
●調査時点 平成２８年１月調査（２７年１２月末時点）

●対象企業 ８００社

●回答企業 ５１５社（回答率：６４．４％）

（製造業２４６社、建設業５０社、卸売業７３社、

小売業８４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 246

建設業 50

卸売業 73

小売業 84

サービス業 62

　全産業の業況DI（▲16.3）は、前回(▲21.6)に比べ5.3ポイントと改善を示した。

　業種別では製造業の業況DI（▲16.6）は、前回（▲17.8）に比べ1.2ポイントと改善を示した。

　建設業の業況DI（2.0）は、前回（▲4.6）に比べ6.6ポイントと改善を示した。

　卸売業の業況DI（▲27.4）は前回(▲30.7)に比べ3.3ポイントと改善を示した。

　小売業の業況DI（▲25.0）は前回(▲36.7)に比べ11.7ポイントと改善を示した。

　サービス業の業況DI（▲4.8）は前回(▲19.0)に比べ14.2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12月末

　全産業では今回（▲16.3）から3ヵ月先（▲23.2）と-6.9ポイントの悪化を見通している。

　製造業では今回（▲16.6）から3ヵ月先（▲17.0）と-0.4ポイントの悪化を見通している。

　建設業では今回（2.0）から3ヵ月先（▲24.0）と-26.0ポイントの悪化を見通している。

　卸売業では今回（▲27.4）から3ヵ月先（▲30.2）と-2.8ポイントの悪化を見通している。

　小売業では今回（▲25.0）から3ヵ月先（▲29.8）と-4.8ポイントの悪化を見通している。

　サービス業では今回（▲4.8）から3ヵ月先（▲29.1）と-24.3ポイントの悪化を見通している。

業況 売上 採算 資金繰り

　１２月末時点 -16.3 -16.4 -16.9 -4.4

　９月末時点 -21.6 -21.6 -24.0 -5.5

前回比 5.3 5.2 7.1 1.1

業況 １２月末時点 ９月末時点

良化 15.0 13.4

悪化 31.3 35.0 良化

DI値 -16.3 -21.6 悪化

前回比 5.3 -7.3 ＤＩ値

業況 １２月末時点 ９月末時点 業況 １２月末時点 ９月末時点

良化 16.3 14.2 良化 13.8 12.5

悪化 32.9 32.0 悪化 29.7 37.9

DI値 -16.6 -17.8 DI値 -15.9 -25.4

前回比 1.2 -4.0 前回比 9.5 -10.6

業況はわずかに改善。業況はわずかに改善。業況はわずかに改善。業況はわずかに改善。

先行きは製造業で横ばい、非製造業はわずかに悪化の見通し。先行きは製造業で横ばい、非製造業はわずかに悪化の見通し。先行きは製造業で横ばい、非製造業はわずかに悪化の見通し。先行きは製造業で横ばい、非製造業はわずかに悪化の見通し。

-23.2

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

8.5

31.7

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＞

 ■全産業の業況 ■全産業の業況 ■全産業の業況 ■全産業の業況 ■１２月末時点からみた■１２月末時点からみた■１２月末時点からみた■１２月末時点からみた

 ■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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製造業
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卸売業

小売業

サービス業



今　回 -16.6

先行き -17.0

前回比 1.2

対象企業 377

回答企業 246

製造業

○   円安が止まらず、仕入値が上がっている。国内原料も高騰し、売価に転嫁できず利益が出ない状況にある。 【食料品】

○   原発事故による風評被害が未だに続いている。 【食料品】

○   消費者ニーズの変化により、好まれる商品の構成の比重を高めて、何とか採算がとれる様に対応している。量より質の時代、

　　　どのようにして他社と差別化を図るかが課題。 【酒造】

○   和装需要の停滞と安価な輸入品の影響で悪化が続いている。 【織物】

○   暖冬で冬物衣料が売れず、今後の影響が心配です。雇用の面は、相変わらず厳しい。 【縫製】

○   アパレル全体で販売が落ち込んでいる為、発注が少ない傾向は来年1年間続きそうな様子です。 【縫製】

○   消費税が１０％になったら更に家具業界は悪くなると思われる。 【木材・木製品】

○   競争激化、原材料費の高騰により収益環境は厳しくなってきている。 【印刷】

○   受注が激減しております。  【印刷】

○   復興需要の減少で、景況感が悪化の見通し。  【印刷】

○   技術者の人材育成ができず、就業が長続きしないため、人材不足の状態です。自社としては、前向きに考えており、まだまだ仕事は

　　　あると感じている。  【印刷】

○   先行き不透明。 【鉄鋼・非鉄】

○   金融機関の貸し渋りで、資金繰りに苦慮している。 【金属】

＜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

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〉

・大幅改善・・・・・・「ニット」

・改善・・・・・・・・・・「酒造」、「窯業・土石」、「プラスチック」

・わずかに改善・・・「木材・木製品」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「織物」、「縫製」、「印刷」、「金属」、「一般機械」、

