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さいたま市地域経済動向調査報告書 概要版 

－2014 年 6月－  さいたま市 

本調査は、さいたま市内における経済動向、企業経営動向を把握し、適切かつ効果的な施策を

推進する基礎資料として活用するとともに、地域内企業の経営判断の参考資料として役立ててい

ただくことを目的としています。 

○調査対象数は1,500事業所で、回答数は363事業所（回答率24.2％）です。 

○実績判断の今期は2014年 4～6月期です。 

１．調査結果のまとめ 

＜今回調査の結果（ＤＩ値）＞ 

項  目

ＤＩ値

実 績 見通し

前 期 今 期 来 期 来々期

1～3月期 4～6月期 7～9月期 10～12月期

景 況 ▲ 8.8 ▲26.3 ▲21.9 ▲19.0 

在庫水準 ▲ 3.1 ▲ 5.5 ▲ 2.7 ▲ 2.3 

資金繰り ▲ 7.5 ▲11.2 ▲10.8 ▲12.3 

雇用人員   15.1   11.3 13.6 14.3 

販売数量 ▲ 1.4 ▲20.9 ▲12.2 ▲10.9 

販売単価 ▲ 0.5 ▲ 4.4 ▲ 3.9 ▲ 3.5 

仕入価格（単価） ▲19.4 ▲27.0 ▲25.8 ▲27.9 

売上高 ▲ 0.2 ▲20.9 ▲10.7 ▲ 5.5 

経常利益 ▲ 5.1 ▲24.2 ▲15.8 ▲11.3 

設備投資 ▲ 5.2 ▲ 7.7 ▲ 9.7 ▲ 8.9 

～さいたま市内の景況は下降に転じたものの、 

先行きは再び上昇する見通し～ 

さいたま市内の景況は、2014 年 4～6月期に下降に転じ、▲17.5ポイントと大幅に低下した。

しかし、先行きについては、規模により違いはあるものの、2014年 7～9月期は 4.4ポイント、

2014 年 10～12月期はさらに 2.9ポイントと上昇を続ける見通しである。当面の経営課題の第１

位は、前年調査と同様に「売上・受注不振」で、次いで「競争の激化」、「原材料・仕入製(商)

品価格の上昇」となった。 

また、消費税率引上げの影響をみると、実際に「影響があった」とする事業所は 5 割弱とな

り、それぞれの事業所の予測よりも低い値であった。引上げの影響の具体的内容は、「影響があ

った」と回答した事業所の半数近くが「駆け込み需要の反動等による売上減」をあげている。

一方、消費税の価格への転嫁については、6割強の事業所が「転嫁できた」としている。
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２．景況調査の概要 

