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さいたま市地域経済動向調査報告書 概要版 

－2015 年 6月－  さいたま市 

１．調査結果のまとめ  

～さいたま市内の景況は、きびしさは残るものの 

先行きは緩やかに上昇していく見通し～

さいたま市内の景況は、前期（2015 年 1～3 月期）は前々期に比べ 6.8 ポイント上昇した

ものの、今期（2015 年 4～6 月期）は 5.3 ポイント下降した。先行きは緩やかに上昇してい

く見通しである。 

また、当面の経営課題の 1位は前年調査と同様に「売上・受注不振」であるが、「原材料・

仕入製（商）品価格の上昇」が 2位に上昇し、「競争の激化」は 3位となった。 

今後（3 年間程度）の雇用の見通しは 2 割台半ばを超える事業者が「増加の見通し」と回

答し、来年度（28 年度）の正規社員については「増やす予定」が 4割強を占めた。雇用に関

する課題の 1 位は「従業員の高齢化」の 4 割弱で、次いで「人材の確保」が 3 割台半ばを超

えた。女性の採用・活用については、4 割台半ばを超える事業者が「採用・活用する」と回

答し、女性労働者の活躍推進のための取り組みについては 3 割台半ばを超える事業者が「取

り組みを実施・取り組む予定」と回答した。 

＜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 ▲20.4 ▲25.7 ▲25.8 ▲22.8 

在庫水準 ▲ 3.6 ▲ 3.9 ▲ 1.0    0.0 

資金繰り ▲ 8.9 ▲10.7 ▲13.7 ▲12.5 

雇用人員   15.4   13.8   14.3   16.0 

販売数量 ▲15.4 ▲21.5 ▲16.9 ▲13.9 

販売単価 ▲ 7.5 ▲ 6.7 ▲ 5.1 ▲ 4.7 

仕入価格（単価） ▲23.7 ▲25.2 ▲23.6 ▲23.8 

売上高 ▲13.0 ▲21.3 ▲16.2 ▲13.7 

経常利益 ▲20.7 ▲26.7 ▲20.1 ▲17.0 

設備投資 ▲ 9.5 ▲11.1 ▲11.2 ▲11.9 

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 618 事業所（回答率 41.2％）です。 

○実績判断の今期は 2015 年 4～6 月期です。 
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２．景況調査の結果概要

