
●調査時点 令和２年４月調査（２年３月末時点）
●対象企業 ８００社
●回答企業 ５０７社（回答率：６３．４％）

（製造業２4６社、建設業４3社、卸売業６９社、
小売業８２社、サービス業６７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（▲57.4）は、前回(▲38.4)に比べ(▲3.2)ポイントの悪化を示した。
　業種別では製造業の業況DI（▲54.9）は、前回（▲42.4）に比べ(▲12.5)ポイントの悪化を示した。
　建設業の業況DI（▲30.2）は、前回（▲20.0）に比べ(▲10.2)ポイントの悪化を示した。
　卸売業の業況DI（▲62.3）は前回(▲42.9)に比べ(▲19.4)ポイントの悪化を示した。
　小売業の業況DI（▲64.7）は前回(▲44.5)に比べ(▲20.2)ポイントの悪化を示した。
　サービス業の業況DI（▲70.1）は前回(▲24.6)に比べ(▲45.5)ポイントの悪化を示した。

【３ヵ月先見通し】
〈業況〉今回＝令和2年3月末
　全産業では今回（▲57.4）から3ヵ月先（▲63.2）と5.8ポイントの悪化を見通している。
　製造業では今回（▲54.9）から3ヵ月先（▲62.6）と7.7ポイントの悪化を見通している。
　建設業では今回（▲30.2）から3ヵ月先（▲46.5）と16.3ポイントの悪化を見通している。
　卸売業では今回（▲62.3）から3ヵ月先（▲73.9）と11.6ポイントの悪化を見通している。
　小売業では今回（▲64.7）から3ヵ月先（▲69.5）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（▲70.1）から3ヵ月先（▲56.7）と13.4ポイントの改善を見通している。

業況 売上 採算 資金繰り
３月末時点 -57.4 -54.6 -50.3 -26.5

１２月末時点 -38.4 -40.2 -35.0 -15.7

前回比 -19.0 -14.4 -15.3 -10.8

業況 ３月末時点 １２月末時点

良化 5.1 8.3

悪化 62.5 46.7 良化

DI値 -57.4 -38.4 悪化

前回比 -19.0 3.2 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 5.3 7.2 良化 5.0 9.2

悪化 60.2 49.6 悪化 64.8 44.1

DI値 -54.9 -42.4 DI値 -59.8 -34.9

前回比 -12.5 -0.1 前回比 -24.9 6.0

 ■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
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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＞

 ■全産業の業況

製造業

　 全産業の業況３か月先の見通し

43
69

業況はわずかに悪化。
先行きは製造業でわずかに悪化、非製造業で横ばいの見通し。

景  気  動  向

建設業
卸売業

■３月末時点からみた

-63.2

小売業
サービス業

82
67

業況３か月先見通し

67.5

4.3
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業況DI値

今　回 -54.9
先行き -62.6
前回比 -12.5

対象企業 377

回答企業 246

製造業
○   消費税増税以降、消費者が購入を控えている。コロナウイルスの影響もあり今後の先行き不透明。

【食料品】
○   経済の悪化は免れないところです。消費税減税など消費を促す政策をしてほしい。 【食料品】
○   先行き不透明。 【食料品】
○   コロナウイルスの影響で大変厳しさを増している。 【食料品】
○   先行き見えず、短期資金を積み上げ耐えるしかない。 【食料品】
○   ２月末からコロナウイルス関連で保存品が多少売れている。 【食料品】
○   コロナウイルスの影響で売上減少。 【食料品】
○   WHOのパンデミック宣言で、今後世界中の動向がどのように変化するのか分からず、対策に
　　　苦慮している。今できる事をするのみです。 【酒造】
○   コロナウイルスにより不況です。 【酒造】
○   コロナウイルスの影響が大きく、売上を落としている。 【織物】

■業種別業況DI値推移グラフ

自由意見

＜製造業＞

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〉

・改善・・・・・・・・・・・「織物」

・横ばい・・・・・・・・・「印刷」、「窯業・土石」、「一般機械」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「木材・木製品」、「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」、

「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・・「酒造」、「縫製」、「金属」

・大幅悪化・・・・・・・「ニット」、「輸送用機器」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「織物」

・わずかに改善・・・「木材・木製品」、「窯業・土石」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「印刷」、「一般機械」

・悪化・・・・・・・・・・・「酒造」、「ニット」、「縫製」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、

「電気機器」、「輸送用機器」、「プラスチック」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「木材・木製品」

・わずかに改善・・・「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「織物」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「縫製」、「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、

「一般機械」、「電気機器」、「輸送用機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「ニット」、「印刷」、「プラスチック」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算・資金繰り全てでわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「縫製」、「輸送用機器」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「織物」、「ニット」、「金属」、「一般機械」、

