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さいたま市地域経済動向調査報告書 概要版 

－2016 年 12 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、前期に持ち直しの動きがみられたものの、 

依然として厳しさが残り、見通しも含め横ばい圏内で推移していくと見られる ～ 

さいたま市内の景況は、前期に持ち直しの動きがみられたものの今期（2016 年 10 月～12

月期）はやや下降し、横ばい圏内で推移している。先行きも大きな変動はみられず、横ばい

状況が続く見通しである。 

また、経営にマイナス面の影響が大きいと考えられる経済動向で、最も多いのは「個人消

費の動向」の 5割台半ば近く、次いで「消費増税の影響」の 3割台半ばであった。 

賃上げを実施（実施予定を含む）した事業所が約 5割、実施予定がない事業所が 4割台半

ばで、実施理由で多いのは「従業員の処遇改善・意欲向上のため」の 8 割強、実施予定がな

い理由で多いのは「業績が良くないため」の 6割台半ば近くであった。 

雇用に関する課題では、「人材の確保」と「従業員の高齢化」が 4割弱と拮抗して多く、次

いで「人材育成、教育・訓練」の 3割台半ば近くであった。 

管理職以上の従業員の女性比率が「10％未満（0％を含む）」の事業所が 5割強で、「就業経

験のある子育て中の女性」を活用したいと思う事業所は、全体の 4割弱であった。 

＜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

7～9月期 10～12 月期 1～3月期 4～6月期 

景 況 ▲28.4 ▲29.3 ▲29.6 ▲28.5 

在庫水準 ▲ 2.6 ▲ 2.1    1.9    1.8 

資金繰り ▲11.9 ▲13.9 ▲14.6 ▲14.3 

雇用人員   15.2   16.6   17.1   16.2 

販売数量 ▲26.2 ▲27.2 ▲23.9 ▲23.3 

販売単価 ▲14.4 ▲12.9 ▲13.2 ▲13.3 

仕入価格（単価） ▲11.6 ▲13.6 ▲13.7 ▲13.7 

売上高 ▲24.5 ▲23.4 ▲21.8 ▲21.4 

経常利益 ▲29.9 ▲28.9 ▲25.1 ▲25.3 

設備投資 ▲12.1 ▲13.6 ▲13.9 ▲15.4 

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 632 事業所（回答率 42.1％）です。 

○実績判断の今期は 2016 年 10～12 月期です。 
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２．景況調査の結果概要

（１）景況判断 ～さいたま市内の景況は、前期に持ち直しの動きがみられたものの、 

依然として厳しさが残り、見通しも含め横ばい圏内で推移していくと見られる～ 

2015 年 1～3 月期以降、緩やかな下降傾向を示していたが、前期（2016 年 7～9 月期）は上昇

し、持ち直しの動きが見られた。今期（2016 年 10～12 月期）のＤＩは▲29.3 となり、前期の

▲28.4 と比べて 0.9 ポイントマイナス幅が拡大した。前年同期と比べて、前期、今期ともに下

降した。先行きは、来期は▲29.6、来々期は▲28.5 と、横ばい状況が続いていく見通しである。

業種別にみると、今期は「卸売業」「不動産業」で上昇したものの、それ以外の業種は下降と

なった。とくに「飲食店」は前期に大きく下降し、今期も大幅なマイナスが続いた。先行きは、

「小売業」「飲食店」「サービス業」は来期、来々期と上昇するが、「不動産業」は来期、来々期

と下降する見通しである。 

規模別にみると、今期は「5 人未満」「10～15 人未満」「50 人以上」で下降、「5～10 人未満」

「25～50 人未満」で上昇となった。「5人未満」では大幅なマイナスが続いた。来期、来々期と

「5～10 人未満」「50 人以上」で下降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、経常利益とも上昇し、来期も上昇が続く見通し～ 

今期のＤＩは、売上高が▲23.4、経常利益が▲28.9 となり、前期と比べて、それぞれ 1.1

ポイント、1.0 ポイントの上昇となった。来期は売上高、経常利益ともに上昇が続くものの、

来々期は売上高が上昇、経常利益が下降となる見通しである。 

②販売数量・販売単価  

～先行きでは、販売数量は上昇するものの、販売単価は緩やかに下降する見通し～ 

今期のＤＩは、販売数量が▲27.2、販売単価が▲12.9 なり、前期と比べて、販売数量が 1.0

ポイントの下降、販売単価が 1.5 ポイントの上昇となった。先行きについては、来期、来々

期と、販売数量は上昇するものの、販売単価は緩やかに下降していく見通しである。 

③資金繰り ～業種では飲食店、規模では 5人未満は、大幅なマイナスが続く～ 

資金繰りの今期は▲13.9 となり、前期の▲11.9 と比べて 2.0 ポイントの下降となった。先

行きをみると来期は下降、来々期はやや上昇する見通しである。業種では「飲食店」、規模で

は 5人未満で、大幅なマイナスが続く見通しである。 

④雇用人員・設備投資 

～雇用人員は全ての業種・規模で「不足」、設備投資は先行き下降の見通し～ 

雇用人員は「不足」が「過剰」を上回って 16.6 となり、全ての業種・規模でプラスの不足

であった。業種では「建設業」「サービス業」、規模では「50人以上」の不足感が強い。設備

投資の今期は▲13.6 で、前期と比べて 1.5 ポイント下降し、来期、来々期と下降が続く見通

しである。 

⑤仕入価格・在庫水準 ～仕入価格はやや下降、在庫は先行き不足に転じる見通し～ 

仕入価格は今期が▲13.6で前期と比べて2.0ポイント下降し、「飲食店」は大幅なマイナス

が続いた。在庫水準の今期は▲2.1で、先行きでは、来期は1.9、来々期は1.8とプラスの不足

に転じる見通しである。 

⑥経営にマイナス面が大きいと考えられる経済動向 

～最も多いのは「個人消費の動向」の 5割台半ば近く～ 

経営にマイナス面の影響が大きいと考えられる経済動向では、「個人消費の動向」（54.1％）

が最も多く、以下、「消費増税の影響」（35.3％）、「原油・原材料価格の動向」（25.5％）、「物

価（インフレ・デフレ）の動向」（22.3％）、「気象変動」（15.7％）、「為替相場の動向」（11.9％）、

「企業の生産拠点等の海外シフト」（6.5％）などと続く。 
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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（16年10～12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  

