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本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行仙台支店まで
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１．本レポートの目的と構成 

企業の業況感を問うアンケート調査が、様々な機関で定期的に実施されている。アン

ケート結果は、判りやすいシンプルな方法でディフュージョン・インデックス（D.I.：

Diffusion Index）という指数に加工され、業況感の変化が容易に観察できる便利な経済指

標として提供されている。業況感だけでなく、需給バランスや仕入・販売価格の動向、

生産・営業用設備や雇用人員の過不足感、金融機関の融資スタンスなど、様々な企業活

動に関する主観的な判断が指数化されており、一種のソフトデータとして活用されてい

る。こうした企業の判断を示しているソフトデータは、鉱工業生産指数や新設住宅着工

戸数、小売業販売額のような数値指数、いわゆるハードデータとともに、経済活動を観

察するのに利用されている。なかでも日本銀行が作成している短観（全国企業短期経済

観測調査）は金融市場やメディアで注目されており、株価や為替レート、金利の変動に

影響を及ぼす場合もある。 

業況判断 D.I.は景気の一致指数と言われており注目度が高く、東北地域を対象にした

業況判断 D.I.が数多く作成・公表されている。しかし、調査対象先や業況感の質問の仕

方など様々な違いがあり、同じ東北地域を対象とした調査でも動き方は必ずしも同一で

はない。ある調査の D.I.が東北の景気は上向きであることを示した直後に、逆に下向き

であるという調査が出たりすることもあり、景気をどう捉えればよいか判断に迷う場合

も少なくない。 

そこで本稿では、東北地域の業況判断 D.I.を収集し、作成方法の特徴点を整理したう

えで、これら業況判断 D.I.の変動特性の比較を行った。本稿の目的は、様々な業況判断

D.I.の動きを読み解く一助となるような情報を提供することである。 

まず、第 2 節で東北地域の企業を対象に算出されている業況判断 D.I.の特徴と留意点

について整理した。業況判断に関する質問の仕方には 2 つのタイプが存在する。一つは

業況の水準（良いか悪いか）を質問するものであり、もう一つは変化の方向（改善して

いるか悪化しているか）を質問するものである。同じ企業でも、どちらを問われるかで

回答が違ってくる可能性がある。例えば、業況は改善しているが水準的にはまだ相当悪

いケースや、水準的には非常に良いが既にピークアウトして下がり始めているケースで

は、水準を聞くか変化方向を聞くかで異なる回答となろう。 

実際に業況判断 D.I.の変動をみてみると、2 つの質問方法の間で動き方に違いがあっ

た。そこで、第 3 節では業況の水準を尋ねるアンケート調査を取り上げ、業況判断 D.I.

の変動特性を検証した。次に第 4 節では、変化の方向を尋ねるアンケート調査について

検証を行った。 後に第 5 節では全体のまとめを行っている。なお、特に断りのない限

り東北地域を対象とした業況判断 D.I.を分析対象としており、例えば日銀短観といった
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場合、日本銀行仙台支店が集計・公表する「短観―東北 6 県版―」を指している。また、

