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さいたま市地域経済動向調査報告書 概要版 

－2013 年 1月調査（2012 年 10～12 月期）－ 

さいたま市 

１．調査結果のまとめ  

～さいたま市内の景況は低下しているものの、 

先行きは横ばいの見通しで、底打ち感も見られる～ 

さいたま市内の景況は、低下しており、2012 年 7～9 月期のＤＩは前期と比べて 10.0 ポイ

ントのマイナス、10～12 月期のＤＩは 2.6 ポイントのマイナスとなった。先行きは来期、来々

期と大きな変動はなく、現況のまま横ばいで推移する見通しで、底打ち感も見られる。 

経営にマイナスの影響が大きいと考えられる経済動向等については、最も多くあげられた

回答は「個人消費意欲の減退」で、5割強を占める。 

また、「事業承継について」をテーマに特別調査を行った結果、後継者が決まっている事業

所は 3 割台半ばで、約 5 割が決まっていないという回答であった。後継者が決まっていない

理由では、「承継には時期尚早」が 4 割強、「後継者にしたい人はいない」と「廃業・清算を

検討」がそれぞれ 2割強みられた。

＜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 ▲34.8 ▲37.4 ▲37.5 ▲36.9 

在庫水準 ▲ 0.7 ▲ 0.4    0.9    1.7 

資金繰り ▲16.8 ▲20.3 ▲22.6 ▲21.6 

雇用人員    3.9    6.1    4.9    5.1 

販売数量 ▲25.1 ▲26.3 ▲27.1 ▲25.7 

販売単価 ▲21.4 ▲21.0 ▲21.9 ▲22.7 

仕入価格（単価） ▲ 2.4 ▲ 4.5 ▲ 4.5 ▲ 3.9 

売上高 ▲24.3 ▲26.1 ▲25.5 ▲27.4 

経常利益 ▲31.0 ▲34.6 ▲32.6 ▲34.3 

設備投資 ▲17.8 ▲15.8 ▲15.7 ▲19.5 

本調査は、さいたま市内における経済動向、企業経営動向の把握や、地域内企業の経営判断

の参考資料として役立てるとともに、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 515 事業所（回答率 34.3％）です。 

○実績判断の今期は 2012 年 10～12 月期です。 

※本調査のアンケートは、12月 21 日を締切として実施したものです。 



2

２．景況調査の結果概要

（１）景況判断 ～景況は低下し、先行きは横ばいが続く見通し～ 

今期（2012 年 10～12 月期）のＤＩは▲37.4 となり、前期と比べて 2.6 ポイントマイナス幅

が拡大し、景況は低下した。先行きは、来期は▲37.5、来々期は▲36.9 と、ほぼ横ばいが続く

見通しである。

業種別にみると、「建設業」はやや上昇、「飲食店」は横ばい、それ以外の業種は下降となっ

た。先行きは、来期、来々期と「建設業」「サービス業」は下降が続く一方、「不動産業」「飲食

店」は上昇が続く見通しである。 

規模別にみると、「25～50 人未満」を除いて下降となった。小規模事業所では大きなマイナ

スが続いており、「5人未満」は前期が▲48.0、今期が▲48.8 と極めて悪い。先行きは、《10 人

未満》でやや上向く見通しであるが、大きな変化はみられない。 

（２）事業所の動向 

①売上高・経常利益 ～売上高・経常利益ともに今期はやや下降、先行きは横ばいの見通し～ 

今期のＤＩは、売上高が▲26.1、経常利益が▲34.6 となり、前期と比べて、それぞれ 1.8

ポイント、3.6 ポイントの下降となった。先行きについては、売上高、経常利益ともに来期

はややや上昇、来々期はやや下降となるものの大きな変動はなく、ほぼ横ばいとなる見通し

である。 

②販売数量・販売単価 ～景況・売上高・経常利益と同様、先行きは横ばいの見通し～ 

今期のＤＩは、販売数量が▲26.3、販売単価が▲21.0 となり、前期と比べて、それぞれ 1.2

ポイント、0.4 ポイントの下降となった。先行きについては、販売数量、販売単価ともに、

現況のままの横ばいが続く見通しとなっている。 

③資金繰り ～資金繰りが悪化し、来期まで下降が続く見通し～ 

資金繰りは▲20.3 と悪化し、来期まで下降が続く見通しである。依然として「飲食店」が

▲37.5 と大幅なマイナスが続いており、先行きも改善が見られない。小規模事業所で大幅な

マイナスが続いており、「5人未満」では来期が▲34.7、来々期が▲34.4 と厳しい見通しであ

る。 

④雇用人員・設備投資 

～雇用は製造業と卸売業を除いて「不足」、設備投資は「減少」が続く～ 

雇用人員は「不足」が「過剰」を上回って 6.1 となった。製造業と卸売業は「過剰」であ

るが、それ以外の業種は「不足」であり、先行きもこの状態が続いていく見通しである。 

設備投資の今期はやや上昇したものの「減少」が続いており、先行き改善の見通しはない。 

⑤仕入価格・在庫水準 ～仕入価格は「上昇」傾向、在庫は先行き「不足」に転じる見通し～ 

仕入価格は「上昇」が「下降」を上回って▲4.5となり、不動産業と卸売業を除いてマイナ

スの「上昇」となった。不動産業は先行きもプラスが続く見通しである。 

在庫水準はわずかに上昇して▲0.4 となったが、緩やかな上昇が続いており、来期は 0.9、

来々期は 1.7 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「個人消費意欲の減退」で 5割強を占める～ 