「電気機器」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」、「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「木材・木製品」、「印刷」、「プラスチック」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「輸送用機器」

・横ばい・・・・・・・・・「ニット」、「縫製」、「窯業・土石」、「一般機械」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「印刷」、「金属」、「精密機器」、「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・「酒造」、「織物」、「木材・木製品」、「鉄鋼・非鉄」、

「電気機器」



○   中国からの輸入織物が多くなっていることが心配です。 【織物】
○   アパレル業界は、輸入過剰で国内業者は青色吐息です。さらに、コロナウイルスの影響で
　　　追い詰められ、崖っ縁です。春物納品で忙しい日がくるよう望みを掛けて取り組んでいます。

【縫製】
○   コロナウイルスの影響で中国製資材が不足し、業況悪化が懸念される。 【木材・木製品】
○   求人難、後継者難が現実的な身近な問題となりつつある。コロナウイルスの悪影響が非常に懸念
　　　される。 【木材・木製品】
○   運送費の値上がり対策が上手くできていない。 【木材・木製品】
○   住宅業界も２ヶ月３ヶ月後に更に悪化すると思う。リーマンショックのような大変な事になると思う。

【木材・木製品】
○   コロナウイルスの影響により広告関連の仕事は見込んでいた売上が受注できない。４月以降も
　　　影響は続きそうです。 【印刷】
○   ３月まではコロナウイルスの影響は受けなかったが、イベント中止で４月から大きく影響を受けて
　　　いく予測。 【印刷】
○   零細企業などで売掛金の回収状況が悪くなっています。 【印刷】
○   ２月、３月はコロナウイルスの影響により、中国からの輸入ができない状況です。 【窯業・土石】
○   いわき南部地区の台風被害は軽微だったため、中小下請に回り作業をしている状況で利幅は少ない。

【窯業・土石】
○   コロナウイルスの影響で中国からの材料アルミ再生塊が入らず、材料高になってきている。

【鉄鋼・非鉄】
○   コロナウイルスの影響で売上が減少。税金をどうやって払うか心配です。今後の見通しが立たない。

【鉄鋼・非鉄】
○   コロナウイルスにより営業原則禁止。得意先の生産低迷により受注が減少している。 【金属】
○   コロナウイルスの影響で客先からの受注が停滞してしまった。 【金属】
○   若年労働者の不足による、将来の技術の継承が問題となっている。 【金属】
○   コロナウイルスの影響により、中国工場稼働中止となり、受注減少している。 【金属】
○   今後が心配です。 【金属】
○   コロナウイルスの影響で仕事が激変している。 【金属】
○   コロナウイルスによる大不況がくるかもしれない。 【金属】
○   コロナウイルスの直接の影響はまだないが、早く収束してくれないと影響は大きくなりそう。

【一般機械】
○   先行き不透明。 【一般機械】
○   農業分野に期待できる。 【一般機械】
○   コロナウイルスによる不況が心配です。 【電気機器】
○   現在、直接的なコロナウイルスの影響は出ていないが、注視しながら業況を見守りたい。 【電気機器】
○   コロナウイルスの影響で今後の動向が懸念される。 【電気機器】
○   借入しても現状では弁済できるか不安です。 【電気機器】
○   コロナウイルスの影響で悪化しています。業務がいかにグローバル化していたのか改めて思い知った。

【電気機器】
○   コロナウイルスは、リーマンショックや東日本大震災よりタチが悪い。 【輸送用機器】
○   受注４～５割減が続く見込み。 【輸送用機器】
○   コロナウイルスにより打撃を受け、車関係のラインはストップしています。 【輸送用機器】
○   コロナウイルス拡大で経済に与える影響はかなり大きいと思われる。 【精密機器】
○   急速に悪化し、４月以降見通しが立ちません。 【精密機器】
○   明日が見えない市場とどう向き合っていけばいいのか？ 【精密機器】
○   コロナウイルス感染拡大により、景気動向が見えない。もし、社内で感染者が出た場合の影響は
　　　計り知れない。 【精密機器】
○   コロナウイルスの影響で今後の見通しが立たない。 【精密機器】
○   消費税増税やコロナウイルスの影響で悪化しています。３月の観光予約は全てキャンセルになり、
　　　今後の見通しも分からず心配です。 【漆器】
○   今後ますます需要が減り、多難が予想される。 【プラスチック】
○   先行き不透明。 【プラスチック】
○   コロナウイルスの影響で注文数が減っている。現在、建材関係は好調だが、家電・その他は
　　　減っている状況です。 【プラスチック】