調査によっては、D.I.でなく BSI（ビジネス・サーベイ・インデックス）という呼称を使

う場合もある。本稿では、混乱を避けるため D.I.という呼び方に統一している。 

２．業況判断 D.I.調査の特徴点 

１）水準と変化方向 

前述のように業況判断 D.I.調査には、業況に関する水準（良いか悪いか）を質問して

いるものと、変化方向（改善しているか悪化しているか）を質問しているものがある。

業況の水準感を知りたいのか変化の方向を知りたいのか、目的に応じて使い分ける必要

がある。 

水準を表す業況判断 D.I.としては、日銀短観のほか、帝国データバンクの「TDB 景気

動向調査」や日本政策金融公庫（JFC）の「全国中小企業動向調査」1、信金中央金庫（SCB）

の「全国中小企業景気動向調査」がある。また、変化方向を表す業況判断 D.I.としては、

東北財務局（MOF）による「法人企業景気予測調査」2 や独立行政法人 中小企業基盤

整備機構（中小機構）の「中小企業景況調査」がある。各々の調査方法や D.I.の算出法

については、巻末の付表に詳細をまとめている3。 

質問の選択肢をみれば水準と方向のいずれを尋ねているか明快であるが、回答者側が

必ずしも十分意識して選択していない可能性もある。アンケート調査の実施者は、こう

したソフト情報を有しているかもしれないが、回答結果や質問の設計といった直接観察

可能な公開情報からは窺い知ることはできないため、考慮検討の対象とはしなかった。 

２）調査対象企業 

調査対象先数や企業規模にも相違がみられる。企業規模に注目すると、日銀短観は資

本金 2 千万円以上の企業を対象としている一方、法人企業景気予測調査（MOF）は資本

金 1 千万円以上の企業が対象となっている。TDB 景気動向調査は、資本金の下限を設け

ていないため更に小規模な企業を含んでいる可能性がある。全国中小企業動向調査（JFC）

は、その趣旨からして対象を中小企業に限定している。具体的には JFC の取引先のうち、

                                                   
1 小企業編と中小企業編に分けて調査が行われている。前者は、旧国民生活金融公庫の「全国小企業

動向調査」を前身とする一方、後者は旧中小企業金融公庫の「中小企業動向調査」を前身としており、

もともとは異なる調査である。 
2 平成 16 年 4-6 月期より内閣府の「法人企業動向調査」と財務省の「財務省景気予測調査」を一元

化して、内閣府・財務省の共管調査として実施されている。調査の実行主体は各地の財務局となって

いるため、本稿では調査・公表主体を東北財務局と表記している。 
3 このほか、東北各県・各市の業況判断 D.I.として、地域銀行やそのシンクタンク、市や商工会議所

などが実施しているアンケート調査がある。本稿では東北全体を扱う調査に限定したが、県別地域別

の調査をみたところ、やはり質問の仕方は水準感・方向感を尋ねるものと様々であった。 
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従業員 20 人以上の中小企業や、同 20 人未満の小企業を調査対象としている。同様に、

中小企業景況調査（中小機構）では、中小企業基本法が定める中小企業4を対象としてい

る。全国中小企業景気動向調査（SCB）は全国の信用金庫の取引先を対象としており、

従業員 20 人未満の小規模事業者が約 7 割を占めるなど比較的小規模な企業が中心とな

っている5。 

３）季節性 

業種あるいは企業によって業況感に季節性が強く現れる場合がある。この場合、水

準・方向のいずれを問う質問であっても季節性の影響を受けてしまう。まず、水準を問

う調査をみると、日銀短観では季節変動要因を除いて業況判断を行うよう調査対象企業

に依頼している。全国中小企業動向調査中小企業編（JFC）は、昨年の同時期の水準と

比較判断することをより明示的に依頼している。一方で、TDB 景気動向調査や、全国中

小企業動向調査小企業編（JFC）、全国中小企業景気動向調査（SCB）は、こうした季節

性除去を求めない質問となっている。 

変化の方向を問う調査では、法人企業景気予測調査（MOF）や中小企業景況調査（中

小機構）ともに三か月前の前回調査時点と比較しての変化を問うている。この場合も季

節性の影響を受けるため、中小企業景況調査（中小機構）は原数値 D.I.に加えて季節調

整値 D.I.も公表している。 

４）算出手法 

D.I.の算出方法にも相違点がある。日銀短観の D.I.は、景気が「良い」と答えた企業の

割合から「悪い」と答えた企業の割合を引いて算出している（三択中位の「さほど良く

ない」の割合は計算に使用しない）。一方、TDB 景気動向調査では 5 つある選択肢に 0

～100 の点数付けをし、各回答の構成比にこれを乗じることで D.I.を算出している。こ

のため、日銀短観では 0 が業況判断の中立ポイント（良いと悪いが等しい）となるが、

TDB 景気動向調査では 50 が中立ポイントとなる。 

 

