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ズ ー ムアップ

株式会社ミヤザキは、さまざまな業界の製造装置
に用いられるアクリル・樹脂・プラスチック部品の切
削加工を手がける企業だ。半導体や自動車、食品、
医療等そのフィールドは幅広い。多数の企業がひし
めく樹脂加工市場において、同社は差別化が図れる
特注品の切削加工に特化して技術を磨き、“高品
質”“短納期対応”という強力な武器で他社を大きく
リードしている。
「全国から注文がきます。1個から100個未満がほ
とんどという小ロットの特注品を月に7,000種類ほど
製造しています。お客さまから図面を預かり、それを基
にプラスチック樹脂の素材を削って、寸法公差100分
の1ミリの精度で製品に仕上げるのです」（山之上
道廣社長）
埼玉県に本社を持ち、製造工場のほとんどを宮崎
県に置く同社。100台以上の工作機械を持つ工場で
は、3交代で常時80台超の機械が24時間稼働。使
用頻度の高い材料20種類以上を常備し、他社が１カ
月かかるところをわずか10日で仕上げる。依頼内容
によっては発注当日の出荷も可能というのだから、同
社の短納期対応という武器の威力はすさまじい。さ

てもらう。その環境をつくるのが社長である私の使命
です。会社が社員を大事にする“愛社員精神”を持た
なければ、社員に愛社精神は育ちません」
同社の愛社員精神とは、まず、賃金が地域の相場

よりも高く、利益の2割を年間4回に分けて決算賞与
として還元していること。さらに、社員のマイホーム所
有を全面的にサポートしている点にある。それは、
ローンを組む頭金が用意できなければ、会社が“ある
時払い”で援助するという手厚さだ。社員食堂は無
料、工場内は働きやすい清潔な環境で、会議室やト
イレは高級ホテル並みの仕様になっている。
顧客満足を追求して社員一人ひとりが真摯に働く。

そうして得た利益を会社がきちんと社員に還元する。
それがまた社員のやる気を引き出す―そうした好
循環が生まれるシステムによって、同社の顧客満足
と従業員満足は高められていく。現在、同社ではパー
ト社員も責任ある仕事を任され、ベテランとしてバリ
バリ仕事をしているという。社員・パートともに定着率
は高く、辞める人はほとんどいないらしい。「会社の
ために頑張ろう」という、愛社精神の表れなのだろう。

この2月、同社は宮崎に大型パーツの切削加工を
中心に行う九州第五工場を稼働させた。大型パーツ
の切削加工を手がけることで、これまで得意としてい
た微細製品の加工から大型製品の加工まで、すべて
のサイズの製品を手がけるオールインワンメーカーと
なる考えだ。そして、さらなるビジョンがある。
「社員を大事にしてお客さま満足を徹底的に追求
し、100年企業を目指します。100年企業になるかな
らないかは、世の中に必要とされるかされないか、と
いうこと。必要とされる会社を目指していきます」
積極的な設備投資と“人財育成”で、顧客の満足

に応えるシステムをつくりあげ、他社をリードする同社。
「社会に貢献できる会社づくりと、人財の育成」という
経営理念を旨とし、100年企業への道を歩んでいく。

に受注は増え、軸足を特注品の製造に移すのだが、
注文の増加に伴い生産設備や機械を操作する人材
が不足。募集をかけるも応募者が少なく、人材が確
保できない状況になっていった。そこで、山之上社長
は新工場建設の決断をする。場所は自身の出身地、
九州宮崎県だった。
「さまざまなお客さまの要望に応えていくためには、
土地を買い、工場を建設して機械台数や技術者を増
やさなければいけませんでした。宮崎は関東の10分
の1ほどの投資で土地が購入でき、関東では厳し
かった人材もしっかりと確保できたのです」
　

九州工場が竣工して間もなく、増収の追い風と
なっていたバブル景気がはじけた。
「売り上げは半分近くまで落ち込みました。その時
改めて社内を見たら、景気が良かったのはバブルの
おかげで、当社に力があったわけではなかったことに
気づいたのです。私も忙しくしていて、社内の隅々に
目が届かなかった……」
平成4（1992）年バブル崩壊後の社内で見たもの、

それはコスト意識が低く、整理整頓や挨拶といったマ
ナーも低下し、納期管理が徹底されていない社員の
姿だった。そこで、山之上社長は社内改革に取り組
む。始業の1時間前に出社して掃除を行い、整理整
頓に励んだ。社員一人ひとりに明るく挨拶をした。社
長の行動は社員に広がり、やがて始業前に出社して
掃除を行う社員が増え、緩んでいた社内の空気が変
化していった。その後、始業前30分間の“早朝勉強
会”を開始し、技術者として顧客の要望を確実に
キャッチするのに必要な聞く力と話す力を社員らに養
わせるほか、社会人としての対応、ものの見方や考
え方などを身につけさせた。ちなみにこの勉強会は、
26年経った今でも続いている。
こうして同社は、数年かけてしっかりと“人財育成”
を行い、社員のヒューマンスキルとモノづくりに対す

特注品に特化するアクリル・樹脂・プラスチック加工メーカー。
積極的な設備投資と“人財育成”で高品質・短納期対応を実現
さまざまな産業における製造装置の樹脂加工を請け負うミヤザキ。確かな人材を育成し、常に最新の設備を導入して
顧客満足を高めてきた。新たに竣工した九州第五工場の稼働によって、これまで得意としてきた微細製品の加工だけ
でなく大型製品の加工もスタートさせる同社。樹脂加工のオールインワンメーカーとなり、100年企業に向けて歩を
進める。

株式会社ミヤザキ

る姿勢を向上させ、納期管理と品質管理を徹底させ
ていった。「人が変わると、モノづくりが変わる」と、社
長がいうように、今では納期厳守実績100％、良品
率99.73％という数字を誇る。
現在、設計図をプログラミングしてマシン操作を行

う技術者をはじめ、曲げや溶接等手作業で加工を行
う技術者、多くの知識を持つ素材アドバイザー、製品
の品質をチェックする管理者等、数多くのベテランが
在籍し、各自がそれぞれのスキルを磨きながら、同社
のモノづくりを支えている。
難易度の高い加工依頼や短納期・小ロットの依頼

など、さまざまな顧客の要望に対応する同社の姿勢
と実績はやがて業界で注目を集め、今では口コミだ
けで全国から多くの注文があるという。

同社は日高市にある埼玉工場のほか九州に5工
場を持つ。24時間稼働のため、1日8時間稼働の工
場から見ると、単純計算で3倍の生産力がある。
「同じ機種をまとめて導入し、複数の人が操作・作
業できるようにしています。少ない台数だと全員が使
えないため、1台の機械に熟知した“職人”が生まれ、

その人がいないと仕事が止まってしまう。ですから、
どの機械も複数の人が操作できるようにして、1人で
3台以上の機械を動かし生産性を上げながら、操作
情報を共有し合える“技術者”を養成しています」
全技術者の質を担保し、生産性を上げ、さらには

最新鋭の機械を導入してハードルの高い樹脂加工
の注文に対応―これこそが同社の高品質、短納
期という武器をより強固なものにする鍵となる。その
ため、同社はこれまで臆することなく設備投資を行っ
てきた。売り上げ10億円の時に6億円投資したことも
あったというのだから、その大胆さに驚かされる。

積極的な設備投資の理由について山之上社長は
「お客さまの要望にお応えして、満足していただくた
めです」と語る。
顧客満足の追求。それは社長はじめ全社員に浸透

し、同社のモノづくりの根幹となっている。さらに同社に
はもう一つ大事にしているものがある。従業員満足だ。

「お客さま第一をどう社員の幸せに結びつけるか。
お客さまは満足しても社員が苦しんでいたらどうしよ
うもない。お客さまの要求をかなえて社員にも満足し

●代 表 者 代表取締役　山之上 道廣
●創　　業 昭和48年6月
●設　　立 昭和51年12月
●資 本 金 3,500万円
●従業員数 150名
●事業内容 プラスチック（樹脂）の切削加工、精密加工、三次元加工、接着加工、 曲げ加工、溶接加工、
 成形品の追加工・彫刻
●所 在 地 〒350-1227 埼玉県日高市女影1288 
 TEL 042-985-4881　FAX 042-985-4991
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代表取締役　山之上 道廣氏

らに高い技術力で加工され、品質保証課の厳密な
検査後に出荷される製品の品質は高く、顧客から絶
大な支持を得ている。
売上高16億円、営業利益6億円（平成29年3月決
算）、ここ数年は年間約30％の増収増益を達成して
おり、今や同社は株式上場も射程圏内にある。

樹脂加工の営業をしていた山之上社長が独立し
て同社を創業したのは、昭和48（1973）年のこと。
自宅のアパートで簡単な製品を製造することから始
まった。やがて工場を持ち、量産品を手がけるように
なるも利益は薄く、厳しい経営状況が続いた。
「ある日、以前営業をしていた時に難易度の高い
加工で5個という小ロット注文を請け負った会社が、
高額の加工賃を得ていたのを思い出し、当社もそれ
を手がけるしかない、と考えたのです」
そして、量産品を製造しながら特注品の技術を研
究。特注品製造に向けた設備を導入して、徐々に注
文を受けるようになる。やがてバブル景気を追い風

人生１００年時代
～働くシニア 応援プロジェクト～

埼玉県産業労働部長
渡辺 充氏

人生８０年時代と言われて久しい。しかし、今や
９０年時代という言葉を使わないまま、「人生１００
年時代」と言われる時代に突入しました。まさに超
長寿社会の到来です。
これは大変喜ばしいことです。誰もがいくつに

なっても生き生きとした人生を過ごせるよう、県で
は「働く」をキーワードとした施策を展開しています。
皆さんにここで質問です。６０歳までの現役時

代の労働時間と退職後の６０歳から平均寿命まで
の自由時間（※）はどちらが長いでしょうか？
答えは第二の人生と言われる自由時間。国の

調査を基に試算すると、現役時代の労働時間は６
万９千時間、これに対し退職後の自由時間は７万
３千時間にも及びます。
そもそも、６０歳は退職されたとはいえ若くて元気、

まだまだ働く意欲も十分、さらに培った経験や能力
は日本の社会にとってかけがえのない財産です。
県では、この財産を使わせていただく「働くシ

ニア応援プロジェクト」を平成２８年度から、３つ
の視点を持って展開しています。
第一にシニアが働きやすい職場環境づくり。こ

れまで約２千社に働きかけ、約９００社を「シニア活
躍推進宣言企業」として認定しています。
また、今年度は７０歳雇用推進助成金を創設し

て、定年の廃止や７０歳以上への引上げなどを行
う企業への支援を始めました。
第二にシニアの就職支援。定年などで退職す

ると再就職が難しいという声を聞きます。そこで、
県内８か所に設置したセカンドキャリアセンターで

一人一人の細かな希望に合わせた就職のお手伝
いをしています。
第三にシルバー人材センターへの支援。昨年４月

に伊奈町に開設したシルバー・ワークステーションで
は、新たに経理や営業などの魅力ある多様な職種
を用意してシルバー会員を企業に派遣しています。
さらに、プロジェクトを開始して３年目となる平
成３０年度は、埼玉県の強みである「サラリーマン
層の厚さ」に着目した新たな取組を予算という形
で議会に提案しています。
県の推計では、今後毎年約５万人のサラリーマ

ンが退職する見込みです。そこで、市町村と連携
して、地元埼玉に戻ってこられる元サラリーマンの
皆さんに効果的に情報を提供し、仕事や地域活
動に結びつけていく仕組みを考えています。
生産年齢人口の減少により社会の活力が低下し

ていると言われています。地元埼玉に戻ってこられ
る皆さんには思う存分パワーを発揮していただき、
そのシニアパワーを地域の活力のために生かして
いただく、そんな取組を強力に展開してまいります。
「人生１００年時代」では、長い人生において一
度とは言わず、二度三度と「実り」を迎える「人生
二毛作、三毛作」がいよいよ現実となります。
まさに、一人一人が持って生まれた天分を発揮

し、いくつになっても夢を高らかに掲げチャレンジ
できる社会を構築するため、今後も「働くシニア 
応援プロジェクト」を展開してまいります。

量産品から少量多品種の特注品製造へ

（※）自由時間：「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」、「休養・くつろぎ」、「学習・自己啓発・訓
練」、「スポーツ」、「ボランティア・社会参加活動」、「交際」などの時間のこと。
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株式会社ミヤザキは、さまざまな業界の製造装置
に用いられるアクリル・樹脂・プラスチック部品の切
削加工を手がける企業だ。半導体や自動車、食品、
医療等そのフィールドは幅広い。多数の企業がひし
めく樹脂加工市場において、同社は差別化が図れる
特注品の切削加工に特化して技術を磨き、“高品
質”“短納期対応”という強力な武器で他社を大きく
リードしている。
「全国から注文がきます。1個から100個未満がほ
とんどという小ロットの特注品を月に7,000種類ほど
製造しています。お客さまから図面を預かり、それを基
にプラスチック樹脂の素材を削って、寸法公差100分
の1ミリの精度で製品に仕上げるのです」（山之上
道廣社長）
埼玉県に本社を持ち、製造工場のほとんどを宮崎
県に置く同社。100台以上の工作機械を持つ工場で
は、3交代で常時80台超の機械が24時間稼働。使
用頻度の高い材料20種類以上を常備し、他社が１カ
月かかるところをわずか10日で仕上げる。依頼内容
によっては発注当日の出荷も可能というのだから、同
社の短納期対応という武器の威力はすさまじい。さ

てもらう。その環境をつくるのが社長である私の使命
です。会社が社員を大事にする“愛社員精神”を持た
なければ、社員に愛社精神は育ちません」
同社の愛社員精神とは、まず、賃金が地域の相場

よりも高く、利益の2割を年間4回に分けて決算賞与
として還元していること。さらに、社員のマイホーム所
有を全面的にサポートしている点にある。それは、
ローンを組む頭金が用意できなければ、会社が“ある
時払い”で援助するという手厚さだ。社員食堂は無
料、工場内は働きやすい清潔な環境で、会議室やト
イレは高級ホテル並みの仕様になっている。
顧客満足を追求して社員一人ひとりが真摯に働く。

そうして得た利益を会社がきちんと社員に還元する。
それがまた社員のやる気を引き出す―そうした好
循環が生まれるシステムによって、同社の顧客満足
と従業員満足は高められていく。現在、同社ではパー
ト社員も責任ある仕事を任され、ベテランとしてバリ
バリ仕事をしているという。社員・パートともに定着率
は高く、辞める人はほとんどいないらしい。「会社の
ために頑張ろう」という、愛社精神の表れなのだろう。

この2月、同社は宮崎に大型パーツの切削加工を
中心に行う九州第五工場を稼働させた。大型パーツ
の切削加工を手がけることで、これまで得意としてい
た微細製品の加工から大型製品の加工まで、すべて
のサイズの製品を手がけるオールインワンメーカーと
なる考えだ。そして、さらなるビジョンがある。
「社員を大事にしてお客さま満足を徹底的に追求
し、100年企業を目指します。100年企業になるかな
らないかは、世の中に必要とされるかされないか、と
いうこと。必要とされる会社を目指していきます」
積極的な設備投資と“人財育成”で、顧客の満足

に応えるシステムをつくりあげ、他社をリードする同社。
「社会に貢献できる会社づくりと、人財の育成」という
経営理念を旨とし、100年企業への道を歩んでいく。

に受注は増え、軸足を特注品の製造に移すのだが、
注文の増加に伴い生産設備や機械を操作する人材
が不足。募集をかけるも応募者が少なく、人材が確
保できない状況になっていった。そこで、山之上社長
は新工場建設の決断をする。場所は自身の出身地、
九州宮崎県だった。
「さまざまなお客さまの要望に応えていくためには、
土地を買い、工場を建設して機械台数や技術者を増
やさなければいけませんでした。宮崎は関東の10分
の1ほどの投資で土地が購入でき、関東では厳し
かった人材もしっかりと確保できたのです」
　

九州工場が竣工して間もなく、増収の追い風と
なっていたバブル景気がはじけた。
「売り上げは半分近くまで落ち込みました。その時
改めて社内を見たら、景気が良かったのはバブルの
おかげで、当社に力があったわけではなかったことに
気づいたのです。私も忙しくしていて、社内の隅々に
目が届かなかった……」
平成4（1992）年バブル崩壊後の社内で見たもの、

それはコスト意識が低く、整理整頓や挨拶といったマ
ナーも低下し、納期管理が徹底されていない社員の
姿だった。そこで、山之上社長は社内改革に取り組
む。始業の1時間前に出社して掃除を行い、整理整
頓に励んだ。社員一人ひとりに明るく挨拶をした。社
長の行動は社員に広がり、やがて始業前に出社して
掃除を行う社員が増え、緩んでいた社内の空気が変
化していった。その後、始業前30分間の“早朝勉強
会”を開始し、技術者として顧客の要望を確実に
キャッチするのに必要な聞く力と話す力を社員らに養
わせるほか、社会人としての対応、ものの見方や考
え方などを身につけさせた。ちなみにこの勉強会は、
26年経った今でも続いている。
こうして同社は、数年かけてしっかりと“人財育成”
を行い、社員のヒューマンスキルとモノづくりに対す

特注品に特化するアクリル・樹脂・プラスチック加工メーカー。
積極的な設備投資と“人財育成”で高品質・短納期対応を実現
さまざまな産業における製造装置の樹脂加工を請け負うミヤザキ。確かな人材を育成し、常に最新の設備を導入して
顧客満足を高めてきた。新たに竣工した九州第五工場の稼働によって、これまで得意としてきた微細製品の加工だけ
でなく大型製品の加工もスタートさせる同社。樹脂加工のオールインワンメーカーとなり、100年企業に向けて歩を
進める。

株式会社ミヤザキ

る姿勢を向上させ、納期管理と品質管理を徹底させ
ていった。「人が変わると、モノづくりが変わる」と、社
長がいうように、今では納期厳守実績100％、良品
率99.73％という数字を誇る。
現在、設計図をプログラミングしてマシン操作を行

う技術者をはじめ、曲げや溶接等手作業で加工を行
う技術者、多くの知識を持つ素材アドバイザー、製品
の品質をチェックする管理者等、数多くのベテランが
在籍し、各自がそれぞれのスキルを磨きながら、同社
のモノづくりを支えている。
難易度の高い加工依頼や短納期・小ロットの依頼

など、さまざまな顧客の要望に対応する同社の姿勢
と実績はやがて業界で注目を集め、今では口コミだ
けで全国から多くの注文があるという。

同社は日高市にある埼玉工場のほか九州に5工
場を持つ。24時間稼働のため、1日8時間稼働の工
場から見ると、単純計算で3倍の生産力がある。
「同じ機種をまとめて導入し、複数の人が操作・作
業できるようにしています。少ない台数だと全員が使
えないため、1台の機械に熟知した“職人”が生まれ、

その人がいないと仕事が止まってしまう。ですから、
どの機械も複数の人が操作できるようにして、1人で
3台以上の機械を動かし生産性を上げながら、操作
情報を共有し合える“技術者”を養成しています」
全技術者の質を担保し、生産性を上げ、さらには

最新鋭の機械を導入してハードルの高い樹脂加工
の注文に対応―これこそが同社の高品質、短納
期という武器をより強固なものにする鍵となる。その
ため、同社はこれまで臆することなく設備投資を行っ
てきた。売り上げ10億円の時に6億円投資したことも
あったというのだから、その大胆さに驚かされる。

積極的な設備投資の理由について山之上社長は
「お客さまの要望にお応えして、満足していただくた
めです」と語る。
顧客満足の追求。それは社長はじめ全社員に浸透

し、同社のモノづくりの根幹となっている。さらに同社に
はもう一つ大事にしているものがある。従業員満足だ。

「お客さま第一をどう社員の幸せに結びつけるか。
お客さまは満足しても社員が苦しんでいたらどうしよ
うもない。お客さまの要求をかなえて社員にも満足し

●代 表 者 代表取締役　山之上 道廣
●創　　業 昭和48年6月
●設　　立 昭和51年12月
●資 本 金 3,500万円
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代表取締役　山之上 道廣氏

らに高い技術力で加工され、品質保証課の厳密な
検査後に出荷される製品の品質は高く、顧客から絶
大な支持を得ている。
売上高16億円、営業利益6億円（平成29年3月決
算）、ここ数年は年間約30％の増収増益を達成して
おり、今や同社は株式上場も射程圏内にある。

樹脂加工の営業をしていた山之上社長が独立し
て同社を創業したのは、昭和48（1973）年のこと。
自宅のアパートで簡単な製品を製造することから始
まった。やがて工場を持ち、量産品を手がけるように
なるも利益は薄く、厳しい経営状況が続いた。
「ある日、以前営業をしていた時に難易度の高い
加工で5個という小ロット注文を請け負った会社が、
高額の加工賃を得ていたのを思い出し、当社もそれ
を手がけるしかない、と考えたのです」
そして、量産品を製造しながら特注品の技術を研
究。特注品製造に向けた設備を導入して、徐々に注
文を受けるようになる。やがてバブル景気を追い風

人生１００年時代
～働くシニア 応援プロジェクト～

埼玉県産業労働部長
渡辺 充氏

人生８０年時代と言われて久しい。しかし、今や
９０年時代という言葉を使わないまま、「人生１００
年時代」と言われる時代に突入しました。まさに超
長寿社会の到来です。
これは大変喜ばしいことです。誰もがいくつに

なっても生き生きとした人生を過ごせるよう、県で
は「働く」をキーワードとした施策を展開しています。
皆さんにここで質問です。６０歳までの現役時

代の労働時間と退職後の６０歳から平均寿命まで
の自由時間（※）はどちらが長いでしょうか？
答えは第二の人生と言われる自由時間。国の

調査を基に試算すると、現役時代の労働時間は６
万９千時間、これに対し退職後の自由時間は７万
３千時間にも及びます。
そもそも、６０歳は退職されたとはいえ若くて元気、

まだまだ働く意欲も十分、さらに培った経験や能力
は日本の社会にとってかけがえのない財産です。
県では、この財産を使わせていただく「働くシ

ニア応援プロジェクト」を平成２８年度から、３つ
の視点を持って展開しています。
第一にシニアが働きやすい職場環境づくり。こ

れまで約２千社に働きかけ、約９００社を「シニア活
躍推進宣言企業」として認定しています。
また、今年度は７０歳雇用推進助成金を創設し

て、定年の廃止や７０歳以上への引上げなどを行
う企業への支援を始めました。
第二にシニアの就職支援。定年などで退職す

ると再就職が難しいという声を聞きます。そこで、
県内８か所に設置したセカンドキャリアセンターで

一人一人の細かな希望に合わせた就職のお手伝
いをしています。
第三にシルバー人材センターへの支援。昨年４月

に伊奈町に開設したシルバー・ワークステーションで
は、新たに経理や営業などの魅力ある多様な職種
を用意してシルバー会員を企業に派遣しています。
さらに、プロジェクトを開始して３年目となる平
成３０年度は、埼玉県の強みである「サラリーマン
層の厚さ」に着目した新たな取組を予算という形
で議会に提案しています。
県の推計では、今後毎年約５万人のサラリーマ

ンが退職する見込みです。そこで、市町村と連携
して、地元埼玉に戻ってこられる元サラリーマンの
皆さんに効果的に情報を提供し、仕事や地域活
動に結びつけていく仕組みを考えています。
生産年齢人口の減少により社会の活力が低下し

ていると言われています。地元埼玉に戻ってこられ
る皆さんには思う存分パワーを発揮していただき、
そのシニアパワーを地域の活力のために生かして
いただく、そんな取組を強力に展開してまいります。
「人生１００年時代」では、長い人生において一
度とは言わず、二度三度と「実り」を迎える「人生
二毛作、三毛作」がいよいよ現実となります。
まさに、一人一人が持って生まれた天分を発揮

し、いくつになっても夢を高らかに掲げチャレンジ
できる社会を構築するため、今後も「働くシニア 
応援プロジェクト」を展開してまいります。

量産品から少量多品種の特注品製造へ

（※）自由時間：「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」、「休養・くつろぎ」、「学習・自己啓発・訓
練」、「スポーツ」、「ボランティア・社会参加活動」、「交際」などの時間のこと。
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株式会社ミヤザキは、さまざまな業界の製造装置
に用いられるアクリル・樹脂・プラスチック部品の切
削加工を手がける企業だ。半導体や自動車、食品、
医療等そのフィールドは幅広い。多数の企業がひし
めく樹脂加工市場において、同社は差別化が図れる
特注品の切削加工に特化して技術を磨き、“高品
質”“短納期対応”という強力な武器で他社を大きく
リードしている。
「全国から注文がきます。1個から100個未満がほ
とんどという小ロットの特注品を月に7,000種類ほど
製造しています。お客さまから図面を預かり、それを基
にプラスチック樹脂の素材を削って、寸法公差100分
の1ミリの精度で製品に仕上げるのです」（山之上
道廣社長）
埼玉県に本社を持ち、製造工場のほとんどを宮崎
県に置く同社。100台以上の工作機械を持つ工場で
は、3交代で常時80台超の機械が24時間稼働。使
用頻度の高い材料20種類以上を常備し、他社が１カ
月かかるところをわずか10日で仕上げる。依頼内容
によっては発注当日の出荷も可能というのだから、同
社の短納期対応という武器の威力はすさまじい。さ

てもらう。その環境をつくるのが社長である私の使命
です。会社が社員を大事にする“愛社員精神”を持た
なければ、社員に愛社精神は育ちません」
同社の愛社員精神とは、まず、賃金が地域の相場

よりも高く、利益の2割を年間4回に分けて決算賞与
として還元していること。さらに、社員のマイホーム所
有を全面的にサポートしている点にある。それは、
ローンを組む頭金が用意できなければ、会社が“ある
時払い”で援助するという手厚さだ。社員食堂は無
料、工場内は働きやすい清潔な環境で、会議室やト
イレは高級ホテル並みの仕様になっている。
顧客満足を追求して社員一人ひとりが真摯に働く。