（１）景況判断 ～きびしさは残るものの先行きは緩やかに上昇していく見通し～ 

前期（2015 年 1～3 月期）のＤＩは▲20.4 で、14 年 10～12 月期の▲27.2 と比べて 6.8 ポイ

ント上昇したものの、今期（2015 年 4～6 月期）は▲25.7 と前期と比べて 5.3 ポイント下降し

た。前年同期と比べて、前期は下降したが、今期は上昇となった。先行きは、来期は▲25.8 と

わずかに下降、来々期は▲22.8 と上昇する見通しである。

業種別にみると、今期は「卸売業」「サービス業」で引き続き上昇したものの、それ以外の業

種は下降となった。前期は 14年 10～12 月期と比べて、「飲食店」を除いて上昇した。先行きは、

来期は「建設業」「小売業」「飲食店」で上昇、来々期は全ての業種で上昇する見通しである。 

規模別にみると、前期は 14 年 10～12 月期と比べて全ての規模で上昇した。今期は「50 人以

上」で引き続き上昇してプラスとなったものの、《50 人未満》は下降した。先行きは、来期は

《10人未満》「25～50 人未満」で上昇、来々期は全ての規模で上昇する見通しである。 

（２） 事業所の動向 

①売上高・経常利益 ～景況判断と同様、前期が上昇で今期が下降、先行き上昇の見通し～

今期のＤＩは、売上高が▲21.3、経常利益が▲26.7 となり、前期と比べて、それぞれ 8.3

ポイント、6.0 ポイントの下降となった。前期は 14 年 10～12 月期と比べて、それぞれ 8.2

ポイント、10.0 ポイントの上昇であった。先行きについては、売上高、経常利益ともに、来

期、来々期と上昇していく見通しである。 

②販売数量・販売単価  ～今期は販売数量は下降したが、販売単価はやや上昇～

今期のＤＩは、販売数量が▲21.5、販売単価が▲6.7 となり、前期と比べて、販売数量は

6.1 ポイントの下降、販売単価は 0.8 ポイントの上昇となった。先行きについては、販売数

量、販売単価ともに、来期、来々期と上昇していく見通しである。 

③資金繰り ～25 人未満のマイナス、25 人以上のプラスが先行きも続く見通し～

資金繰りの今期は▲10.7 となり、前期と比べて 1.8 ポイントの下降となった。業種では「飲

食店」の大幅なマイナスが続いた。規模では《25 人未満》がマイナス、《25 人以上》がプラ

スであり、先行きもこの状況が続く見通しである。 

④雇用人員・設備投資 ～雇用人員は建設業とサービス業で大幅に不足～ 

雇用人員は「不足」が「過剰」を上回って 13.8 となり、全ての業種でプラスの不足となっ

た。とりわけ「建設業」と「サービス業」のプラス幅は大きく、先行きも大幅なプラスが続

く見通しである。設備投資の今期はやや下降となり、先行きはわずかに下降していく見通し

である。 

⑤仕入価格・在庫水準  ～仕入価格の「上昇」が続く、在庫は先行き緩やかに上昇～

仕入価格は「上昇」が「下降」を上回り▲25.2となり、前期と比べて1.5ポイントの下降と

なった。「飲食店」は大幅なマイナスが続いており、先行きも改善はみられない。 

在庫水準の今期は▲3.9とマイナスであったが、来期は▲1.0、来々期は0.0と緩やかに上昇

していく見通しである。 

⑥経営課題 

～最も多いのは「売上・受注不振」、次いで「原材料・仕入製(商)品価格の上昇」～ 

当面の経営課題をみると、「売上・受注不振」（34.8％）が最も多く、以下、「原材料・仕入

製（商）品価格の上昇」（31.9％）、「競争の激化」（27.7％）、「人材不足・求人難」（25.1％）、

「人材育成難」（20.1％）、「諸経費の増加」（19.1％）、「販売能力の不足」（17.3％）、「設備・

店舗等の老朽化」（15.9％）、「人件費の増加」（13.6％）などと続いている。 
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◇ＤＩ*と記号の関係  （＊ＤＩはディフュージョン・インデックス（Diffusion Index）の略）

ＤＩ 
▲30            ▲10             10               30 

記号 

◇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を算出する。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

■業種別の産業天気図（15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  

▲19.4 ▲25.3 ▲25.3 ▲30.6 ▲50.8 ▲23.7 ▲13.4 

在庫水準 

▲3.9 ▲8.2 ▲8.1 ▲5.7 3.1 ▲4.3 2.2 

資金繰り  

▲0.5 ▲7.3 ▲8.6 ▲21.0 ▲37.5 ▲11.1 2.1 

雇用人員  

20.3 1.1 12.8 14.3 12.5 11.2 22.9 

販売数量  

▲16.7 ▲23.4 ▲23.7 ▲24.7 ▲38.8 ▲15.3 ▲8.6 

販売単価  

▲3.6 ▲5.3 5.8 ▲11.4 ▲9.8 ▲23.0 ▲3.0 

仕入価格 

 （単価）  
▲28.4 ▲20.2 ▲22.7 ▲30.7 ▲44.8 ▲9.8 ▲16.9 

売上高  

▲24.0 ▲21.9 ▲20.3 ▲23.6 ▲37.5 ▲9.5 ▲14.4 

経常利益  

▲26.0 ▲26.8 ▲26.3 ▲28.7 ▲50.7 ▲10.9 ▲21.6 

設備投資  

▲7.0 ▲18.7 ▲10.8 ▲15.9 ▲17.2 ▲5.7 ▲2.9 
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３．特別調査の結果概要【テーマ：雇用・採用に関する現状】 