▲21.1 ▲25.7 ▲27.1 ▲37.8 ▲59.2 ▲17.4 ▲25.7 

在庫水準 

▲1.2 ▲5.9 ▲6.7 ▲5.4 ▲0.8 11.2 0.0 

資金繰り  

▲1.4 ▲11.0 ▲13.5 ▲24.1 ▲45.4 ▲5.8 ▲7.8 

雇用人員  

25.9 10.1 8.3 12.2 17.7 12.9 25.2 

販売数量  

▲23.5 ▲16.5 ▲17.9 ▲36.2 ▲53.8 ▲26.2 ▲23.0 

販売単価  

▲9.1 ▲12.1 ▲0.6 ▲22.7 ▲21.6 ▲19.2 ▲9.0 

仕入価格 

 （単価）  
▲13.4 ▲4.2 ▲14.1 ▲8.8 ▲46.3 ▲5.8 ▲8.3 

売上高  

▲16.2 ▲15.3 ▲14.5 ▲33.9 ▲56.7 ▲23.6 ▲15.4 

経常利益  

▲24.3 ▲22.5 ▲19.2 ▲37.8 ▲60.8 ▲20.8 ▲26.0 

設備投資  

▲14.7 ▲8.5 ▲13.2 ▲17.1 ▲25.4 ▲12.7 ▲8.6 
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３．特別調査の結果概要【テーマ：賃上げ・雇用・人材活用について】 

（１）賃上げの実施について ～実施済・実施予定は約 5割～

平成 28 年 4 月以降の給与の賃上げは、「実施した」が 4 割台半ば近く（43.5％）、「実施予

定である」が 7.1％で、両者をあわせた《実施済・実施予定》が約 5割（50.6％）を占める。

「実施予定はない」は 4割台半ば（45.4％）である。 

（２）賃上げを実施した理由 ～最も多いのは「従業員の処遇改善・意欲向上のため」の 8割強～

最も多いのは「従業員の処遇改善・意欲向上のため」の 8割強（82.5％）で、以下、「人手

不足解消のため」（17.2％）、「業績が好調であるため」（15.9％）などと続く。 

（３）賃上げの実施予定がない理由 ～最も多いのは「業績がよくないため」の 6割台半ば近く～ 

最も多いのは「業績が良くないため」の 6割台半ば近く（64.5％）で、「先行きが不透明な

ため」（48.4％）、「原材料の高騰等に圧迫され、余力がないため」（10.5％）などと続く。 

（４）来年度（平成 29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 2割台半ば超え、非正規雇用が 2割弱～ 

「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、正

規雇用が 4 割強（41.5％）、新卒者（大学、高校等）が 2 割台半ば超え（27.3％）、非正規雇

用が 2割弱（19.6％）である。 

（５）雇用に関する課題 ～「人材の確保」と「従業員の高齢化」が 4割弱で拮抗～

「人材の確保」（39.4％）と「従業員の高齢化」（39.1％）が拮抗して多く、次いで「人材

育成、教育・訓練」（33.5％）が多い。 

（６）管理職以上の従業員における女性の比率 ～「0％を含めた 10％未満」で 5割強を占める～

「０％」が 3 割台半ば超え（36.1％）、「10％未満」が 1 割台半ば超え（16.8％）で、両者

を合わせた《０％を含めた 10％未満》で 5割強（52.9％）を占める。 

（７）女性管理職を増やすための取り組み  

～「特になし」が 5割強、取り組みで最も多いのは「女性社員の意識改革」～ 

5 割強（52.8％）が「特になし」である。具体的な取り組みで最も多いのは「女性社員の

意識改革」の 1割台半ば近く（14.4％）で、以下、「職域拡大のために様々な仕事上の経験を

させている」（12.7％）、「組織内の意識改革」（11.4％）などと続く。

（８）就業経験のある子育て中の女性の活用について ～「思う」が 4割弱～ 

活用したいと思うかについて、「思う」が 4割弱（39.1％）、「思わない」が 1割台半ば超え

（17.6％）、「わからない」が 3割台半ば近く（33.9％）である。

（９）就業経験のある子育て中の女性の活用で期待できる点   
～最も多いのは「育成コストの低減が期待できるから」の約 5割～ 

最も多いのは「育成コストの低減が期待できるから」の約 5割（50.2％）で、以下、「人手

不足対策には、女性の労働力が欠かせないから」（48.6％）、「子育て経験がある女性ならでは

の視点や考え方を活かした仕事が期待できるから」（39.7％）などと続く。

（10）就業経験のある子育て中の女性を活用したいと思わない理由 
 ～最も多いのは「短時間勤務や子育て休暇への配慮が必要な点」の約 3割～ 

最も多いのは「短時間勤務や子育て休暇への配慮が必要な点」の約 3 割（30.6％）で、以

下、「職場の環境になじめるかどうかわからない点」（23.4％）、「子育て中の女性を活用した

事例がなくどのように勤務させたらよいかわからない点」（21.6％）などと続く。

＜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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