（１）景況判断 ～前期までの上昇から一転、今期は大幅な下降。先行きは上昇する見通し～ 

今期（2014 年 4～6月期）のＤＩは▲26.3となり、前期の▲8.8と比べて17.5ポイントの大

幅な下降となった。前期までは3期連続で上昇してきたが、今期から下降に転じた。先行きは、

来期は4.4ポイント、来々期はさらに2.9ポイントと、上昇を続ける見通しである。 

業種別にみると、今期は「建設業」「製造業」「卸売業」「小売業」「不動産業」「サービス業」

が下降した。特に「小売業」は、前期と比べて40.9ポイントの大きな下降となった。先行きは、

来々期は「飲食店」「不動産業」を除いて上昇する見通しである。

規模別にみると、全ての規模で下降し、マイナスとなった。特に、《25 人未満》の下降の幅

が大きく、規模による格差が拡大した。先行きをみると、来々期は全ての規模で上昇するが、

どの規模でもマイナスが続く見通しである。

（２） 事業所の動向 

①売上高・経常利益 ～今期は売上高、経常利益ともに大幅な下降。先行きは上昇の見通し～ 

今期のＤＩは、売上高が▲20.9、経常利益が▲24.2 となり、前期と比べて、売上高が 20.7

ポイント、経常利益が19.1 ポイントの大幅な下降となった。先行きは、売上高は来期が▲10.7、

来々期が▲5.5、経常利益は来期が▲15.8、来々期が▲11.3と、ともに上昇する見通しである。 

②販売数量・販売単価 ～今期は販売数量が大幅に下降。来期は販売数量、販売単価ともに上昇～ 

今期は、販売数量が▲20.9、販売単価が▲4.4となり、前期と比べて、販売数量が19.5ポイ

ント、販売単価が3.9ポイント下降した。先行きは、販売数量、販売単価ともに来期、来々期

と上昇が続く見通しである。 

③資金繰り ～今期は下降し、先行きもさらに下降していく見通し～ 

今期は▲11.2となり、前期と比べて3.7ポイント下降した。先行きは来期が▲10.8とやや上

昇するが、来々期は▲12.3 と下降する見通しである。業種では、「サービス業」を除く業種で

前期よりも下降した。規模別では《50人未満》はマイナス、「50人以上」はプラスであった。

④雇用人員・設備投資 ～雇用人員の不足が続き、設備投資は下降するも再び上昇する見通し～ 

雇用人員は「不足」が「過剰」を上回って11.3となり、先行きもさらに「不足」が上昇する

見通しである。業種では「飲食店」で不足感が強くみられた。設備投資の今期は▲7.7であり、

来期は下降するものの、来々期はやや上昇する見通しである。 

⑤仕入価格・在庫水準 ～今期はともに下降。先行きは仕入れ価格が下降し、在庫水準は上昇～ 

今期は、仕入価格が▲27.0、在庫水準が▲5.5 となり、前期と比べて、仕入価格が 7.6 ポイ

ント、在庫水準が2.4ポイント下降した。先行きは、仕入価格は来々期には下降する見通し、

在庫水準は来期、来々期と上昇が続く見通しである。 

⑥経営課題 ～最も多いのは「売上・受注不振」、次いで「競争の激化」～ 

当面の経営課題をみると、「売上・受注不振」（30.6％）が最も多く、以下、「競争の激化」（28.9％）、

「原材料・仕入製（商）品価格の上昇」（27.8％）、「人材の不足・求人難」（25.3％）、「諸経費

の増加」（21.5％）、「設備・店舗等の老朽化」（19.0％）「人材育成難」（17.4％）、「人件費の増

加」（16.0％）、「販売・請負価格の低下」（15.2％）、などと続いている。 
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■業種別の産業天気図（14年4～6月期）