そうして得た利益を会社がきちんと社員に還元する。
それがまた社員のやる気を引き出す―そうした好
循環が生まれるシステムによって、同社の顧客満足
と従業員満足は高められていく。現在、同社ではパー
ト社員も責任ある仕事を任され、ベテランとしてバリ
バリ仕事をしているという。社員・パートともに定着率
は高く、辞める人はほとんどいないらしい。「会社の
ために頑張ろう」という、愛社精神の表れなのだろう。

この2月、同社は宮崎に大型パーツの切削加工を
中心に行う九州第五工場を稼働させた。大型パーツ
の切削加工を手がけることで、これまで得意としてい
た微細製品の加工から大型製品の加工まで、すべて
のサイズの製品を手がけるオールインワンメーカーと
なる考えだ。そして、さらなるビジョンがある。
「社員を大事にしてお客さま満足を徹底的に追求
し、100年企業を目指します。100年企業になるかな
らないかは、世の中に必要とされるかされないか、と
いうこと。必要とされる会社を目指していきます」
積極的な設備投資と“人財育成”で、顧客の満足

に応えるシステムをつくりあげ、他社をリードする同社。
「社会に貢献できる会社づくりと、人財の育成」という
経営理念を旨とし、100年企業への道を歩んでいく。

本社社屋

に受注は増え、軸足を特注品の製造に移すのだが、
注文の増加に伴い生産設備や機械を操作する人材
が不足。募集をかけるも応募者が少なく、人材が確
保できない状況になっていった。そこで、山之上社長
は新工場建設の決断をする。場所は自身の出身地、
九州宮崎県だった。
「さまざまなお客さまの要望に応えていくためには、
土地を買い、工場を建設して機械台数や技術者を増
やさなければいけませんでした。宮崎は関東の10分
の1ほどの投資で土地が購入でき、関東では厳し
かった人材もしっかりと確保できたのです」
　

九州工場が竣工して間もなく、増収の追い風と
なっていたバブル景気がはじけた。
「売り上げは半分近くまで落ち込みました。その時
改めて社内を見たら、景気が良かったのはバブルの
おかげで、当社に力があったわけではなかったことに
気づいたのです。私も忙しくしていて、社内の隅々に
目が届かなかった……」
平成4（1992）年バブル崩壊後の社内で見たもの、

それはコスト意識が低く、整理整頓や挨拶といったマ
ナーも低下し、納期管理が徹底されていない社員の
姿だった。そこで、山之上社長は社内改革に取り組
む。始業の1時間前に出社して掃除を行い、整理整
頓に励んだ。社員一人ひとりに明るく挨拶をした。社
長の行動は社員に広がり、やがて始業前に出社して
掃除を行う社員が増え、緩んでいた社内の空気が変
化していった。その後、始業前30分間の“早朝勉強
会”を開始し、技術者として顧客の要望を確実に
キャッチするのに必要な聞く力と話す力を社員らに養
わせるほか、社会人としての対応、ものの見方や考
え方などを身につけさせた。ちなみにこの勉強会は、
26年経った今でも続いている。
こうして同社は、数年かけてしっかりと“人財育成”
を行い、社員のヒューマンスキルとモノづくりに対す

世の中に必要とされ100年企業を目指す

株式会社ミヤザキZOOM UP

る姿勢を向上させ、納期管理と品質管理を徹底させ
ていった。「人が変わると、モノづくりが変わる」と、社
長がいうように、今では納期厳守実績100％、良品
率99.73％という数字を誇る。
現在、設計図をプログラミングしてマシン操作を行

う技術者をはじめ、曲げや溶接等手作業で加工を行
う技術者、多くの知識を持つ素材アドバイザー、製品
の品質をチェックする管理者等、数多くのベテランが
在籍し、各自がそれぞれのスキルを磨きながら、同社
のモノづくりを支えている。
難易度の高い加工依頼や短納期・小ロットの依頼

など、さまざまな顧客の要望に対応する同社の姿勢
と実績はやがて業界で注目を集め、今では口コミだ
けで全国から多くの注文があるという。

同社は日高市にある埼玉工場のほか九州に5工
場を持つ。24時間稼働のため、1日8時間稼働の工
場から見ると、単純計算で3倍の生産力がある。
「同じ機種をまとめて導入し、複数の人が操作・作
業できるようにしています。少ない台数だと全員が使
えないため、1台の機械に熟知した“職人”が生まれ、

その人がいないと仕事が止まってしまう。ですから、
どの機械も複数の人が操作できるようにして、1人で
3台以上の機械を動かし生産性を上げながら、操作
情報を共有し合える“技術者”を養成しています」
全技術者の質を担保し、生産性を上げ、さらには
最新鋭の機械を導入してハードルの高い樹脂加工
の注文に対応―これこそが同社の高品質、短納
期という武器をより強固なものにする鍵となる。その
ため、同社はこれまで臆することなく設備投資を行っ
てきた。売り上げ10億円の時に6億円投資したことも
あったというのだから、その大胆さに驚かされる。

積極的な設備投資の理由について山之上社長は
「お客さまの要望にお応えして、満足していただくた
めです」と語る。
顧客満足の追求。それは社長はじめ全社員に浸透

し、同社のモノづくりの根幹となっている。さらに同社に
はもう一つ大事にしているものがある。従業員満足だ。

「お客さま第一をどう社員の幸せに結びつけるか。
お客さまは満足しても社員が苦しんでいたらどうしよ
うもない。お客さまの要求をかなえて社員にも満足し

九州工場

らに高い技術力で加工され、品質保証課の厳密な
検査後に出荷される製品の品質は高く、顧客から絶
大な支持を得ている。
売上高16億円、営業利益6億円（平成29年3月決
算）、ここ数年は年間約30％の増収増益を達成して
おり、今や同社は株式上場も射程圏内にある。

樹脂加工の営業をしていた山之上社長が独立し
て同社を創業したのは、昭和48（1973）年のこと。
自宅のアパートで簡単な製品を製造することから始
まった。やがて工場を持ち、量産品を手がけるように
なるも利益は薄く、厳しい経営状況が続いた。
「ある日、以前営業をしていた時に難易度の高い
加工で5個という小ロット注文を請け負った会社が、
高額の加工賃を得ていたのを思い出し、当社もそれ
を手がけるしかない、と考えたのです」
そして、量産品を製造しながら特注品の技術を研
究。特注品製造に向けた設備を導入して、徐々に注
文を受けるようになる。やがてバブル景気を追い風

社員の人間力を磨く“人財育成”

顧客の要望に応えるための大胆な設備投資

工場内の様子（左右）

加工製品（左右）

“愛社員精神”で従業員満足を高める
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株式会社ミヤザキは、さまざまな業界の製造装置
に用いられるアクリル・樹脂・プラスチック部品の切
削加工を手がける企業だ。半導体や自動車、食品、
医療等そのフィールドは幅広い。多数の企業がひし
めく樹脂加工市場において、同社は差別化が図れる
特注品の切削加工に特化して技術を磨き、“高品
質”“短納期対応”という強力な武器で他社を大きく
リードしている。
「全国から注文がきます。1個から100個未満がほ
とんどという小ロットの特注品を月に7,000種類ほど
製造しています。お客さまから図面を預かり、それを基
にプラスチック樹脂の素材を削って、寸法公差100分
の1ミリの精度で製品に仕上げるのです」（山之上
道廣社長）
埼玉県に本社を持ち、製造工場のほとんどを宮崎

県に置く同社。100台以上の工作機械を持つ工場で
は、3交代で常時80台超の機械が24時間稼働。使
用頻度の高い材料20種類以上を常備し、他社が１カ
月かかるところをわずか10日で仕上げる。依頼内容
によっては発注当日の出荷も可能というのだから、同
社の短納期対応という武器の威力はすさまじい。さ

てもらう。その環境をつくるのが社長である私の使命
です。会社が社員を大事にする“愛社員精神”を持た
なければ、社員に愛社精神は育ちません」
同社の愛社員精神とは、まず、賃金が地域の相場

よりも高く、利益の2割を年間4回に分けて決算賞与
として還元していること。さらに、社員のマイホーム所
有を全面的にサポートしている点にある。それは、
ローンを組む頭金が用意できなければ、会社が“ある
時払い”で援助するという手厚さだ。社員食堂は無
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顧客満足を追求して社員一人ひとりが真摯に働く。

そうして得た利益を会社がきちんと社員に還元する。
それがまた社員のやる気を引き出す―そうした好
循環が生まれるシステムによって、同社の顧客満足
と従業員満足は高められていく。現在、同社ではパー
ト社員も責任ある仕事を任され、ベテランとしてバリ
バリ仕事をしているという。社員・パートともに定着率
は高く、辞める人はほとんどいないらしい。「会社の
ために頑張ろう」という、愛社精神の表れなのだろう。

この2月、同社は宮崎に大型パーツの切削加工を
中心に行う九州第五工場を稼働させた。大型パーツ
の切削加工を手がけることで、これまで得意としてい
た微細製品の加工から大型製品の加工まで、すべて
のサイズの製品を手がけるオールインワンメーカーと
なる考えだ。そして、さらなるビジョンがある。
「社員を大事にしてお客さま満足を徹底的に追求
し、100年企業を目指します。100年企業になるかな
らないかは、世の中に必要とされるかされないか、と
いうこと。必要とされる会社を目指していきます」
積極的な設備投資と“人財育成”で、顧客の満足

に応えるシステムをつくりあげ、他社をリードする同社。
「社会に貢献できる会社づくりと、人財の育成」という
経営理念を旨とし、100年企業への道を歩んでいく。

本社社屋

に受注は増え、軸足を特注品の製造に移すのだが、
注文の増加に伴い生産設備や機械を操作する人材
が不足。募集をかけるも応募者が少なく、人材が確
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九州宮崎県だった。
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土地を買い、工場を建設して機械台数や技術者を増
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の1ほどの投資で土地が購入でき、関東では厳し
かった人材もしっかりと確保できたのです」
　

九州工場が竣工して間もなく、増収の追い風と
なっていたバブル景気がはじけた。
「売り上げは半分近くまで落ち込みました。その時
改めて社内を見たら、景気が良かったのはバブルの
おかげで、当社に力があったわけではなかったことに
気づいたのです。私も忙しくしていて、社内の隅々に
目が届かなかった……」
平成4（1992）年バブル崩壊後の社内で見たもの、

それはコスト意識が低く、整理整頓や挨拶といったマ
ナーも低下し、納期管理が徹底されていない社員の
姿だった。そこで、山之上社長は社内改革に取り組
む。始業の1時間前に出社して掃除を行い、整理整
頓に励んだ。社員一人ひとりに明るく挨拶をした。社
長の行動は社員に広がり、やがて始業前に出社して
掃除を行う社員が増え、緩んでいた社内の空気が変
化していった。その後、始業前30分間の“早朝勉強
会”を開始し、技術者として顧客の要望を確実に
キャッチするのに必要な聞く力と話す力を社員らに養
わせるほか、社会人としての対応、ものの見方や考
え方などを身につけさせた。ちなみにこの勉強会は、
26年経った今でも続いている。
こうして同社は、数年かけてしっかりと“人財育成”
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る姿勢を向上させ、納期管理と品質管理を徹底させ
ていった。「人が変わると、モノづくりが変わる」と、社
長がいうように、今では納期厳守実績100％、良品
率99.73％という数字を誇る。
現在、設計図をプログラミングしてマシン操作を行

う技術者をはじめ、曲げや溶接等手作業で加工を行
う技術者、多くの知識を持つ素材アドバイザー、製品
の品質をチェックする管理者等、数多くのベテランが
在籍し、各自がそれぞれのスキルを磨きながら、同社
のモノづくりを支えている。
難易度の高い加工依頼や短納期・小ロットの依頼

など、さまざまな顧客の要望に対応する同社の姿勢
と実績はやがて業界で注目を集め、今では口コミだ
けで全国から多くの注文があるという。

同社は日高市にある埼玉工場のほか九州に5工
場を持つ。24時間稼働のため、1日8時間稼働の工
場から見ると、単純計算で3倍の生産力がある。
「同じ機種をまとめて導入し、複数の人が操作・作
業できるようにしています。少ない台数だと全員が使
えないため、1台の機械に熟知した“職人”が生まれ、

その人がいないと仕事が止まってしまう。ですから、
どの機械も複数の人が操作できるようにして、1人で
3台以上の機械を動かし生産性を上げながら、操作
情報を共有し合える“技術者”を養成しています」
全技術者の質を担保し、生産性を上げ、さらには
最新鋭の機械を導入してハードルの高い樹脂加工
の注文に対応―これこそが同社の高品質、短納
期という武器をより強固なものにする鍵となる。その
ため、同社はこれまで臆することなく設備投資を行っ
てきた。売り上げ10億円の時に6億円投資したことも
あったというのだから、その大胆さに驚かされる。

積極的な設備投資の理由について山之上社長は
「お客さまの要望にお応えして、満足していただくた
めです」と語る。
顧客満足の追求。それは社長はじめ全社員に浸透

し、同社のモノづくりの根幹となっている。さらに同社に
はもう一つ大事にしているものがある。従業員満足だ。

「お客さま第一をどう社員の幸せに結びつけるか。
お客さまは満足しても社員が苦しんでいたらどうしよ
うもない。お客さまの要求をかなえて社員にも満足し

九州工場

らに高い技術力で加工され、品質保証課の厳密な
検査後に出荷される製品の品質は高く、顧客から絶
大な支持を得ている。
売上高16億円、営業利益6億円（平成29年3月決

算）、ここ数年は年間約30％の増収増益を達成して
おり、今や同社は株式上場も射程圏内にある。

樹脂加工の営業をしていた山之上社長が独立し
て同社を創業したのは、昭和48（1973）年のこと。
自宅のアパートで簡単な製品を製造することから始
まった。やがて工場を持ち、量産品を手がけるように
なるも利益は薄く、厳しい経営状況が続いた。
「ある日、以前営業をしていた時に難易度の高い
加工で5個という小ロット注文を請け負った会社が、
高額の加工賃を得ていたのを思い出し、当社もそれ
を手がけるしかない、と考えたのです」
そして、量産品を製造しながら特注品の技術を研
究。特注品製造に向けた設備を導入して、徐々に注
文を受けるようになる。やがてバブル景気を追い風
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産業振興レポート

（経常利益）
売上高は2003年度以降概ね横ばい圏内にあっ

たが、経常利益は増加傾向にある。1企業当たりの
経常利益の推移をみると、埼玉県、全国とも2007
年度から減少に転じ、リーマンショックの影響で
2009年度まで減少を続けたが、2010年度からは増
益に転じた。埼玉県は2013年度に減益となったもの
の、2014年度には再び増益となり、経常利益の水
準も725万円と、リーマンショック前のピーク717万
円（2006年度）を上回った。売上高が伸び悩んでい
るのに対し、経常利益は急速に改善している。
ただし、全国の2014年度の経常利益は977万円

と、リーマンショック前のピーク892万円（2006年
度）を9.5％上回っているのに対し、埼玉県は1.0％と
全国に比べると改善テンポはやや鈍い。全国順位は
33位と売上高と同様に下位にあるが（神奈川県41
位、栃木県32位、千葉県30位）、従業者1人当たり
経常利益は55万円と全国18位に上昇する。
（売上高経常利益率とＲＯＡ）

中小企業実態基本調査は、中小企業庁が毎年実施
している調査で2004年より開始された。全国の中小
企業約314万社のうち、業種・従業者規模別に約11万
社が標本抽出されている。調査項目は、損益計算書や
貸借対照表のほか従業者数、設備投資動向等、中小
企業の財務情報等が調査されている。ただし、標本抽
出調査のため抽出件数が少ない都道府県別の計数は
振れが大きくなることがあり、留意が必要である。
本稿では、個人企業を除く法人企業について県内

中小企業の動向を全国と比較しながら概観する。
なお、平成28年の中小企業実態基本調査（平成
27年度決算実績）は昨年7月に発表されたが、全国
の計数のみ公表され都道府県別の計数は公表され
ていないので、本稿では平成15（2003）年度決算
から平成26（2014）年度決算を分析対象とする。

県内中小企業の1企業当たりの従業者数をみると、
2012年度を除き埼玉県が全国を下回って推移して
きた（2012年度は標本抽出調査による統計のブレ
と思われる）。2008年のリーマンショックを境に従業
者数は減少してきたが、2010年度をボトムに従業者
数はやや上向いている。2014年度の従業者数は埼
玉県が13.2人、全国が15.2人となった。

維持・補修・更新）の割合が36.1％と最も高く、以下、
「能力増強」（既存事業部門の売上増大）25.4％、
「省力化・合理化」16.3％、「新規事業」（新規事業
部門への進出・事業転換・兼業部門の強化など多角
化）13.4％となっている。
これをアベノミクス開始前の2002年～12年度平
均と比較すると、「更新投資」（＋3.9ポイント）と「省
力化・合理化」（＋3.2ポイント）が増加し、「能力増
強」（▲5.3ポイント）と「新規事業」（▲0.6ポイント）
が低下した。「更新投資」を行いつつ、「省力化・合
理化」投資を強化する一方、「能力増強」や「新規
事業」への投資はやや控えめになっている。この傾
向は全国でも同じである。

埼玉県と全国の投資目的別構成比を比べると
（2013～14年度平均）、埼玉県は全国に比べ、「能
力増強」の割合が低く、「省力化・合理化」「新規事
業」「更新投資」の割合が高い。県内企業は全国に
比べ、売上増加よりも、合理化や新規事業への投資
に積極的となっている。 （樋口広治）

貸借対照表をみると、まず県内企業の1企業当た
りの総資産は2014年度が2.03億円、2003年度が
2.01億円と統計開始以降、ほぼ横ばいで推移して
きた。全国でも同様の傾向にある。
総資産の規模はほとんど変わっていないが、その

内訳は変化している。純資産が大きく増えた。県内
企業の純資産は2003年度の5,751万円から2014
年度には7,402万円に3割近く増加した。純資産が
増加したのは、利益の蓄積である利益剰余金が増
加したためである。2014年度の利益剰余金は
5,854万円と2003年度に比べ約6割も増加した。
 

（負債）
総資産が横ばいで純資産が増えた結果、負債が減

少した。流動負債は2003年度の7,970万円から2014
年度には6,751万円に減少、固定負債も2013年度の
6,390万円から2014年度は6,184万円に減少した。
社債と長期・短期を合わせた借入金は2003年度

の8,947万円から2014年度の8,081万円に減少し、
借入依存度（借入金÷総資産）も2003年度の

44.5％から2014年度の39.7％に低下した。この借
入金残高の減少と金利の低下により、営業外費用
の支払利息・割引料も減少した。支払利息・割引料
は2003年度の224万円から2014年度には126万
円に減少し、企業の経常利益の増加をもたらした。

（自己資本比率）
この結果、自己資本比率は2003年度の28.6％か

ら2014年度には36.4％に上昇し、県内中小企業の
財務の健全性は向上している。全国でも、自己資本
比率は2003年度の24.7％から37.3％に上昇した。

（流動資産と固定資産）
次に資産サイドをみると、やや振れが大きいが、流
動資産は増加の方向、固定資産は減少方向にある。
流動資産は2003年度の1.09億円から2014年度
の1.16億円に増加、固定資産は9,119万円から
8,719万円に減少した。流動資産が増加したのは、
企業の現金・預金が増加したためである。現金・預金
は2003年度の3,468万円から2014年度の4,693
万円に増加した。現金・預金の対月商比率をみると、
2003年度の1.57カ月から2014年度の2.37カ月に
上昇した。

以上のように、貸借対照表をみると、利益の増加
により内部留保が増えたが、これを借入金の返済と
手元現金の増加にあて、設備投資等の投資は抑制
している様子が伺われる。企業の財務の健全性は
高まったが、企業の将来的な成長性という観点でみ
ると課題があるように思われる。

設備投資の推移をみると、リーマンショック前の
2007年度までは全国と同じように増加傾向にあっ
たが、リーマンショックを契機に減少に転じた後、
2010年度以降はほぼ横ばいで推移している。全国
の設備投資がアベノミクス開始後の2013年度から
増加に転じているが、この動きとはやや異なっている。
設備投資額の目的別構成比をみると（2013～14
年度平均）、「更新投資」（既存建物・設備機器等の

1企業当たりの売上高経常利益率をみると、埼玉
県は全国をやや下回っているもののほぼ同水準で
推移している。リーマンショック後の2009年度に
0.8％まで落ちこんだが、その後上昇に転じ2014年
度は3.05％に達し、リーマンショック前のピーク
2.9％（2006年度）を超えた。経常利益率の全国順
位は19位と比較的上位にある。
1企業当たりのＲＯＡ（総資産経常利益率）につい

ても、埼玉県は全国とほぼ同水準で推移している。
2014年度は3.56％と全国（3.62％）とほぼ並んだ。
全国順位は27位と中位にある。

損益計算書から県内の中小企業をみると、従業
者数や売上高といった規模の面では全国に比べ小
さな企業が多いが、売上高経常利益率やＲＯＡと
いった収益力では全国と並ぶ水準にある。

（総資産と純資産）

都道府県別にみると、埼玉県は40位となっており、
従業者数からみると県内の中小企業は全国に比べ
やや小粒である。関東圏では、神奈川県12.2人（46
位）、栃木県13.9人（37位）、千葉県14.1人（35位）、
東京都14.9人（28位）となっており、近隣都県の企
業も従業者数は少ないところが多い。

（売上高）
県内中小企業の1企業当たりの売上高も従業者
数と同様に、2012年度を除き全国を下回って推移
してきた。リーマンショックを境に埼玉県、全国とも売
上高は減少、埼玉県は2011、12年度と持ち直した
が13年度は再び減少した。2014年度の売上高は
埼玉県が2.4億円、全国は3.1億円となった。埼玉県
の全国順位は36位と下位にあり、近隣都県でも、栃
木県38位、神奈川県37位、千葉県31位と下位にあ
るが、東京都は4位、茨城県は7位と上位にある。

（従業者1人当たり売上高）
売上高を従業者数で割った従業者1人当たり売上
高の推移をみると、これも全国を概ね下回って推移
してきた。2014年度の従業者1人当たり売上高は埼
玉県が1,795万円、全国が2,050万円だった。全国
順位は28位と従業者数や売上高の順位に比べ上
昇している。近隣県では神奈川県が20位、千葉県が
19位と順位が上昇し、東京都は2位だった。

はじめに
当財団では、平成28年4月から、埼玉県との協業
により埼玉の食と農の新たな産業振興施策を探求
する「埼玉型フードシステム研究会」を主宰してい
る。その分科会として農業ロボット、ローカルブラン
ド企業など各種研究会の開催や新製品開発に向
けたコンソーシアムの形成を目指しているが、これ
までの約2年間の活動を振り返り、それらに共通す
る考え方や地域経済の活性化に向けた取り組みに
ついて報告したい。

埼玉型フードシステム研究会とは
（１）基本的な考え方
埼玉型フードシステムとは、埼玉県の特性を活か

し、地域課題やユーザー（実需者・地域住民）を起
点とした、新たなプラットフォームの構築を通じて、
顧客価値や地域経済循環を生み出す農商工連携
の仕組みを意味する。

埼玉県は、農業の生産から加工、流通、消費が同
一地域にあり、ものづくり企業が多く立地していると
いう特性がある。しかしながら、産業施策としては
行政組織の縦割りの影響もあり、そのポテンシャル
を十分に活かしきれているとはいえない。
埼玉型フードシステム研究会は、近接性のある実

需者や地域住民を起点に、優位性の高いバリュー
チェーンや新たなビジネスモデルの構築を追求する
とともに、農業・食品産業の地域課題について、異
業種・異分野連携による解決を目指すものである。
（２）分科会のテーマ
埼玉型フードシステム研究会では、①実需者を起
点としたBtoBビジネスの視点から「埼玉ならではの
カット野菜」「農業ロボット」「次世代コールドチェー
ン」、②地域住民を起点としたBtoCビジネスの視点
から「ローカルブランド企業」などをテーマに分科会
を開催し、新製品や新事業の創出を目指したコン
ソーシアムの形成につなげている。今年度開催した
主な分科会の活動について以下に説明していく。

埼玉ならではのカット野菜研究会の創設
（１）加工・業務用野菜の市場動向
近年、世帯構成の変化（単身、共稼ぎ、高齢者世
帯等の増加）に伴い、総菜や外食向けに加工・業務
用野菜の需要が拡大している。埼玉県は食品メー
カーや外食産業が多く立地しているにもかかわらず、
県産野菜は生鮮出荷中心で農業と食品産業の連
携は十分とれてはいない。一般に加工・業務用野菜
は低価格で高い生産性が求められるが、県内では
その産地育成の取り組みが遅れている。
一方で食品産業のニーズを積極的に取り込む農
業法人や若い生産者が増えてきている。加工・業
務用野菜に対するニーズは多種多様で、県内大手
外食産業ではキャベツや長ネギを１日数トン、低価
格で周年安定供給を求める需要がある一方、イタ
リアンレストラン向け地産地消のヨーロッパ野菜な
ど高付加価値なものまである。埼玉県では、農業と

食品産業の近接性を活かし、加工・業務用野菜に
おいても新たな価値を創出するポテンシャルが高い
といえる。

（２）「埼玉ならではのカット野菜」を目指す
埼玉県はオーダーメイド型産地戦略協議会を設
置し、加工・業務用野菜への対策を強化している。
近年カット野菜に対する需要が拡大しているが、後
発となる埼玉県が先行する他地域と同一の土俵で
価格競争する必要性はない。
例えばカット野菜は、通常一定の消費期限を保
つため、野菜をカットした後に殺菌、洗浄、乾燥とい
う工程がある。そのため生鮮野菜に比べて野菜本
来の美味しさが損なわれるなど商品性に改善の余
地がある。これらカット野菜における課題やニーズ
を起点に、異業種・異分野の連携による「埼玉なら
ではのカット野菜」を目指す研究会を創設した。