                                                   
4 業種ごとに、資本金の規模や従業員数で定義される。たとえば、製造業や建設業では、資本金の額

又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人をい

う。 
5 個人を調査対象とした景気判断のD.I.も存在する。内閣府が各地域の調査機関に委託している景気

ウォッチャー調査では、タクシーの運転手や小売店の店員など地域の景気と関連が深い動きを観察で

きる立場にある人々に、景気の現状と先行きについて判断とその理由を調査している。主に方向感に

ついて調査しており、景気の現状判断・先行き判断D.I.が算出されている（なお、水準感も質問して

おり、参考資料として公表されている）。調査対象者数はさほど多くなく、例えば東北地域について

は2018年2月調査で189人（有効回答172人）となっている。 
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３．水準に関する業況判断 D.I. 

１）近年の動き 

リーマンショック前の 2007 年を期初として、2017 年 12 月までの業況水準を問う D.I.

の変動を図表 1 に示した6。業況判断 D.I.の水準に差はあるが、概ね共通した動きをして

いることが判る。全期間を通じ、小企業を含む業況判断 D.I.ほど水準が低くなっている

ことも読み取れる。全国中小企業動向調査（JFC）では中小企業対象の業況判断 D.I.と小

企業対象のそれとの間に 10~30%ポイント近くの差があり、前者の水準は概ね日銀短観

に近くなっている。全国中小企業景気動向調査（SCB）はこれらの間に位置している。 

以下では、時期ごとの動きを追ってみる。まず、いずれの業況判断 D.I.も、リーマン

ショック時の世界金融危機による景気後退に伴って大きく落ち込んだことが読み取れ

る。例えば、日銀短観はボトムの 2009 年 3 月でマイナス 52 まで落ち込んでいる。いず

れの業況判断 D.I.も 2009 年 3 月をボトムに上昇に転じたが、その回復速度には相違が現

れており、調査対象に小企業を含む業況判断 D.I.ほど回復のペースが遅くなっている。 

2010 年後半になると回復に頭打ち感が出ており、その後、東日本大震災に伴って瞬間

的に落ち込んだが、大規模な復興需要の発生により再び回復に転じている。2013 年後半

には、消費税引き上げの前の駆け込み需要があり、2014 年にその反動減が現れている。

仔細に見ると、中小企業を対象とした調査ほど駆け込み需要と反動減の影響を大きく受

けているように窺われる。その後は、2015 年後半から 2016 年前半にかけて新興国景気

の伸び悩みから日本経済の回復ペースが鈍化し、その影響が東北にも現れたとみられる。 

図表１ 業況判断 D.I. 

 
（注）TDB 景気動向調査は 0～100 のレンジを取るため、他の調査の-100～100 のレンジと合致するよ

うに両軸を揃えた。中立ポイントは各々50、0 となる。また、同調査は月次で行われているため
四半期末のデータをプロットしている。 

（出所）日本銀行仙台支店、日本政策金融公庫仙台支店、信金中央金庫、帝国データバンク 

                                                   
6 以下の分析では、2007 年 3 月～2017 年 12 月までのデータを対象とした。 
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２）合成指数の作成と各調査の特徴 