業種  建設業  製造業  卸売業  小売業  飲食店  不動産業 ｻｰﾋﾞｽ業  

景況  

▲30.3 ▲14.9 ▲33.7 ▲42.6 ▲12.5 ▲11.3 ▲25.9 

在庫水準  

▲4.9 ▲3.8 ▲11.5 ▲8.3 ▲4.4 ▲7.9 7.4 

資金繰り  

▲10.1 ▲6.5 ▲14.3 ▲9.8 ▲12.5 ▲10.2 ▲15.1 

雇用人員  

15.3 ▲0.9 8.3 8.6 45.8 6.1 14.8 

販売数量  

▲28.8 ▲14.8 ▲20.4 ▲35.3 ▲13.1 ▲1.3 ▲20.5 

販売単価  

▲6.8 ▲7.5 3.1 ▲3.3 4.5 ▲8.8 ▲5.6 

仕入価格 

 （単価）  
▲42.6 ▲23.6 ▲32.7 ▲23.8 ▲39.6 ▲9.3 ▲20.2 

売上高  

▲29.6 ▲1.8 ▲19.8 ▲38.1 ▲6.3 ▲16.4 ▲19.5 

経常利益  

▲27.1 ▲16.7 ▲28.2 ▲40.4 ▲6.6 ▲11.6 ▲23.5 

設備投資  

▲15.5 ▲10.4 ▲1.2 ▲4.7 ▲12.5 ▲8.2 ▲1.1 

◇ＤＩ＊と記号の関係  （＊ＤＩとは、ディフュージョン・インデックス（Diffusion Index）の略）

◇ＤＩの算出方法・・・景況等に対する５段階の判断に、それぞれ以下の点数を与え、これらを各回答区分の

構成比（％）に乗じて、ＤＩを算出している。ただし、「在庫水準」「雇用人員」「仕入価格（単価）」につい

ては、「過剰（上昇）」－１、「やや過剰（やや上昇）」－０．５、「適正（不変）」０、「やや不足（やや下降）」

＋０．５、「不足（下降）」＋１として、ＤＩを算出する。

評 価
「良い」
「増加」
等

「やや良い」
「やや増加」

等

「普通」
「不変」
等

「やや悪い」
「やや減少」

等

「悪い」
「減少」
等

点 数 ＋１ ＋０．５ ０ －０．５ －１

ＤＩ 
▲30            ▲10             10               30 

記号 
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３．特別調査の結果概要【テーマ：消費税率引上げの影響について】 

（１）消費税率引上げによる事業への影響 

①影響の有無 ～5割弱が《影響があった》と回答。【予測】よりもやや低め～ 

消費税率の引上げが事業に及ぼす影響について、引上げ前の予測と、引上げ後の実際の影響

について尋ねたところ、【予測】では、「大いに影響がある」が1割台半ば（16.5％）、「やや影

響がある」が4割弱（37.5％）で、両方を合わせた《影響がある》は 5割強（54.0％）を占め

た。しかし、【実際】には、《影響があった》は5割弱（48.2％）となった。 

②影響の具体的内容  

～【予測】【実際】ともに、「駆け込み需要の反動等による売上減」「価格への転嫁が困難」が多い～ 

消費税率引上げによる事業への影響をみると、【予測】では「駆け込み需要の反動等による売

上減」（54.1％）、「価格への転嫁が困難」（40.3％）、「取引先（仕入・販売先）の集約・見直し」

（17.3％）、「資金繰りの悪化」（13.3％）の順に多くなっている。【実際】の結果も同じ順番で

あり、おおむね予測された通りの影響内容となった。 

（２）消費税率引上げに向けた対応策 

①今回の消費税率引上げで行った対応策  

～「値上げ、価格への転嫁」、「取引先、社員等への周知」などが多い～ 

消費税率引上げに際して行った対応策について、その具体的内容を聞いたところ、全体では、「値上

げ、価格への転嫁」、「取引先、社員等への周知」、「増税前までの仕入れの前倒し等」、「販売活動促進」、

「商品等に付加価値をつける」、「外税・内税表記の変更」などといった内容の対応策が多くあげられた。 

②消費税率10％引上げに向けて今後必要と考えられる対応策 

～対応策は「付加価値による差別化、経営改善努力」、「値上げ、価格への転嫁」などが多い～ 

消費税率 10％引上げに向けて今後必要と考えらえる対応策について、その具体的内容を聞いたとこ

ろ、全体では、「付加価値による差別化、経営改善努力」、「値上げ、価格への転嫁」、「仕入価格、経費

の削減」、「税制、法制度の改正（軽減税率導入等）」などといった内容の対応策が多くあげられた。 

（３）価格への転嫁度～すべてもしくはほとんど転嫁できた事業所は6割強～ 

消費税の価格への転嫁については、「すべて転嫁できた」が 3 割強（31.1％）、「ほとんど転

嫁できた」が3割（30.9％）で、両方を合わせた《転嫁できた》は6割強（62.0％）を占める。

一方、「まったく転嫁できなかった」は1割弱（6.3％）であった。 

＜本報告書の詳細は、http://www.city.saitama.jp/005/002/001/p015145.html にてご覧頂けます＞
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このさいたま市地域経済動向調査（2014年 6月調査）業務の委託に関する経費は、約92万円です。 


