
●調査時点 平成２７年１０月調査（２７年９月末時点）

●対象企業 ８００社

●回答企業 ５０９社（回答率：６３．６％）

（製造業２５３社、建設業４４社、卸売業７５社、

小売業７９社、サービス業５８社）

●調査時期 四半期毎〈３，６，９，１２月末時点〉

回答企業

製造業 253

建設業 44

卸売業 75

小売業 79

サービス業 58

　全産業の業況DI（▲21.6）は、前回(▲14.3)に比べ-7.3ポイントと悪化を示した。

　業種別では製造業の業況DI（▲17.8）は、前回（▲13.8）に比べ-4.0ポイントと悪化を示した。

　建設業の業況DI（▲4.6）は、前回（2.0）に比べ-6.6ポイントと悪化を示した。

　卸売業の業況DI（▲30.7）は前回(▲18.9)に比べ-11.8ポイントと悪化を示した。

　小売業の業況DI（▲36.7）は前回(▲24.2)に比べ-12.5ポイントと悪化を示した。

　サービス業の業況DI（▲19.0）は前回(▲10.0)に比べ-9.0ポイントと悪化を示した。

【３ヵ月先見通し】

〈業況〉今回＝平成27年9月末

　全産業では今回（▲21.6）から3ヵ月先（▲10.6）と11.0ポイントの改善を見通している。

　製造業では今回（▲17.8）から3ヵ月先（▲7.1）と10.7ポイントの改善を見通している。

　建設業では今回（▲4.6）から3ヵ月先（2.3）と6.9ポイントの改善を見通している。

　卸売業では今回（▲30.7）から3ヵ月先（▲16.0）と14.7ポイントの改善を見通している。

　小売業では今回（▲36.7）から3ヵ月先（▲22.8）と13.9ポイントの改善を見通している。

　サービス業では今回（▲19.0）から3ヵ月先（▲12.1）と6.9ポイントの改善を見通している。

業況 売上 採算 資金繰り

　９月末時点 -21.6 -21.6 -24.0 -5.5

　６月末時点 -14.3 -16.1 -20.7 -5.7

前回比 -7.3 -5.5 -3.3 0.2

業況 ９月末時点 ６月末時点

良化 13.4 16.2

悪化 35.0 30.5 良化

DI値 -21.6 -14.3 悪化

前回比 -7.3 4.7 ＤＩ値

業況 ９月末時点 ６月末時点 業況 ９月末時点 ６月末時点

良化 14.2 17.0 良化 12.5 15.4

悪化 32.0 30.8 悪化 37.9 30.2

DI値 -17.8 -13.8 DI値 -25.4 -14.8

前回比 -4.0 4.8 前回比 -10.6 4.7

業況はわずかに悪化。業況はわずかに悪化。業況はわずかに悪化。業況はわずかに悪化。

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。

-10.6

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

11.4

22.0

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 ■９月末時点からみた■９月末時点からみた■９月末時点からみた■９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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小売業

サービス業



今　回 -17.8

先行き -7.1

前回比 -4.0

対象企業 377

回答企業 253

製造業

○   人件費が高くなり困っています。 【食料品】

○   仕入商品は値上りしても販売価格には転嫁できない。 【食料品】

○   消費者が、値頃感のある単価を求めていて、高い商品が売れにくい。 【酒造】

○   百貨店の売上が悪いので、受注に影響が出ている。相双地方では人手不足により、生産や売上は厳しい状況です。 【縫製】

○   アパレル業界については、アイテムやブランドにムラがあり低調ぎみです。 【縫製】

○   9月は、2年に1度、4年に1度のイベントにより例年より少々受注が増えたが、続くものではないと思っている。全体としては、

　　　震災後落ち込んだままです。 【印刷】

○   復興してきたためか、業況は悪くないと思われるが、今後の好材料に乏しい。 【印刷】

○   全国的には、受注減少。地域的には、人件費の上昇。 【印刷】

○   円安が１２０円前後で推移していれば、業況は良い状態が続きそうです。今後は、人の採用が問題になりそうです。 　　　  【一般機械】

○   エレクトロニクス業界は、スマートフォン等製品需要の変化が激しく、予測が難しい。 【電気機器】

○   中国経済の行方が気になります。 【電気機器】

○   中国やフォルクスワーゲン社のトラブル絡みによる景気の動向に注目しています。 【輸送用機器】

○   明るい見通しが立たない。 【精密機器】

○   技術者の不足により、短納期対応の遅れが発生。            【精密機器】

＜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

業況・売上・採算・資金繰り全てで横ばいを示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「織物」

・わずかに改善・・・「ニット」、「木材・木製品」、「一般機械」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・「食料品」、「印刷」、「金属」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「鉄鋼・非鉄」、「プラスチック」