5 つの業況判断 D.I.の変動パターンが似通っていたため、主成分分析という手法を用

いて合成指数を作成した（図表 2）。主成分分析とは、ある一時点における多数の変数の

ばらつき具合を、第一成分や第二成分といった少数の要因で説明する手段である。こう

した多数の変数が時系列データとして得られる場合、第一成分の時系列変化をみること

で共通変動要因を抽出することができる。これを業況判断 D.I.に適用し、第一成分を合

成指数とみなした。図表 2 からは、合成指数が 5 つの業況判断 D.I.の平均的な動きを捉

えていることが確認される。なお、各 D.I.の水準感やボラティリティの差を調整するた

め、平均 0、標準偏差 1 に基準化したうえで主成分分析を行っている。 

合成指数が各種アンケート調査の平均的な動きを捉えていると考えると、合成指数か

らの乖離は各アンケート調査独自の特徴を示していることになる。調査対象企業の相違

（とりわけ企業規模）、調査企業数、季節性への考慮などが、こうした特徴を産み出し

ていると考えられる。乖離値の変動状況を示した図表 3 とその標準偏差を示した図表 4

からは、以下の点が読み取れる。①日銀短観の標準偏差がもっとも小さく、合成指数に

近い変動となっている。②次いで全国中小企業景気動向調査（SCB）の標準偏差が小さ

いが、図表 3 を仔細にみると 12 月調査時に高くなり易いという季節性が安定して観察

され、これを除いてみると、日銀短観と同じくらいゼロ近くを安定推移しているように

見える。③全国中小企業動向調査（JFC）は合成指数からのかい離が大きく、特に小企

業を対象とした調査でそうした傾向が強い。 

企業の業況感を計測するためには、業況判断 D.I.の変動は大きくはっきり現れるほう

が望ましい。また、調査対象先企業に応じて特徴が異なるのも、対象先の特性を捉えた

ものであれば好ましい。一方で、季節性や様々なノイズ（毎回の調査で回答企業が安定

していないといった業況感以外の要因）によって変動が大きく出てしまうのは好ましく

ない。比較することで判明した各業況判断 D.I.の特徴は、これらを活用して業況感を判

断する際に参考となる。 
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図表２ 第一主成分による合成指数 

 

（注）主成分分析の前処理として、5 つの D.I.の時系列変動を各々平均 0、標準偏差 1 となるよう基準化
している。従って、図表 1 とは目盛軸が異なっている。また、図示するに際しては計算された第
一成分のスケール変換を行っている。TDB 景気動向調査は他の調査とあわせるために月次計数の
うち四半期末値のみを主成分分析に利用している。 

図表３ 合成指数との差 

 

（注）基準化後の業況判断 D.I.に対して算出したものであり、縦軸目盛は図表 2 と同じオーダーである。 
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図表４ 合成指数との乖離の標準偏差 

 標準偏差 回答社数 

日銀短観 0.15 706 

全国中小企業景気動向調査（SCB） 0.22 - 

TDB 景気動向調査 0.24 636 

全国中小企業動向調査 中小企業編（JFC） 0.36 564 

全国中小企業動向調査 小企業編（JFC） 0.43 601 

（注）回答社数は 2017 年 12 月調査。全国中小企業景気動向調査（SCB）は非公表。 

４．変化の方向を示す業況判断 D.I. 

１）各調査の比較 

法人企業景気予測調査（MOF）と中小企業景況調査（中小機構）は変化の方向につい

て業況判断を質問している。前者は、前回調査時期に比べて「上昇」「不変」「下降」を

問う質問となっており、後者は同じく「好転」「不変」「悪化」を問うている。 

図表 5 からは、調査回ごとの変動が大きく特に 3 月調査で落ち込む季節性があるよう

に窺われる。また、法人企業景気予測調査（MOF）は 3 月調査で落ち込むだけでなく、

9 月調査で高くなる季節性もあるようにみえる。 

また、中小企業を対象とした調査の方が業況判断 D.I.が低くなっており、この点は水

準を問う業況判断 D.I.と同様であった。 

図表５ 変化の方向を表す業況判断 D.I. 

 
（出所）東北財務局、中小企業基盤整備機構 
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２）水準に関する業況判断 D.I.との相違点 

