
●調査時点 平成２９年１月調査（２８年１２月末時点）

●対象企業 ８００社

●回答企業 ４９９社（回答率：６２．４％）

（製造業２３６社、建設業４８社、卸売業７３社、

小売業８２社、サービス業６０社）

●調査時期 四半期毎〈３，６，９，１２月末時点〉

回答企業

製造業 236

建設業 48

卸売業 73

小売業 82

サービス業 60

　全産業の業況DI（▲22.5）は、前回(▲30.1)に比べ7.6ポイントと改善を示した。

　業種別では製造業の業況DI（▲11.4）は、前回（▲26.7）に比べ15.3ポイントと改善を示した。

　建設業の業況DI（▲14.6）は、前回（▲20.4）に比べ5.8ポイントと改善を示した。

　卸売業の業況DI（▲31.5）は前回(▲42.0)に比べ10.5ポイントと改善を示した。

　小売業の業況DI（▲37.8）は前回(▲31.0)に比べ6.8ポイントと悪化を示した。

　サービス業の業況DI（▲40.0）は前回(▲35.9)に比べ4.1ポイントと悪化を示した。

【３ヵ月先見通し】

〈業況〉今回＝平成28年12月末

　全産業では今回（▲22.5）から3ヵ月先（▲19.3）と3.2ポイントの改善を見通している。

　製造業では今回（▲11.4）から3ヵ月先（▲10.2）と1.2ポイントの改善を見通している。

　建設業では今回（▲14.6）から3ヵ月先（▲33.3）と18.7ポイントの悪化を見通している。

　卸売業では今回（▲31.5）から3ヵ月先（▲24.7）と6.8ポイントの改善を見通している。

　小売業では今回（▲37.8）から3ヵ月先（▲26.8）と11.0ポイントの改善を見通している。

　サービス業では今回（▲40.0）から3ヵ月先（▲26.6）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

１２月末時点 -22.5 -23.7 -21.9 -6.8

　９月末時点 -30.1 -29.1 -24.4 -8.3

前回比 7.6 5.4 2.5 1.5

業況 １２月末時点 ９月末時点

良化 13.8 11.6

悪化 36.3 41.7 良化

DI値 -22.5 -30.1 悪化

前回比 7.6 -6.3 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 19.5 14.0 良化 8.8 9.4

悪化 30.9 40.7 悪化 41.1 42.5

DI値 -11.4 -26.7 DI値 -32.3 -33.1

前回比 15.3 -6.3 前回比 0.8 -6.1

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

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、非製造業でわずかに改善の見通し。先行きは製造業で横ばい、非製造業でわずかに改善の見通し。先行きは製造業で横ばい、非製造業でわずかに改善の見通し。先行きは製造業で横ばい、非製造業でわずかに改善の見通し。

-19.3

景  気  動  向景  気  動  向景  気  動  向景  気  動  向

■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

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

10.0

29.3

＜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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今　回 -11.4

先行き -10.2

前回比 15.3

対象企業 377

回答企業 236

製造業

○   原発事故による風評被害は改善されていない。 【食料品】

○   消費の動きが鈍い。売上は同等を保っているが、全体的（業界）に弱含みである。 【酒造】

○   新入社員の確保ができず、人材不足です。 【酒造】

○   為替の変動が激しくて、輸入ものを原料としている当社としてはやりにくい。 【織物】

○   求人情報不足。 【木材・木製品】

○   被雇用者の採用が難しくなっている。若い人材がいない。 【木材・木製品】

○   仕事が停滞している。 【印刷】

○   3.11災害復旧後の、計画的なインフラ整備をお願いします。  【窯業・土石】

＜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

業況・売上でわずかに改善、採算・資金繰りで横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「鉄鋼・非鉄」、「一般機械」、「電気機器」、「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「食料品」、「縫製」、「印刷」、「窯業・土石」、「金属」、「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「木材・木製品」、「漆器」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「ニット」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「一般機械」

・わずかに改善・・・「食料品」、「印刷」、「窯業・土石」、「金属」、「輸送用機器」、

「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「織物」、「木材・木製品」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「鉄鋼・非鉄」、「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「ニット」、「縫製」、「漆器」

〈資金繰り〉

・大幅改善・・・・・・・「漆器」

・改善・・・・・・・・・・・「ニット」

・わずかに改善・・・「縫製」、「窯業・土石」、「一般機械」、「電気機器」、「輸送用機器」、

「プラスチック」

・横ばい・・・・・・・・・「木材・木製品」、「印刷」、「金属」

・わずかに悪化・・・「食料品」、「酒造」、「織物」、「精密機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「鉄鋼・非鉄」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上で横ばい、採算・資金繰りでわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・大幅改善・・・・・・・「漆器」

