
●調査時点 平成３０年４月調査（３０年３月末時点）

●対象企業 ８００社

●回答企業 ５１３社（回答率：６４．１％）

（製造業２４２社、建設業４３社、卸売業７５社、

小売業８６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

製造業 242

建設業 43

卸売業 75

小売業 86

サービス業 67

　全産業の業況DI（▲18.6）は、前回(▲15.6)に比べ3.0ポイントの悪化を示した。

　業種別では製造業の業況DI（2.1）は、前回（7.4）に比べ5.3ポイントの悪化を示した。

　建設業の業況DI（▲41.8）は、前回（▲32.6）に比べ9.2ポイントの悪化を示した。

　卸売業の業況DI（▲33.4）は前回(▲37.7)に比べ4.3ポイントの改善を示した。

　小売業の業況DI（▲34.9）は前回(▲39.8)に比べ4.9ポイントの改善を示した。

　サービス業の業況DI（▲40.3）は前回(▲28.8)に比べ11.5ポイントの悪化を示した。

【３ヵ月先見通し】

〈業況〉今回＝平成30年3月末

　全産業では今回（▲18.6）から3ヵ月先（▲21.0）と2.4ポイントの悪化を見通している。

　製造業では今回（2.1）から3ヵ月先（▲10.3）と12.4ポイントの悪化を見通している。

　建設業では今回（▲41.8）から3ヵ月先（▲46.5）と4.7ポイントの悪化を見通している。

　卸売業では今回（▲33.4）から3ヵ月先（▲28.0）と5.4ポイントの改善を見通している。

　小売業では今回（▲34.9）から3ヵ月先（▲31.4）と3.5ポイントの改善を見通している。

　サービス業では今回（▲40.3）から3ヵ月先（▲22.3）と18.0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 -18.6 -15.0 -23.0 -8.8

１２月末時点 -15.6 -11.1 -20.4 -6.5

前回比 -3.0 -3.9 -2.6 -2.3

業況 ３月末時点 １２月末時点

良化 18.1 20.0

悪化 36.7 35.6 良化

DI値 -18.6 -15.6 悪化

前回比 -3.0 2.7 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 26.9 32.0 良化 10.3 9.7

悪化 24.8 24.6 悪化 47.2 44.9

DI値 2.1 7.4 DI値 -36.9 -35.2

前回比 -5.3 3.2 前回比 -1.7 3.8

 ■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。
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 ■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。

先行きは製造業でわずかに悪化、非製造業はわずかに改善の見通し。先行きは製造業でわずかに悪化、非製造業はわずかに改善の見通し。先行きは製造業でわずかに悪化、非製造業はわずかに改善の見通し。先行きは製造業でわずかに悪化、非製造業はわずかに改善の見通し。
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■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
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今　回 2.1

先行き -10.3

前回比 -5.3

対象企業 377

回答企業 242

製造業

○   送料・原料の値上げが続いている。 【食料品】

○   ニット産業ではこれからも厳しい状況が続きそうです。 【ニット】

○　 ベースアップの費用確保、採算に合う仕事の受注営業を努めている。 【縫製】

○   少しずつではあるが、仕事量が増えてきていると思う。 【縫製】

○　 相双地区の封鎖解除により避難している人達の移動状況が、地区経済に及ぼす影響を心配している。 【印刷】

■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 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・・・・・・・・・・・「酒造」、「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「ニット」、「縫製」、「木材・木製品」

・横ばい・・・・・・・・・「一般機械」、「精密機器」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「印刷」、「窯業・土石」、「金属」、「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・・「織物」、「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「酒造」、「縫製」

・わずかに改善・・・「ニット」、「窯業・土石」、「輸送用機器」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「木材・木製品」、「一般機械」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「印刷」、「金属」、「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」

・大幅悪化・・・・・・・「織物」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「ニット」

・わずかに改善・・・「金属」、「一般機械」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「酒造」、「縫製」、「木材・木製品」、「窯業・土石」

・わずかに悪化・・・「印刷」、「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」、「精密機器」、「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・・「織物」、「電気機器」

【３ヵ月先見通し】

採算・資金繰りで横ばい、業況・売上でわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「食料品」、「縫製」

・横ばい・・・・・・・・・「酒造」、「ニット」、「木材・木製品」、「印刷」、「窯業・土石」

・わずかに悪化・・・「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「一般機械」、「電気機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「織物」、「精密機器」、「プラスチック」