①変化幅の比較 

変化の方向を問うアンケート調査は、問いの性質上、調査回毎に変化が大きく出やす

い。水準に関する質問では、「前回より悪くなっているが水準的にはまだ判断を変える

ほどの動きではないため、前回と同じ判断が維持されるような状況」がありうる。しか

し、変化方向を問う質問では限界的な変化についても回答に反映される可能性がある。 

そこで、水準を問う調査と変化を問う調査のそれぞれについて、業況判断 D.I.の変化

幅の標準偏差を計算し、両者を比較した（図表 6）。その結果、変化の方向を問う業況判

断 D.I.のほうが毎回の変動が大きいことがわかった。しかし、変化方向を問う D.I.の変

動の大きさは季節性に由来している可能性がある。そこで、季節変動要因を除いた水準

を調査している日銀短観や全国中小企業動向調査中小企業編（JFC）と、方向感を調査

している中小企業景況調査（中小機構）の季節調整値を比較したところ、それでも後者

の変動が大きいことがわかった。また、季節調整を施していない調査同士を比べても、

変化の方向を問う業況判断 D.I.のほうが毎回の変動が大きいことが確認された。 

その一方で、業況判断 D.I.の期間を通じた変動レンジ（期間中の 大値‐ 小値）に

注目すると、水準を問う調査のほうが変化の方向を問う調査より大きくなっている（図

表 7）。前者では景気の底において、多くの企業が「悪い」を選択するのに対し、後者で

は底を打って回復している企業があれば回答が「悪化」に集中し難くなる。変化の方向

を問う調査のほうが極端に低い（高い）業況判断 D.I.は出にくいのかもしれない7。 

図表６ 変化幅の標準偏差 

 標準偏差 

水準を問う調査  

TDB 景気動向調査 0.30 

日銀短観 0.34 

全国中小企業動向調査 小企業編（JFC） 0.38 

全国中小企業景気動向調査（SCB） 0.50 

全国中小企業動向調査 中小企業編（JFC） 0.53 

変化の方向を問う調査  

法人企業景気予測調査（MOF） 0.89 

中小企業景況調査（中小機構、原計数） 0.97 

中小企業景況調査（中小機構、季節調整値） 0.54 

（注）図表 4 は基準化した D.I.について合成指数との乖離を対象としているため、

標準偏差の値は図表 6 とは異なっている。 
                                                   
7 ただし、リーマンショック後の世界的な景気後退といった極端な状況（水準も悪いし、変化方向も

悪化に集中）では、両者とも極端に低い値を取りうる。 
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図表７ 期間中の最大値・最小値・レンジ幅 

 レンジ幅 最大値 最小値 

全国中小企業動向調査 中小企業編（JFC） 72.5 19.1 -53.4 

日銀短観 65.0 13.0 -52.0 

全国中小企業景気動向調査（SCB） 61.2 -2.7 -63.9 

全国中小企業動向調査 小企業編（JFC） 42.6 -18.7 -61.3 

TDB 景気動向調査8 33.9 51.5 17.6 

法人企業予測調査（MOF） 56.3 4.5 -51.8 

中小企業景況調査（中小機構、原計数） 49.5 -11.4 -60.9 

中小企業景況調査（中小機構、季節調整値） 36.9 -14.1 -51.0 

②水準 D.I.を調整して比較 

水準 D.I.の変化幅は業況感の変化方向を示すため、変化方向の D.I.と同じ意味合いを

持つ9。そこで、水準 D.I.の変化幅と変化方向 D.I.の変動パターンをグラフで比較した。

具体的には、水準 D.I.の代表例として合成指数を取り上げ、その調査回ごとの差分値を

法人企業景気予測調査（MOF）と比較した。いずれも平均 0、標準偏差 1 に基準化した

うえで図表 8 に示した。まず、同図からは両者の変動パターンは類似していることがわ

かる。次に、4 四半期という短いサイクルでの同調変動が観察されるが、これは合成指

数も 3 月に低く出やすいという季節性を有しているためである（全国中小企業景気動向

調査（SCB）が強い季節性を持っていたことが影響していると思われる）。そうした短い

サイクル以外にも、景気動向を捉えたような比較的長いサイクルでの同調変動が観察さ

れる。リーマン危機後の落ち込みと回復、大震災と復興需要、2014 年 4 月の消費税引き

上げ前の駆け込み需要とその後の反動減などである。2 つの異なるタイプの業況判断 D.I.