「輸送用機器」

・悪化・・・・・・・・・・「漆器」

〈採算〉

・大幅改善・・・・・・「ニット」

・改善・・・・・・・・・・「酒造」、「窯業・土石」、「プラスチック」

・わずかに改善・・・「金属」

・横ばい・・・・・・・・「食料品」、「織物」、「縫製」、「木材・木製品」、「印刷」、「鉄鋼・非鉄」、

「電気機器」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「一般機械」、「輸送用機器」

・悪化・・・・・・・・・・「漆器」

〈資金繰り〉

・大幅改善・・・・・・「漆器」、「プラスチック」

・わずかに改善・・・「縫製」、「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」

・横ばい・・・・・・・・「酒造」、「木材・木製品」、「金属」、「電気機器」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「織物」、「ニット」、「印刷」、「一般機械」

・悪化・・・・・・・・・・「輸送用機器」

【３ヵ月先見通し】

採算でわずかに改善、業況・売上・資金繰りで横ばいを見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「織物」、「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「縫製」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・「食料品」、「金属」、「一般機械」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「木材・木製品」、「印刷」、「電気機器」、「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・「窯業・土石」、「漆器」

・大幅悪化・・・・・・「ニット」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「酒造」、「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「印刷」

・横ばい・・・・・・・・「食料品」、「織物」、「窯業・土石」、「一般機械」、「電気機器」、



○   業務の転換中です。 【一般機械】

○   景気は悪化傾向にある。 【一般機械】

○   技術者や技能職が不足している。 【電気機器】

○   アメリカの利上げの影響と中国の景気動向が気になります。 【電気機器】

○   福島県として異業種（航空、宇宙やロボット産業）へ積極的に動いているので、是非ともその流れに乗れるように努力したいです。

【輸送用機器】

○   海外生産が進み、町工場は受注の確保が難しい。また、コストダウンや納期の短縮の要求が多く、更に厳しい状況です。

【精密機器】

○   先行き不透明。 【プラスチック】

○   工場を縮小し今後に対応したが、採算の予想ができない。 【プラスチック】

今　回 2.0

先行き -24.0

前回比 6.6

対象企業 67

回答企業 50

建設業

○   建設業界は、この先何年か厳しい状況が続くのか。 【建築】

今　回 -27.4

先行き -30.2

前回比 3.3

対象企業 114

回答企業 73

自由意見自由意見自由意見自由意見

卸売業

○   気候の変化による影響が出ている。原発事故による風評被害により福島県産野菜は特に不評。 【青果物】

○   資金繰りが悪化している。 【青果物】

○   12月は大型物件があり、売上は大きくアップしましたが、今後の動向はあまり期待できない。 【機械器具】

○   昨年と比べると、在庫の圧縮に伴い、資金繰り環境も良化している。 【機械器具】

○   除染事業もピークを過ぎ、売上等が少し減少していますが、これから先は横這いが続くのではないかと予想しております。

【建築材料】

○   小規模の食料品小売店では、先行き不透明。大型小売店では、多くの商品の小売価格が我々の仕入価格を下まわっている。

【その他】

○   全体的に購買意欲が低下している。今後の景況の先行きに不安がある。 【その他】

＜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

売上で改善、業況・採算・資金繰りでわずかに改善を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「土木」

・横ばい・・・・・・・・「建築」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「建築」

・横ばい・・・・・・・・「土木」

【３ヵ月先見通し】

採算・資金繰りでわずかに悪化、業況・売上で悪化を見通している。

〈業況〉

・悪化・・・・・・・・・・「土木」、「建築」

〈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・採算で横ばい、資金繰りでわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「青果物」、「建築材料」

・わずかに改善・・・「衣服」

・横ばい・・・・・・・・「その他」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「鮮魚」、「機械器具」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「衣服」、「建築材料」