・大幅悪化・・・・・・・「輸送用機器」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「織物」

・わずかに改善・・・「食料品」、「金属」

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

「鉄鋼・非鉄」、「一般機械」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「印刷」、「輸送用機器」、「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「プラスチック」



○   復興需要のピークアウトにより売上が苦戦している。 【印刷】

○   材料をはじめとして、値上がりするものが増えています。単価も交渉中です。　 【印刷】

○　 復興需要も終了してきているので仕事は減少してきている。 【窯業・土石】

○　 公共工事が少ない。 【窯業・土石】

○   震災復旧工事の収束に伴い需要が減少していて、今後夏場以降は常磐自動車道の工事が中心となっていく。 【窯業・土石】

○　 受注が不安定である。 【金属】

○　 人材の確保が難しい。　 【金属】

○   景気は良くなったが、コストの増加が厳しい。 【一般機器】

○　 受注・引き合いは多いが、人手不足により受注を断念せざるを得ない。 【一般機器】

○　 電子部品等の品薄が続いている。 【電気機器】

○   この好受注状況がいつまで続くのか注視している。 【電気機器】

○   とにかく「人」の問題につきる。若年層にとって地方の方が住環境等が良いと思うが、

      若年層が少ない点を本気で考えないといけない時代になったのかと思う。 【輸送用機器】

○　 受注増ではあるが、人員の確保が出来ず生産性が上がらない。若干のコストダウン要求もある。 【輸送用機器】

○　 生産要素の1つである人手が思う様に集まらない一方で省人化の為の自働化にも踏み切れない。 【輸送用機器】

○　 人材の確保が難しい時代になりました。 【精密機器】

○   多品種少量・短納期の傾向にある。短納期のため、次の注文が入らず設備の稼働率が上がらない。

　　　比較的多量の注文が入ると複数台の設備が必要となり対応が出来ない。 【精密機器】

○　 内外政治状況に一喜一憂する。先の見通しが立たず不安が続く。　 【精密機器】

○　 原発事故による風評被害で離れてしまった顧客を取り戻すのには、相当な年月を要すると思う。 【漆器】

○ 　今までの出荷状態では、数量が見込めない！今まで以上のニッチ産業を強化しなければならない。 【プラスチック】

今　回 -41.8

先行き -46.5

前回比 -9.2

対象企業 67

回答企業 43

建設業

○   世代交代を伴う人材育成が急務である。        【土木】

○   社員が高齢化しており若手人材の確保が課題である。 【土木】

○   大型案件を受注して、ある程度の業況となったが、公共工事全般としては減少傾向にあると思われる。 【建築】

○　 技術者不足のため採用が急がれる状況にある。  【建築】

今　回 -33.4

先行き -28.0

前回比 4.3

対象企業 114

回答企業 75

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・採算で横ばい、業況・資金繰りでわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

・わずかに悪化・・・「土木」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「土木」

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「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・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

業況・売上・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」、「機械器具」

・わずかに改善・・・「建築材料」

・わずかに悪化・・・「衣服」、「青果物」

・悪化・・・・・・・・・・・「鮮魚」、「その他」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「飲食料」

・わずかに改善・・・「機械器具」

・横ばい・・・・・・・・・「鮮魚」

・悪化・・・・・・・・・・・「衣服」、「青果物」、「建築材料」、「その他」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「飲食料」