は、次元を合わせることである程度比較可能になるといえよう。 

4.1）以降の分析結果より、変化の方向を問う業況判断 D.I.は、①季節性を除去しない

と解釈が難しいこと、②次元を合わせてみれば水準に関する判断と整合的に変動してお

り、業況判断を多面的にチェックするのに有用な統計であることが判った。 

 

 

                                                   
8 TDB 景気動向調査は 0～100 のレンジをとる一方、他調査は－100～100 までのより広いレンジを

とりうるため、前者の変化幅は小さく出やすい。 
9 こうした次元の調整により両タイプが直接比較できるようになるわけではないが、変動特性の検証

として計測を試みている。 
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図表８ 水準 D.I.の差分値と方向 D.I.の比較 

 

（注）水準 D.I.は差分をとった後に正規化を行っている。 

③変化 D.I.を調整して比較 

②では、水準を問う D.I.の差分値をとることで変化方向に関する D.I.との比較を行っ

た。逆に、変化方向の D.I.を累積することで水準に関する情報に変換できるかもしれな

い。法人企業景気予測調査（MOF）と中小企業景況調査（中小機構）を期初の 2007 年 3

月から累積させた結果を図表 9 に示した。もともと殆ど全期間で負値をとっていたため、

一貫して下落し続けており、業況判断の水準を示す情報にはなりそうにない。しかし、

法人企業景気予測調査（MOF）の全国版で大企業を対象とした D.I.を同様に累積してみ

ると、2013 年から反転上昇しており、東北地域の調査とは異なる動き方をしている10。

また、期初近くでリーマンショック後の極端な「悪化」が続いたため水準を大きく切り

下げて負値のエリアで推移しているが、期初の取り方によっては正値・負値の領域で変

動する統計になりうる。こうした結果を踏まえると、変化方向 D.I.を累積する手法が全

く有効でないとはいえないようである。しかし、少なくとも東北地域を対象とした変化

方向 D.I.は今回の計測期間ではほぼ負値をとっており、累積値で水準感を把握するには

適しているとは言い難いようである11。 

                                                   
10 企業規模を東北地域を対象とした調査と合わせたかったが、全企業ベースは公表されておらず、

データが入手可能な大企業に限定した。 
11 下方トレンドがあっても景気動向に対応した振幅が観察しやすければ、こうした累積加工にも意

味があるかもしれない。しかし、図表 9 左軸のオーダーからわかるように、下方トレンドが強すぎて
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図表９ 変化方向 D.I.の累積値 

 
（注）期初を 0 としている。 

５．おわりに 

本稿では、アンケート調査によって東北地域の業況感を捉えた各種の業況判断 D.I.を

収集し、これらの特徴を比較検証した。質問方法の特徴や対象先企業の特徴（特に企業

規模）は様々に異なっており、そうした相違が業況判断 D.I.の変動にも違いをもたらし

ている。こうした業況判断 D.I.を活用して東北地域の企業の業況感を把握していくため

には、各統計の特性の違いを理解しておくことが有益である。 

分析の結果、以下のような点が判明した。これらの点に留意して業況判断 D.I.の動き

を解釈していく必要があろう。 

① いずれの業況判断 D.I.も大きく見れば同調的に変動しており、企業の業況感を捉え

ている。共通変動特性を抽出した合成指数は、複数の業況判断 D.I.をまとめたイン

デックスとして有益であると考えられる。 

② 業況判断 D.I.には季節性が表れやすい。特に変化の方向を問う業況判断 D.I.では前

回からの変化を尋ねる調査が多いため、そうした傾向が強まる。季節性が強く表れ

る場合には業況感の趨勢把握の障害になるケースもみられた。 

③ 小企業が調査対象に入るほど、業況判断 D.I.の値は低くなり、ボラティリティは大

きくなる傾向が観察された。ボラティリティの大きさが企業の業況判断の振れを反

映したものであれば（ノイズ情報によるものでなければ）、これは欠点ではなくむ

しろ経済統計として望ましい特性である。 

                                                                                                                                                                    
シグナルの感知には不向きである。 
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④ 水準を問う業況判断 D.I.について毎期ごとの変化幅をみたところ、変化方向を問う

業況判断 D.I.とある程度同調して変動しており、どちらの質問の仕方であっても業

況感の変動を掴むのには有益なことが判った。 

 
以 上 
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（付表）東北地域の業況判断 D.I. 