同研究会には、カット野菜事業者やものづくり企
業、行政・研究機関などが参加し、「新鮮で風味が
あって美味しいカット野菜」が提供できる殺菌・洗
浄システムや、埼玉県の特性ある野菜と加工技術

を活用したアイデアが出され、県の補助金を活用し
た殺菌装置の開発にもつながっている。

農業ロボット研究会の活動と波及効果
（１）農業界と産業界のギャップ
農業では、担い手の減少や高齢化による労働者
不足が課題とされ、ロボットの導入が期待されてい
るが、実際に実用化されている事例は少ない。
農業の本質的な課題は低所得であり、作業工程
の一部を高額なロボットで代替を図ろうとしても現
場では使えないケースが多い。手段であるはずの
ロボット開発が目的となり、補助金ありきの開発と
なっているケースもみられる。

（２）生産者とものづくり・ＩＴ関連企業の交流の場
農業ロボット研究会では、農業機械・ロボットやＩＣ

Ｔの開発・活用事例を紹介するだけではなく、もの
づくり企業やＩＴ関連企業など異業種の知恵を掛け
合わせ、革新的な課題解決につなげることを目指し
ている。
平成29年度第3回農業ロボット研究会では、ベ

ビーリーフなどの葉物野菜を栽培する生産者が養
液栽培の現状と課題について説明し、企業側の参
加者が細かい生産方法や作業手順の現状を把握、
その後グループに分かれて議論し、各々の得意分
野の知恵を出し合い費用対効果などを踏まえなが
ら機械化が可能な余地を検討した。発表会では、手
作業をそのまま機械に置き換えるのではなく、機械
化に合わせて作業手順の変更に関する意見も出る
など、生産者側にも新たな気づきが生まれている。

（３）農業新技術開発と地域経済循環
埼玉県では、ものづくり企業が持つ先端技術を
活用し農業の省力化や規模拡大につながる技術
開発を支援する事業を始め、農業ロボット研究会の
参加メンバーも公募に参加し、2社の提案が採択さ
れた。その一つの開発テーマが「センサーシステム
を取り入れた自走式青ネギ収穫機」である。
青ネギは西日本でよく使用される食材であるが、
近年、讃岐うどんや博多ラーメンに代表される地域
食文化の交流により、関東圏においても外食チェー
ン店を中心に市場ニーズが拡大している。これまで
青ネギ専用の収穫機が無かったため、生産者が規
模の拡大を図る上で収穫作業の負担増が課題で
あった。本事業では今年度青ネギ収穫機の試作開
発が行われ、県内の圃場で実証実験を始めている。

この青ネギを活用し、生産者による地域活性化の
取り組みも始まった。上里町の農業法人では地域
№1の集客を誇る飲食店と連携し、青ネギを活用し
た商品開発にも取り組んでいる。青ネギはイタリア

が多い。本業である製造卸は生産設備や雇用の維
持のためにスケールを追求する必要があるのに対
し、消費者向けのビジネスはローカル性やストー
リーを追求することから、一見相反するように思え
る。しかし「地域の自慢や誇りをつくる」といった、
ローカルブランド企業としての経営理念（ミッション）
に社員が共感することでモチベーションの向上につ
ながり、直接顧客の意見をきくことで商品開発力も
高まるなど、好循環につながることが期待できる。

埼玉県の地域デザイン
（１）農業の２極化
農業の競争力の強化を目的に、国では大規模
化・機械化・効率化を中心とする生産性向上を目指
す施策が行われている。その対極として地域特産
野菜の魅力を向上させ、食文化の継承と創造を目
指す付加価値創造型の農業も増えつつある。具体
的には有機農法・伝統野菜、体験農園、ファーマー
ズマーケット（直売所）、農家レストランといった生産
者のこだわりや想いを消費者に伝える6次産業化
事業などローカル・フードシステムの取り組みも含ま
れる。

（２）生産性向上とローカル化
生産性向上を目指す農業においても、センサー
やドローンによる温度、湿度などの環境情報や生育
状況を栽培に生かすなど、IoT・AI・ビッグデータ等
の近未来技術を活用した第４次産業革命の試みが
行われている。
一方のローカルな付加価値創造型の農業は、

「心の豊かさ」を求める新しい消費社会における潜
在需要を先取りしたものといえる。ローカル化を単
なる地方創生の動きとして捉えるのではなく、次世
代の顧客を創造するマーケティングやブランディン
グ戦略として高度化していく必要がある。
（３）対極の視点で彩りのある地域デザインを描く
埼玉県は、「全国の縮図」であるとか、「特徴がな

いことが特徴」などと言われ、その多様性から産業
振興施策のストライクゾーンが広く、様々な取り組
みが行われているものの、地域のポテンシャルを十
分生かし切れていない面もある。
人口減少時代の埼玉県の地域デザインを考えた
場合、生産性向上やローカル化のように対極の視
点から地域をとらえ、エッジのきいた産業振興施策
を講ずることで、彩りのある地域デザインが描ける
のではないだろうか。

おわりに
人口減少時代の成熟・縮小経済において、同業
種内においても「価格競争に巻き込まれ衰退する
企業」と「マーケットを自ら創造し成長する企業」に
二極化する傾向にある。地域産業もこれら企業の
集合体であり、一律に従来の延長線上の生産性向
上を目指すのではなく、対極となる視点から産業振
興の全体最適化を図っていく必要がある。これから
の時代は産業振興の本来の目的である「地域の
人々の豊かさの実現」に立ち返ることで、手段であ
る施策の有効性が高まってくると考えられる。
当財団としても、埼玉型フードシステム研究会を
はじめ、実践的な政策研究を通じて、少しでも地域
経済の活性化に貢献していきたい。

ンやパンなどとの相性も良く、新たな地域特産品と
して地域活性化につながることが期待される。この
ように新たな価値を創造し、地域の経済循環を生
み出すことが埼玉型フードシステムの特徴である。

ローカルブランド企業研究会の活動
（１）変わりゆく消費社会
内閣府が毎年行っている国民生活に関する世
論調査によると、物の豊かさよりも心の豊かさを求
める人が年々増えている。

新しい消費社会には「心の豊かさ」や「精神的
充足感」に対する欲求が増えることが想定され、
「知的探究心」「絆（人と人とのつながり）」「地域
貢献」などをキーワードとする「心を豊かにする商
品」が大切になってくると予想される。モノ余りの
時代に「モノ」より「コト」が重要と言われることに
近い概念である。
（２）ローカルブランド企業研究会が目指すもの
このような時代に向けて、中小食品関連企業の
生き残り戦略を探索することを目的に創設した分
科会がローカルブランド企業研究会である。
この研究会は単に地域ブランド商品の開発を目
指すのではなく、企業が地域住民から愛され応援
されることで成長し地域経済の活性化に貢献する、
サステイナブルな（持続可能性の高い）ビジネスモ
デルを構築することにある。
参加企業には製造卸やOEMを主体に成長し、
新規事業として消費者向けビジネスを始めた企業
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●埼玉型フードシステムの構図

●加工・業務用野菜に対する需要とニーズの特異性

●カット野菜研究会の開催風景

●農業界と産業界のギャップ

ユーザーを起点としたマーケットニーズ（潜在的なものを含む）

課題解決 課題解決 地域経済循環

新たな顧客価値の創造

異業種・異分野連携
新たなプラットフォーム

農業生産 食品加工・製造 流通
（卸売・物流）

消費
（外食・小売）

最
終
消
費
者

農業機械・種苗 食品機械・包装 ものづくり企業（FA・ICT等）等

ニーズの特異性→

中規模需要中規模需要
小規模需要小規模需要

＜大口需要＞
大手食品メーカー
大手飲食店チェーン
●低コスト化が重要
　・カット用キャベツ
　・加熱加工用タマネギ
　・ジュース用ニンジン
●周年安定調達
　・端境期対応
　・中間事業者の活用

＜中規模需要＞
中堅・中小食品メーカー
中堅飲食店チェーン
●地域特産野菜利用型
　・少量多品種
　・漬け物需要

＜小規模需要＞
中小・零細食品メーカー
個人飲食店
●高級品・地域名産品原料
　・有機野菜
●ローカルブランド企業向け
　・地産地消
　・ヨーロッパ野菜　等

↑ 

需 

要 

量 大
口
需
要

大
口
需
要

地域産業の課題を地域で解決（異業種・異分野連携）するプラットフォームの必要性

農業界 産業界
○農業者の減少、高齢化の進行
　⇒高い技術・ノウハウを持つ篤農家の減少
○低所得
　⇒農地、流通を含めた様々な課題
○若者の就農・企業の農業参入
　⇒離脱・20haの壁
○地域毎の種類・栽培方法の違い
　⇒気候の違い、ブランド・品種へのこだわり
○農業の２極化
　⇒生産性向上型と付加価値創造型
○現場のニーズは千差万別

○農業現場の理解不足
　⇒本質的な課題・ニーズの無理解
○小さな農業機械市場・高い開発コスト
　⇒補助金ありきのロボット開発
○機械・ロボット・ICTの適合性
　⇒ロボット開発は目的でなく手段
○IoT・AIによるパラダイムシフトへの期待
　⇒センサー・通信インフラ等の低価格化
○地域産業の特性



5 6埼玉りそな経済情報2018.3埼玉りそな経済情報2018.3

産業振興レポート

（経常利益）
売上高は2003年度以降概ね横ばい圏内にあっ

たが、経常利益は増加傾向にある。1企業当たりの
経常利益の推移をみると、埼玉県、全国とも2007
年度から減少に転じ、リーマンショックの影響で
2009年度まで減少を続けたが、2010年度からは増
益に転じた。埼玉県は2013年度に減益となったもの
の、2014年度には再び増益となり、経常利益の水
準も725万円と、リーマンショック前のピーク717万
円（2006年度）を上回った。売上高が伸び悩んでい
るのに対し、経常利益は急速に改善している。
ただし、全国の2014年度の経常利益は977万円

と、リーマンショック前のピーク892万円（2006年
度）を9.5％上回っているのに対し、埼玉県は1.0％と
全国に比べると改善テンポはやや鈍い。全国順位は
33位と売上高と同様に下位にあるが（神奈川県41
位、栃木県32位、千葉県30位）、従業者1人当たり
経常利益は55万円と全国18位に上昇する。
（売上高経常利益率とＲＯＡ）

中小企業実態基本調査は、中小企業庁が毎年実施
している調査で2004年より開始された。全国の中小
企業約314万社のうち、業種・従業者規模別に約11万
社が標本抽出されている。調査項目は、損益計算書や
貸借対照表のほか従業者数、設備投資動向等、中小
企業の財務情報等が調査されている。ただし、標本抽
出調査のため抽出件数が少ない都道府県別の計数は
振れが大きくなることがあり、留意が必要である。
本稿では、個人企業を除く法人企業について県内

中小企業の動向を全国と比較しながら概観する。
なお、平成28年の中小企業実態基本調査（平成
27年度決算実績）は昨年7月に発表されたが、全国
の計数のみ公表され都道府県別の計数は公表され
ていないので、本稿では平成15（2003）年度決算
から平成26（2014）年度決算を分析対象とする。

県内中小企業の1企業当たりの従業者数をみると、
2012年度を除き埼玉県が全国を下回って推移して
きた（2012年度は標本抽出調査による統計のブレ
と思われる）。2008年のリーマンショックを境に従業
者数は減少してきたが、2010年度をボトムに従業者
数はやや上向いている。2014年度の従業者数は埼
玉県が13.2人、全国が15.2人となった。

維持・補修・更新）の割合が36.1％と最も高く、以下、
「能力増強」（既存事業部門の売上増大）25.4％、
「省力化・合理化」16.3％、「新規事業」（新規事業
部門への進出・事業転換・兼業部門の強化など多角
化）13.4％となっている。
これをアベノミクス開始前の2002年～12年度平
均と比較すると、「更新投資」（＋3.9ポイント）と「省
力化・合理化」（＋3.2ポイント）が増加し、「能力増
強」（▲5.3ポイント）と「新規事業」（▲0.6ポイント）
が低下した。「更新投資」を行いつつ、「省力化・合
理化」投資を強化する一方、「能力増強」や「新規
事業」への投資はやや控えめになっている。この傾
向は全国でも同じである。

埼玉県と全国の投資目的別構成比を比べると
（2013～14年度平均）、埼玉県は全国に比べ、「能
力増強」の割合が低く、「省力化・合理化」「新規事
業」「更新投資」の割合が高い。県内企業は全国に
比べ、売上増加よりも、合理化や新規事業への投資
に積極的となっている。 （樋口広治）

貸借対照表をみると、まず県内企業の1企業当た
りの総資産は2014年度が2.03億円、2003年度が
2.01億円と統計開始以降、ほぼ横ばいで推移して
きた。全国でも同様の傾向にある。
総資産の規模はほとんど変わっていないが、その

内訳は変化している。純資産が大きく増えた。県内
企業の純資産は2003年度の5,751万円から2014
年度には7,402万円に3割近く増加した。純資産が
増加したのは、利益の蓄積である利益剰余金が増
加したためである。2014年度の利益剰余金は
5,854万円と2003年度に比べ約6割も増加した。
 

（負債）
総資産が横ばいで純資産が増えた結果、負債が減

少した。流動負債は2003年度の7,970万円から2014
年度には6,751万円に減少、固定負債も2013年度の
6,390万円から2014年度は6,184万円に減少した。
社債と長期・短期を合わせた借入金は2003年度

の8,947万円から2014年度の8,081万円に減少し、
借入依存度（借入金÷総資産）も2003年度の

44.5％から2014年度の39.7％に低下した。この借
入金残高の減少と金利の低下により、営業外費用
の支払利息・割引料も減少した。支払利息・割引料
は2003年度の224万円から2014年度には126万
円に減少し、企業の経常利益の増加をもたらした。

（自己資本比率）
この結果、自己資本比率は2003年度の28.6％か

ら2014年度には36.4％に上昇し、県内中小企業の
財務の健全性は向上している。全国でも、自己資本
比率は2003年度の24.7％から37.3％に上昇した。

（流動資産と固定資産）
次に資産サイドをみると、やや振れが大きいが、流
動資産は増加の方向、固定資産は減少方向にある。
流動資産は2003年度の1.09億円から2014年度
の1.16億円に増加、固定資産は9,119万円から
8,719万円に減少した。流動資産が増加したのは、
企業の現金・預金が増加したためである。現金・預金
は2003年度の3,468万円から2014年度の4,693
万円に増加した。現金・預金の対月商比率をみると、
2003年度の1.57カ月から2014年度の2.37カ月に
上昇した。

以上のように、貸借対照表をみると、利益の増加
により内部留保が増えたが、これを借入金の返済と
手元現金の増加にあて、設備投資等の投資は抑制
している様子が伺われる。企業の財務の健全性は
高まったが、企業の将来的な成長性という観点でみ
ると課題があるように思われる。

設備投資の推移をみると、リーマンショック前の
2007年度までは全国と同じように増加傾向にあっ
たが、リーマンショックを契機に減少に転じた後、
2010年度以降はほぼ横ばいで推移している。全国
の設備投資がアベノミクス開始後の2013年度から
増加に転じているが、この動きとはやや異なっている。
設備投資額の目的別構成比をみると（2013～14
年度平均）、「更新投資」（既存建物・設備機器等の

1企業当たりの売上高経常利益率をみると、埼玉
県は全国をやや下回っているもののほぼ同水準で
推移している。リーマンショック後の2009年度に
0.8％まで落ちこんだが、その後上昇に転じ2014年
度は3.05％に達し、リーマンショック前のピーク
2.9％（2006年度）を超えた。経常利益率の全国順
位は19位と比較的上位にある。
1企業当たりのＲＯＡ（総資産経常利益率）につい

ても、埼玉県は全国とほぼ同水準で推移している。
2014年度は3.56％と全国（3.62％）とほぼ並んだ。
全国順位は27位と中位にある。

損益計算書から県内の中小企業をみると、従業
者数や売上高といった規模の面では全国に比べ小
さな企業が多いが、売上高経常利益率やＲＯＡと
いった収益力では全国と並ぶ水準にある。

（総資産と純資産）

都道府県別にみると、埼玉県は40位となっており、
従業者数からみると県内の中小企業は全国に比べ
やや小粒である。関東圏では、神奈川県12.2人（46
位）、栃木県13.9人（37位）、千葉県14.1人（35位）、
東京都14.9人（28位）となっており、近隣都県の企
業も従業者数は少ないところが多い。

（売上高）
県内中小企業の1企業当たりの売上高も従業者
数と同様に、2012年度を除き全国を下回って推移
してきた。リーマンショックを境に埼玉県、全国とも売
上高は減少、埼玉県は2011、12年度と持ち直した
が13年度は再び減少した。2014年度の売上高は
埼玉県が2.4億円、全国は3.1億円となった。埼玉県
の全国順位は36位と下位にあり、近隣都県でも、栃
木県38位、神奈川県37位、千葉県31位と下位にあ
るが、東京都は4位、茨城県は7位と上位にある。

（従業者1人当たり売上高）
売上高を従業者数で割った従業者1人当たり売上
高の推移をみると、これも全国を概ね下回って推移
してきた。2014年度の従業者1人当たり売上高は埼
玉県が1,795万円、全国が2,050万円だった。全国
順位は28位と従業者数や売上高の順位に比べ上
昇している。近隣県では神奈川県が20位、千葉県が
19位と順位が上昇し、東京都は2位だった。

はじめに
当財団では、平成28年4月から、埼玉県との協業
により埼玉の食と農の新たな産業振興施策を探求
する「埼玉型フードシステム研究会」を主宰してい
る。その分科会として農業ロボット、ローカルブラン
ド企業など各種研究会の開催や新製品開発に向
けたコンソーシアムの形成を目指しているが、これ
までの約2年間の活動を振り返り、それらに共通す
る考え方や地域経済の活性化に向けた取り組みに
ついて報告したい。

埼玉型フードシステム研究会とは
（１）基本的な考え方
埼玉型フードシステムとは、埼玉県の特性を活か

し、地域課題やユーザー（実需者・地域住民）を起
点とした、新たなプラットフォームの構築を通じて、
顧客価値や地域経済循環を生み出す農商工連携
の仕組みを意味する。

埼玉県は、農業の生産から加工、流通、消費が同
一地域にあり、ものづくり企業が多く立地していると
いう特性がある。しかしながら、産業施策としては
行政組織の縦割りの影響もあり、そのポテンシャル
を十分に活かしきれているとはいえない。
埼玉型フードシステム研究会は、近接性のある実

需者や地域住民を起点に、優位性の高いバリュー
チェーンや新たなビジネスモデルの構築を追求する
とともに、農業・食品産業の地域課題について、異
業種・異分野連携による解決を目指すものである。
（２）分科会のテーマ
埼玉型フードシステム研究会では、①実需者を起
点としたBtoBビジネスの視点から「埼玉ならではの
カット野菜」「農業ロボット」「次世代コールドチェー
ン」、②地域住民を起点としたBtoCビジネスの視点
から「ローカルブランド企業」などをテーマに分科会
を開催し、新製品や新事業の創出を目指したコン
ソーシアムの形成につなげている。今年度開催した
主な分科会の活動について以下に説明していく。

埼玉ならではのカット野菜研究会の創設
（１）加工・業務用野菜の市場動向
近年、世帯構成の変化（単身、共稼ぎ、高齢者世
帯等の増加）に伴い、総菜や外食向けに加工・業務
用野菜の需要が拡大している。埼玉県は食品メー
カーや外食産業が多く立地しているにもかかわらず、
県産野菜は生鮮出荷中心で農業と食品産業の連
携は十分とれてはいない。一般に加工・業務用野菜
は低価格で高い生産性が求められるが、県内では
その産地育成の取り組みが遅れている。
一方で食品産業のニーズを積極的に取り込む農
業法人や若い生産者が増えてきている。加工・業
務用野菜に対するニーズは多種多様で、県内大手
外食産業ではキャベツや長ネギを１日数トン、低価
格で周年安定供給を求める需要がある一方、イタ
リアンレストラン向け地産地消のヨーロッパ野菜な
ど高付加価値なものまである。埼玉県では、農業と

食品産業の近接性を活かし、加工・業務用野菜に
おいても新たな価値を創出するポテンシャルが高い
といえる。

（２）「埼玉ならではのカット野菜」を目指す
埼玉県はオーダーメイド型産地戦略協議会を設
置し、加工・業務用野菜への対策を強化している。
近年カット野菜に対する需要が拡大しているが、後
発となる埼玉県が先行する他地域と同一の土俵で
価格競争する必要性はない。
例えばカット野菜は、通常一定の消費期限を保
つため、野菜をカットした後に殺菌、洗浄、乾燥とい
う工程がある。そのため生鮮野菜に比べて野菜本
来の美味しさが損なわれるなど商品性に改善の余
地がある。これらカット野菜における課題やニーズ
を起点に、異業種・異分野の連携による「埼玉なら
ではのカット野菜」を目指す研究会を創設した。

同研究会には、カット野菜事業者やものづくり企
業、行政・研究機関などが参加し、「新鮮で風味が
あって美味しいカット野菜」が提供できる殺菌・洗
浄システムや、埼玉県の特性ある野菜と加工技術

を活用したアイデアが出され、県の補助金を活用し
た殺菌装置の開発にもつながっている。

農業ロボット研究会の活動と波及効果
（１）農業界と産業界のギャップ
農業では、担い手の減少や高齢化による労働者
不足が課題とされ、ロボットの導入が期待されてい
るが、実際に実用化されている事例は少ない。
農業の本質的な課題は低所得であり、作業工程
の一部を高額なロボットで代替を図ろうとしても現
場では使えないケースが多い。手段であるはずの
ロボット開発が目的となり、補助金ありきの開発と
なっているケースもみられる。

（２）生産者とものづくり・ＩＴ関連企業の交流の場
農業ロボット研究会では、農業機械・ロボットやＩＣ

Ｔの開発・活用事例を紹介するだけではなく、もの
づくり企業やＩＴ関連企業など異業種の知恵を掛け
合わせ、革新的な課題解決につなげることを目指し
ている。
平成29年度第3回農業ロボット研究会では、ベ

ビーリーフなどの葉物野菜を栽培する生産者が養
液栽培の現状と課題について説明し、企業側の参
加者が細かい生産方法や作業手順の現状を把握、
その後グループに分かれて議論し、各々の得意分
野の知恵を出し合い費用対効果などを踏まえなが
ら機械化が可能な余地を検討した。発表会では、手
作業をそのまま機械に置き換えるのではなく、機械
化に合わせて作業手順の変更に関する意見も出る
など、生産者側にも新たな気づきが生まれている。

（３）農業新技術開発と地域経済循環
埼玉県では、ものづくり企業が持つ先端技術を
活用し農業の省力化や規模拡大につながる技術
開発を支援する事業を始め、農業ロボット研究会の
参加メンバーも公募に参加し、2社の提案が採択さ
れた。その一つの開発テーマが「センサーシステム
を取り入れた自走式青ネギ収穫機」である。
青ネギは西日本でよく使用される食材であるが、
近年、讃岐うどんや博多ラーメンに代表される地域
食文化の交流により、関東圏においても外食チェー
ン店を中心に市場ニーズが拡大している。これまで
青ネギ専用の収穫機が無かったため、生産者が規
模の拡大を図る上で収穫作業の負担増が課題で
あった。本事業では今年度青ネギ収穫機の試作開
発が行われ、県内の圃場で実証実験を始めている。

この青ネギを活用し、生産者による地域活性化の
取り組みも始まった。上里町の農業法人では地域
№1の集客を誇る飲食店と連携し、青ネギを活用し
た商品開発にも取り組んでいる。青ネギはイタリア

が多い。本業である製造卸は生産設備や雇用の維
持のためにスケールを追求する必要があるのに対
し、消費者向けのビジネスはローカル性やストー
リーを追求することから、一見相反するように思え
る。しかし「地域の自慢や誇りをつくる」といった、
ローカルブランド企業としての経営理念（ミッション）
に社員が共感することでモチベーションの向上につ
ながり、直接顧客の意見をきくことで商品開発力も
高まるなど、好循環につながることが期待できる。

埼玉県の地域デザイン
（１）農業の２極化
農業の競争力の強化を目的に、国では大規模
化・機械化・効率化を中心とする生産性向上を目指
す施策が行われている。その対極として地域特産
野菜の魅力を向上させ、食文化の継承と創造を目
指す付加価値創造型の農業も増えつつある。具体
的には有機農法・伝統野菜、体験農園、ファーマー
ズマーケット（直売所）、農家レストランといった生産
者のこだわりや想いを消費者に伝える6次産業化
事業などローカル・フードシステムの取り組みも含ま
れる。

（２）生産性向上とローカル化
生産性向上を目指す農業においても、センサー
やドローンによる温度、湿度などの環境情報や生育
状況を栽培に生かすなど、IoT・AI・ビッグデータ等
の近未来技術を活用した第４次産業革命の試みが
行われている。
一方のローカルな付加価値創造型の農業は、

「心の豊かさ」を求める新しい消費社会における潜
在需要を先取りしたものといえる。ローカル化を単
なる地方創生の動きとして捉えるのではなく、次世
代の顧客を創造するマーケティングやブランディン
グ戦略として高度化していく必要がある。
（３）対極の視点で彩りのある地域デザインを描く
埼玉県は、「全国の縮図」であるとか、「特徴がな