今　回 -30.2

先行き -46.5

前回比 -10.2

対象企業 67

回答企業 43

建設業
○   コロナウイルスの影響により悪化している。 【土木】
○   コロナウイルスの影響で半年後の新たな資材入手に懸念があります。 【建築】
○   コロナウイルスがどこまで続くかで状況は変化すると思われる。 【建築】
○   コロナウイルスの影響が大きい。 【建築】
○   コロナウイルスの影響で建築中のトイレや浴室、台所の商品が入りにくくなっている。 【建築】
○   昨年の台風１９号の仕事がありますが、それが終わればどうなるのか心配です。 【建築】

自由意見

業況DI値

＜建設業＞
売上でわずかに改善、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〉

・わずかに改善・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「建築」

・わずかに悪化・・・「土木」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上でわずかに悪化、採算・資金繰りで悪化を見通している。

〈業況〉

・わすかに改善・・・「土木」

・悪化・・・・・・・・・・・「建築」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「土木」

・悪化・・・・・・・・・・・「建築」



今　回 -62.3

先行き -73.9

前回比 -19.4

対象企業 114

回答企業 69

卸売業
○   「もったいない」の意味が美化されすぎてリサイクルするしかない物までリユースされている。

【衣服】
○   消費者の高齢化とネット通販の拡大で客数が減っている。 【衣服】
○   コロナウイルスの影響で売上減少です。 【飲食料】
○   コロナウイルスによる経営環境の悪化が深刻になってきています。 【飲食料】
○   台風１９号の影響により農作物の生産が悪い。それにもかかわらず、温暖化により価格は低迷
　　　している。 【飲食料】
○   コロナウイルスの影響で観光地や市内の居酒屋のキャンセルが多くみられる。 【飲食料】
○   コロナウイルスの影響で全て悪化し、倒産寸前です。 【青果物】
○   学校休校による給食・外食への影響が大きい。 【青果物】
○   業者減少 【鮮魚】
○   全体的に需要の低迷が見える。仕入単価の値上げ通知も数件きている。 【機械器具】
○   コロナウイルスの影響により先行き不透明。 【建築材料】
○   コロナウイルスの収束を願っています。 【その他】
○   働き方改革で固定費の増加が懸念される。 【その他】

今　回 -64.7

先行き -69.5

前回比 -20.2

対象企業 138

回答企業 82

＜卸売業＞

＜小売業＞

業況DI値

自由意見

業況DI値

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〉

・改善・・・・・・・・・・・「機械器具」
・わずかに悪化・・・「衣服」、「青果物」
・悪化・・・・・・・・・・・「飲食料」、「鮮魚」、「建築材料」、「その他」

〈採算〉
・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「機械器具」、「その他」
・わずかに悪化・・・「飲食料」、「建築材料」
・悪化・・・・・・・・・・・「青果物」、「鮮魚」

〈資金繰り〉
・わずかに改善・・・「鮮魚」
・横ばい・・・・・・・・・「機械器具」
・わずかに悪化・・・「衣服」、「飲食料」、「青果物」、「建築材料」、「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悪化を見通している。
〈業況〉

・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「鮮魚」、「その他」
・わずかに悪化・・・「飲食料」、「青果物」、「機械器具」
・悪化・・・・・・・・・・・「建築材料」

〈資金繰り〉
・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「鮮魚」、「建築材料」、「その他」
・わずかに悪化・・・「青果物」、「機械器具」
・悪化・・・・・・・・・・・「飲食料」

売上・資金繰りでわずかに悪化、業況・採算で悪化を示した。

〈業況〉

・横ばい・・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに悪化・・・「中小スーパー」、「衣料」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「飲食料」、「家電品」

・大幅悪化・・・・・・・「自動車販売」

〈採算〉

・横ばい・・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに悪化・・・「衣料」、「飲食料」、「家電品」

・悪化・・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「自動車販売」、「その他」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」

・わずかに悪化・・・「衣料」、「飲食料」、「自動車販売」、「家具・建具」、

「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「家電品」

【３ヵ月先見通し】

業況で横ばい、売上・採算・資金繰りでわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「衣料」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「家電品」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「自動車販売」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「家具・建具」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」、「家電品」

・わずかに悪化・・・「中小スーパー」、「衣料」、「自動車販売」、

「家具・建具」、「その他」



小売業
○   降雪量がなく、スキー客はこれまで最低です。さらに、コロナウイルスの騒ぎで客は減り、売上は
　　　大幅減少です。 【中小スーパー】
○   スーパー事業だけ見れば良化しているが、旅館・観光事業はコロナウイルスの影響で悪化している。