 
調査名称 調査・公表主体 調査範囲や各種特徴など

　　　　　　　問いとD.I.の算出方法
　※特に記載がない場合、
　『「良い（上昇）」の構成比 - 「悪い（悪化）」の
構成比』
　で算出

水準感と
方向感

短観（全国企業短期経済観測調査）
―東北地区6県―

業況判断D.I.

日本銀行
仙台支店

・東北6県
・調査対象企業数709社、回答企業数706社（2017年12月調査）
・資本金２千万円以上の民間企業
・季節要因を除いた実勢ベースで景気の水準について調査

・「良い」、「さほど良くない」、「悪い」 水準

TDB景気動向調査
景気D.I.

帝国データバンク
・東北6県
・回答企業数636社（2017年12月調査）
・月次調査

・「非常に良い」、「良い」、「やや良い」、「どちら
ともいえない」、「やや悪い」、「悪い」、「非常に
悪い」
――　上記の選択肢に、順に
+100,+83.3,+66.7,+50,+33.3,+16.7,+0と点数付
けをし、各回答の構成比に乗じてDIを算出。

水準

全国中小企業動向調査
（東北地区）
業況判断D.I.

日本政策金融公庫
仙台支店

・東北6県
・回答企業数：中小企業564社、小企業601社（2017年10-12月調査）

・中小企業編・・・前年同期比「好転」、「変わら
ず」、「悪化」
・小企業編・・・「かなり良い」、「やや良い」、
「良くも悪くもない」、「やや悪い」、「悪い」

水準

全国中小企業景気動向調査
業況判断D.I.

信金中央金庫

・東北6県の中小企業
・全国では回答企業数約16,000社（2017年10-12月調査）
・信用金庫営業店の調査員による面接聞き取りによる感触調査
・回答企業のうち従業員20 人未満の企業が約７割を占めるなど、比較的小規模な企業が
主体

・「良い」、「やや良い」、「普通」、「やや悪い」、
「悪い」

水準

法人企業景気予測調査
（東北地方の概要）

景況調査BSI
東北財務局

・東北財務局管内
・調査対象826社、回答企業数770社（2017年10-12月調査）
・資本金1千万円以上の法人企業（ただし、電気・ガス、水道及び金融・保険業は資本金1
億円以上を対象）

・「上昇」、「不変」、「下降」、「不明」 方向

中小企業景況調査
（東北ブロック）
業況判断D.I.

独立行政法人
中小企業基盤整備機構

・東北6県
・調査対象1,957社、回答企業数1,900社（2017年10-12月期調査）
・中小企業基本法に定義する、東北地域の中小企業が対象
・前期比の景気の変化を中心に公表しているが、季節による振れが大きいため季節調整
値も公表

・前期比「好転」、「不変」、「悪化」
・なお、併せて水準の「良い」、「ふつう」、「悪
い」や、前年同期比「好転」、「不変」、「悪化」
についても調査している。

方向

景気ウォッチャー調査
東北活性化
研究センター

・東北7県（新潟県含む）
・調査対象189名、回答者数172名（2018年2月調査）
・地域の景気に関連が深い動きを観察できる立場にある人々に、景気の現状と先行きに
ついて、判断とその理由を調査
・主に方向感について調査しているが、水準についても調査している（水準は参考として
公表されている）。
・月次調査

・（３か月前と比較して景気が）「良い」、「やや
良い」、「変化なし」、「やや悪い」、「悪い」
――上記の選択肢に、順に
+1,+0.75,+0.5,+0.25,+0と点数付けをし、各回答
の構成比に乗じてDIを算出。

方向
（水準）