いことが特徴」などと言われ、その多様性から産業
振興施策のストライクゾーンが広く、様々な取り組
みが行われているものの、地域のポテンシャルを十
分生かし切れていない面もある。
人口減少時代の埼玉県の地域デザインを考えた
場合、生産性向上やローカル化のように対極の視
点から地域をとらえ、エッジのきいた産業振興施策
を講ずることで、彩りのある地域デザインが描ける
のではないだろうか。

おわりに
人口減少時代の成熟・縮小経済において、同業
種内においても「価格競争に巻き込まれ衰退する
企業」と「マーケットを自ら創造し成長する企業」に
二極化する傾向にある。地域産業もこれら企業の
集合体であり、一律に従来の延長線上の生産性向
上を目指すのではなく、対極となる視点から産業振
興の全体最適化を図っていく必要がある。これから
の時代は産業振興の本来の目的である「地域の
人々の豊かさの実現」に立ち返ることで、手段であ
る施策の有効性が高まってくると考えられる。
当財団としても、埼玉型フードシステム研究会を
はじめ、実践的な政策研究を通じて、少しでも地域
経済の活性化に貢献していきたい。

ンやパンなどとの相性も良く、新たな地域特産品と
して地域活性化につながることが期待される。この
ように新たな価値を創造し、地域の経済循環を生
み出すことが埼玉型フードシステムの特徴である。

ローカルブランド企業研究会の活動
（１）変わりゆく消費社会
内閣府が毎年行っている国民生活に関する世
論調査によると、物の豊かさよりも心の豊かさを求
める人が年々増えている。

新しい消費社会には「心の豊かさ」や「精神的
充足感」に対する欲求が増えることが想定され、
「知的探究心」「絆（人と人とのつながり）」「地域
貢献」などをキーワードとする「心を豊かにする商
品」が大切になってくると予想される。モノ余りの
時代に「モノ」より「コト」が重要と言われることに
近い概念である。
（２）ローカルブランド企業研究会が目指すもの
このような時代に向けて、中小食品関連企業の
生き残り戦略を探索することを目的に創設した分
科会がローカルブランド企業研究会である。
この研究会は単に地域ブランド商品の開発を目
指すのではなく、企業が地域住民から愛され応援
されることで成長し地域経済の活性化に貢献する、
サステイナブルな（持続可能性の高い）ビジネスモ
デルを構築することにある。
参加企業には製造卸やOEMを主体に成長し、
新規事業として消費者向けビジネスを始めた企業

産学官連携推進室
室長 真鍋伸次

埼玉型フードシステム研究会
の活動と地域経済の活性化
埼玉型フードシステム研究会
の活動と地域経済の活性化

●埼玉型フードシステムの構図

●加工・業務用野菜に対する需要とニーズの特異性

●カット野菜研究会の開催風景

●農業界と産業界のギャップ

ユーザーを起点としたマーケットニーズ（潜在的なものを含む）

課題解決 課題解決 地域経済循環

新たな顧客価値の創造

異業種・異分野連携
新たなプラットフォーム

農業生産 食品加工・製造 流通
（卸売・物流）

消費
（外食・小売）

最
終
消
費
者

農業機械・種苗 食品機械・包装 ものづくり企業（FA・ICT等）等

ニーズの特異性→

中規模需要中規模需要
小規模需要小規模需要

＜大口需要＞
大手食品メーカー
大手飲食店チェーン
●低コスト化が重要
　・カット用キャベツ
　・加熱加工用タマネギ
　・ジュース用ニンジン
●周年安定調達
　・端境期対応
　・中間事業者の活用

＜中規模需要＞
中堅・中小食品メーカー
中堅飲食店チェーン
●地域特産野菜利用型
　・少量多品種
　・漬け物需要

＜小規模需要＞
中小・零細食品メーカー
個人飲食店
●高級品・地域名産品原料
　・有機野菜
●ローカルブランド企業向け
　・地産地消
　・ヨーロッパ野菜　等

↑ 

需 

要 

量 大
口
需
要

大
口
需
要

地域産業の課題を地域で解決（異業種・異分野連携）するプラットフォームの必要性

農業界 産業界
○農業者の減少、高齢化の進行
　⇒高い技術・ノウハウを持つ篤農家の減少
○低所得
　⇒農地、流通を含めた様々な課題
○若者の就農・企業の農業参入
　⇒離脱・20haの壁
○地域毎の種類・栽培方法の違い
　⇒気候の違い、ブランド・品種へのこだわり
○農業の２極化
　⇒生産性向上型と付加価値創造型
○現場のニーズは千差万別

○農業現場の理解不足
　⇒本質的な課題・ニーズの無理解
○小さな農業機械市場・高い開発コスト
　⇒補助金ありきのロボット開発
○機械・ロボット・ICTの適合性
　⇒ロボット開発は目的でなく手段
○IoT・AIによるパラダイムシフトへの期待
　⇒センサー・通信インフラ等の低価格化
○地域産業の特性
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（経常利益）
売上高は2003年度以降概ね横ばい圏内にあっ

たが、経常利益は増加傾向にある。1企業当たりの
経常利益の推移をみると、埼玉県、全国とも2007
年度から減少に転じ、リーマンショックの影響で
2009年度まで減少を続けたが、2010年度からは増
益に転じた。埼玉県は2013年度に減益となったもの
の、2014年度には再び増益となり、経常利益の水
準も725万円と、リーマンショック前のピーク717万
円（2006年度）を上回った。売上高が伸び悩んでい
るのに対し、経常利益は急速に改善している。
ただし、全国の2014年度の経常利益は977万円

と、リーマンショック前のピーク892万円（2006年
度）を9.5％上回っているのに対し、埼玉県は1.0％と
全国に比べると改善テンポはやや鈍い。全国順位は
33位と売上高と同様に下位にあるが（神奈川県41
位、栃木県32位、千葉県30位）、従業者1人当たり
経常利益は55万円と全国18位に上昇する。
（売上高経常利益率とＲＯＡ）

中小企業実態基本調査は、中小企業庁が毎年実施
している調査で2004年より開始された。全国の中小
企業約314万社のうち、業種・従業者規模別に約11万
社が標本抽出されている。調査項目は、損益計算書や
貸借対照表のほか従業者数、設備投資動向等、中小
企業の財務情報等が調査されている。ただし、標本抽
出調査のため抽出件数が少ない都道府県別の計数は
振れが大きくなることがあり、留意が必要である。
本稿では、個人企業を除く法人企業について県内

中小企業の動向を全国と比較しながら概観する。
なお、平成28年の中小企業実態基本調査（平成
27年度決算実績）は昨年7月に発表されたが、全国
の計数のみ公表され都道府県別の計数は公表され
ていないので、本稿では平成15（2003）年度決算
から平成26（2014）年度決算を分析対象とする。

県内中小企業の1企業当たりの従業者数をみると、
2012年度を除き埼玉県が全国を下回って推移して
きた（2012年度は標本抽出調査による統計のブレ
と思われる）。2008年のリーマンショックを境に従業
者数は減少してきたが、2010年度をボトムに従業者
数はやや上向いている。2014年度の従業者数は埼
玉県が13.2人、全国が15.2人となった。

維持・補修・更新）の割合が36.1％と最も高く、以下、
「能力増強」（既存事業部門の売上増大）25.4％、
「省力化・合理化」16.3％、「新規事業」（新規事業
部門への進出・事業転換・兼業部門の強化など多角
化）13.4％となっている。
これをアベノミクス開始前の2002年～12年度平
均と比較すると、「更新投資」（＋3.9ポイント）と「省
力化・合理化」（＋3.2ポイント）が増加し、「能力増
強」（▲5.3ポイント）と「新規事業」（▲0.6ポイント）
が低下した。「更新投資」を行いつつ、「省力化・合
理化」投資を強化する一方、「能力増強」や「新規
事業」への投資はやや控えめになっている。この傾
向は全国でも同じである。

埼玉県と全国の投資目的別構成比を比べると
（2013～14年度平均）、埼玉県は全国に比べ、「能
力増強」の割合が低く、「省力化・合理化」「新規事
業」「更新投資」の割合が高い。県内企業は全国に
比べ、売上増加よりも、合理化や新規事業への投資
に積極的となっている。 （樋口広治）

貸借対照表をみると、まず県内企業の1企業当た
りの総資産は2014年度が2.03億円、2003年度が
2.01億円と統計開始以降、ほぼ横ばいで推移して
きた。全国でも同様の傾向にある。
総資産の規模はほとんど変わっていないが、その

内訳は変化している。純資産が大きく増えた。県内
企業の純資産は2003年度の5,751万円から2014
年度には7,402万円に3割近く増加した。純資産が
増加したのは、利益の蓄積である利益剰余金が増
加したためである。2014年度の利益剰余金は
5,854万円と2003年度に比べ約6割も増加した。
 

（負債）
総資産が横ばいで純資産が増えた結果、負債が減

少した。流動負債は2003年度の7,970万円から2014
年度には6,751万円に減少、固定負債も2013年度の
6,390万円から2014年度は6,184万円に減少した。
社債と長期・短期を合わせた借入金は2003年度

の8,947万円から2014年度の8,081万円に減少し、
借入依存度（借入金÷総資産）も2003年度の

44.5％から2014年度の39.7％に低下した。この借
入金残高の減少と金利の低下により、営業外費用
の支払利息・割引料も減少した。支払利息・割引料
は2003年度の224万円から2014年度には126万
円に減少し、企業の経常利益の増加をもたらした。

（自己資本比率）
この結果、自己資本比率は2003年度の28.6％か

ら2014年度には36.4％に上昇し、県内中小企業の
財務の健全性は向上している。全国でも、自己資本
比率は2003年度の24.7％から37.3％に上昇した。

（流動資産と固定資産）
次に資産サイドをみると、やや振れが大きいが、流
動資産は増加の方向、固定資産は減少方向にある。
流動資産は2003年度の1.09億円から2014年度
の1.16億円に増加、固定資産は9,119万円から
8,719万円に減少した。流動資産が増加したのは、
企業の現金・預金が増加したためである。現金・預金
は2003年度の3,468万円から2014年度の4,693
万円に増加した。現金・預金の対月商比率をみると、
2003年度の1.57カ月から2014年度の2.37カ月に
上昇した。

以上のように、貸借対照表をみると、利益の増加
により内部留保が増えたが、これを借入金の返済と
手元現金の増加にあて、設備投資等の投資は抑制
している様子が伺われる。企業の財務の健全性は
高まったが、企業の将来的な成長性という観点でみ
ると課題があるように思われる。

設備投資の推移をみると、リーマンショック前の
2007年度までは全国と同じように増加傾向にあっ
たが、リーマンショックを契機に減少に転じた後、
2010年度以降はほぼ横ばいで推移している。全国
の設備投資がアベノミクス開始後の2013年度から
増加に転じているが、この動きとはやや異なっている。
設備投資額の目的別構成比をみると（2013～14
年度平均）、「更新投資」（既存建物・設備機器等の

1企業当たりの売上高経常利益率をみると、埼玉
県は全国をやや下回っているもののほぼ同水準で
推移している。リーマンショック後の2009年度に
0.8％まで落ちこんだが、その後上昇に転じ2014年
度は3.05％に達し、リーマンショック前のピーク
2.9％（2006年度）を超えた。経常利益率の全国順
位は19位と比較的上位にある。
1企業当たりのＲＯＡ（総資産経常利益率）につい

ても、埼玉県は全国とほぼ同水準で推移している。
2014年度は3.56％と全国（3.62％）とほぼ並んだ。
全国順位は27位と中位にある。

損益計算書から県内の中小企業をみると、従業
者数や売上高といった規模の面では全国に比べ小
さな企業が多いが、売上高経常利益率やＲＯＡと
いった収益力では全国と並ぶ水準にある。

（総資産と純資産）

都道府県別にみると、埼玉県は40位となっており、
従業者数からみると県内の中小企業は全国に比べ
やや小粒である。関東圏では、神奈川県12.2人（46
位）、栃木県13.9人（37位）、千葉県14.1人（35位）、
東京都14.9人（28位）となっており、近隣都県の企
業も従業者数は少ないところが多い。

（売上高）
県内中小企業の1企業当たりの売上高も従業者
数と同様に、2012年度を除き全国を下回って推移
してきた。リーマンショックを境に埼玉県、全国とも売
上高は減少、埼玉県は2011、12年度と持ち直した
が13年度は再び減少した。2014年度の売上高は
埼玉県が2.4億円、全国は3.1億円となった。埼玉県
の全国順位は36位と下位にあり、近隣都県でも、栃
木県38位、神奈川県37位、千葉県31位と下位にあ
るが、東京都は4位、茨城県は7位と上位にある。

（従業者1人当たり売上高）
売上高を従業者数で割った従業者1人当たり売上
高の推移をみると、これも全国を概ね下回って推移
してきた。2014年度の従業者1人当たり売上高は埼
玉県が1,795万円、全国が2,050万円だった。全国
順位は28位と従業者数や売上高の順位に比べ上
昇している。近隣県では神奈川県が20位、千葉県が
19位と順位が上昇し、東京都は2位だった。

はじめに
当財団では、平成28年4月から、埼玉県との協業
により埼玉の食と農の新たな産業振興施策を探求
する「埼玉型フードシステム研究会」を主宰してい
る。その分科会として農業ロボット、ローカルブラン
ド企業など各種研究会の開催や新製品開発に向
けたコンソーシアムの形成を目指しているが、これ
までの約2年間の活動を振り返り、それらに共通す
る考え方や地域経済の活性化に向けた取り組みに
ついて報告したい。

埼玉型フードシステム研究会とは
（１）基本的な考え方
埼玉型フードシステムとは、埼玉県の特性を活か

し、地域課題やユーザー（実需者・地域住民）を起
点とした、新たなプラットフォームの構築を通じて、
顧客価値や地域経済循環を生み出す農商工連携
の仕組みを意味する。

埼玉県は、農業の生産から加工、流通、消費が同
一地域にあり、ものづくり企業が多く立地していると
いう特性がある。しかしながら、産業施策としては
行政組織の縦割りの影響もあり、そのポテンシャル
を十分に活かしきれているとはいえない。
埼玉型フードシステム研究会は、近接性のある実

需者や地域住民を起点に、優位性の高いバリュー
チェーンや新たなビジネスモデルの構築を追求する
とともに、農業・食品産業の地域課題について、異
業種・異分野連携による解決を目指すものである。
（２）分科会のテーマ
埼玉型フードシステム研究会では、①実需者を起
点としたBtoBビジネスの視点から「埼玉ならではの
カット野菜」「農業ロボット」「次世代コールドチェー
ン」、②地域住民を起点としたBtoCビジネスの視点
から「ローカルブランド企業」などをテーマに分科会
を開催し、新製品や新事業の創出を目指したコン
ソーシアムの形成につなげている。今年度開催した
主な分科会の活動について以下に説明していく。

埼玉ならではのカット野菜研究会の創設
（１）加工・業務用野菜の市場動向
近年、世帯構成の変化（単身、共稼ぎ、高齢者世
帯等の増加）に伴い、総菜や外食向けに加工・業務
用野菜の需要が拡大している。埼玉県は食品メー
カーや外食産業が多く立地しているにもかかわらず、
県産野菜は生鮮出荷中心で農業と食品産業の連
携は十分とれてはいない。一般に加工・業務用野菜
は低価格で高い生産性が求められるが、県内では
その産地育成の取り組みが遅れている。
一方で食品産業のニーズを積極的に取り込む農
業法人や若い生産者が増えてきている。加工・業
務用野菜に対するニーズは多種多様で、県内大手
外食産業ではキャベツや長ネギを１日数トン、低価
格で周年安定供給を求める需要がある一方、イタ
リアンレストラン向け地産地消のヨーロッパ野菜な
ど高付加価値なものまである。埼玉県では、農業と

食品産業の近接性を活かし、加工・業務用野菜に
おいても新たな価値を創出するポテンシャルが高い
といえる。

（２）「埼玉ならではのカット野菜」を目指す
埼玉県はオーダーメイド型産地戦略協議会を設
置し、加工・業務用野菜への対策を強化している。
近年カット野菜に対する需要が拡大しているが、後
発となる埼玉県が先行する他地域と同一の土俵で
価格競争する必要性はない。
例えばカット野菜は、通常一定の消費期限を保
つため、野菜をカットした後に殺菌、洗浄、乾燥とい
う工程がある。そのため生鮮野菜に比べて野菜本
来の美味しさが損なわれるなど商品性に改善の余
地がある。これらカット野菜における課題やニーズ
を起点に、異業種・異分野の連携による「埼玉なら
ではのカット野菜」を目指す研究会を創設した。

同研究会には、カット野菜事業者やものづくり企
業、行政・研究機関などが参加し、「新鮮で風味が
あって美味しいカット野菜」が提供できる殺菌・洗
浄システムや、埼玉県の特性ある野菜と加工技術

を活用したアイデアが出され、県の補助金を活用し
た殺菌装置の開発にもつながっている。

農業ロボット研究会の活動と波及効果
（１）農業界と産業界のギャップ
農業では、担い手の減少や高齢化による労働者
不足が課題とされ、ロボットの導入が期待されてい
るが、実際に実用化されている事例は少ない。
農業の本質的な課題は低所得であり、作業工程
の一部を高額なロボットで代替を図ろうとしても現
場では使えないケースが多い。手段であるはずの
ロボット開発が目的となり、補助金ありきの開発と
なっているケースもみられる。

（２）生産者とものづくり・ＩＴ関連企業の交流の場
農業ロボット研究会では、農業機械・ロボットやＩＣ

Ｔの開発・活用事例を紹介するだけではなく、もの
づくり企業やＩＴ関連企業など異業種の知恵を掛け
合わせ、革新的な課題解決につなげることを目指し
ている。
平成29年度第3回農業ロボット研究会では、ベ

ビーリーフなどの葉物野菜を栽培する生産者が養
液栽培の現状と課題について説明し、企業側の参
加者が細かい生産方法や作業手順の現状を把握、
その後グループに分かれて議論し、各々の得意分
野の知恵を出し合い費用対効果などを踏まえなが
ら機械化が可能な余地を検討した。発表会では、手
作業をそのまま機械に置き換えるのではなく、機械
化に合わせて作業手順の変更に関する意見も出る
など、生産者側にも新たな気づきが生まれている。

（３）農業新技術開発と地域経済循環
埼玉県では、ものづくり企業が持つ先端技術を
活用し農業の省力化や規模拡大につながる技術
開発を支援する事業を始め、農業ロボット研究会の
参加メンバーも公募に参加し、2社の提案が採択さ
れた。その一つの開発テーマが「センサーシステム
を取り入れた自走式青ネギ収穫機」である。
青ネギは西日本でよく使用される食材であるが、
近年、讃岐うどんや博多ラーメンに代表される地域
食文化の交流により、関東圏においても外食チェー
ン店を中心に市場ニーズが拡大している。これまで
青ネギ専用の収穫機が無かったため、生産者が規
模の拡大を図る上で収穫作業の負担増が課題で
あった。本事業では今年度青ネギ収穫機の試作開
発が行われ、県内の圃場で実証実験を始めている。

この青ネギを活用し、生産者による地域活性化の
取り組みも始まった。上里町の農業法人では地域
№1の集客を誇る飲食店と連携し、青ネギを活用し
た商品開発にも取り組んでいる。青ネギはイタリア

が多い。本業である製造卸は生産設備や雇用の維
持のためにスケールを追求する必要があるのに対
し、消費者向けのビジネスはローカル性やストー
リーを追求することから、一見相反するように思え
る。しかし「地域の自慢や誇りをつくる」といった、
ローカルブランド企業としての経営理念（ミッション）
に社員が共感することでモチベーションの向上につ
ながり、直接顧客の意見をきくことで商品開発力も
高まるなど、好循環につながることが期待できる。

埼玉県の地域デザイン
（１）農業の２極化
農業の競争力の強化を目的に、国では大規模
化・機械化・効率化を中心とする生産性向上を目指
す施策が行われている。その対極として地域特産
野菜の魅力を向上させ、食文化の継承と創造を目
指す付加価値創造型の農業も増えつつある。具体
的には有機農法・伝統野菜、体験農園、ファーマー
ズマーケット（直売所）、農家レストランといった生産
者のこだわりや想いを消費者に伝える6次産業化
事業などローカル・フードシステムの取り組みも含ま
れる。

（２）生産性向上とローカル化
生産性向上を目指す農業においても、センサー
やドローンによる温度、湿度などの環境情報や生育
状況を栽培に生かすなど、IoT・AI・ビッグデータ等
の近未来技術を活用した第４次産業革命の試みが
行われている。
一方のローカルな付加価値創造型の農業は、

「心の豊かさ」を求める新しい消費社会における潜
在需要を先取りしたものといえる。ローカル化を単
なる地方創生の動きとして捉えるのではなく、次世
代の顧客を創造するマーケティングやブランディン
グ戦略として高度化していく必要がある。
（３）対極の視点で彩りのある地域デザインを描く
埼玉県は、「全国の縮図」であるとか、「特徴がな

いことが特徴」などと言われ、その多様性から産業
振興施策のストライクゾーンが広く、様々な取り組
みが行われているものの、地域のポテンシャルを十
分生かし切れていない面もある。
人口減少時代の埼玉県の地域デザインを考えた
場合、生産性向上やローカル化のように対極の視
点から地域をとらえ、エッジのきいた産業振興施策
を講ずることで、彩りのある地域デザインが描ける
のではないだろうか。

おわりに
人口減少時代の成熟・縮小経済において、同業
種内においても「価格競争に巻き込まれ衰退する
企業」と「マーケットを自ら創造し成長する企業」に
二極化する傾向にある。地域産業もこれら企業の
集合体であり、一律に従来の延長線上の生産性向
上を目指すのではなく、対極となる視点から産業振
興の全体最適化を図っていく必要がある。これから
の時代は産業振興の本来の目的である「地域の
人々の豊かさの実現」に立ち返ることで、手段であ
る施策の有効性が高まってくると考えられる。
当財団としても、埼玉型フードシステム研究会を
はじめ、実践的な政策研究を通じて、少しでも地域
経済の活性化に貢献していきたい。

ンやパンなどとの相性も良く、新たな地域特産品と
して地域活性化につながることが期待される。この
ように新たな価値を創造し、地域の経済循環を生
み出すことが埼玉型フードシステムの特徴である。

ローカルブランド企業研究会の活動
（１）変わりゆく消費社会
内閣府が毎年行っている国民生活に関する世
論調査によると、物の豊かさよりも心の豊かさを求
める人が年々増えている。

新しい消費社会には「心の豊かさ」や「精神的
充足感」に対する欲求が増えることが想定され、
「知的探究心」「絆（人と人とのつながり）」「地域
貢献」などをキーワードとする「心を豊かにする商
品」が大切になってくると予想される。モノ余りの
時代に「モノ」より「コト」が重要と言われることに
近い概念である。
（２）ローカルブランド企業研究会が目指すもの
このような時代に向けて、中小食品関連企業の
生き残り戦略を探索することを目的に創設した分
科会がローカルブランド企業研究会である。
この研究会は単に地域ブランド商品の開発を目
指すのではなく、企業が地域住民から愛され応援
されることで成長し地域経済の活性化に貢献する、
サステイナブルな（持続可能性の高い）ビジネスモ
デルを構築することにある。
参加企業には製造卸やOEMを主体に成長し、
新規事業として消費者向けビジネスを始めた企業

●農業ロボット研究会の開催風景

●自走式青ネギ収穫機の試作機

●ローカルブランド企業研究会の開催風景

●農業の２極化に対するアプローチ
１．大規模化・機械化・効率化

（生産性向上型）

・大規模化
・機械化・省力化
・生産法人の集約化
・高収量品種の開発

・多品種少量
・有機農法・伝統野菜
・直売所（ファーマーズマーケット）
・農家レストラン
・体験農園・グリーンツーリズム・
 企業ファーム

２．地域特産野菜の魅力向上
（付加価値創造型）

競争力強化

経営力向上、サプライチェーン構築 地域コミュニティ形成、６次産業化、
ブランド化（価値創造）

食文化の継承と創造
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資料：内閣府「国民生活に関する世論調査」（平成29年6月）
（注）「物の豊かさと心の豊かさのどちらに重きをおきたいか」についての質問に対する回答
　　割合

1972 75 78 81 84 87 90 93 96 2002 5 8 11 14 17

62.6

29.2

（%）

（年）

心の豊かさ 物の豊かさ
●「心の豊かさ、物の豊かさ」調査



7 8埼玉りそな経済情報2018.3埼玉りそな経済情報2018.3

（経常利益）
売上高は2003年度以降概ね横ばい圏内にあっ

たが、経常利益は増加傾向にある。1企業当たりの
経常利益の推移をみると、埼玉県、全国とも2007
年度から減少に転じ、リーマンショックの影響で
2009年度まで減少を続けたが、2010年度からは増
益に転じた。埼玉県は2013年度に減益となったもの
の、2014年度には再び増益となり、経常利益の水
準も725万円と、リーマンショック前のピーク717万
円（2006年度）を上回った。売上高が伸び悩んでい
るのに対し、経常利益は急速に改善している。
ただし、全国の2014年度の経常利益は977万円

と、リーマンショック前のピーク892万円（2006年
度）を9.5％上回っているのに対し、埼玉県は1.0％と
全国に比べると改善テンポはやや鈍い。全国順位は
33位と売上高と同様に下位にあるが（神奈川県41
位、栃木県32位、千葉県30位）、従業者1人当たり
経常利益は55万円と全国18位に上昇する。
（売上高経常利益率とＲＯＡ）

中小企業実態基本調査は、中小企業庁が毎年実施
している調査で2004年より開始された。全国の中小
企業約314万社のうち、業種・従業者規模別に約11万
社が標本抽出されている。調査項目は、損益計算書や
貸借対照表のほか従業者数、設備投資動向等、中小
企業の財務情報等が調査されている。ただし、標本抽
出調査のため抽出件数が少ない都道府県別の計数は
振れが大きくなることがあり、留意が必要である。
本稿では、個人企業を除く法人企業について県内

