
●調査時点 令和１年７月調査（１年６月末時点）

●対象企業 ８００社

●回答企業 ５０１社（回答率：６２．６％）

（製造業２４５社、建設業４２社、卸売業７２社、

小売業８１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

　全産業の業況DI（▲37.1）は、前回(▲33.1)に比べ(▲4.0)ポイントの悪化を示した。

　業種別では製造業の業況DI（▲35.5）は、前回（▲27.9）に比べ(▲7.6)ポイントの悪化を示した。

　建設業の業況DI（▲31.0）は、前回（▲31.7）に比べ(0.7)ポイントの改善を示した。

　卸売業の業況DI（▲54.1）は前回(▲46.4)に比べ(▲7.7)ポイントの悪化を示した。

　小売業の業況DI（▲35.8）は前回(▲37.8)に比べ(2.0)ポイントの改善を示した。

　サービス業の業況DI（▲29.5）は前回(▲33.3)に比べ(3.8)ポイントの改善を示した。

【３ヵ月先見通し】

〈業況〉今回＝令和1年6月末

　全産業では今回（▲37.1）から3ヵ月先（▲25.1）と12.0ポイントの改善を見通している。

　製造業では今回（▲35.5）から3ヵ月先（▲17.1）と18.4ポイントの改善を見通している。

　建設業では今回（▲31.0）から3ヵ月先（▲30.9）と0.1ポイントの改善を見通している。

　卸売業では今回（▲54.1）から3ヵ月先（▲47.2）と6.9ポイントの改善を見通している。

　小売業では今回（▲35.8）から3ヵ月先（▲24.7）と11.1ポイントの改善を見通している。

　サービス業では今回（▲29.5）から3ヵ月先（▲27.9）と1.6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 -37.1 -34.1 -35.7 -15.4

３月末時点 -33.1 -32.1 -26.1 -13.2

前回比 -4.0 -2.0 -9.6 -2.2

業況 ６月末時点 ３月末時点

良化 8.0 9.6

悪化 45.1 42.7 良化

DI値 -37.1 -33.1 悪化

前回比 -4.0 -12.4 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 9.0 12.6 良化 7.0 6.8

悪化 44.5 40.5 悪化 45.7 44.8

DI値 -35.5 -27.9 DI値 -38.7 -38.0

前回比 -7.6 -17.3 前回比 -0.7 -7.6

 ■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

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

245

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

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

＜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

製造業

　 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
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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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業況DI値

今　回 -35.5

先行き -17.1

前回比 -7.6

対象企業 377

回答企業 245

製造業

○   不況の影響で物流が止まっている。 【食料品】

○   関東方面への物流がうまく繋がらず、商談があっても先に進まない。 【食料品】

○   景気悪化。 【酒造】

○   受注は減り、仕入単価上昇は続いているので大変厳しい状況です。 【ニット】

○   諸々の値上げで採算面は厳しい。あらゆる努力はしていますが、働き方改革の規制で中小企業は

　　　厳しい立場です。 【縫製】

○   昨年開発した商品の本格販売が始まった為、良化してきている。 【木材・木製品】

○   印刷物に対する需要の減少が多く、印刷以外のサービス提供により付加価値を高めることが急務。

【印刷】

○   震災特需があった為、現在は元に戻った状況だと思います。不況に拍車が掛かり、合理化を

　　　進めざるを得ません。 【窯業・土石】

○   今年に入り受注が減少し、税金の支払いに苦慮している。一刻も早い景気回復を望みます。

■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

＜製造業＞＜製造業＞＜製造業＞＜製造業＞

資金繰りで横ばい、業況・売上・採算でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・大幅改善・・・・・・・「縫製」、「窯業・土石」

・改善・・・・・・・・・・・「酒造」

・わずかに改善・・・「織物」、「ニット」、「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「木材・木製品」、「印刷」、「金属」、

「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「一般機械」、「電気機器」、「プラスチック」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「ニット」、「縫製」

・わずかに改善・・・「織物」、「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」

・横ばい・・・・・・・・・「酒造」、「金属」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「木材・木製品」、「印刷」

・悪化・・・・・・・・・・・「窯業・土石」、「一般機械」、「電気機器」、「プラスチック」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「縫製」

・わずかに改善・・・「ニット」、「輸送用機器」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「木材・木製品」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、