（１）今後（3年間程度）の雇用状況の見通し ～現状維持が 5割台半ば、増加が 2割台半ば超え～

今後（3年間程度）の雇用状況の見通しを聞いたところ、「現状維持の見通し」が 5割台半

ば（55.5％）と最も多く、「かなり増加の見通し」と「やや増加の見通し」を合わせた《増加

の見通し》は 2 割台半ば超え（26.2％）、「かなり減少の見通し」と「やや減少の見通し」を

合わせた《減少の見通し》は 1割台半ば（15.0％）となっている。 

（２）来年度（平成 28年度）の雇用予定 
～増やす予定は、正規雇用が 4割強、新卒者が 3割弱、非正規雇用が 2割弱～ 

来年度の雇用予定をみると、正規雇用では、「現状維持の予定」が 4割台半ば近く（44.8％）

と最も多く、「増やしていく予定」と「いい人がいれば増やしたい」を合わせた《増やす予定》

は 4 割強（41.4％）である。正規雇用のうち新卒者（大学、高校等）の《増やす予定》は 3

割弱（29.8％）、非正規雇用の《増やす予定》は 2割弱（19.7％）を占める。 

（３）主な採用方法 ～「公共職業安定所（ハローワーク）」が 4割強と最も多い～

現在行っている又は今後予定している主な採用方法を聞いたところ、最も多いのが「公共

職業安定所（ハローワーク）」の 4 割強（42.9％）で、以下、「新聞広告・求人雑誌・自社イ

ンターネット等」（34.8％）、「関連会社・縁故等」（16.8％）、「大学・高校等学校を通した求

人」（16.7％）、「民間就職紹介所・斡旋会社等」（11.5％）などの順となっている。 

（４）雇用に関する課題 ～「従業員の高齢化」が 4割弱で最も多い～

雇用に関する課題を聞いたところ、最も多いのは「従業員の高齢化」の 4 割弱（39.5％）

で、以下、「人材の確保」（37.4％）、「人材育成、教育・訓練」（36.2％）、「従業員の職場定着」

（12.8％）、「雇用の維持」（11.5％）と続いている。 

（５）女性の採用・活用についての考え ～女性を採用・活用するという回答が 4割台半ば超え～

女性の採用・活用についての考えを聞いたところ、「特段の取組はない・しない」（35.0％）

と「積極的に採用・活用する」（30.4％）が 3割を超えており、次いで「環境・条件を整えて

採用・活用する」（17.0％）が多い。「環境・条件が整わないので採用・活用はできない」は

7.6％と少ない。なお、「積極的に採用・活用する」と「環境・条件を整えて採用・活用する」

を合わせた《採用・活用する》は 4割台半ばを超え（47.4％）ている。 

（６）女性労働者の活躍推進のための取り組みについて 

① 取り組みの有無 ～「取り組みを実施・取り組む予定」が 3割台半ばを超える～ 

女性労働者の活躍・推進への取り組みについて聞いたところ、「今のところ取り組む予定は

ない」が 5割近く（48.1％）と最も多い。次いで「取り組んでいる」（26.9％）、「今後取り組

むこととしている」（10.4％）で、両者を合わせた《取り組みを実施・取り組む予定》（37.3％）

が 3割台半ばを超える。「以前は取り組んでいた」は 2.8％と少ない。 

② 取り組みの内容 ～「意欲と能力のある女性を積極的に採用・登用する」が 4割台半ば近く～ 

女性労働者の活躍・推進への取り組みを「取り組んでいる」あるいは「今後取り組むこと

としている」と回答した事業者に、その取り組みの内容を聞いたところ、「女性がいない又は

少ない職務について、意欲と能力のある女性を積極的に採用・登用する」（44.6％）との回答

が最も多く、次いで「仕事と家庭の両立のための制度（法律を上回る）を整備し、制度の活

用を促進する」（36.3％）が多い。 

＜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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