中小企業の動向を全国と比較しながら概観する。
なお、平成28年の中小企業実態基本調査（平成
27年度決算実績）は昨年7月に発表されたが、全国
の計数のみ公表され都道府県別の計数は公表され
ていないので、本稿では平成15（2003）年度決算
から平成26（2014）年度決算を分析対象とする。

県内中小企業の1企業当たりの従業者数をみると、
2012年度を除き埼玉県が全国を下回って推移して
きた（2012年度は標本抽出調査による統計のブレ
と思われる）。2008年のリーマンショックを境に従業
者数は減少してきたが、2010年度をボトムに従業者
数はやや上向いている。2014年度の従業者数は埼
玉県が13.2人、全国が15.2人となった。

維持・補修・更新）の割合が36.1％と最も高く、以下、
「能力増強」（既存事業部門の売上増大）25.4％、
「省力化・合理化」16.3％、「新規事業」（新規事業
部門への進出・事業転換・兼業部門の強化など多角
化）13.4％となっている。
これをアベノミクス開始前の2002年～12年度平
均と比較すると、「更新投資」（＋3.9ポイント）と「省
力化・合理化」（＋3.2ポイント）が増加し、「能力増
強」（▲5.3ポイント）と「新規事業」（▲0.6ポイント）
が低下した。「更新投資」を行いつつ、「省力化・合
理化」投資を強化する一方、「能力増強」や「新規
事業」への投資はやや控えめになっている。この傾
向は全国でも同じである。

埼玉県と全国の投資目的別構成比を比べると
（2013～14年度平均）、埼玉県は全国に比べ、「能
力増強」の割合が低く、「省力化・合理化」「新規事
業」「更新投資」の割合が高い。県内企業は全国に
比べ、売上増加よりも、合理化や新規事業への投資
に積極的となっている。 （樋口広治）

貸借対照表をみると、まず県内企業の1企業当た
りの総資産は2014年度が2.03億円、2003年度が
2.01億円と統計開始以降、ほぼ横ばいで推移して
きた。全国でも同様の傾向にある。
総資産の規模はほとんど変わっていないが、その

内訳は変化している。純資産が大きく増えた。県内
企業の純資産は2003年度の5,751万円から2014
年度には7,402万円に3割近く増加した。純資産が
増加したのは、利益の蓄積である利益剰余金が増
加したためである。2014年度の利益剰余金は
5,854万円と2003年度に比べ約6割も増加した。
 

（負債）
総資産が横ばいで純資産が増えた結果、負債が減

少した。流動負債は2003年度の7,970万円から2014
年度には6,751万円に減少、固定負債も2013年度の
6,390万円から2014年度は6,184万円に減少した。
社債と長期・短期を合わせた借入金は2003年度

の8,947万円から2014年度の8,081万円に減少し、
借入依存度（借入金÷総資産）も2003年度の

44.5％から2014年度の39.7％に低下した。この借
入金残高の減少と金利の低下により、営業外費用
の支払利息・割引料も減少した。支払利息・割引料
は2003年度の224万円から2014年度には126万
円に減少し、企業の経常利益の増加をもたらした。

（自己資本比率）
この結果、自己資本比率は2003年度の28.6％か

ら2014年度には36.4％に上昇し、県内中小企業の
財務の健全性は向上している。全国でも、自己資本
比率は2003年度の24.7％から37.3％に上昇した。

（流動資産と固定資産）
次に資産サイドをみると、やや振れが大きいが、流
動資産は増加の方向、固定資産は減少方向にある。
流動資産は2003年度の1.09億円から2014年度
の1.16億円に増加、固定資産は9,119万円から
8,719万円に減少した。流動資産が増加したのは、
企業の現金・預金が増加したためである。現金・預金
は2003年度の3,468万円から2014年度の4,693
万円に増加した。現金・預金の対月商比率をみると、
2003年度の1.57カ月から2014年度の2.37カ月に
上昇した。

以上のように、貸借対照表をみると、利益の増加
により内部留保が増えたが、これを借入金の返済と
手元現金の増加にあて、設備投資等の投資は抑制
している様子が伺われる。企業の財務の健全性は
高まったが、企業の将来的な成長性という観点でみ
ると課題があるように思われる。

設備投資の推移をみると、リーマンショック前の
2007年度までは全国と同じように増加傾向にあっ
たが、リーマンショックを契機に減少に転じた後、
2010年度以降はほぼ横ばいで推移している。全国
の設備投資がアベノミクス開始後の2013年度から
増加に転じているが、この動きとはやや異なっている。
設備投資額の目的別構成比をみると（2013～14
年度平均）、「更新投資」（既存建物・設備機器等の

1企業当たりの売上高経常利益率をみると、埼玉
県は全国をやや下回っているもののほぼ同水準で
推移している。リーマンショック後の2009年度に
0.8％まで落ちこんだが、その後上昇に転じ2014年
度は3.05％に達し、リーマンショック前のピーク
2.9％（2006年度）を超えた。経常利益率の全国順
位は19位と比較的上位にある。
1企業当たりのＲＯＡ（総資産経常利益率）につい

ても、埼玉県は全国とほぼ同水準で推移している。
2014年度は3.56％と全国（3.62％）とほぼ並んだ。
全国順位は27位と中位にある。

損益計算書から県内の中小企業をみると、従業
者数や売上高といった規模の面では全国に比べ小
さな企業が多いが、売上高経常利益率やＲＯＡと
いった収益力では全国と並ぶ水準にある。

（総資産と純資産）

都道府県別にみると、埼玉県は40位となっており、
従業者数からみると県内の中小企業は全国に比べ
やや小粒である。関東圏では、神奈川県12.2人（46
位）、栃木県13.9人（37位）、千葉県14.1人（35位）、
東京都14.9人（28位）となっており、近隣都県の企
業も従業者数は少ないところが多い。

（売上高）
県内中小企業の1企業当たりの売上高も従業者
数と同様に、2012年度を除き全国を下回って推移
してきた。リーマンショックを境に埼玉県、全国とも売
上高は減少、埼玉県は2011、12年度と持ち直した
が13年度は再び減少した。2014年度の売上高は
埼玉県が2.4億円、全国は3.1億円となった。埼玉県
の全国順位は36位と下位にあり、近隣都県でも、栃
木県38位、神奈川県37位、千葉県31位と下位にあ
るが、東京都は4位、茨城県は7位と上位にある。

（従業者1人当たり売上高）
売上高を従業者数で割った従業者1人当たり売上
高の推移をみると、これも全国を概ね下回って推移
してきた。2014年度の従業者1人当たり売上高は埼
玉県が1,795万円、全国が2,050万円だった。全国
順位は28位と従業者数や売上高の順位に比べ上
昇している。近隣県では神奈川県が20位、千葉県が
19位と順位が上昇し、東京都は2位だった。

はじめに
当財団では、平成28年4月から、埼玉県との協業
により埼玉の食と農の新たな産業振興施策を探求
する「埼玉型フードシステム研究会」を主宰してい
る。その分科会として農業ロボット、ローカルブラン
ド企業など各種研究会の開催や新製品開発に向
けたコンソーシアムの形成を目指しているが、これ
までの約2年間の活動を振り返り、それらに共通す
る考え方や地域経済の活性化に向けた取り組みに
ついて報告したい。

埼玉型フードシステム研究会とは
（１）基本的な考え方
埼玉型フードシステムとは、埼玉県の特性を活か

し、地域課題やユーザー（実需者・地域住民）を起
点とした、新たなプラットフォームの構築を通じて、
顧客価値や地域経済循環を生み出す農商工連携
の仕組みを意味する。

埼玉県は、農業の生産から加工、流通、消費が同
一地域にあり、ものづくり企業が多く立地していると
いう特性がある。しかしながら、産業施策としては
行政組織の縦割りの影響もあり、そのポテンシャル
を十分に活かしきれているとはいえない。
埼玉型フードシステム研究会は、近接性のある実

需者や地域住民を起点に、優位性の高いバリュー
チェーンや新たなビジネスモデルの構築を追求する
とともに、農業・食品産業の地域課題について、異
業種・異分野連携による解決を目指すものである。
（２）分科会のテーマ
埼玉型フードシステム研究会では、①実需者を起
点としたBtoBビジネスの視点から「埼玉ならではの
カット野菜」「農業ロボット」「次世代コールドチェー
ン」、②地域住民を起点としたBtoCビジネスの視点
から「ローカルブランド企業」などをテーマに分科会
を開催し、新製品や新事業の創出を目指したコン
ソーシアムの形成につなげている。今年度開催した
主な分科会の活動について以下に説明していく。

埼玉ならではのカット野菜研究会の創設
（１）加工・業務用野菜の市場動向
近年、世帯構成の変化（単身、共稼ぎ、高齢者世
帯等の増加）に伴い、総菜や外食向けに加工・業務
用野菜の需要が拡大している。埼玉県は食品メー
カーや外食産業が多く立地しているにもかかわらず、
県産野菜は生鮮出荷中心で農業と食品産業の連
携は十分とれてはいない。一般に加工・業務用野菜
は低価格で高い生産性が求められるが、県内では
その産地育成の取り組みが遅れている。
一方で食品産業のニーズを積極的に取り込む農
業法人や若い生産者が増えてきている。加工・業
務用野菜に対するニーズは多種多様で、県内大手
外食産業ではキャベツや長ネギを１日数トン、低価
格で周年安定供給を求める需要がある一方、イタ
リアンレストラン向け地産地消のヨーロッパ野菜な
ど高付加価値なものまである。埼玉県では、農業と

食品産業の近接性を活かし、加工・業務用野菜に
おいても新たな価値を創出するポテンシャルが高い
といえる。

（２）「埼玉ならではのカット野菜」を目指す
埼玉県はオーダーメイド型産地戦略協議会を設
置し、加工・業務用野菜への対策を強化している。
近年カット野菜に対する需要が拡大しているが、後
発となる埼玉県が先行する他地域と同一の土俵で
価格競争する必要性はない。
例えばカット野菜は、通常一定の消費期限を保
つため、野菜をカットした後に殺菌、洗浄、乾燥とい
う工程がある。そのため生鮮野菜に比べて野菜本
来の美味しさが損なわれるなど商品性に改善の余
地がある。これらカット野菜における課題やニーズ
を起点に、異業種・異分野の連携による「埼玉なら
ではのカット野菜」を目指す研究会を創設した。

同研究会には、カット野菜事業者やものづくり企
業、行政・研究機関などが参加し、「新鮮で風味が
あって美味しいカット野菜」が提供できる殺菌・洗
浄システムや、埼玉県の特性ある野菜と加工技術

を活用したアイデアが出され、県の補助金を活用し
た殺菌装置の開発にもつながっている。

農業ロボット研究会の活動と波及効果
（１）農業界と産業界のギャップ
農業では、担い手の減少や高齢化による労働者
不足が課題とされ、ロボットの導入が期待されてい
るが、実際に実用化されている事例は少ない。
農業の本質的な課題は低所得であり、作業工程
の一部を高額なロボットで代替を図ろうとしても現
場では使えないケースが多い。手段であるはずの
ロボット開発が目的となり、補助金ありきの開発と
なっているケースもみられる。

（２）生産者とものづくり・ＩＴ関連企業の交流の場
農業ロボット研究会では、農業機械・ロボットやＩＣ

Ｔの開発・活用事例を紹介するだけではなく、もの
づくり企業やＩＴ関連企業など異業種の知恵を掛け
合わせ、革新的な課題解決につなげることを目指し
ている。
平成29年度第3回農業ロボット研究会では、ベ

ビーリーフなどの葉物野菜を栽培する生産者が養
液栽培の現状と課題について説明し、企業側の参
加者が細かい生産方法や作業手順の現状を把握、
その後グループに分かれて議論し、各々の得意分
野の知恵を出し合い費用対効果などを踏まえなが
ら機械化が可能な余地を検討した。発表会では、手
作業をそのまま機械に置き換えるのではなく、機械
化に合わせて作業手順の変更に関する意見も出る
など、生産者側にも新たな気づきが生まれている。

（３）農業新技術開発と地域経済循環
埼玉県では、ものづくり企業が持つ先端技術を
活用し農業の省力化や規模拡大につながる技術
開発を支援する事業を始め、農業ロボット研究会の
参加メンバーも公募に参加し、2社の提案が採択さ
れた。その一つの開発テーマが「センサーシステム
を取り入れた自走式青ネギ収穫機」である。
青ネギは西日本でよく使用される食材であるが、
近年、讃岐うどんや博多ラーメンに代表される地域
食文化の交流により、関東圏においても外食チェー
ン店を中心に市場ニーズが拡大している。これまで
青ネギ専用の収穫機が無かったため、生産者が規
模の拡大を図る上で収穫作業の負担増が課題で
あった。本事業では今年度青ネギ収穫機の試作開
発が行われ、県内の圃場で実証実験を始めている。

この青ネギを活用し、生産者による地域活性化の
取り組みも始まった。上里町の農業法人では地域
№1の集客を誇る飲食店と連携し、青ネギを活用し
た商品開発にも取り組んでいる。青ネギはイタリア

が多い。本業である製造卸は生産設備や雇用の維
持のためにスケールを追求する必要があるのに対
し、消費者向けのビジネスはローカル性やストー
リーを追求することから、一見相反するように思え
る。しかし「地域の自慢や誇りをつくる」といった、
ローカルブランド企業としての経営理念（ミッション）
に社員が共感することでモチベーションの向上につ
ながり、直接顧客の意見をきくことで商品開発力も
高まるなど、好循環につながることが期待できる。

埼玉県の地域デザイン
（１）農業の２極化
農業の競争力の強化を目的に、国では大規模
化・機械化・効率化を中心とする生産性向上を目指
す施策が行われている。その対極として地域特産
野菜の魅力を向上させ、食文化の継承と創造を目
指す付加価値創造型の農業も増えつつある。具体
的には有機農法・伝統野菜、体験農園、ファーマー
ズマーケット（直売所）、農家レストランといった生産
者のこだわりや想いを消費者に伝える6次産業化
事業などローカル・フードシステムの取り組みも含ま
れる。

（２）生産性向上とローカル化
生産性向上を目指す農業においても、センサー
やドローンによる温度、湿度などの環境情報や生育
状況を栽培に生かすなど、IoT・AI・ビッグデータ等
の近未来技術を活用した第４次産業革命の試みが
行われている。
一方のローカルな付加価値創造型の農業は、

「心の豊かさ」を求める新しい消費社会における潜
在需要を先取りしたものといえる。ローカル化を単
なる地方創生の動きとして捉えるのではなく、次世
代の顧客を創造するマーケティングやブランディン
グ戦略として高度化していく必要がある。
（３）対極の視点で彩りのある地域デザインを描く
埼玉県は、「全国の縮図」であるとか、「特徴がな

いことが特徴」などと言われ、その多様性から産業
振興施策のストライクゾーンが広く、様々な取り組
みが行われているものの、地域のポテンシャルを十
分生かし切れていない面もある。
人口減少時代の埼玉県の地域デザインを考えた
場合、生産性向上やローカル化のように対極の視
点から地域をとらえ、エッジのきいた産業振興施策
を講ずることで、彩りのある地域デザインが描ける
のではないだろうか。

おわりに
人口減少時代の成熟・縮小経済において、同業
種内においても「価格競争に巻き込まれ衰退する
企業」と「マーケットを自ら創造し成長する企業」に
二極化する傾向にある。地域産業もこれら企業の
集合体であり、一律に従来の延長線上の生産性向
上を目指すのではなく、対極となる視点から産業振
興の全体最適化を図っていく必要がある。これから
の時代は産業振興の本来の目的である「地域の
人々の豊かさの実現」に立ち返ることで、手段であ
る施策の有効性が高まってくると考えられる。
当財団としても、埼玉型フードシステム研究会を
はじめ、実践的な政策研究を通じて、少しでも地域
経済の活性化に貢献していきたい。

ンやパンなどとの相性も良く、新たな地域特産品と
して地域活性化につながることが期待される。この
ように新たな価値を創造し、地域の経済循環を生
み出すことが埼玉型フードシステムの特徴である。

ローカルブランド企業研究会の活動
（１）変わりゆく消費社会
内閣府が毎年行っている国民生活に関する世
論調査によると、物の豊かさよりも心の豊かさを求
める人が年々増えている。

新しい消費社会には「心の豊かさ」や「精神的
充足感」に対する欲求が増えることが想定され、
「知的探究心」「絆（人と人とのつながり）」「地域
貢献」などをキーワードとする「心を豊かにする商
品」が大切になってくると予想される。モノ余りの
時代に「モノ」より「コト」が重要と言われることに
近い概念である。
（２）ローカルブランド企業研究会が目指すもの
このような時代に向けて、中小食品関連企業の
生き残り戦略を探索することを目的に創設した分
科会がローカルブランド企業研究会である。
この研究会は単に地域ブランド商品の開発を目
指すのではなく、企業が地域住民から愛され応援
されることで成長し地域経済の活性化に貢献する、
サステイナブルな（持続可能性の高い）ビジネスモ
デルを構築することにある。
参加企業には製造卸やOEMを主体に成長し、
新規事業として消費者向けビジネスを始めた企業

●農業ロボット研究会の開催風景

●自走式青ネギ収穫機の試作機

●ローカルブランド企業研究会の開催風景

●農業の２極化に対するアプローチ
１．大規模化・機械化・効率化

（生産性向上型）

・大規模化
・機械化・省力化
・生産法人の集約化
・高収量品種の開発

・多品種少量
・有機農法・伝統野菜
・直売所（ファーマーズマーケット）
・農家レストラン
・体験農園・グリーンツーリズム・
 企業ファーム

２．地域特産野菜の魅力向上
（付加価値創造型）

競争力強化

経営力向上、サプライチェーン構築 地域コミュニティ形成、６次産業化、
ブランド化（価値創造）

食文化の継承と創造
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資料：内閣府「国民生活に関する世論調査」（平成29年6月）
（注）「物の豊かさと心の豊かさのどちらに重きをおきたいか」についての質問に対する回答
　　割合

1972 75 78 81 84 87 90 93 96 2002 5 8 11 14 17

62.6

29.2

（%）

（年）

心の豊かさ 物の豊かさ
●「心の豊かさ、物の豊かさ」調査
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Research
調査

（経常利益）
売上高は2003年度以降概ね横ばい圏内にあっ

たが、経常利益は増加傾向にある。1企業当たりの
経常利益の推移をみると、埼玉県、全国とも2007
年度から減少に転じ、リーマンショックの影響で
2009年度まで減少を続けたが、2010年度からは増
益に転じた。埼玉県は2013年度に減益となったもの
の、2014年度には再び増益となり、経常利益の水
準も725万円と、リーマンショック前のピーク717万
円（2006年度）を上回った。売上高が伸び悩んでい
るのに対し、経常利益は急速に改善している。
ただし、全国の2014年度の経常利益は977万円

と、リーマンショック前のピーク892万円（2006年
度）を9.5％上回っているのに対し、埼玉県は1.0％と
全国に比べると改善テンポはやや鈍い。全国順位は
33位と売上高と同様に下位にあるが（神奈川県41
位、栃木県32位、千葉県30位）、従業者1人当たり
経常利益は55万円と全国18位に上昇する。
（売上高経常利益率とＲＯＡ）

中小企業実態基本調査は、中小企業庁が毎年実施
している調査で2004年より開始された。全国の中小
企業約314万社のうち、業種・従業者規模別に約11万
社が標本抽出されている。調査項目は、損益計算書や
貸借対照表のほか従業者数、設備投資動向等、中小
企業の財務情報等が調査されている。ただし、標本抽
出調査のため抽出件数が少ない都道府県別の計数は
振れが大きくなることがあり、留意が必要である。
本稿では、個人企業を除く法人企業について県内

中小企業の動向を全国と比較しながら概観する。
なお、平成28年の中小企業実態基本調査（平成
27年度決算実績）は昨年7月に発表されたが、全国
の計数のみ公表され都道府県別の計数は公表され
ていないので、本稿では平成15（2003）年度決算
から平成26（2014）年度決算を分析対象とする。

県内中小企業の1企業当たりの従業者数をみると、
2012年度を除き埼玉県が全国を下回って推移して
きた（2012年度は標本抽出調査による統計のブレ
と思われる）。2008年のリーマンショックを境に従業
者数は減少してきたが、2010年度をボトムに従業者
数はやや上向いている。2014年度の従業者数は埼
玉県が13.2人、全国が15.2人となった。

維持・補修・更新）の割合が36.1％と最も高く、以下、
「能力増強」（既存事業部門の売上増大）25.4％、
「省力化・合理化」16.3％、「新規事業」（新規事業
部門への進出・事業転換・兼業部門の強化など多角
化）13.4％となっている。
これをアベノミクス開始前の2002年～12年度平
均と比較すると、「更新投資」（＋3.9ポイント）と「省
力化・合理化」（＋3.2ポイント）が増加し、「能力増
強」（▲5.3ポイント）と「新規事業」（▲0.6ポイント）
が低下した。「更新投資」を行いつつ、「省力化・合
理化」投資を強化する一方、「能力増強」や「新規
事業」への投資はやや控えめになっている。この傾
向は全国でも同じである。

埼玉県と全国の投資目的別構成比を比べると
（2013～14年度平均）、埼玉県は全国に比べ、「能
力増強」の割合が低く、「省力化・合理化」「新規事
業」「更新投資」の割合が高い。県内企業は全国に
比べ、売上増加よりも、合理化や新規事業への投資
に積極的となっている。 （樋口広治）

貸借対照表をみると、まず県内企業の1企業当た
りの総資産は2014年度が2.03億円、2003年度が
2.01億円と統計開始以降、ほぼ横ばいで推移して
きた。全国でも同様の傾向にある。
総資産の規模はほとんど変わっていないが、その

内訳は変化している。純資産が大きく増えた。県内
企業の純資産は2003年度の5,751万円から2014
年度には7,402万円に3割近く増加した。純資産が
増加したのは、利益の蓄積である利益剰余金が増
加したためである。2014年度の利益剰余金は
5,854万円と2003年度に比べ約6割も増加した。
 

（負債）
総資産が横ばいで純資産が増えた結果、負債が減

少した。流動負債は2003年度の7,970万円から2014
年度には6,751万円に減少、固定負債も2013年度の
6,390万円から2014年度は6,184万円に減少した。
社債と長期・短期を合わせた借入金は2003年度

の8,947万円から2014年度の8,081万円に減少し、
借入依存度（借入金÷総資産）も2003年度の

44.5％から2014年度の39.7％に低下した。この借
入金残高の減少と金利の低下により、営業外費用
の支払利息・割引料も減少した。支払利息・割引料
は2003年度の224万円から2014年度には126万
円に減少し、企業の経常利益の増加をもたらした。

（自己資本比率）
この結果、自己資本比率は2003年度の28.6％か

ら2014年度には36.4％に上昇し、県内中小企業の
財務の健全性は向上している。全国でも、自己資本
比率は2003年度の24.7％から37.3％に上昇した。

（流動資産と固定資産）
次に資産サイドをみると、やや振れが大きいが、流
動資産は増加の方向、固定資産は減少方向にある。
流動資産は2003年度の1.09億円から2014年度
の1.16億円に増加、固定資産は9,119万円から
8,719万円に減少した。流動資産が増加したのは、
企業の現金・預金が増加したためである。現金・預金
は2003年度の3,468万円から2014年度の4,693
万円に増加した。現金・預金の対月商比率をみると、
2003年度の1.57カ月から2014年度の2.37カ月に
上昇した。

以上のように、貸借対照表をみると、利益の増加
により内部留保が増えたが、これを借入金の返済と
手元現金の増加にあて、設備投資等の投資は抑制
している様子が伺われる。企業の財務の健全性は
高まったが、企業の将来的な成長性という観点でみ
ると課題があるように思われる。

設備投資の推移をみると、リーマンショック前の
2007年度までは全国と同じように増加傾向にあっ
たが、リーマンショックを契機に減少に転じた後、
2010年度以降はほぼ横ばいで推移している。全国
の設備投資がアベノミクス開始後の2013年度から
増加に転じているが、この動きとはやや異なっている。
設備投資額の目的別構成比をみると（2013～14
年度平均）、「更新投資」（既存建物・設備機器等の

県内中小企業の従業者数

1企業当たりの売上高経常利益率をみると、埼玉
県は全国をやや下回っているもののほぼ同水準で
推移している。リーマンショック後の2009年度に
0.8％まで落ちこんだが、その後上昇に転じ2014年
度は3.05％に達し、リーマンショック前のピーク
2.9％（2006年度）を超えた。経常利益率の全国順
位は19位と比較的上位にある。
1企業当たりのＲＯＡ（総資産経常利益率）につい

ても、埼玉県は全国とほぼ同水準で推移している。
2014年度は3.56％と全国（3.62％）とほぼ並んだ。
全国順位は27位と中位にある。

損益計算書から県内の中小企業をみると、従業
者数や売上高といった規模の面では全国に比べ小
さな企業が多いが、売上高経常利益率やＲＯＡと
いった収益力では全国と並ぶ水準にある。

（総資産と純資産）

都道府県別にみると、埼玉県は40位となっており、
従業者数からみると県内の中小企業は全国に比べ
やや小粒である。関東圏では、神奈川県12.2人（46
位）、栃木県13.9人（37位）、千葉県14.1人（35位）、
東京都14.9人（28位）となっており、近隣都県の企
業も従業者数は少ないところが多い。

（売上高）
県内中小企業の1企業当たりの売上高も従業者
数と同様に、2012年度を除き全国を下回って推移
してきた。リーマンショックを境に埼玉県、全国とも売
上高は減少、埼玉県は2011、12年度と持ち直した
が13年度は再び減少した。2014年度の売上高は
埼玉県が2.4億円、全国は3.1億円となった。埼玉県
の全国順位は36位と下位にあり、近隣都県でも、栃
木県38位、神奈川県37位、千葉県31位と下位にあ
るが、東京都は4位、茨城県は7位と上位にある。