・悪化・・・・・・・・・・「酒造」、「縫製」、「窯業・土石」、「輸送用機器」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「食料品」

・わずかに改善・・・「鉄鋼・非鉄」、「電気機器」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・「織物」、「木材・木製品」、「印刷」、「一般機械」、

・わずかに悪化・・・「ニット」、「金属」

・悪化・・・・・・・・・・「縫製」、「窯業・土石」、「輸送用機器」、「プラスチック」

・大幅悪化・・・・・・「酒造」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「木材・木製品」、「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・・「食料品」、「織物」、「ニット」、「一般機械」、「電気機器」

・わずかに悪化・・・「縫製」、「印刷」、「窯業・土石」、「金属」

・悪化・・・・・・・・・・「酒造」、「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・・・・・・「プラスチック」

・改善・・・・・・・・・・「織物」、「ニット」、「縫製」、「鉄鋼・非鉄」、「輸送用機器」

・わずかに改善・・・「木材・木製品」、「窯業・土石」、「精密機器」

・横ばい・・・・・・・・「食料品」、「金属」

・わずかに悪化・・・「酒造」、「印刷」、「一般機械」、「電気機器」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「印刷」、「プラスチック」

・わずかに改善・・・「食料品」

・横ばい・・・・・・・・「酒造」、「織物」、「鉄鋼・非鉄」、「金属」、「一般機械」、「電気機器」、

「精密機器」

・わずかに悪化・・・「縫製」、「木材・木製品」、「窯業・土石」、「輸送用機器」

・悪化・・・・・・・・・・「ニット」



○   消費税増税の影響がまだまだ糸を引いている感じです。 【漆器】

○   当業界では近年、後継者がいなく廃業していく事業所が多く見られます。 【プラスチック】

○   原油価格が下がっても原料費は下がらない。 【プラスチック】

今　回 -4.6

先行き 2.3

前回比 -6.6

対象企業 67

回答企業 44

建設業

○   災害復興とオリンピック関係に集中し、地方経済は悪化の傾向と考えられる。 【土木】

○　 人員不足が続き、受注に影響がある。 【建築】

今　回 -30.7

先行き -16.0

前回比 -11.8

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

卸売業

○   いまだに避難先での仮設の場所で業務を行っている為、必要な設備が十分にありません。同業者と競争が激化しており、ジリジリ

　　　と追い込まれているのが現状です。 【飲食料】

○   ９月の豪雨で客足が遠のいている。 【青果物】

○   天候不順による果菜類の高騰で、果物類の消費は低迷している。 【青果物】

○   今年度分の官公庁物件が入り売上高が上昇したが、民間の先行きに不透明感あり。後期あまり売上上昇が見込めない。

【機械器具】

○   除染業務等のピークは過ぎた感じです。 【建築材料】

○    仕入値は上昇しているのに、競争が激化し値上げは困難。運転手不足により配送能力が低下している。 【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

採算・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〉

・横ばい・・・・・・・・「建築」

・わずかに悪化・・・「土木」

〈採算〉

・横ばい・・・・・・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「土木」

・わずかに悪化・・・「建築」

【３ヵ月先見通し】

売上で改善、業況・採算でわずかに改善、資金繰りでわずかに悪化を見通している。

〈業況〉

・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」

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〉

・わずかに改善・・・「衣服」、「鮮魚」

・横ばい・・・・・・・・「機械器具」

・わずかに悪化・・・「飲食料」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・「建築材料」

・大幅悪化・・・・・・「青果物」

〈採算〉

・わずかに改善・・・「衣服」、「機械器具」

・横ばい・・・・・・・・「鮮魚」、「その他」

・わずかに悪化・・・「飲食料」

・悪化・・・・・・・・・・「青果物」、「建築材料」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「飲食料」、「機械器具」

・わずかに改善・・・「その他」

・横ばい・・・・・・・・「鮮魚」

・わずかに悪化・・・「衣服」、「青果物」

・悪化・・・・・・・・・・「建築材料」

【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・・・・・・・・・・「青果物」、「建築材料」、「その他」