・わずかに改善・・・「建築材料」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「青果物」

・わずかに悪化・・・「機械器具」

・悪化・・・・・・・・・・・「鮮魚」

【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〉

・大幅改善・・・・・・・「青果物」

・わずかに改善・・・「飲食料」、「鮮魚」、「建築材料」

・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「機械器具」

〈資金繰り〉

・横ばい・・・・・・・・・「青果物」、「鮮魚」、「機械器具」、「建築材料」、「その他」

・わずかに悪化・・・「衣服」、「飲食料」



自由意見自由意見自由意見自由意見

卸売業

○   風評被害に加えて補償金の支給終了で倒産寸前です。 【青果物】

○   復興特需も地域によっては終了してきているが、予測できたことなので慌てる必要はない。    【建設材料】

○   働き方改革が進む中、賃金アップ、働く環境を向上させているが、上場企業の支払条件でコストダウン要求が改善されない状況です。

　　　中小企業の収益確保にも限界を感じます。賃金を上げないと人が確保できない。 【その他】

○   人手・経験者不足を補うために、定年退職後の元社員を再雇用するが中期的に資格者の採用が難しくなっていくのではと懸念している。  

【その他】

○   中小型店の減少、大型販売店の競争激化で卸売業者は熾烈な競争を行っている。 【その他】

今　回 -34.9

先行き -31.4

前回比 4.9

対象企業 139

回答企業 86

小売業

○   雪の影響で客足は遠のいたが、暖かくなれば客数の増加が期待できる。  【中小スーパー】

○   運賃の値上がり、諸経費の増加等で厳しい状況にある。 【衣料】

○   年金支給額が減少して身の回り品まで回りません。若い人の給料が上がっても大型店に行ってしまい地域店に来てもらえません。

【衣料】

○   依然として、原発事故による風評被害が根本にある。 【衣料】

○   環境は厳しいが販路開拓等、積極的に行動している。 【飲食料】

○   人手不足のため機械力の設備を導入し始めた。納品先の動向が悪く、取引先を変更中。 【飲食料】

○　 今冬は低温と豪雪に悩まされて、これからの動向に期待したいと思います。　　 【飲食料】

○   先行き不透明。新製品の需要動向をうかがっている。 【飲食料】

○   地元で設立から数年経過していることを条件に助成する等、地場の企業を守る施策に期待したい。 【家電品】

○   人手不足を実感している。                   【家電品】

○   大型店やホームセンター、大形スーパーまでもが家電品や工事を手掛け始めて、地区内の店舗が減少しています。 【家電品】

○   低価格の商品が売れている。 【家電品】

○　 業況は横ばい。 【自動車販売】

○   人手不足は益々深刻化し、どのようにして人員を確保するか、もしくは、少人数での店舗運営を迫られてくると思われます。

【その他】

○   飲食・小売・サービス業の従業員の確保がどんどん厳しくなっている。                           【その他】

○　 子どもの数が減少していることが大きな気がかりです。 【その他】

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＞

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・・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「自動車販売」、「家具・建具」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「家電品」

・わずかに悪化・・・「衣料」

・悪化・・・・・・・・・・・「飲食料」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「家具・建具」、「その他」

・わずかに改善・・・「中小スーパー」、「衣料」、「飲食料」、「自動車販売」

・悪化・・・・・・・・・・・「家電品」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに改善・・・「衣料」、「飲食料」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「自動車販売」

・わずかに悪化・・・「家電品」

【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・・・「衣料」、「飲食料」、「家電品」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「自動車販売」

・わずかに悪化・・・「その他」

・悪化・・・・・・・・・・・「家具・建具」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「家電品」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「飲食料」、「自動車販売」、「家具・建具」、

「その他」

・わずかに悪化・・・「衣料」



今　回 -40.3

先行き -22.3

前回比 -11.5

対象企業 103

回答企業 67

サービス業

○   ネット予約が主流になりつつある。PRのSNS導入などITスキルが求められるが、対応しきれない。 【旅館・ホテル】

○　 人手不足の影響で売上が減少している。 【運送】

○　 燃料単価の高騰の影響が大きい。 【運送】

○   軽油の価格高騰により、経営が圧迫している。 【運送】

○   どの業界も同じだろうが、求人を出しても人が集まらない。　　　　　　　　　　　　　　　　　 【自動車設備】

○　 車の整備台数が減少しているが登録台数は増加している。消耗品の売値は変わらないが仕入単価が値上がりしている。　　　　　　　　　　

【情報サービス】

○　 消費しない文化が定着して、景気が減速すると思われる。 【情報サービス】

○ 　少子化に比例して売上も減少ぎみで日ごとに厳しくなってきています。 【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＞

売上で横ばい、業況・採算・資金繰りでわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・横ばい・・・・・・・・・「タクシー」、「その他」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「運送」

・悪化・・・・・・・・・・・「自動車整備」、「情報サービス」

〈採算〉

・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」、「情報サービス」

・悪化・・・・・・・・・・・「運送」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「タクシー」、「自動車整備」、「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」

・悪化・・・・・・・・・・・「運送」

【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・・・・・・・「タクシー」

・改善・・・・・・・・・・・「運送」

・わずかに改善・・・「自動車整備」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「観光旅館」

・わずかに悪化・・・「情報サービス」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「タクシー」

・わずかに改善・・・「運送」、「その他」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」

・悪化・・・・・・・・・・・「自動車整備」、「情報サービス」