（従業者1人当たり売上高）
売上高を従業者数で割った従業者1人当たり売上
高の推移をみると、これも全国を概ね下回って推移
してきた。2014年度の従業者1人当たり売上高は埼
玉県が1,795万円、全国が2,050万円だった。全国
順位は28位と従業者数や売上高の順位に比べ上
昇している。近隣県では神奈川県が20位、千葉県が
19位と順位が上昇し、東京都は2位だった。
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Research
調査

（経常利益）
売上高は2003年度以降概ね横ばい圏内にあっ

たが、経常利益は増加傾向にある。1企業当たりの
経常利益の推移をみると、埼玉県、全国とも2007
年度から減少に転じ、リーマンショックの影響で
2009年度まで減少を続けたが、2010年度からは増
益に転じた。埼玉県は2013年度に減益となったもの
の、2014年度には再び増益となり、経常利益の水
準も725万円と、リーマンショック前のピーク717万
円（2006年度）を上回った。売上高が伸び悩んでい
るのに対し、経常利益は急速に改善している。
ただし、全国の2014年度の経常利益は977万円

と、リーマンショック前のピーク892万円（2006年
度）を9.5％上回っているのに対し、埼玉県は1.0％と
全国に比べると改善テンポはやや鈍い。全国順位は
33位と売上高と同様に下位にあるが（神奈川県41
位、栃木県32位、千葉県30位）、従業者1人当たり
経常利益は55万円と全国18位に上昇する。
（売上高経常利益率とＲＯＡ）

中小企業実態基本調査は、中小企業庁が毎年実施
している調査で2004年より開始された。全国の中小
企業約314万社のうち、業種・従業者規模別に約11万
社が標本抽出されている。調査項目は、損益計算書や
貸借対照表のほか従業者数、設備投資動向等、中小
企業の財務情報等が調査されている。ただし、標本抽
出調査のため抽出件数が少ない都道府県別の計数は
振れが大きくなることがあり、留意が必要である。
本稿では、個人企業を除く法人企業について県内

中小企業の動向を全国と比較しながら概観する。
なお、平成28年の中小企業実態基本調査（平成
27年度決算実績）は昨年7月に発表されたが、全国
の計数のみ公表され都道府県別の計数は公表され
ていないので、本稿では平成15（2003）年度決算
から平成26（2014）年度決算を分析対象とする。

県内中小企業の1企業当たりの従業者数をみると、
2012年度を除き埼玉県が全国を下回って推移して
きた（2012年度は標本抽出調査による統計のブレ
と思われる）。2008年のリーマンショックを境に従業
者数は減少してきたが、2010年度をボトムに従業者
数はやや上向いている。2014年度の従業者数は埼
玉県が13.2人、全国が15.2人となった。

維持・補修・更新）の割合が36.1％と最も高く、以下、
「能力増強」（既存事業部門の売上増大）25.4％、
「省力化・合理化」16.3％、「新規事業」（新規事業
部門への進出・事業転換・兼業部門の強化など多角
化）13.4％となっている。
これをアベノミクス開始前の2002年～12年度平
均と比較すると、「更新投資」（＋3.9ポイント）と「省
力化・合理化」（＋3.2ポイント）が増加し、「能力増
強」（▲5.3ポイント）と「新規事業」（▲0.6ポイント）
が低下した。「更新投資」を行いつつ、「省力化・合
理化」投資を強化する一方、「能力増強」や「新規
事業」への投資はやや控えめになっている。この傾
向は全国でも同じである。

埼玉県と全国の投資目的別構成比を比べると
（2013～14年度平均）、埼玉県は全国に比べ、「能
力増強」の割合が低く、「省力化・合理化」「新規事
業」「更新投資」の割合が高い。県内企業は全国に
比べ、売上増加よりも、合理化や新規事業への投資
に積極的となっている。 （樋口広治）

貸借対照表をみると、まず県内企業の1企業当た
りの総資産は2014年度が2.03億円、2003年度が
2.01億円と統計開始以降、ほぼ横ばいで推移して
きた。全国でも同様の傾向にある。
総資産の規模はほとんど変わっていないが、その

内訳は変化している。純資産が大きく増えた。県内
企業の純資産は2003年度の5,751万円から2014
年度には7,402万円に3割近く増加した。純資産が
増加したのは、利益の蓄積である利益剰余金が増
加したためである。2014年度の利益剰余金は
5,854万円と2003年度に比べ約6割も増加した。
 

（負債）
総資産が横ばいで純資産が増えた結果、負債が減

少した。流動負債は2003年度の7,970万円から2014
年度には6,751万円に減少、固定負債も2013年度の
6,390万円から2014年度は6,184万円に減少した。
社債と長期・短期を合わせた借入金は2003年度

の8,947万円から2014年度の8,081万円に減少し、
借入依存度（借入金÷総資産）も2003年度の

44.5％から2014年度の39.7％に低下した。この借
入金残高の減少と金利の低下により、営業外費用
の支払利息・割引料も減少した。支払利息・割引料
は2003年度の224万円から2014年度には126万
円に減少し、企業の経常利益の増加をもたらした。

（自己資本比率）
この結果、自己資本比率は2003年度の28.6％か

ら2014年度には36.4％に上昇し、県内中小企業の
財務の健全性は向上している。全国でも、自己資本
比率は2003年度の24.7％から37.3％に上昇した。

（流動資産と固定資産）
次に資産サイドをみると、やや振れが大きいが、流
動資産は増加の方向、固定資産は減少方向にある。
流動資産は2003年度の1.09億円から2014年度
の1.16億円に増加、固定資産は9,119万円から
8,719万円に減少した。流動資産が増加したのは、
企業の現金・預金が増加したためである。現金・預金
は2003年度の3,468万円から2014年度の4,693
万円に増加した。現金・預金の対月商比率をみると、
2003年度の1.57カ月から2014年度の2.37カ月に
上昇した。

以上のように、貸借対照表をみると、利益の増加
により内部留保が増えたが、これを借入金の返済と
手元現金の増加にあて、設備投資等の投資は抑制
している様子が伺われる。企業の財務の健全性は
高まったが、企業の将来的な成長性という観点でみ
ると課題があるように思われる。

設備投資の推移をみると、リーマンショック前の
2007年度までは全国と同じように増加傾向にあっ
たが、リーマンショックを契機に減少に転じた後、
2010年度以降はほぼ横ばいで推移している。全国
の設備投資がアベノミクス開始後の2013年度から
増加に転じているが、この動きとはやや異なっている。
設備投資額の目的別構成比をみると（2013～14
年度平均）、「更新投資」（既存建物・設備機器等の

県内中小企業の従業者数

1企業当たりの売上高経常利益率をみると、埼玉
県は全国をやや下回っているもののほぼ同水準で
推移している。リーマンショック後の2009年度に
0.8％まで落ちこんだが、その後上昇に転じ2014年
度は3.05％に達し、リーマンショック前のピーク
2.9％（2006年度）を超えた。経常利益率の全国順
位は19位と比較的上位にある。
1企業当たりのＲＯＡ（総資産経常利益率）につい

ても、埼玉県は全国とほぼ同水準で推移している。
2014年度は3.56％と全国（3.62％）とほぼ並んだ。
全国順位は27位と中位にある。

損益計算書から県内の中小企業をみると、従業
者数や売上高といった規模の面では全国に比べ小
さな企業が多いが、売上高経常利益率やＲＯＡと
いった収益力では全国と並ぶ水準にある。

（総資産と純資産）

都道府県別にみると、埼玉県は40位となっており、
従業者数からみると県内の中小企業は全国に比べ
やや小粒である。関東圏では、神奈川県12.2人（46
位）、栃木県13.9人（37位）、千葉県14.1人（35位）、
東京都14.9人（28位）となっており、近隣都県の企
業も従業者数は少ないところが多い。

（売上高）
県内中小企業の1企業当たりの売上高も従業者
数と同様に、2012年度を除き全国を下回って推移
してきた。リーマンショックを境に埼玉県、全国とも売
上高は減少、埼玉県は2011、12年度と持ち直した
が13年度は再び減少した。2014年度の売上高は
埼玉県が2.4億円、全国は3.1億円となった。埼玉県
の全国順位は36位と下位にあり、近隣都県でも、栃
木県38位、神奈川県37位、千葉県31位と下位にあ
るが、東京都は4位、茨城県は7位と上位にある。

（従業者1人当たり売上高）
売上高を従業者数で割った従業者1人当たり売上
高の推移をみると、これも全国を概ね下回って推移
してきた。2014年度の従業者1人当たり売上高は埼
玉県が1,795万円、全国が2,050万円だった。全国
順位は28位と従業者数や売上高の順位に比べ上
昇している。近隣県では神奈川県が20位、千葉県が
19位と順位が上昇し、東京都は2位だった。
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（経常利益）
売上高は2003年度以降概ね横ばい圏内にあっ

たが、経常利益は増加傾向にある。1企業当たりの
経常利益の推移をみると、埼玉県、全国とも2007
年度から減少に転じ、リーマンショックの影響で
2009年度まで減少を続けたが、2010年度からは増
益に転じた。埼玉県は2013年度に減益となったもの
の、2014年度には再び増益となり、経常利益の水
準も725万円と、リーマンショック前のピーク717万
円（2006年度）を上回った。売上高が伸び悩んでい
るのに対し、経常利益は急速に改善している。
ただし、全国の2014年度の経常利益は977万円

と、リーマンショック前のピーク892万円（2006年
度）を9.5％上回っているのに対し、埼玉県は1.0％と
全国に比べると改善テンポはやや鈍い。全国順位は
33位と売上高と同様に下位にあるが（神奈川県41
位、栃木県32位、千葉県30位）、従業者1人当たり
経常利益は55万円と全国18位に上昇する。
（売上高経常利益率とＲＯＡ）

中小企業実態基本調査は、中小企業庁が毎年実施
している調査で2004年より開始された。全国の中小
企業約314万社のうち、業種・従業者規模別に約11万
社が標本抽出されている。調査項目は、損益計算書や
貸借対照表のほか従業者数、設備投資動向等、中小
企業の財務情報等が調査されている。ただし、標本抽
出調査のため抽出件数が少ない都道府県別の計数は
振れが大きくなることがあり、留意が必要である。
本稿では、個人企業を除く法人企業について県内

中小企業の動向を全国と比較しながら概観する。
なお、平成28年の中小企業実態基本調査（平成
27年度決算実績）は昨年7月に発表されたが、全国
の計数のみ公表され都道府県別の計数は公表され
ていないので、本稿では平成15（2003）年度決算
から平成26（2014）年度決算を分析対象とする。

県内中小企業の1企業当たりの従業者数をみると、
2012年度を除き埼玉県が全国を下回って推移して
きた（2012年度は標本抽出調査による統計のブレ
と思われる）。2008年のリーマンショックを境に従業
者数は減少してきたが、2010年度をボトムに従業者
数はやや上向いている。2014年度の従業者数は埼
玉県が13.2人、全国が15.2人となった。

維持・補修・更新）の割合が36.1％と最も高く、以下、
「能力増強」（既存事業部門の売上増大）25.4％、
「省力化・合理化」16.3％、「新規事業」（新規事業
部門への進出・事業転換・兼業部門の強化など多角
化）13.4％となっている。
これをアベノミクス開始前の2002年～12年度平
均と比較すると、「更新投資」（＋3.9ポイント）と「省
力化・合理化」（＋3.2ポイント）が増加し、「能力増
強」（▲5.3ポイント）と「新規事業」（▲0.6ポイント）
が低下した。「更新投資」を行いつつ、「省力化・合
理化」投資を強化する一方、「能力増強」や「新規
事業」への投資はやや控えめになっている。この傾
向は全国でも同じである。

埼玉県と全国の投資目的別構成比を比べると
（2013～14年度平均）、埼玉県は全国に比べ、「能
力増強」の割合が低く、「省力化・合理化」「新規事
業」「更新投資」の割合が高い。県内企業は全国に
比べ、売上増加よりも、合理化や新規事業への投資
に積極的となっている。 （樋口広治）

貸借対照表をみると、まず県内企業の1企業当た
りの総資産は2014年度が2.03億円、2003年度が
2.01億円と統計開始以降、ほぼ横ばいで推移して
きた。全国でも同様の傾向にある。
総資産の規模はほとんど変わっていないが、その

内訳は変化している。純資産が大きく増えた。県内
企業の純資産は2003年度の5,751万円から2014
年度には7,402万円に3割近く増加した。純資産が
増加したのは、利益の蓄積である利益剰余金が増
加したためである。2014年度の利益剰余金は
5,854万円と2003年度に比べ約6割も増加した。
 

（負債）
総資産が横ばいで純資産が増えた結果、負債が減

少した。流動負債は2003年度の7,970万円から2014
年度には6,751万円に減少、固定負債も2013年度の
6,390万円から2014年度は6,184万円に減少した。
社債と長期・短期を合わせた借入金は2003年度

の8,947万円から2014年度の8,081万円に減少し、
借入依存度（借入金÷総資産）も2003年度の

44.5％から2014年度の39.7％に低下した。この借
入金残高の減少と金利の低下により、営業外費用
の支払利息・割引料も減少した。支払利息・割引料
は2003年度の224万円から2014年度には126万
円に減少し、企業の経常利益の増加をもたらした。

（自己資本比率）
この結果、自己資本比率は2003年度の28.6％か

ら2014年度には36.4％に上昇し、県内中小企業の
財務の健全性は向上している。全国でも、自己資本
比率は2003年度の24.7％から37.3％に上昇した。

（流動資産と固定資産）
次に資産サイドをみると、やや振れが大きいが、流
動資産は増加の方向、固定資産は減少方向にある。
流動資産は2003年度の1.09億円から2014年度
の1.16億円に増加、固定資産は9,119万円から
8,719万円に減少した。流動資産が増加したのは、
企業の現金・預金が増加したためである。現金・預金
は2003年度の3,468万円から2014年度の4,693
万円に増加した。現金・預金の対月商比率をみると、
2003年度の1.57カ月から2014年度の2.37カ月に
上昇した。

以上のように、貸借対照表をみると、利益の増加
により内部留保が増えたが、これを借入金の返済と
手元現金の増加にあて、設備投資等の投資は抑制
している様子が伺われる。企業の財務の健全性は
高まったが、企業の将来的な成長性という観点でみ
ると課題があるように思われる。

設備投資の推移をみると、リーマンショック前の
2007年度までは全国と同じように増加傾向にあっ
たが、リーマンショックを契機に減少に転じた後、
2010年度以降はほぼ横ばいで推移している。全国
の設備投資がアベノミクス開始後の2013年度から
増加に転じているが、この動きとはやや異なっている。
設備投資額の目的別構成比をみると（2013～14
年度平均）、「更新投資」（既存建物・設備機器等の

1企業当たりの売上高経常利益率をみると、埼玉
県は全国をやや下回っているもののほぼ同水準で
推移している。リーマンショック後の2009年度に
0.8％まで落ちこんだが、その後上昇に転じ2014年
度は3.05％に達し、リーマンショック前のピーク
2.9％（2006年度）を超えた。経常利益率の全国順
位は19位と比較的上位にある。
1企業当たりのＲＯＡ（総資産経常利益率）につい

ても、埼玉県は全国とほぼ同水準で推移している。
2014年度は3.56％と全国（3.62％）とほぼ並んだ。
全国順位は27位と中位にある。

損益計算書から県内の中小企業をみると、従業
者数や売上高といった規模の面では全国に比べ小
さな企業が多いが、売上高経常利益率やＲＯＡと
いった収益力では全国と並ぶ水準にある。

（総資産と純資産）

都道府県別にみると、埼玉県は40位となっており、
従業者数からみると県内の中小企業は全国に比べ
やや小粒である。関東圏では、神奈川県12.2人（46
位）、栃木県13.9人（37位）、千葉県14.1人（35位）、
東京都14.9人（28位）となっており、近隣都県の企
業も従業者数は少ないところが多い。

（売上高）
県内中小企業の1企業当たりの売上高も従業者
数と同様に、2012年度を除き全国を下回って推移
してきた。リーマンショックを境に埼玉県、全国とも売
上高は減少、埼玉県は2011、12年度と持ち直した
が13年度は再び減少した。2014年度の売上高は
埼玉県が2.4億円、全国は3.1億円となった。埼玉県
の全国順位は36位と下位にあり、近隣都県でも、栃
木県38位、神奈川県37位、千葉県31位と下位にあ
るが、東京都は4位、茨城県は7位と上位にある。

（従業者1人当たり売上高）
売上高を従業者数で割った従業者1人当たり売上
高の推移をみると、これも全国を概ね下回って推移
してきた。2014年度の従業者1人当たり売上高は埼
玉県が1,795万円、全国が2,050万円だった。全国
順位は28位と従業者数や売上高の順位に比べ上
昇している。近隣県では神奈川県が20位、千葉県が
19位と順位が上昇し、東京都は2位だった。

県内企業の設備投資

●借入金残高と借入依存度の推移（埼玉県）
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（経常利益）
売上高は2003年度以降概ね横ばい圏内にあっ

たが、経常利益は増加傾向にある。1企業当たりの
経常利益の推移をみると、埼玉県、全国とも2007
年度から減少に転じ、リーマンショックの影響で
2009年度まで減少を続けたが、2010年度からは増
益に転じた。埼玉県は2013年度に減益となったもの
の、2014年度には再び増益となり、経常利益の水
準も725万円と、リーマンショック前のピーク717万
円（2006年度）を上回った。売上高が伸び悩んでい
るのに対し、経常利益は急速に改善している。
ただし、全国の2014年度の経常利益は977万円

と、リーマンショック前のピーク892万円（2006年
度）を9.5％上回っているのに対し、埼玉県は1.0％と
全国に比べると改善テンポはやや鈍い。全国順位は
33位と売上高と同様に下位にあるが（神奈川県41
位、栃木県32位、千葉県30位）、従業者1人当たり
経常利益は55万円と全国18位に上昇する。
（売上高経常利益率とＲＯＡ）

中小企業実態基本調査は、中小企業庁が毎年実施
している調査で2004年より開始された。全国の中小
企業約314万社のうち、業種・従業者規模別に約11万
社が標本抽出されている。調査項目は、損益計算書や
貸借対照表のほか従業者数、設備投資動向等、中小
企業の財務情報等が調査されている。ただし、標本抽
出調査のため抽出件数が少ない都道府県別の計数は
振れが大きくなることがあり、留意が必要である。
本稿では、個人企業を除く法人企業について県内

中小企業の動向を全国と比較しながら概観する。
なお、平成28年の中小企業実態基本調査（平成
27年度決算実績）は昨年7月に発表されたが、全国
の計数のみ公表され都道府県別の計数は公表され
ていないので、本稿では平成15（2003）年度決算
から平成26（2014）年度決算を分析対象とする。

県内中小企業の1企業当たりの従業者数をみると、
2012年度を除き埼玉県が全国を下回って推移して
きた（2012年度は標本抽出調査による統計のブレ
と思われる）。2008年のリーマンショックを境に従業
者数は減少してきたが、2010年度をボトムに従業者
数はやや上向いている。2014年度の従業者数は埼
玉県が13.2人、全国が15.2人となった。

維持・補修・更新）の割合が36.1％と最も高く、以下、
「能力増強」（既存事業部門の売上増大）25.4％、
「省力化・合理化」16.3％、「新規事業」（新規事業
部門への進出・事業転換・兼業部門の強化など多角
化）13.4％となっている。
これをアベノミクス開始前の2002年～12年度平
均と比較すると、「更新投資」（＋3.9ポイント）と「省
力化・合理化」（＋3.2ポイント）が増加し、「能力増
強」（▲5.3ポイント）と「新規事業」（▲0.6ポイント）
が低下した。「更新投資」を行いつつ、「省力化・合
理化」投資を強化する一方、「能力増強」や「新規
事業」への投資はやや控えめになっている。この傾
向は全国でも同じである。

埼玉県と全国の投資目的別構成比を比べると
（2013～14年度平均）、埼玉県は全国に比べ、「能
力増強」の割合が低く、「省力化・合理化」「新規事
業」「更新投資」の割合が高い。県内企業は全国に
比べ、売上増加よりも、合理化や新規事業への投資
に積極的となっている。 （樋口広治）

貸借対照表をみると、まず県内企業の1企業当た
りの総資産は2014年度が2.03億円、2003年度が
2.01億円と統計開始以降、ほぼ横ばいで推移して
きた。全国でも同様の傾向にある。
総資産の規模はほとんど変わっていないが、その

内訳は変化している。純資産が大きく増えた。県内
企業の純資産は2003年度の5,751万円から2014
年度には7,402万円に3割近く増加した。純資産が
増加したのは、利益の蓄積である利益剰余金が増
加したためである。2014年度の利益剰余金は
5,854万円と2003年度に比べ約6割も増加した。
 

（負債）
総資産が横ばいで純資産が増えた結果、負債が減

少した。流動負債は2003年度の7,970万円から2014
年度には6,751万円に減少、固定負債も2013年度の
6,390万円から2014年度は6,184万円に減少した。
社債と長期・短期を合わせた借入金は2003年度

の8,947万円から2014年度の8,081万円に減少し、
借入依存度（借入金÷総資産）も2003年度の

44.5％から2014年度の39.7％に低下した。この借
入金残高の減少と金利の低下により、営業外費用
の支払利息・割引料も減少した。支払利息・割引料
は2003年度の224万円から2014年度には126万
円に減少し、企業の経常利益の増加をもたらした。

（自己資本比率）
この結果、自己資本比率は2003年度の28.6％か

ら2014年度には36.4％に上昇し、県内中小企業の
財務の健全性は向上している。全国でも、自己資本
比率は2003年度の24.7％から37.3％に上昇した。

（流動資産と固定資産）
次に資産サイドをみると、やや振れが大きいが、流
動資産は増加の方向、固定資産は減少方向にある。
流動資産は2003年度の1.09億円から2014年度
の1.16億円に増加、固定資産は9,119万円から
8,719万円に減少した。流動資産が増加したのは、
企業の現金・預金が増加したためである。現金・預金
は2003年度の3,468万円から2014年度の4,693
万円に増加した。現金・預金の対月商比率をみると、
2003年度の1.57カ月から2014年度の2.37カ月に
上昇した。

以上のように、貸借対照表をみると、利益の増加
により内部留保が増えたが、これを借入金の返済と
手元現金の増加にあて、設備投資等の投資は抑制
している様子が伺われる。企業の財務の健全性は
高まったが、企業の将来的な成長性という観点でみ
ると課題があるように思われる。

設備投資の推移をみると、リーマンショック前の
2007年度までは全国と同じように増加傾向にあっ
たが、リーマンショックを契機に減少に転じた後、
2010年度以降はほぼ横ばいで推移している。全国
の設備投資がアベノミクス開始後の2013年度から
増加に転じているが、この動きとはやや異なっている。
設備投資額の目的別構成比をみると（2013～14
年度平均）、「更新投資」（既存建物・設備機器等の

1企業当たりの売上高経常利益率をみると、埼玉
県は全国をやや下回っているもののほぼ同水準で
推移している。リーマンショック後の2009年度に
0.8％まで落ちこんだが、その後上昇に転じ2014年
度は3.05％に達し、リーマンショック前のピーク
2.9％（2006年度）を超えた。経常利益率の全国順
位は19位と比較的上位にある。
1企業当たりのＲＯＡ（総資産経常利益率）につい

ても、埼玉県は全国とほぼ同水準で推移している。
2014年度は3.56％と全国（3.62％）とほぼ並んだ。
全国順位は27位と中位にある。

損益計算書から県内の中小企業をみると、従業
者数や売上高といった規模の面では全国に比べ小
さな企業が多いが、売上高経常利益率やＲＯＡと
いった収益力では全国と並ぶ水準にある。

（総資産と純資産）

都道府県別にみると、埼玉県は40位となっており、
従業者数からみると県内の中小企業は全国に比べ
やや小粒である。関東圏では、神奈川県12.2人（46
位）、栃木県13.9人（37位）、千葉県14.1人（35位）、
東京都14.9人（28位）となっており、近隣都県の企
業も従業者数は少ないところが多い。

（売上高）
県内中小企業の1企業当たりの売上高も従業者
数と同様に、2012年度を除き全国を下回って推移
してきた。リーマンショックを境に埼玉県、全国とも売
上高は減少、埼玉県は2011、12年度と持ち直した
が13年度は再び減少した。2014年度の売上高は
埼玉県が2.4億円、全国は3.1億円となった。埼玉県
の全国順位は36位と下位にあり、近隣都県でも、栃
木県38位、神奈川県37位、千葉県31位と下位にあ
るが、東京都は4位、茨城県は7位と上位にある。

（従業者1人当たり売上高）
売上高を従業者数で割った従業者1人当たり売上
高の推移をみると、これも全国を概ね下回って推移
してきた。2014年度の従業者1人当たり売上高は埼
玉県が1,795万円、全国が2,050万円だった。全国
順位は28位と従業者数や売上高の順位に比べ上
昇している。近隣県では神奈川県が20位、千葉県が
19位と順位が上昇し、東京都は2位だった。

県内企業の設備投資

●借入金残高と借入依存度の推移（埼玉県）
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アンケート調査①

埼玉県内設備投資動向調査
高まる県内企業の設備投資意欲

（経常利益）
売上高は2003年度以降概ね横ばい圏内にあっ

たが、経常利益は増加傾向にある。1企業当たりの
経常利益の推移をみると、埼玉県、全国とも2007
年度から減少に転じ、リーマンショックの影響で
2009年度まで減少を続けたが、2010年度からは増
益に転じた。埼玉県は2013年度に減益となったもの
の、2014年度には再び増益となり、経常利益の水
準も725万円と、リーマンショック前のピーク717万
円（2006年度）を上回った。売上高が伸び悩んでい
るのに対し、経常利益は急速に改善している。
ただし、全国の2014年度の経常利益は977万円