・横ばい・・・・・・・・「飲食料」、「鮮魚」、「その他」

・わずかに悪化・・・「青果物」

・悪化・・・・・・・・・・「機械器具」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「建築材料」

・わずかに改善・・・「衣服」

・横ばい・・・・・・・・「その他」

・わずかに悪化・・・「青果物」

・悪化・・・・・・・・・・「飲食料」、「鮮魚」、「機械器具」

【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〉

・わずかに改善・・・「衣服」、「飲食料」

・横ばい・・・・・・・・「青果物」、「鮮魚」、「その他」

・わずかに悪化・・・「機械器具」

・悪化・・・・・・・・・・「建築材料」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「衣服」、「建築材料」

・横ばい・・・・・・・・「青果物」、「鮮魚」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「機械器具」、「その他」



今　回 -25.0

先行き -29.8

前回比 11.7

対象企業 139

回答企業 84

小売業

○   不景気と原発事故による風評被害が重なり、客足が遠のいている。売上はほとんど伸びていないのが現状です。 【中小スーパー】

○   原発事故による風評被害が未だに凄まじく、大半の顧客である農業関係者の所得が激減しており厳しい状況。 【衣料】

○   今までの顧客が高齢化し、新規の客が望めず、苦しい商店経営です。 【衣料】

○   消費税増税後の売上が心配。 【飲食料】

○   現在のところ若干売上が向上していますが、先行きは不透明。 【飲食料】

○   原発事故による風評被害が未だに続いている。 【飲食料】

○   小規模企業は、仕入単価が量販店とは全く違く、差別化を図りたいが、先行きが見えません。 【飲食料】

○   原発事故による風評被害で悪化が続いている。 【飲食料】

○   地元企業のボーナスによる景気回復は見当たらず消費が鈍い。 【家電品】

○   客足は変わらず、営業しています。 【家電品】

○   いわき地区はミニバブルと言われますが、特定業種のみで、その他は四苦八苦しています。 【家具・建具】

今　回 -4.8

先行き -29.1

前回比 14.2

対象企業 103

回答企業 62

サービス業

○    福島県内でも地域により差が生じているようで、県北部の温泉客集客状況は良くない。 【旅館・ホテル】

○    来期の需要喚起策が検討課題です。   【旅館・ホテル】

○    乗務員不足により受注は減少傾向にあるが、貸切輸送（学童輸送等）は安定した受注になりつつある。 【タクシー】

○    暖冬の影響で客数が減っている。 【タクシー】

○    燃料が安くなったので、助かっています。 【運送】

○    異業種からの参入により競争が激化している。また、高齢化によりユーザーが減少している。 【自動車整備】

○    求人を出してもタイミングが合わない。 【その他】

○    七五三や記念写真などのスタジオ撮影や同級会などの出張撮影も少なくなっています。 【その他】

自由意見自由意見自由意見自由意見

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DI値

＜小売業＞＜小売業＞＜小売業＞＜小売業＞

業況・採算・資金繰りでわずかに改善、売上で横ばいを示した。

〈業況〉

・大幅改善・・・・・・「自動車販売」

・改善・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「飲食料」

・わずかに改善・・・「衣料」

・わずかに悪化・・・「家電品」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・「家具・建具」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「飲食料」、「自動車販売」

・わずかに改善・・・「中小スーパー」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「衣料」

・わずかに悪化・・・「家具・建具」

・悪化・・・・・・・・・・「家電品」

〈資金繰り〉

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

・横ばい・・・・・・・・「衣料」、「家電品」、「家具・建具」

【３ヵ月先見通し】

売上・採算でわずかに改善、業況・資金繰りで横ばいを見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに改善・・・「その他」

・横ばい・・・・・・・・「飲食料」

・わずかに悪化・・・「中小スーパー」、「衣料」、「家電品」

・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・・・「自動車販売」

・横ばい・・・・・・・・「衣料」、「家具・建具」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「家電品」、「その他」

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〉

・改善・・・・・・・・・・「観光旅館」、「情報サービス」

・わずかに改善・・・「タクシー」、「運送」、「自動車整備」

・わずかに悪化・・・「その他」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「観光旅館」

・わずかに改善・・・「運送」、「自動車整備」、「情報サービス」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「タクシー」

〈資金繰り〉

・大幅改善・・・・・・「その他」

・横ばい・・・・・・・・「観光旅館」、「運送」

・わずかに悪化・・・「タクシー」、「情報サービス」

・悪化・・・・・・・・・・「自動車整備」

【３ヵ月先見通し】

資金繰りでわずかに悪化、業況・売上・採算で悪化を見通している。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「タクシー」

・横ばい・・・・・・・・「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「その他」

・悪化・・・・・・・・・・「観光旅館」、「運送」、「自動車整備」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・「自動車整備」、「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「タクシー」

・悪化・・・・・・・・・・「運送」、「その他」