・改善・・・・・・・・・・・「金属」、「精密機器」

・わずかに改善・・・「印刷」、「鉄鋼・非鉄」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「ニット」、「縫製」、「一般機械」、「電気機器」「輸送用機器」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「木材・木製品」、「窯業・土石」

・悪化・・・・・・・・・・・「織物」、「プラスチック」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「印刷」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「金属」、「漆器」、「プラスチック」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「窯業・土石」、「鉄鋼・非鉄」、「一般機械」、「電気機器」、

「輸送用機器」

・悪化・・・・・・・・・・・「織物」、「ニット」、「縫製」、「木材・木製品」



○   溶接工が不足しており、求人を出していますが、なかなか集まらない状況。  【金属】

○   仕事の海外移転が進んでいるようです。  【金属】

○   仕立便の料金の上昇が気になる。 【一般機械】

○   県北地区の鉄鋼業は悪化し、苦戦しています。 【一般機械】

○   円安の影響で良くなっている。 【一般機械】

○   為替の動きが、下請企業にも大きく影響する為、今後の動きを注視している。 【電気機器】

○   先行き不透明。 【電気機器】

○   震災景気も一段落した様相。県内の2017年の景気は落ち込むのではないでしょうか。そんな中で、当社製造業は更に飛躍したいです。

【電気機器】

○   建設機械部品については徐々に上向き傾向にある。原油価格の動向が業績と関わりが大きく、今後注視するところです。

【輸送用機器】

○   円安で今後の景気が心配です。 【精密機器】

○   製造業は、海外生産が進み国内生産が減少している。その影響が町工場の仕事量に表れている。 【精密機器】

○   技術者（技能者）を募集しているが、応募がない。 【精密機器】

○   金属材料の入手が困難になりつつある。来年は更に厳しい状況になるとの予測。売上予算の見直しも必要。 【プラスチック】

○   百貨店の売上減少。産地問屋の縮小。 【プラスチック】

○   プラスチック業界は全体的に縮小してきている為、新しいニッチ分野での開拓が必要である。 【プラスチック】

今　回 -14.6

先行き -33.3

前回比 5.8

対象企業 67

回答企業 48

建設業

○   人員不足の為に受注ができない。 【建築】

○   中堅社員の不足と在籍社員の高齢化が問題です。 【建築】

今　回 -31.5

先行き -24.7

前回比 10.5

対象企業 114

回答企業 73

＜卸売業＞＜卸売業＞＜卸売業＞＜卸売業＞

業況DI値

業況DI値

＜建設業＞＜建設業＞＜建設業＞＜建設業＞

自由意見自由意見自由意見自由意見

業況・資金繰りでわずかに改善、売上で横ばい、採算でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「土木」

・横ばい・・・・・・・・・「建築」

〈採算〉

・わずかに悪化・・・「土木」、「建築」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「建築」

・わずかに悪化・・・「土木」

【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〉

・わずかに悪化・・・「土木」、「建築」

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〉

・大幅改善・・・・・・・「青果物」

・改善・・・・・・・・・・・「その他」

・わずかに改善・・・「建築材料」

・横ばい・・・・・・・・・「衣服」、「鮮魚」、「機械器具」

・わずかに悪化・・・「飲食料」

〈採算〉

・大幅改善・・・・・・・「その他」

・改善・・・・・・・・・・・「青果物」

・わずかに改善・・・「建築材料」

・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」、「鮮魚」

・わずかに悪化・・・「衣服」、「機械器具」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「青果物」

・わずかに改善・・・「衣服」、「機械器具」、「その他」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「建築材料」

・悪化・・・・・・・・・・・「鮮魚」

【３ヵ月先見通し】

業況・売上・採算・資金繰り全てでわずかに改善を見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「鮮魚」、「その他」

・わずかに改善・・・「機械器具」

・横ばい・・・・・・・・・「飲食料」、「青果物」、「建築材料」

・わずかに悪化・・・「衣服」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「衣服」、「飲食料」、「建築材料」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「青果物」、「鮮魚」、「機械器具」