「一般機械」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「印刷」、「窯業・土石」、「電気機器」、

「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「織物」、「プラスチック」

【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・・・・・・・「窯業・土石」

・改善・・・・・・・・・・・「食料品」、「ニット」、「木材・木製品」、「印刷」、

「輸送用機器」、「精密機器」

・わずかに改善・・・「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「一般機械」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「縫製」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「織物」

・わずかに改善・・・「食料品」、「印刷」、「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」、

「精密機器」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「ニット」、「縫製」、「木材・木製品」、「金属」

・わずかに悪化・・・「窯業・土石」、「一般機械」、「電気機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「酒造」



【鉄鋼・非鉄】

○   現在は極端に悪化しているが、間もなく在庫調整が終わります。 【鉄鋼・非鉄】

○   急激な受注減が起きています。 【金属】

○   受注が減ってきている。また、長期公共工事も終わりになった。 【一般機械】

○   人材不足が続き、先行きは不透明。 【一般機械】

○   半導体関係の受注悪化。 【一般機械】

○   開発の話が出てきた。　 【一般機械】

○   米中貿易戦争以降、半導体関連の仕事を絞ったので今は影響を受けていないが、

　　　これが長引けば影響が出るだろう。 【一般機械】

○   人材不足で将来が心配。 【電気機器】

○   米中貿易の動向が大きく影響すると思われる。 【電気機器】

○   米中貿易戦争がどうなるかによって、変化する。現時点では変化なし。 【電気機器】

○   米中貿易摩擦で今後の景気動向が心配です。 【電気機器】

○   現在は特に変わりなく、いつもどおりの多忙さですが、米中貿易問題に多少不安があります。

　　　先行きは不透明。 【輸送用機器】

○   目先の受注は確保されつつあります。 【精密機器】

○   5月より6月の方がやや好転しました。今年度後半に改善するのではという予想です。 【精密機器】

○   製造業全体が縮小している様に感じます。 【精密機器】

○   短納期の為、受注残高は増加していない。 【精密機器】

○   前年同期より悪化し、今後に期待できない。 【プラスチック】

○   売上は若干下がっています。経費は値上がりしている為、売上をもっと上げなければならない。

【プラスチック】

今　回 -31.0

先行き -30.9

前回比 0.7

対象企業 67

回答企業 42

建設業

○   働き方改革で、週休2日の取り組みが進んでいるが建築の技術者が確保できない。魅力ある

　　　職場づくりなど意識して取り組んでいるが、改善がみられない。 【土木】

○   現在の入札制度を改善しないと格差が広がり、小規模業者は廃業するだろう。 【土木】

○   一部資材の入手が難しくなっている為、工期が遅れ気味です。今後、復興庁の廃止に伴い、

　　　発注減・利益減が懸念される。 【建築】

○   福島県内の限られた市場だけではなく、関東圏への進出も検討している。 【建築】

今　回 -54.1

先行き -47.2

前回比 -7.7

対象企業 114

回答企業 72

自由意見自由意見自由意見自由意見

＜卸売業＞＜卸売業＞＜卸売業＞＜卸売業＞

業況DI値

＜建設業＞＜建設業＞＜建設業＞＜建設業＞

業況DI値

業況・売上・採算・資金繰り全てで横ばいを示した。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「建築」

・わずかに悪化・・・「土木」

〈採算・資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」、「建築」

【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〉

・わずかに改善・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

・わずかに悪化・・・「土木」

資金繰りでわずかに改善、業況・売上・採算でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「衣服」

・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」、「鮮魚」、「建築材料」

・わずかに悪化・・・「青果物」、「機械器具」

・悪化・・・・・・・・・・・「その他」

〈採算〉

・横ばい・・・・・・・・・「その他」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「鮮魚」、「機械器具」

・悪化・・・・・・・・・・・「衣服」、「青果物」、「建築材料」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「衣服」、「青果物」、「機械器具」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「建築材料」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「鮮魚」

【３ヵ月先見通し】

業況・採算でわずかに改善、売上・資金繰りで横ばいを見通している。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「衣服」、「飲食料」、「機械器具」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「青果物」、「鮮魚」、「建築材料」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「建築材料」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「飲食料」、「青果物」、「鮮魚」、「機械器具」