【中小スーパー】
○   コロナウイルスの影響で３月は７０％の売上で大変です。今までで初めてです。 【衣料】
○   消費税増税の影響は大きい。仕入先も減り、思った品物の仕入ができません。 【衣料】
○   コロナウイルスの展望が見えないうちは、悪化の一途を辿るのは自明。 【衣料】
○   外出等自粛要請により、各種会合や懇親会、又各種旅行やイベント等が中止となり商店街への
　　　来客数が激減し売上げに多大な影響を及ぼしている。 【衣料】
○   コロナウイルスの影響で外出ができず。和服・洋服の販売がなくなってしまった。前年比で半分に
　　　減少です。 【衣料】
○   コロナウイルスの影響を受け、大変です。 【飲食料】
○   コロナウイルスの影響をまともに受け、急激に悪化している。 【飲食料】
○   コロナウイルスの影響で来店客は全くない。 【飲食料】
○   コロナウイルスの影響が大きい。 【飲食料】
○   コロナウイルスの影響はこれから（４月くらいから）出てくると思います。 【飲食料】
○   消費税増税とコロナウイルスのダブルパンチです。 【飲食料】
○   町内に初めてドラッグストアがオープンします。不景気により廃業店舗が増加し、地元商工会の
　　　存続も厳しくなっています。 【飲食料】
○   駐車場が狭く、近くに大手企業もある為、女性客はそちらへ流れている。 【飲食料】
○   売上向上見込みなし。 【家電品】
○   コロナウイルスの影響がある。 【家電品】
○   顧客は毎日来てくれるので、賑やかにお店を営んでいます。 【家電品】
○   借入金返済の目途が立たず、先行き不透明。 【家電品】
○   運転資金等の心配がある。内需不振が心配です。 【自動車販売】
○   コロナウイルスの影響で客数が減少し、収益も悪化。今後の見通しが立たない。 【自動車販売】
○   コロナウイルスの影響でイベントを中止し実損が発生している。一刻も早く終息してもらわないと
　　　会社の存続にかかわってくる。 【家具・建具】
○   展示会がなくなり出口を失う。お店はシーズンなのにほぼ客はいない。一方で、工業製品部門は
　　　相変わらず順調です。 【その他】
○   コロナウイルスの影響で競争激化しつつある。 【その他】

今　回 -70.1

先行き -56.7

前回比 -45.5

対象企業 104

回答企業 67

○   経営困難で最悪の状況です。いつまで持ちこたえられるか不明です。 【旅館・ホテル】
○   国からの外出自粛、イベント中止、学校休校などの要請が出れば、自助努力ではどうにもならない
　　　状態になります。国の要請であるならば、それなりの利益補填がないと廃業するしかありません。
　　　無利子の融資は助かりますが、いずれ返済しなければと思うと国の要請に対するしわ寄せは、
　　　企業へ重くのしかかっている。 【旅館・ホテル】

 ○   コロナウイルスの影響でキャンセルが続き、予約も入ってこない状況です。地域全体が深刻な状況
　　　に陥っています。 【旅館・ホテル】
○   コロナウイルスの影響は計り知れず、旅行・バス事業は停止状態。タクシーも日を追うごとに悪化し、
　　　先行き不透明。 【タクシー】
○   コロナウイルスの影響が大きく、貸切観光バスの先行き不透明。 【タクシー】
○   未だに人員不足である。 【運送】
○   コロナウイルスの対応が、はっきりと見えない分、動きにくいです。 【運送】
○   雪が降らなかった為、悪化している。コロナウイルスも多少影響している。 【自動車整備】
○   人材がいなくて、採用ができない。環境が改善されない。 【自動車整備】
○   コロナウイルス関連のニュースで「スポーツジム」の利用制限が報じられ、利用者が不安を感じ
　　　休会・退会者が増え、非常に厳しい経営環境です。将来が見通せず、対応に苦慮している。

【その他】

自由意見

業況DI値

＜サービス業＞

自由意見

サービス業

業況・売上・採算・資金繰り全てで悪化を示した。

〈業況〉

・悪化・・・・・・・・・・・「運送」、「自動車整備」、「情報サービス」、

「その他」

・大幅悪化・・・・・・・「観光旅館」、「タクシー」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「運送」、「自動車整備」

・悪化・・・・・・・・・・・「観光旅館」、

・大幅悪化・・・・・・・「タクシー」、「情報サービス」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「運送」

・わずかに悪化・・・「自動車整備」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「観光旅館」、「タクシー」、「情報サービス」

【３ヵ月先見通し】

業況でわずかに改善、売上・採算・資金繰りで横ばいを見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「自動車整備」

・わずかに改善・・・「観光旅館」、「タクシー」、「運送」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「情報サービス」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「自動車整備」

・横ばい・・・・・・・・・「タクシー」、「運送」、「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「その他」