自由意見自由意見自由意見自由意見

卸売業

○   円安影響にて採算上昇せず、横這い。 【飲食料】

○   震災から6年目にして「あんぽ柿」の加工ができるようになり、業況・売上は伸びているが、採算は良くない。競合産地が豊作の為、

　　　福島物が弱い。 【青果物】

○   気候変化により、大根・白菜・キャベツ等の単価が上昇している。 【青果物】

○   原発事故以来、回復しない。人口減と放射能が影響していると思います。 【青果物】

○   除染作業の終了が間近となり、仕事量が減少している。 【建築材料】

○   円安により輸入品の価格が上がっても価格転嫁は難しい。 【その他】

○   福島県下の農業農産物が原発被害で混迷している間に、東北の他県へ新たな産地が生まれている事に

　　　今後の懸念あり。 【その他】

今　回 -37.8

先行き -26.8

前回比 -6.8

対象企業 139

回答企業 82

小売業

○   昨年度は暖冬でスキーヤーも少なかったが今年は平年並みに雪が降ることを期待しています。 【中小スーパー】

○   顧客の高齢化による販売量の低下と、販売単価の低下に対応出来ず、衣料品の商売も、じり貧状態です。 【衣料】

○   福島第一原発の事故による風評被害が留まる所を知らず、地域商店街は深刻な現状である。 【衣料】

○   一部の商品のみ売上が伸びている。 【飲食料】

○   客数、客単価に若干の陰りがあります。 【飲食料】

○   造り酒屋をはじめ、町内同業者、飲食店の閉店が続いています。事業継続の先に待っているのは明るい環境より苦悩だらけのように

　　　思える昨今です。 【飲食料】

○   顧客が富裕層に偏り、高価格品が売れている。 【家電品】

○   消費税増税後、販売の低迷が続いている。 【自動車販売】

○   自動車整備業界は車の登録減少により、厳しい状況になるのではないかと懸念しています。 【自動車販売】

○   全国的に顧客の数も減少し、販売単価も低下している。 【家具・建具】

○   仕入単価、販売単価ともに下がっている為、利益が出ない。 【家具・建具】

○   下期に入り、急激に売上減となっている。 【その他】

業況DI値

＜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

採算でわずかに改善、資金繰りで横ばい、業況・売上でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「飲食料」、「その他」

・わずかに悪化・・・「中小スーパー」、「家電品」、「自動車販売」、「家具・建具」

・悪化・・・・・・・・・・・「衣料」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「自動車販売」、「その他」

・わずかに改善・・・「飲食料」

・横ばい・・・・・・・・・「衣料」

・わずかに悪化・・・「家電品」、「家具・建具」

・悪化・・・・・・・・・・・「中小スーパー」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・・「飲食料」

・わずかに改善・・・「衣料」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「家電品」、「その他」

・わずかに悪化・・・「家具・建具」

・悪化・・・・・・・・・・・「自動車販売」

【３ヵ月先見通し】

売上で改善、業況・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〉

・改善・・・・・・・・・・・「家電品」、「家具・建具」

・わずかに改善・・・「衣料」、「飲食料」、「自動車販売」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」

・わずかに悪化・・・「その他」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「家具・建具」

・横ばい・・・・・・・・・「中小スーパー」、「衣料」、「家電品」、「自動車販売」、「その他」

・わずかに悪化・・・「飲食料」



今　回 -40.0

先行き -26.6

前回比 -4.1

対象企業 103

回答企業 60

サービス業

○    人材が集まらず、先行きが不安です。 【旅館・ホテル】

○    昨年のような「ふるさと割」がないことから、客が他地域に流れている印象。 【旅館・ホテル】

○    タクシー乗務員の高齢化で求人を出しているが、人が集まらない。 【タクシー】

○    原油の高値に不安を抱いています。 【運送】

○    人手不足と軽油が高くなることが懸念されます。 【運送】

○    常磐線再開の影響を確認中です。 【自動車整備】

○    日本全体の不安感が高まっている。 【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＞

業況、売上で横ばい、採算、資金繰りでわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「タクシー」、「自動車整備」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「観光旅館」

・わずかに悪化・・・「運送」

・悪化・・・・・・・・・・・「情報サービス」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・・「自動車整備」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・・「観光旅館」、「運送」

・悪化・・・・・・・・・・・「タクシー」

・大幅悪化・・・・・・・「情報サービス」

〈資金繰り〉

・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」

・悪化・・・・・・・・・・・「タクシー」

【３ヵ月先見通し】

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見通している。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・・「タクシー」、「運送」

・横ばい・・・・・・・・・「観光旅館」、「自動車整備」、「情報サービス」、「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」、「その他」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「情報サービス」


