増で景況は良かったものの、ここ最近は、目に見えるほど落ち込んでいる。 【自動車販売】

○   先行き不透明。 【自動車販売】

○   少子高齢化や若者の車離れにより車の登録は減少していき不安はありますが、前向きに対応していきたい。 【自動車販売】

○   H28年夏以降、急激に客数・単価とも減少してきた。これから先は再び厳しい時代になると思われる。 【家具・建具】

○   お客様が低廉品を好む傾向にある。 【家具・建具】

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・採算・資金繰りで横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「衣料」、「家電品」、「自動車販売」

・横ばい・・・・・・・・「その他」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「家具・建具」

・悪化・・・・・・・・・・「中小スーパー」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「家電品」

・わずかに改善・・・「家具・建具」

・横ばい・・・・・・・・「衣料」、「自動車販売」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・「飲食料」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「家電品」

・わずかに改善・・・「自動車販売」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「衣料」

・わずかに悪化・・・「家具・建具」

・悪化・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「飲食料」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算・資金繰りで横ばいを見通している。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「中小スーパー」、「衣料」、「飲食料」、「その他」

・わずかに悪化・・・「家電品」、「家具・建具」

・悪化・・・・・・・・・・「自動車販売」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「中小スーパー」

・わずかに改善・・・「衣料」

・横ばい・・・・・・・・「飲食料」

・わずかに悪化・・・「家電品」、「自動車販売」、「家具・建具」、「その他」



今　回 -29.7

先行き -31.2

前回比 10.3

対象企業 103

回答企業 64

サービス業

○    悪化が続いている。 【旅館・ホテル】

○    3月に入り、ようやく動きが出てきたようです。 【運送】

○    人手不足。 【運送】

○    物流業は、人材不足が依然として改善されず、売上等々への影響が続いています。 【運送】

○    ドライバー不足です。 【運送】

○    仮設住宅からの帰還により市場が減少している。また、除染事業縮小に伴い作業員の移動車両も減少している。 【自動車整備】

○    仕事はあるが、人手不足です。 【情報サービス】

○    個人のお客様が減少し、売上がない日があります。 【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＞

売上で改善、業況でわずかに改善、採算・資金繰りで横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「運送」、「情報サービス」

・わずかに改善・・・「タクシー」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「観光旅館」

・わずかに悪化・・・「自動車整備」

〈採算〉

・大幅改善・・・・・・「情報サービス」

・わずかに改善・・・「観光旅館」

・わずかに悪化・・・「タクシー」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・「運送」、「自動車整備」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「運送」

・わずかに改善・・・「その他」

・横ばい・・・・・・・・「観光旅館」、「自動車整備」

・わずかに悪化・・・「情報サービス」

・悪化・・・・・・・・・・「タクシー」

【３ヵ月先見通し】

業況・採算・資金繰りで横ばい、売上でわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「タクシー」

・わずかに改善・・・「運送」、「自動車整備」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・「情報サービス」

〈資金繰り〉

・大幅改善・・・・・・「タクシー」

・わずかに改善・・・「自動車整備」

・横ばい・・・・・・・・「観光旅館」、「その他」

・わずかに悪化・・・「運送」、「情報サービス」