経営にマイナスの影響が大きいと考えられる経済動向を聞いたところ、「個人消費意欲の減

退」（51.5％）が最も多く、以下、「消費税の改正による売上への影響」（40.0％）、「デフレの

進行」（30.5％）、「社会保険料（事業主負担）改正の動向」（23.5％）、「原油・原材料価格の

動向」（22.1％）、「電力価格の動向」（20.6％）などの順で多い。 
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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、「不足（下

降）」＋０．５、「やや不足（やや下降）」＋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（12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  

▲26.5 ▲32.8 ▲42.0 ▲43.2 ▲52.9 ▲43.3 ▲30.2 

在庫水準 

0.0 ▲7.5 ▲4.8 1.9 ▲5.1 18.4 3.1 

資金繰り  

▲14.5 ▲22.9 ▲19.7 ▲24.1 ▲37.5 ▲24.4 ▲4.4 

雇用人員  

14.3 ▲1.7 ▲2.7 2.4 8.7 14.3 9.8 

販売数量  

▲6.5 ▲25.2 ▲31.4 ▲39.9 ▲40.4 ▲34.1 ▲8.8 

販売単価  

▲17.4 ▲15.6 ▲13.4 ▲30.3 ▲14.8 ▲51.2 ▲11.1 

仕入価格 

 （単価）  
▲8.9 ▲4.6 2.5 ▲0.6 ▲30.5 21.3 ▲5.1 

売上高  

▲9.2 ▲27.9 ▲35.0 ▲36.1 ▲39.5 ▲29.2 ▲11.0 

経常利益  

▲24.5 ▲36.9 ▲39.2 ▲44.4 ▲50.1 ▲33.7 ▲17.2 

設備投資  

▲18.3 ▲13.9 ▲22.0 ▲26.3 ▲16.5 ▲21.1 5.9 
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３．特別調査の結果概要【テーマ：事業承継について】 

（１）代表者の年齢 ～3割強が「65 歳超」～ 

代表者（社長）の年齢をみると、「65 歳超」が 3 割強（33.0％）を占めて最も多く、次い

で「61～65 歳」の 2 割強（21.7％）が多く、両者をあわせた《60 歳超》（54.7％）で半数を

超えている。 

（２）後継者について 

①後継者の決定の有無 ～約 5割が「決まっていない」～ 

後継者の決定の有無では、「決まっていない」が約 5 割（49.5％）を占めて多く、「決まっ

ている」が 3割台半ば（35.3％）、「わからない」が約 1割（10.9％）であった。 

②事業承継の時期 ～後継者が決まっている事業者の約 2割が「3年以内」に実施～ 

「後継者が決まっている」と回答した事業者に、事業承継の時期はいつ頃を予定している

かを聞いたところ、「3～5年以内」が約 2割（20.3％）と最も多く、以下、「わからない」（15.9％）、

「1～3年以内」（14.8％）、「5～10 年以内」（8.8％）などの順である。「1年以内」と「3年以

内」をあわせた《3年以内》が全体の約 2割（19.7％）を占めている。 

③後継者と経営者の関係 ～後継者は「子ども」が 7割台半ばを占める～ 

「後継者が決まっている」と回答した事業者に、後継者はどなたを予定しているかを聞い

たところ、「子ども」が 7割台半ば（74.7％）を占めて最も多くなっている。 

④後継者が決まっていない理由 ～「継承には時期尚早である」がトップで 4割強を占める～ 

「後継者が決まっていない」と回答した事業者に、後継者が決まっていない理由を聞いた

ところ、「継承には時期尚早である」（41.2％）が最も多く、以下、「後継者にしたい人がいな

い」（22.4％）、「廃業・清算を検討している」（21.6％）、「後継者にしたい人の資質に不安を

感じる」（11.4％）、「後継者の候補が複数おり、まだ決めかねている」（7.8％）などと続いて

いる。 

（３）事業承継をする上での問題点 ～最も多いのは「事業の将来に対する不安」～ 

事業承継をする上での問題点を聞いたところ、「事業の将来に対する不安」が 4 割強

（42.3％）と最も多く、以下、「後継者（候補者含む）の能力の向上」（29.7％）、「自分の代

の借入金返済」（18.6％）、「従業員との信頼関係」（15.5％）、「技術力・競争力低下の懸念」

（13.4％）、「取引先・金融機関の信用力の低下」（10.1％）、「相続税・贈与税の支払い」（9.9％）

などと続いている。 

＜本報告書の詳細は、http://www.city.saitama.jp/www/contents/1316661769573/にてご覧頂けます＞
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