と、リーマンショック前のピーク892万円（2006年
度）を9.5％上回っているのに対し、埼玉県は1.0％と
全国に比べると改善テンポはやや鈍い。全国順位は
33位と売上高と同様に下位にあるが（神奈川県41
位、栃木県32位、千葉県30位）、従業者1人当たり
経常利益は55万円と全国18位に上昇する。
（売上高経常利益率とＲＯＡ）

中小企業実態基本調査は、中小企業庁が毎年実施
している調査で2004年より開始された。全国の中小
企業約314万社のうち、業種・従業者規模別に約11万
社が標本抽出されている。調査項目は、損益計算書や
貸借対照表のほか従業者数、設備投資動向等、中小
企業の財務情報等が調査されている。ただし、標本抽
出調査のため抽出件数が少ない都道府県別の計数は
振れが大きくなることがあり、留意が必要である。
本稿では、個人企業を除く法人企業について県内

中小企業の動向を全国と比較しながら概観する。
なお、平成28年の中小企業実態基本調査（平成
27年度決算実績）は昨年7月に発表されたが、全国
の計数のみ公表され都道府県別の計数は公表され
ていないので、本稿では平成15（2003）年度決算
から平成26（2014）年度決算を分析対象とする。

県内中小企業の1企業当たりの従業者数をみると、
2012年度を除き埼玉県が全国を下回って推移して
きた（2012年度は標本抽出調査による統計のブレ
と思われる）。2008年のリーマンショックを境に従業
者数は減少してきたが、2010年度をボトムに従業者
数はやや上向いている。2014年度の従業者数は埼
玉県が13.2人、全国が15.2人となった。

維持・補修・更新）の割合が36.1％と最も高く、以下、
「能力増強」（既存事業部門の売上増大）25.4％、
「省力化・合理化」16.3％、「新規事業」（新規事業
部門への進出・事業転換・兼業部門の強化など多角
化）13.4％となっている。
これをアベノミクス開始前の2002年～12年度平
均と比較すると、「更新投資」（＋3.9ポイント）と「省
力化・合理化」（＋3.2ポイント）が増加し、「能力増
強」（▲5.3ポイント）と「新規事業」（▲0.6ポイント）
が低下した。「更新投資」を行いつつ、「省力化・合
理化」投資を強化する一方、「能力増強」や「新規
事業」への投資はやや控えめになっている。この傾
向は全国でも同じである。

埼玉県と全国の投資目的別構成比を比べると
（2013～14年度平均）、埼玉県は全国に比べ、「能
力増強」の割合が低く、「省力化・合理化」「新規事
業」「更新投資」の割合が高い。県内企業は全国に
比べ、売上増加よりも、合理化や新規事業への投資
に積極的となっている。 （樋口広治）

貸借対照表をみると、まず県内企業の1企業当た
りの総資産は2014年度が2.03億円、2003年度が
2.01億円と統計開始以降、ほぼ横ばいで推移して
きた。全国でも同様の傾向にある。
総資産の規模はほとんど変わっていないが、その

内訳は変化している。純資産が大きく増えた。県内
企業の純資産は2003年度の5,751万円から2014
年度には7,402万円に3割近く増加した。純資産が
増加したのは、利益の蓄積である利益剰余金が増
加したためである。2014年度の利益剰余金は
5,854万円と2003年度に比べ約6割も増加した。
 

（負債）
総資産が横ばいで純資産が増えた結果、負債が減

少した。流動負債は2003年度の7,970万円から2014
年度には6,751万円に減少、固定負債も2013年度の
6,390万円から2014年度は6,184万円に減少した。
社債と長期・短期を合わせた借入金は2003年度

の8,947万円から2014年度の8,081万円に減少し、
借入依存度（借入金÷総資産）も2003年度の

44.5％から2014年度の39.7％に低下した。この借
入金残高の減少と金利の低下により、営業外費用
の支払利息・割引料も減少した。支払利息・割引料
は2003年度の224万円から2014年度には126万
円に減少し、企業の経常利益の増加をもたらした。

（自己資本比率）
この結果、自己資本比率は2003年度の28.6％か

ら2014年度には36.4％に上昇し、県内中小企業の
財務の健全性は向上している。全国でも、自己資本
比率は2003年度の24.7％から37.3％に上昇した。

（流動資産と固定資産）
次に資産サイドをみると、やや振れが大きいが、流
動資産は増加の方向、固定資産は減少方向にある。
流動資産は2003年度の1.09億円から2014年度
の1.16億円に増加、固定資産は9,119万円から
8,719万円に減少した。流動資産が増加したのは、
企業の現金・預金が増加したためである。現金・預金
は2003年度の3,468万円から2014年度の4,693
万円に増加した。現金・預金の対月商比率をみると、
2003年度の1.57カ月から2014年度の2.37カ月に
上昇した。

以上のように、貸借対照表をみると、利益の増加
により内部留保が増えたが、これを借入金の返済と
手元現金の増加にあて、設備投資等の投資は抑制
している様子が伺われる。企業の財務の健全性は
高まったが、企業の将来的な成長性という観点でみ
ると課題があるように思われる。

設備投資の推移をみると、リーマンショック前の
2007年度までは全国と同じように増加傾向にあっ
たが、リーマンショックを契機に減少に転じた後、
2010年度以降はほぼ横ばいで推移している。全国
の設備投資がアベノミクス開始後の2013年度から
増加に転じているが、この動きとはやや異なっている。
設備投資額の目的別構成比をみると（2013～14
年度平均）、「更新投資」（既存建物・設備機器等の

1企業当たりの売上高経常利益率をみると、埼玉
県は全国をやや下回っているもののほぼ同水準で
推移している。リーマンショック後の2009年度に
0.8％まで落ちこんだが、その後上昇に転じ2014年
度は3.05％に達し、リーマンショック前のピーク
2.9％（2006年度）を超えた。経常利益率の全国順
位は19位と比較的上位にある。
1企業当たりのＲＯＡ（総資産経常利益率）につい

ても、埼玉県は全国とほぼ同水準で推移している。
2014年度は3.56％と全国（3.62％）とほぼ並んだ。
全国順位は27位と中位にある。

損益計算書から県内の中小企業をみると、従業
者数や売上高といった規模の面では全国に比べ小
さな企業が多いが、売上高経常利益率やＲＯＡと
いった収益力では全国と並ぶ水準にある。

（総資産と純資産）

都道府県別にみると、埼玉県は40位となっており、
従業者数からみると県内の中小企業は全国に比べ
やや小粒である。関東圏では、神奈川県12.2人（46
位）、栃木県13.9人（37位）、千葉県14.1人（35位）、
東京都14.9人（28位）となっており、近隣都県の企
業も従業者数は少ないところが多い。

（売上高）
県内中小企業の1企業当たりの売上高も従業者
数と同様に、2012年度を除き全国を下回って推移
してきた。リーマンショックを境に埼玉県、全国とも売
上高は減少、埼玉県は2011、12年度と持ち直した
が13年度は再び減少した。2014年度の売上高は
埼玉県が2.4億円、全国は3.1億円となった。埼玉県
の全国順位は36位と下位にあり、近隣都県でも、栃
木県38位、神奈川県37位、千葉県31位と下位にあ
るが、東京都は4位、茨城県は7位と上位にある。

（従業者1人当たり売上高）
売上高を従業者数で割った従業者1人当たり売上
高の推移をみると、これも全国を概ね下回って推移
してきた。2014年度の従業者1人当たり売上高は埼
玉県が1,795万円、全国が2,050万円だった。全国
順位は28位と従業者数や売上高の順位に比べ上
昇している。近隣県では神奈川県が20位、千葉県が
19位と順位が上昇し、東京都は2位だった。

2018年1月中旬実施。対象企業数966社、
回答企業数214社、回答率22.2％。

2018年度に設備投資の「計画有り」とした企業は
131社で、回答企業 214社のうち 61.2％となり、前年
調査（2017年1月実施）と比べ0.8ポイント増加した。
「計画有り」とする企業は3年連続で増加し、県内企業
の設備投資意欲は高まっている。
業種別にみると、「計画有り」とした企業は、製造業

が75.3％（前年比＋6.5ポイント）、非製造業は52.6％
（同▲2.8ポイント）となった。製造業は７割を超える企
業で「計画有り」としており、設備投資意欲の強さが目
立つ結果となった。
個別業種で「計画有り」とした企業割合が高かった

のは、製造業では「化学」、「窯業・土石」、「非鉄金
属」、「精密機械」（いずれも100％）、「輸送用機械」
（90.9％）、「食料品・飲料」（88.9％）、非製造業では
「電気・ガス」（85.7％）であった。
規模別にみると、「計画有り」とした企業は、大企業

が86.4％（前年比▲13.6ポイント）となり、4年ぶりの
減少、中小企業は58.3％（同＋1.7ポイント）で3年連
続の増加となった。

2018年度の設備投資計画額は、当該企業の2017
年度実績見込みに対して＋4.2％となり、前年と比べ
増加した。
なお、例年この時期の調査では、多くの企業で計画
段階のため、のちに上方修正される傾向があり、今後、
プラス幅が大きくなる可能性も考えられる。
業種別にみると、製造業は前年度実績見込比＋
7.0％、非製造業は同＋0.4％となり、製造業は前年を
上回り、非製造業は、ほぼ前年並みの結果となった。
個別業種でみると、投資額が前年を大幅に上回った

のは、製造業では「化学」、「一般機械」、「輸送用機
械」（いずれも前年度実績見込比＋20.5％）、非製造
業では「卸売」（同＋136.5％）、「不動産」（同＋
100.0％）であった。
規模別にみると、大企業は前年度実績見込比＋
2.8％、中小企業は同＋5.0％と、いずれも増加となった。

設備投資を行う理由で最も多かったのは（複数回
答）「設備更新」（77.1％）で、以下「技術革新・品質向
上に対応」（38.9％）、「コストダウン・合理化に対応」
（38.2％）、「売上・受注見通しの好転」（24.4％）、「新
製品開発に対応」（21.4％）と続く。
前年調査と比べ「コストダウン・合理化に対応」（前
年比▲6.2ポイント）、「設備更新」（同▲3.0ポイント）
が減少となった。一方、「技術革新・品質向上に対応」
（同＋3.8ポイント）、「売上・受注見通しの好転」（同＋
3.2ポイント）、「新製品開発に対応」（同＋2.2ポイン
ト）は増加となり、企業業績の改善や成長分野への対
応が、投資増に結びついている。
業種別にみると、製造業は「設備更新」（73.8％）が
最も多く、次いで「技術革新・品質向上に対応」
（52.5％）となり、非製造業も「設備更新」（80.0％）が
最も多く、次いで「コストダウン・合理化に対応」
（35.7％）となった。前年と比べ、製造業は「売上・受注
見通しの好転」（前年比＋10.5ポイント）、非製造業は
「技術革新・品質向上に対応」（同＋7.6ポイント）の増
加が目立った。

設備投資の対象物件で最も多かったのは（複数回
答）、「生産機械」（55.7％）となり、以下順に「情報関
連・事務用機器」（42.0％）、「建物・構築物」（41.2％）、
「車両運搬具」（31.3％）、「販売機器」（12.2％）、「土
地」（7.6％）となった。
前年調査と比べ「生産機械」（前年比＋5.4ポイン

ト）、「販売機器」（同＋2.9ポイント）が増加し、「建物・
構築物」（同▲6.5ポイント）、「土地」（同▲5.6ポイン
ト）、「車両運搬具」（同▲4.5ポイント）、「情報関連・事
務用機器」（同▲1.0ポイント）は減少した。
業種別にみると、製造業は「生産機械」（90.2％）が
最も多く、以下「建物・構築物」（32.8％）、「情報関連・
事務用機器」（31.1％）と続く。非製造業では「情報関
連・事務用機器」（51.4％）が最も多く、以下「建物・構
築物」（48.6％）、「車両運搬具」（40.0％）と続いた。

（辻　和）
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●設備投資「計画有り」の企業割合の推移
(%)

（年度）

全産業 

 大企業

 中小企業

製造業 

 大企業

 中小企業

非製造業 

 大企業

 中小企業

回答企業数 2017年度
実績見込

2018年度
計画 前年度比
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●設備投資計画額 （単位：社、百万円、%）
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アンケート調査①

埼玉県内設備投資動向調査
高まる県内企業の設備投資意欲

（経常利益）
売上高は2003年度以降概ね横ばい圏内にあっ

たが、経常利益は増加傾向にある。1企業当たりの
経常利益の推移をみると、埼玉県、全国とも2007
年度から減少に転じ、リーマンショックの影響で
2009年度まで減少を続けたが、2010年度からは増
益に転じた。埼玉県は2013年度に減益となったもの
の、2014年度には再び増益となり、経常利益の水
準も725万円と、リーマンショック前のピーク717万
円（2006年度）を上回った。売上高が伸び悩んでい
るのに対し、経常利益は急速に改善している。
ただし、全国の2014年度の経常利益は977万円

と、リーマンショック前のピーク892万円（2006年
度）を9.5％上回っているのに対し、埼玉県は1.0％と
全国に比べると改善テンポはやや鈍い。全国順位は
33位と売上高と同様に下位にあるが（神奈川県41
位、栃木県32位、千葉県30位）、従業者1人当たり
経常利益は55万円と全国18位に上昇する。
（売上高経常利益率とＲＯＡ）

中小企業実態基本調査は、中小企業庁が毎年実施
している調査で2004年より開始された。全国の中小
企業約314万社のうち、業種・従業者規模別に約11万
社が標本抽出されている。調査項目は、損益計算書や
貸借対照表のほか従業者数、設備投資動向等、中小
企業の財務情報等が調査されている。ただし、標本抽
出調査のため抽出件数が少ない都道府県別の計数は
振れが大きくなることがあり、留意が必要である。
本稿では、個人企業を除く法人企業について県内

中小企業の動向を全国と比較しながら概観する。
なお、平成28年の中小企業実態基本調査（平成
27年度決算実績）は昨年7月に発表されたが、全国
の計数のみ公表され都道府県別の計数は公表され
ていないので、本稿では平成15（2003）年度決算
から平成26（2014）年度決算を分析対象とする。

県内中小企業の1企業当たりの従業者数をみると、
2012年度を除き埼玉県が全国を下回って推移して
きた（2012年度は標本抽出調査による統計のブレ
と思われる）。2008年のリーマンショックを境に従業
者数は減少してきたが、2010年度をボトムに従業者
数はやや上向いている。2014年度の従業者数は埼
玉県が13.2人、全国が15.2人となった。

維持・補修・更新）の割合が36.1％と最も高く、以下、
「能力増強」（既存事業部門の売上増大）25.4％、
「省力化・合理化」16.3％、「新規事業」（新規事業
部門への進出・事業転換・兼業部門の強化など多角
化）13.4％となっている。
これをアベノミクス開始前の2002年～12年度平
均と比較すると、「更新投資」（＋3.9ポイント）と「省
力化・合理化」（＋3.2ポイント）が増加し、「能力増
強」（▲5.3ポイント）と「新規事業」（▲0.6ポイント）
が低下した。「更新投資」を行いつつ、「省力化・合
理化」投資を強化する一方、「能力増強」や「新規
事業」への投資はやや控えめになっている。この傾
向は全国でも同じである。

埼玉県と全国の投資目的別構成比を比べると
（2013～14年度平均）、埼玉県は全国に比べ、「能
力増強」の割合が低く、「省力化・合理化」「新規事
業」「更新投資」の割合が高い。県内企業は全国に
比べ、売上増加よりも、合理化や新規事業への投資
に積極的となっている。 （樋口広治）

貸借対照表をみると、まず県内企業の1企業当た
りの総資産は2014年度が2.03億円、2003年度が
2.01億円と統計開始以降、ほぼ横ばいで推移して
きた。全国でも同様の傾向にある。
総資産の規模はほとんど変わっていないが、その

内訳は変化している。純資産が大きく増えた。県内
企業の純資産は2003年度の5,751万円から2014
年度には7,402万円に3割近く増加した。純資産が
増加したのは、利益の蓄積である利益剰余金が増
加したためである。2014年度の利益剰余金は
5,854万円と2003年度に比べ約6割も増加した。
 

（負債）
総資産が横ばいで純資産が増えた結果、負債が減

少した。流動負債は2003年度の7,970万円から2014
年度には6,751万円に減少、固定負債も2013年度の
6,390万円から2014年度は6,184万円に減少した。
社債と長期・短期を合わせた借入金は2003年度

の8,947万円から2014年度の8,081万円に減少し、
借入依存度（借入金÷総資産）も2003年度の

44.5％から2014年度の39.7％に低下した。この借
入金残高の減少と金利の低下により、営業外費用
の支払利息・割引料も減少した。支払利息・割引料
は2003年度の224万円から2014年度には126万
円に減少し、企業の経常利益の増加をもたらした。

（自己資本比率）
この結果、自己資本比率は2003年度の28.6％か

ら2014年度には36.4％に上昇し、県内中小企業の
財務の健全性は向上している。全国でも、自己資本
比率は2003年度の24.7％から37.3％に上昇した。

（流動資産と固定資産）
次に資産サイドをみると、やや振れが大きいが、流
動資産は増加の方向、固定資産は減少方向にある。
流動資産は2003年度の1.09億円から2014年度
の1.16億円に増加、固定資産は9,119万円から
8,719万円に減少した。流動資産が増加したのは、
企業の現金・預金が増加したためである。現金・預金
は2003年度の3,468万円から2014年度の4,693
万円に増加した。現金・預金の対月商比率をみると、
2003年度の1.57カ月から2014年度の2.37カ月に
上昇した。

以上のように、貸借対照表をみると、利益の増加
により内部留保が増えたが、これを借入金の返済と
手元現金の増加にあて、設備投資等の投資は抑制
している様子が伺われる。企業の財務の健全性は
高まったが、企業の将来的な成長性という観点でみ
ると課題があるように思われる。

設備投資の推移をみると、リーマンショック前の
2007年度までは全国と同じように増加傾向にあっ
たが、リーマンショックを契機に減少に転じた後、
2010年度以降はほぼ横ばいで推移している。全国
の設備投資がアベノミクス開始後の2013年度から
増加に転じているが、この動きとはやや異なっている。
設備投資額の目的別構成比をみると（2013～14
年度平均）、「更新投資」（既存建物・設備機器等の

1企業当たりの売上高経常利益率をみると、埼玉
県は全国をやや下回っているもののほぼ同水準で
推移している。リーマンショック後の2009年度に
0.8％まで落ちこんだが、その後上昇に転じ2014年
度は3.05％に達し、リーマンショック前のピーク
2.9％（2006年度）を超えた。経常利益率の全国順
位は19位と比較的上位にある。
1企業当たりのＲＯＡ（総資産経常利益率）につい

ても、埼玉県は全国とほぼ同水準で推移している。
2014年度は3.56％と全国（3.62％）とほぼ並んだ。
全国順位は27位と中位にある。

損益計算書から県内の中小企業をみると、従業
者数や売上高といった規模の面では全国に比べ小
さな企業が多いが、売上高経常利益率やＲＯＡと
いった収益力では全国と並ぶ水準にある。

（総資産と純資産）

都道府県別にみると、埼玉県は40位となっており、
従業者数からみると県内の中小企業は全国に比べ
やや小粒である。関東圏では、神奈川県12.2人（46
位）、栃木県13.9人（37位）、千葉県14.1人（35位）、
東京都14.9人（28位）となっており、近隣都県の企
業も従業者数は少ないところが多い。

（売上高）
県内中小企業の1企業当たりの売上高も従業者
数と同様に、2012年度を除き全国を下回って推移
してきた。リーマンショックを境に埼玉県、全国とも売
上高は減少、埼玉県は2011、12年度と持ち直した
が13年度は再び減少した。2014年度の売上高は
埼玉県が2.4億円、全国は3.1億円となった。埼玉県
の全国順位は36位と下位にあり、近隣都県でも、栃
木県38位、神奈川県37位、千葉県31位と下位にあ
るが、東京都は4位、茨城県は7位と上位にある。

（従業者1人当たり売上高）
売上高を従業者数で割った従業者1人当たり売上
高の推移をみると、これも全国を概ね下回って推移
してきた。2014年度の従業者1人当たり売上高は埼
玉県が1,795万円、全国が2,050万円だった。全国
順位は28位と従業者数や売上高の順位に比べ上
昇している。近隣県では神奈川県が20位、千葉県が
19位と順位が上昇し、東京都は2位だった。

2018年1月中旬実施。対象企業数966社、
回答企業数214社、回答率22.2％。

2018年度に設備投資の「計画有り」とした企業は
131社で、回答企業 214社のうち 61.2％となり、前年
調査（2017年1月実施）と比べ0.8ポイント増加した。
「計画有り」とする企業は3年連続で増加し、県内企業
の設備投資意欲は高まっている。
業種別にみると、「計画有り」とした企業は、製造業

が75.3％（前年比＋6.5ポイント）、非製造業は52.6％
（同▲2.8ポイント）となった。製造業は７割を超える企
業で「計画有り」としており、設備投資意欲の強さが目
立つ結果となった。
個別業種で「計画有り」とした企業割合が高かった

のは、製造業では「化学」、「窯業・土石」、「非鉄金
属」、「精密機械」（いずれも100％）、「輸送用機械」
（90.9％）、「食料品・飲料」（88.9％）、非製造業では
「電気・ガス」（85.7％）であった。
規模別にみると、「計画有り」とした企業は、大企業

が86.4％（前年比▲13.6ポイント）となり、4年ぶりの
減少、中小企業は58.3％（同＋1.7ポイント）で3年連
続の増加となった。

2018年度の設備投資計画額は、当該企業の2017
年度実績見込みに対して＋4.2％となり、前年と比べ
増加した。
なお、例年この時期の調査では、多くの企業で計画
段階のため、のちに上方修正される傾向があり、今後、
プラス幅が大きくなる可能性も考えられる。
業種別にみると、製造業は前年度実績見込比＋
7.0％、非製造業は同＋0.4％となり、製造業は前年を
上回り、非製造業は、ほぼ前年並みの結果となった。
個別業種でみると、投資額が前年を大幅に上回った

のは、製造業では「化学」、「一般機械」、「輸送用機
械」（いずれも前年度実績見込比＋20.5％）、非製造
業では「卸売」（同＋136.5％）、「不動産」（同＋
100.0％）であった。
規模別にみると、大企業は前年度実績見込比＋
2.8％、中小企業は同＋5.0％と、いずれも増加となった。

設備投資を行う理由で最も多かったのは（複数回
答）「設備更新」（77.1％）で、以下「技術革新・品質向
上に対応」（38.9％）、「コストダウン・合理化に対応」
（38.2％）、「売上・受注見通しの好転」（24.4％）、「新
製品開発に対応」（21.4％）と続く。
前年調査と比べ「コストダウン・合理化に対応」（前
年比▲6.2ポイント）、「設備更新」（同▲3.0ポイント）
が減少となった。一方、「技術革新・品質向上に対応」
（同＋3.8ポイント）、「売上・受注見通しの好転」（同＋
3.2ポイント）、「新製品開発に対応」（同＋2.2ポイン
ト）は増加となり、企業業績の改善や成長分野への対
応が、投資増に結びついている。
業種別にみると、製造業は「設備更新」（73.8％）が
最も多く、次いで「技術革新・品質向上に対応」
（52.5％）となり、非製造業も「設備更新」（80.0％）が
最も多く、次いで「コストダウン・合理化に対応」
（35.7％）となった。前年と比べ、製造業は「売上・受注
見通しの好転」（前年比＋10.5ポイント）、非製造業は
「技術革新・品質向上に対応」（同＋7.6ポイント）の増
加が目立った。

設備投資の対象物件で最も多かったのは（複数回
答）、「生産機械」（55.7％）となり、以下順に「情報関
連・事務用機器」（42.0％）、「建物・構築物」（41.2％）、
「車両運搬具」（31.3％）、「販売機器」（12.2％）、「土
地」（7.6％）となった。
前年調査と比べ「生産機械」（前年比＋5.4ポイン

ト）、「販売機器」（同＋2.9ポイント）が増加し、「建物・
構築物」（同▲6.5ポイント）、「土地」（同▲5.6ポイン
ト）、「車両運搬具」（同▲4.5ポイント）、「情報関連・事
務用機器」（同▲1.0ポイント）は減少した。
業種別にみると、製造業は「生産機械」（90.2％）が
最も多く、以下「建物・構築物」（32.8％）、「情報関連・
事務用機器」（31.1％）と続く。非製造業では「情報関
連・事務用機器」（51.4％）が最も多く、以下「建物・構
築物」（48.6％）、「車両運搬具」（40.0％）と続いた。

（辻　和）
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●設備投資「計画有り」の企業割合の推移
(%)

（年度）

全産業 

 大企業

 中小企業

製造業 

 大企業

 中小企業

非製造業 

 大企業

 中小企業

回答企業数 2017年度
実績見込
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計画 前年度比
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●設備投資計画額 （単位：社、百万円、%）
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（経常利益）
売上高は2003年度以降概ね横ばい圏内にあっ

たが、経常利益は増加傾向にある。1企業当たりの
経常利益の推移をみると、埼玉県、全国とも2007
年度から減少に転じ、リーマンショックの影響で
2009年度まで減少を続けたが、2010年度からは増
益に転じた。埼玉県は2013年度に減益となったもの
の、2014年度には再び増益となり、経常利益の水
準も725万円と、リーマンショック前のピーク717万
円（2006年度）を上回った。売上高が伸び悩んでい
るのに対し、経常利益は急速に改善している。
ただし、全国の2014年度の経常利益は977万円