卸売業

○   人口の減少や消費の減少で個人商店の継続は厳しい。 【青果物】

○   半数の業者から仕入単価の値上げ通知がきている。消費税増税は今の状況では厳しい。 【機械器具】

○   全ての建材メーカーから6％～8％の値上がりの予告がきました。 【建築材料】

○   復興が進み、公共工事、民間の造成工事の需要が減り、昨年よりも業績は悪化している。

　　　特に3月頃からは落ち込みが激しい。 【建築材料】

○   消費税増税による駆け込み需要を考慮する必要があると思われるが、動向は不透明。 【その他】

○   暖冬であったため仕入れた資材が残ってしまい、手形決済が重荷になってきている。併せて

　　　在庫過剰になっている。 【その他】

今　回 -35.8

先行き -24.7

前回比 2.0

対象企業 139

回答企業 81

小売業

○   今年は異常気象が続き、客足が昨年より少ない。 【中小スーパー】

○   消費税10％へ増税は厳しい。 【衣料】

○   東日本大震災による風評被害は全く回復せず、閉店間近です。以前の売上の1/2にも満たない。

【飲食料】

○   最近、借入状況が厳しいように思う。 【飲食料】

○   カード決済により資金繰りが悪化している。 【飲食料】

○   ゴールデンウィークを境に売上が不振です。 【飲食料】

○   消費税増税や軽減税率に頭を抱えています。 【飲食料】

○   顧客の財布の紐が固く、景気(業績)が落ちている企業が多い。廃業も多くなってきた。 【飲食料】

○   売上が伸びない。 【家電品】

○   消費税増税前の駆け込み需要はあるが、期待ではなく不安があるのが現実です。 【自動車販売】

○   ガソリン業界は、統一により顧客が分散され客数が減っている。 【自動車販売】

○   5月の大型連休後の反動が大きく、消費者の購買意欲がかなり冷え込んでいる。震災前の不景気

　　　より深刻な状況に向かっている。 【家具・建具】

○   5月の大型連休でも売上は上がらず、影響が出た。 【その他】

＜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

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・資金繰りで横ばい、採算でわずかに悪化を示し

た。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「飲食料」、「家具・建具」

・わずかに改善・・・「家電品」

・横ばい・・・・・・・・・「その他」

・わずかに悪化・・・「中小スーパー」、「自動車販売」

・悪化・・・・・・・・・・・「衣料」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「家電品」、「家具・建具」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「衣料」

・わずかに悪化・・・「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「飲食料」、「自動車販売」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「中小スーパー」、「自動車販売」、「家具・建具」、

「その他」

・わずかに悪化・・・「衣料」、「飲食料」、「家電品」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上でわずかに改善、採算で横ばい、資金繰りでわずかに悪化を見

通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「自動車販売」

・わずかに改善・・・「飲食料」、「家電品」

・横ばい・・・・・・・・・「衣料」、「家具・建具」、「その他」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに悪化・・・「中小スーパー」、「飲食料」、「家電品」、

「自動車販売」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「衣料」



今　回 -29.5

先行き -27.9

前回比 3.8

対象企業 103

回答企業 61

○   経営していくのが厳しい状態です。 【旅館・ホテル】

○   人手不足。 【旅館・ホテル】

○   働き方改革への対応が困難。 【タクシー】

○   乗務員の高齢化が進み、新たな人材確保も困難になってきている。 【タクシー】

○   乗務員の高齢化による人手不足が続いている。事務職の人員は過剰。人件費の上昇には対応

　　　できない。 【タクシー】

○   燃料費の動向が読めない。 【運送】

○   消費マインドが弱まり、景気が悪化している。 【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＞

サービス業

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・・・・・・・・・・・「観光旅館」

・わずかに改善・・・「タクシー」、「運送」、「自動車整備」

・横ばい・・・・・・・・・「情報サービス」

・悪化・・・・・・・・・・・「その他」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「運送」

・わずかに改善・・・「観光旅館」

・横ばい・・・・・・・・・「タクシー」

・わずかに悪化・・・「自動車整備」、「情報サービス」

・悪化・・・・・・・・・・・「その他」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「運送」、「自動車整備」

・横ばい・・・・・・・・・「タクシー」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「情報サービス」

・悪化・・・・・・・・・・・「その他」

【３ヵ月先見通し】

資金繰りでわずかに改善、業況・採算で横ばい、売上でわずかに悪化を見

通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「タクシー」、「自動車整備」

・わずかに改善・・・「運送」

・横ばい・・・・・・・・・「その他」

・わずかに悪化・・・「情報サービス」

・悪化・・・・・・・・・・・「観光旅館」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「タクシー」、「自動車整備」

・横ばい・・・・・・・・・「観光旅館」、「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「運送」、「その他」