・わずかに改善・・・「飲食料」、「鮮魚」

・わずかに悪化・・・「機械器具」

・悪化・・・・・・・・・・「衣服」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「青果物」、「建築材料」

・横ばい・・・・・・・・「衣服」、「鮮魚」、「その他」

・わずかに悪化・・・「飲食料」

・悪化・・・・・・・・・・「機械器具」



今　回 -36.7

先行き -22.8

前回比 -12.5

対象企業 139

回答企業 79

小売業

○   原発事故による風評被害だけでなく、台風１８号の影響もあり、顧客が少なくなっている。 【中小スーパー】

○   原発事故による避難者がいまだに戻らず、売上も回復していない。 【衣料】

○   悪化に歯止めがかからない。原発事故による風評被害は、まだまだ続きそうです。 【飲食料】

○   人手不足が続き、機械力に頼らざるを得ない。 【飲食料】

○   吾妻山の噴火レベルが原因なのか、観光客が極端に減っている。 【飲食料】

○   一昨年をピークに徐々に以前の状態に戻りつつある。 【家電品】

○   いわき市の自動車販売は、今までは良かったが、消費税や軽自動車税の増税、買い替え一巡化が原因で悪化している。

【自動車販売】

○   中小企業にとって、消費税増税の影響は大きい。 【自動車販売】

○   アベノミクスの「三本の矢」に期待しています。 【自動車販売】

○   消費の停滞感が著しい。 【家具・建具】

○   いわき市の景気は、他と比べ良いが一時的であると思うので、将来を楽観する気にはなれない。 【家具・建具】

今　回 -19.0

先行き -12.1

前回比 -9.0

対象企業 103

回答企業 58

サービス業

○    個人旅行が増え、休前日でも１室あたりの販売価格が上がらない。 【旅館・ホテル】

○    ドライバー不足のため、売上が低下している。 【運送】

○    昨年の業況が良かったため、今年は若干悪化している。 【運送】

○    人材不足。 【運送】

○    技術者不足が更に深刻。 【自動車整備】

○    需要は増加傾向にあるため、設備の更新や新設が望ましいが、借入を含めた資金繰りが厳しい状況です。 【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・売上・採算・資金繰り全てでわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・わずかに改善・・・「衣料」、「家電品」

・横ばい・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに悪化・・・「中小スーパー」、「その他」

・悪化・・・・・・・・・・「飲食料」、「自動車販売」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「家電品」

・わずかに改善・・・「衣料」

・横ばい・・・・・・・・「自動車販売」

・わずかに悪化・・・「家具・建具」

・悪化・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「飲食料」、「その他」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「家具・建具」

・横ばい・・・・・・・・「家電品」

・わずかに悪化・・・「衣料」、「飲食料」、「自動車販売」、「その他」

・大幅悪化・・・・・・「中小スーパー」

【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〉

・改善・・・・・・・・・・「中小スーパー」、「飲食料」、「自動車販売」

・わずかに改善・・・「衣料」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「家具・建具」

・わずかに悪化・・・「家電品」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「中小スーパー」

・わずかに改善・・・「飲食料」、「自動車販売」

・横ばい・・・・・・・・・「衣料」、「その他」

・わずかに悪化・・・「家電品」、「家具・建具」

資金繰りでわずかに改善、売上・採算で横ばい、業況でわずかに悪化を示した。

〈業況〉

・改善・・・・・・・・・・「その他」

・わずかに改善・・・「観光旅館」

・わずかに悪化・・・「タクシー」

・悪化・・・・・・・・・・「運送」、「自動車整備」、「情報サービス」

〈採算〉

・改善・・・・・・・・・・「観光旅館」、「タクシー」、「その他」

・横ばい・・・・・・・・「情報サービス」

・わずかに悪化・・・「自動車整備」

・悪化・・・・・・・・・・「運送」

〈資金繰り〉

・改善・・・・・・・・・・「タクシー」、「自動車整備」、「情報サービス」

・わずかに改善・・・「その他」

・横ばい・・・・・・・・「観光旅館」、「運送」

【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・・・・・・・・・・「タクシー」、「自動車整備」、「情報サービス」

・横ばい・・・・・・・・「その他」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「運送」

〈資金繰り〉

・わずかに改善・・・「タクシー」

・横ばい・・・・・・・・「その他」

・わずかに悪化・・・「観光旅館」、「運送」、「自動車整備」、「情報サービス」