と、リーマンショック前のピーク892万円（2006年
度）を9.5％上回っているのに対し、埼玉県は1.0％と
全国に比べると改善テンポはやや鈍い。全国順位は
33位と売上高と同様に下位にあるが（神奈川県41
位、栃木県32位、千葉県30位）、従業者1人当たり
経常利益は55万円と全国18位に上昇する。
（売上高経常利益率とＲＯＡ）

中小企業実態基本調査は、中小企業庁が毎年実施
している調査で2004年より開始された。全国の中小
企業約314万社のうち、業種・従業者規模別に約11万
社が標本抽出されている。調査項目は、損益計算書や
貸借対照表のほか従業者数、設備投資動向等、中小
企業の財務情報等が調査されている。ただし、標本抽
出調査のため抽出件数が少ない都道府県別の計数は
振れが大きくなることがあり、留意が必要である。
本稿では、個人企業を除く法人企業について県内

中小企業の動向を全国と比較しながら概観する。
なお、平成28年の中小企業実態基本調査（平成
27年度決算実績）は昨年7月に発表されたが、全国
の計数のみ公表され都道府県別の計数は公表され
ていないので、本稿では平成15（2003）年度決算
から平成26（2014）年度決算を分析対象とする。

県内中小企業の1企業当たりの従業者数をみると、
2012年度を除き埼玉県が全国を下回って推移して
きた（2012年度は標本抽出調査による統計のブレ
と思われる）。2008年のリーマンショックを境に従業
者数は減少してきたが、2010年度をボトムに従業者
数はやや上向いている。2014年度の従業者数は埼
玉県が13.2人、全国が15.2人となった。

維持・補修・更新）の割合が36.1％と最も高く、以下、
「能力増強」（既存事業部門の売上増大）25.4％、
「省力化・合理化」16.3％、「新規事業」（新規事業
部門への進出・事業転換・兼業部門の強化など多角
化）13.4％となっている。
これをアベノミクス開始前の2002年～12年度平
均と比較すると、「更新投資」（＋3.9ポイント）と「省
力化・合理化」（＋3.2ポイント）が増加し、「能力増
強」（▲5.3ポイント）と「新規事業」（▲0.6ポイント）
が低下した。「更新投資」を行いつつ、「省力化・合
理化」投資を強化する一方、「能力増強」や「新規
事業」への投資はやや控えめになっている。この傾
向は全国でも同じである。

埼玉県と全国の投資目的別構成比を比べると
（2013～14年度平均）、埼玉県は全国に比べ、「能
力増強」の割合が低く、「省力化・合理化」「新規事
業」「更新投資」の割合が高い。県内企業は全国に
比べ、売上増加よりも、合理化や新規事業への投資
に積極的となっている。 （樋口広治）

貸借対照表をみると、まず県内企業の1企業当た
りの総資産は2014年度が2.03億円、2003年度が
2.01億円と統計開始以降、ほぼ横ばいで推移して
きた。全国でも同様の傾向にある。
総資産の規模はほとんど変わっていないが、その

内訳は変化している。純資産が大きく増えた。県内
企業の純資産は2003年度の5,751万円から2014
年度には7,402万円に3割近く増加した。純資産が
増加したのは、利益の蓄積である利益剰余金が増
加したためである。2014年度の利益剰余金は
5,854万円と2003年度に比べ約6割も増加した。
 

（負債）
総資産が横ばいで純資産が増えた結果、負債が減

少した。流動負債は2003年度の7,970万円から2014
年度には6,751万円に減少、固定負債も2013年度の
6,390万円から2014年度は6,184万円に減少した。
社債と長期・短期を合わせた借入金は2003年度

の8,947万円から2014年度の8,081万円に減少し、
借入依存度（借入金÷総資産）も2003年度の

44.5％から2014年度の39.7％に低下した。この借
入金残高の減少と金利の低下により、営業外費用
の支払利息・割引料も減少した。支払利息・割引料
は2003年度の224万円から2014年度には126万
円に減少し、企業の経常利益の増加をもたらした。

（自己資本比率）
この結果、自己資本比率は2003年度の28.6％か

ら2014年度には36.4％に上昇し、県内中小企業の
財務の健全性は向上している。全国でも、自己資本
比率は2003年度の24.7％から37.3％に上昇した。

（流動資産と固定資産）
次に資産サイドをみると、やや振れが大きいが、流
動資産は増加の方向、固定資産は減少方向にある。
流動資産は2003年度の1.09億円から2014年度
の1.16億円に増加、固定資産は9,119万円から
8,719万円に減少した。流動資産が増加したのは、
企業の現金・預金が増加したためである。現金・預金
は2003年度の3,468万円から2014年度の4,693
万円に増加した。現金・預金の対月商比率をみると、
2003年度の1.57カ月から2014年度の2.37カ月に
上昇した。

以上のように、貸借対照表をみると、利益の増加
により内部留保が増えたが、これを借入金の返済と
手元現金の増加にあて、設備投資等の投資は抑制
している様子が伺われる。企業の財務の健全性は
高まったが、企業の将来的な成長性という観点でみ
ると課題があるように思われる。

設備投資の推移をみると、リーマンショック前の
2007年度までは全国と同じように増加傾向にあっ
たが、リーマンショックを契機に減少に転じた後、
2010年度以降はほぼ横ばいで推移している。全国
の設備投資がアベノミクス開始後の2013年度から
増加に転じているが、この動きとはやや異なっている。
設備投資額の目的別構成比をみると（2013～14
年度平均）、「更新投資」（既存建物・設備機器等の

1企業当たりの売上高経常利益率をみると、埼玉
県は全国をやや下回っているもののほぼ同水準で
推移している。リーマンショック後の2009年度に
0.8％まで落ちこんだが、その後上昇に転じ2014年
度は3.05％に達し、リーマンショック前のピーク
2.9％（2006年度）を超えた。経常利益率の全国順
位は19位と比較的上位にある。
1企業当たりのＲＯＡ（総資産経常利益率）につい

ても、埼玉県は全国とほぼ同水準で推移している。
2014年度は3.56％と全国（3.62％）とほぼ並んだ。
全国順位は27位と中位にある。

損益計算書から県内の中小企業をみると、従業
者数や売上高といった規模の面では全国に比べ小
さな企業が多いが、売上高経常利益率やＲＯＡと
いった収益力では全国と並ぶ水準にある。

（総資産と純資産）

都道府県別にみると、埼玉県は40位となっており、
従業者数からみると県内の中小企業は全国に比べ
やや小粒である。関東圏では、神奈川県12.2人（46
位）、栃木県13.9人（37位）、千葉県14.1人（35位）、
東京都14.9人（28位）となっており、近隣都県の企
業も従業者数は少ないところが多い。

（売上高）
県内中小企業の1企業当たりの売上高も従業者
数と同様に、2012年度を除き全国を下回って推移
してきた。リーマンショックを境に埼玉県、全国とも売
上高は減少、埼玉県は2011、12年度と持ち直した
が13年度は再び減少した。2014年度の売上高は
埼玉県が2.4億円、全国は3.1億円となった。埼玉県
の全国順位は36位と下位にあり、近隣都県でも、栃
木県38位、神奈川県37位、千葉県31位と下位にあ
るが、東京都は4位、茨城県は7位と上位にある。

（従業者1人当たり売上高）
売上高を従業者数で割った従業者1人当たり売上
高の推移をみると、これも全国を概ね下回って推移
してきた。2014年度の従業者1人当たり売上高は埼
玉県が1,795万円、全国が2,050万円だった。全国
順位は28位と従業者数や売上高の順位に比べ上
昇している。近隣県では神奈川県が20位、千葉県が
19位と順位が上昇し、東京都は2位だった。

9.8

7.3

2018年の売上・利益の見通し、販売価格・仕入価
格の見通し、経営上の重要施策などについて、県内企
業へのアンケート調査を実施した。

売上の見通し
2018年の売上の見通しについてたずねたところ、

「増加する」14.6％、「やや増加する」31.1％、「変わ
らない」39.3％、「やや減少する」11.4％、「減少す
る」3.7％となった。
「増加する」と「やや増加する」を合わせると45.7％
の企業で売上が増加するとし、「減少する」と「やや減
少する」を合わせた15.1％を上回っている。
景気の緩やかな回復が続くなか、売上は2017年に
比べ増加するとみるところが多い。
業種別にみると、「増加する」、「やや増加する」と

みる企業は、非製造業の42.4％に対して、製造業が
51.3％と高い結果となった。

利益の見通し
2018年の利益については、「増加する」11.4％、

「やや増加する」27.4％、「変わらない」42.0％、「や
や減少する」16.0％、「減少する」3.2％となった。
「増加する」と「やや増加する」を合わせると38.8％
の企業で利益が増加するとし、「減少する」と「やや

減少する」を合わせた19.2％を上回っている。2018
年の利益は、売上と同様に増加するとみるところが
多い。
業種別にみると、「増加する」、「やや増加する」と

みる企業は、非製造業の35.0％に対して、製造業が
45.1％と高い結果となった。非製造業では「やや減少
する」とするところが19.7％と高く、人手不足などによ
る影響を懸念しているところも多いとみられる。

販価価格・仕入価格の見通し
2018年の販売価格（製品、商品、サービスなど）に

ついては、「上昇する」3.7％、「やや上昇する」21.7％、
「横ばい」66.4％、「やや低下する」8.3％、「低下す
る」なしとなった。「上昇する」と「やや上昇する」を合
わせると25.4％の企業で販売価格は上昇するとし、
「やや低下する」の8.3％を上回っているが、「横ばい」
が７割近くを占めており、販売価格引き上げについて
は、慎重な見方が多い。
仕入価格（原材料、仕入商品など）については、「上
昇する」8.7％、「やや上昇する」43.6％、「横ばい」
45.4％、「やや低下する」2.3％、「低下する」なしと
なった。「上昇する」と「やや上昇する」を合わせると、
52.3％の企業で仕入価格は上昇するとしており、販売

価格が上昇するとした25.4％を上回っている。

経営に影響を与える懸念事項
2018年において経営に影響を与える懸念事項とし

ては（複数回答）、「人手不足」が最も高く61.9％、次
いで「原材料価格等の上昇」45.9％、「価格競争の激
化」41.3％、「運送費、燃料費など諸経費の上昇」
39.9％、「国内景気の悪化」28.4％、「消費の落ち込
み」28.0％、「為替変動」7.3％、「海外経済の悪化」
6.9％となった。
景気回復が続くなか、労働力人口の減少など構造
的な問題に加え、働き方改革による労働時間短縮の

動きもあり、「人手不足」による業務の制約やコスト
アップへの懸念が強まっている。
業種別にみると、非製造業で「人手不足」を挙げる
比率が製造業に比較して特に高く、「原材料価格等の
上昇」、「運送費・燃料費など諸経費の上昇」について
は製造業の比率が非製造業に比較して高かった。

経営上の重要施策
2018年における経営上の重要施策としては（複数

回答）、「人材確保、人材育成」が最も高く65.6％と
なった。経営に影響を与える懸念事項で「人手不足」
が最も高いことに対応している。次いで「営業力強化」
46.8％、「生産性向上」45.0％、「コスト削減」29.4％、
「顧客開拓、顧客満足度の向上」28.0％、「新規事業
開拓」26.1％、「商品開発、技術開発」19.3％、「設備
投資」12.4％、「営業地域の拡大」5.5％となった。
業種別にみると、「生産性向上」、「商品開発、技術
開発」で製造業が非製造業に比べ高く、「人材確保、
人材育成」、「顧客開拓、顧客満足度の向上」で非製
造業が製造業に比べ高いのが目立っている。

（太田富雄）

2018年１月中旬実施。対象企業数966社、　
回答企業数219社、回答率22.7％。

アンケート調査②

埼玉県内企業の2018年経営 見通し

●経営に影響を与える懸念事項 
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●売上の見通し
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（経常利益）
売上高は2003年度以降概ね横ばい圏内にあっ

たが、経常利益は増加傾向にある。1企業当たりの
経常利益の推移をみると、埼玉県、全国とも2007
年度から減少に転じ、リーマンショックの影響で
2009年度まで減少を続けたが、2010年度からは増
益に転じた。埼玉県は2013年度に減益となったもの
の、2014年度には再び増益となり、経常利益の水
準も725万円と、リーマンショック前のピーク717万
円（2006年度）を上回った。売上高が伸び悩んでい
るのに対し、経常利益は急速に改善している。
ただし、全国の2014年度の経常利益は977万円

と、リーマンショック前のピーク892万円（2006年
度）を9.5％上回っているのに対し、埼玉県は1.0％と
全国に比べると改善テンポはやや鈍い。全国順位は
33位と売上高と同様に下位にあるが（神奈川県41
位、栃木県32位、千葉県30位）、従業者1人当たり
経常利益は55万円と全国18位に上昇する。
（売上高経常利益率とＲＯＡ）

中小企業実態基本調査は、中小企業庁が毎年実施
している調査で2004年より開始された。全国の中小
企業約314万社のうち、業種・従業者規模別に約11万
社が標本抽出されている。調査項目は、損益計算書や
貸借対照表のほか従業者数、設備投資動向等、中小
企業の財務情報等が調査されている。ただし、標本抽
出調査のため抽出件数が少ない都道府県別の計数は
振れが大きくなることがあり、留意が必要である。
本稿では、個人企業を除く法人企業について県内

中小企業の動向を全国と比較しながら概観する。
なお、平成28年の中小企業実態基本調査（平成
27年度決算実績）は昨年7月に発表されたが、全国
の計数のみ公表され都道府県別の計数は公表され
ていないので、本稿では平成15（2003）年度決算
から平成26（2014）年度決算を分析対象とする。

県内中小企業の1企業当たりの従業者数をみると、
2012年度を除き埼玉県が全国を下回って推移して
きた（2012年度は標本抽出調査による統計のブレ
と思われる）。2008年のリーマンショックを境に従業
者数は減少してきたが、2010年度をボトムに従業者
数はやや上向いている。2014年度の従業者数は埼
玉県が13.2人、全国が15.2人となった。

維持・補修・更新）の割合が36.1％と最も高く、以下、
「能力増強」（既存事業部門の売上増大）25.4％、
「省力化・合理化」16.3％、「新規事業」（新規事業
部門への進出・事業転換・兼業部門の強化など多角
化）13.4％となっている。
これをアベノミクス開始前の2002年～12年度平
均と比較すると、「更新投資」（＋3.9ポイント）と「省
力化・合理化」（＋3.2ポイント）が増加し、「能力増
強」（▲5.3ポイント）と「新規事業」（▲0.6ポイント）
が低下した。「更新投資」を行いつつ、「省力化・合
理化」投資を強化する一方、「能力増強」や「新規
事業」への投資はやや控えめになっている。この傾
向は全国でも同じである。

埼玉県と全国の投資目的別構成比を比べると
（2013～14年度平均）、埼玉県は全国に比べ、「能
力増強」の割合が低く、「省力化・合理化」「新規事
業」「更新投資」の割合が高い。県内企業は全国に
比べ、売上増加よりも、合理化や新規事業への投資
に積極的となっている。 （樋口広治）

貸借対照表をみると、まず県内企業の1企業当た
りの総資産は2014年度が2.03億円、2003年度が
2.01億円と統計開始以降、ほぼ横ばいで推移して
きた。全国でも同様の傾向にある。
総資産の規模はほとんど変わっていないが、その

内訳は変化している。純資産が大きく増えた。県内
企業の純資産は2003年度の5,751万円から2014
年度には7,402万円に3割近く増加した。純資産が
増加したのは、利益の蓄積である利益剰余金が増
加したためである。2014年度の利益剰余金は
5,854万円と2003年度に比べ約6割も増加した。
 

（負債）
総資産が横ばいで純資産が増えた結果、負債が減

少した。流動負債は2003年度の7,970万円から2014
年度には6,751万円に減少、固定負債も2013年度の
6,390万円から2014年度は6,184万円に減少した。
社債と長期・短期を合わせた借入金は2003年度

の8,947万円から2014年度の8,081万円に減少し、
借入依存度（借入金÷総資産）も2003年度の

44.5％から2014年度の39.7％に低下した。この借
入金残高の減少と金利の低下により、営業外費用
の支払利息・割引料も減少した。支払利息・割引料
は2003年度の224万円から2014年度には126万
円に減少し、企業の経常利益の増加をもたらした。

（自己資本比率）
この結果、自己資本比率は2003年度の28.6％か

ら2014年度には36.4％に上昇し、県内中小企業の
財務の健全性は向上している。全国でも、自己資本
比率は2003年度の24.7％から37.3％に上昇した。

（流動資産と固定資産）
次に資産サイドをみると、やや振れが大きいが、流
動資産は増加の方向、固定資産は減少方向にある。
流動資産は2003年度の1.09億円から2014年度
の1.16億円に増加、固定資産は9,119万円から
8,719万円に減少した。流動資産が増加したのは、
企業の現金・預金が増加したためである。現金・預金
は2003年度の3,468万円から2014年度の4,693
万円に増加した。現金・預金の対月商比率をみると、
2003年度の1.57カ月から2014年度の2.37カ月に
上昇した。

以上のように、貸借対照表をみると、利益の増加
により内部留保が増えたが、これを借入金の返済と
手元現金の増加にあて、設備投資等の投資は抑制
している様子が伺われる。企業の財務の健全性は
高まったが、企業の将来的な成長性という観点でみ
ると課題があるように思われる。

設備投資の推移をみると、リーマンショック前の
2007年度までは全国と同じように増加傾向にあっ
たが、リーマンショックを契機に減少に転じた後、
2010年度以降はほぼ横ばいで推移している。全国
の設備投資がアベノミクス開始後の2013年度から
増加に転じているが、この動きとはやや異なっている。
設備投資額の目的別構成比をみると（2013～14
年度平均）、「更新投資」（既存建物・設備機器等の

1企業当たりの売上高経常利益率をみると、埼玉
県は全国をやや下回っているもののほぼ同水準で
推移している。リーマンショック後の2009年度に
0.8％まで落ちこんだが、その後上昇に転じ2014年
度は3.05％に達し、リーマンショック前のピーク
2.9％（2006年度）を超えた。経常利益率の全国順
位は19位と比較的上位にある。
1企業当たりのＲＯＡ（総資産経常利益率）につい

ても、埼玉県は全国とほぼ同水準で推移している。
2014年度は3.56％と全国（3.62％）とほぼ並んだ。
全国順位は27位と中位にある。

損益計算書から県内の中小企業をみると、従業
者数や売上高といった規模の面では全国に比べ小
さな企業が多いが、売上高経常利益率やＲＯＡと
いった収益力では全国と並ぶ水準にある。

（総資産と純資産）

都道府県別にみると、埼玉県は40位となっており、
従業者数からみると県内の中小企業は全国に比べ
やや小粒である。関東圏では、神奈川県12.2人（46
位）、栃木県13.9人（37位）、千葉県14.1人（35位）、
東京都14.9人（28位）となっており、近隣都県の企
業も従業者数は少ないところが多い。

（売上高）
県内中小企業の1企業当たりの売上高も従業者
数と同様に、2012年度を除き全国を下回って推移
してきた。リーマンショックを境に埼玉県、全国とも売
上高は減少、埼玉県は2011、12年度と持ち直した
が13年度は再び減少した。2014年度の売上高は
埼玉県が2.4億円、全国は3.1億円となった。埼玉県
の全国順位は36位と下位にあり、近隣都県でも、栃
木県38位、神奈川県37位、千葉県31位と下位にあ
るが、東京都は4位、茨城県は7位と上位にある。

（従業者1人当たり売上高）
売上高を従業者数で割った従業者1人当たり売上
高の推移をみると、これも全国を概ね下回って推移
してきた。2014年度の従業者1人当たり売上高は埼
玉県が1,795万円、全国が2,050万円だった。全国
順位は28位と従業者数や売上高の順位に比べ上
昇している。近隣県では神奈川県が20位、千葉県が
19位と順位が上昇し、東京都は2位だった。

9.8

7.3

2018年の売上・利益の見通し、販売価格・仕入価
格の見通し、経営上の重要施策などについて、県内企
業へのアンケート調査を実施した。

売上の見通し
2018年の売上の見通しについてたずねたところ、

「増加する」14.6％、「やや増加する」31.1％、「変わ
らない」39.3％、「やや減少する」11.4％、「減少す
る」3.7％となった。
「増加する」と「やや増加する」を合わせると45.7％
の企業で売上が増加するとし、「減少する」と「やや減
少する」を合わせた15.1％を上回っている。
景気の緩やかな回復が続くなか、売上は2017年に
比べ増加するとみるところが多い。
業種別にみると、「増加する」、「やや増加する」と

みる企業は、非製造業の42.4％に対して、製造業が
51.3％と高い結果となった。

利益の見通し
2018年の利益については、「増加する」11.4％、

「やや増加する」27.4％、「変わらない」42.0％、「や
や減少する」16.0％、「減少する」3.2％となった。
「増加する」と「やや増加する」を合わせると38.8％
の企業で利益が増加するとし、「減少する」と「やや

減少する」を合わせた19.2％を上回っている。2018
年の利益は、売上と同様に増加するとみるところが
多い。
業種別にみると、「増加する」、「やや増加する」と

みる企業は、非製造業の35.0％に対して、製造業が
45.1％と高い結果となった。非製造業では「やや減少
する」とするところが19.7％と高く、人手不足などによ
る影響を懸念しているところも多いとみられる。

販価価格・仕入価格の見通し
2018年の販売価格（製品、商品、サービスなど）に

ついては、「上昇する」3.7％、「やや上昇する」21.7％、
「横ばい」66.4％、「やや低下する」8.3％、「低下す
る」なしとなった。「上昇する」と「やや上昇する」を合
わせると25.4％の企業で販売価格は上昇するとし、
「やや低下する」の8.3％を上回っているが、「横ばい」
が７割近くを占めており、販売価格引き上げについて
は、慎重な見方が多い。
仕入価格（原材料、仕入商品など）については、「上
昇する」8.7％、「やや上昇する」43.6％、「横ばい」
45.4％、「やや低下する」2.3％、「低下する」なしと
なった。「上昇する」と「やや上昇する」を合わせると、
52.3％の企業で仕入価格は上昇するとしており、販売

価格が上昇するとした25.4％を上回っている。

経営に影響を与える懸念事項
2018年において経営に影響を与える懸念事項とし

ては（複数回答）、「人手不足」が最も高く61.9％、次
いで「原材料価格等の上昇」45.9％、「価格競争の激
化」41.3％、「運送費、燃料費など諸経費の上昇」
39.9％、「国内景気の悪化」28.4％、「消費の落ち込
み」28.0％、「為替変動」7.3％、「海外経済の悪化」
6.9％となった。
景気回復が続くなか、労働力人口の減少など構造
的な問題に加え、働き方改革による労働時間短縮の

動きもあり、「人手不足」による業務の制約やコスト
アップへの懸念が強まっている。
業種別にみると、非製造業で「人手不足」を挙げる
比率が製造業に比較して特に高く、「原材料価格等の
上昇」、「運送費・燃料費など諸経費の上昇」について
は製造業の比率が非製造業に比較して高かった。

経営上の重要施策
2018年における経営上の重要施策としては（複数

回答）、「人材確保、人材育成」が最も高く65.6％と
なった。経営に影響を与える懸念事項で「人手不足」
が最も高いことに対応している。次いで「営業力強化」
46.8％、「生産性向上」45.0％、「コスト削減」29.4％、
「顧客開拓、顧客満足度の向上」28.0％、「新規事業
開拓」26.1％、「商品開発、技術開発」19.3％、「設備
投資」12.4％、「営業地域の拡大」5.5％となった。
業種別にみると、「生産性向上」、「商品開発、技術
開発」で製造業が非製造業に比べ高く、「人材確保、
人材育成」、「顧客開拓、顧客満足度の向上」で非製
造業が製造業に比べ高いのが目立っている。

（太田富雄）

2018年１月中旬実施。対象企業数966社、　
回答企業数219社、回答率22.7％。

アンケート調査②

埼玉県内企業の2018年経営 見通し
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概況 埼玉県の景気は持ち直している。

百貨店・スーパー販売額
（全店）・前年比（左目盛）

百貨店・スーパー販売額
（既存店）・前年比（左目盛）

%
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景気動向指数 改善を示している

11月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：99.6（前月比＋3.9ポイント）、一致指数：127.5
（同＋0.7ポイント）、遅行指数：117.3（同▲0.6ポイ
ント）となった。
先行指数は2カ月ぶりの上昇となった。
一致指数は3カ月ぶりの上昇となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比▲1.63ポイン
トと、2カ月連続の下降となった。埼玉県は、景気の
基調判断を、19カ月連続で「改善を示している」とし
ている。
遅行指数は3カ月連続の下降となった。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が2カ月連続で増加

12月の百貨店・スーパー販売額は1,065億円、
前年比＋1.2％（既存店）と2カ月連続で増加した。
業態別では、百貨店（同▲2.3％）は減少したが、
スーパー（同＋2.3％）は増加した。新設店を含む全
店ベースの販売額も同＋1.9％と2カ月連続で増加
した。
1月の新車販売台数（乗用車）は12,298台、前年

比▲4.5％と無資格検査問題の影響から4カ月連続
で減少した。車種別では普通乗用車が6,722台（同
＋0.6％）、小型乗用車は5,576台（同▲10.1％）
だった。

住 宅 2カ月ぶりに前年を下回る

12月の新設住宅着工戸数は4,701戸、前年比
▲3.5％と2カ月ぶりに前年を下回った。
利用関係別では、分譲が1 ,746戸（前年比

＋23.2％）と2カ月連続で増加したものの、貸家は
1,763戸（同▲16.0％）と3カ月連続の減少、持家も
1,190戸（同▲11.7％）と2カ月ぶりの減少となった。
分譲住宅は、マンションが446戸（同＋291.2％）と

2カ月連続で大幅に増加し、戸建も1,300戸（同
＋0.1％）と4カ月連続で増加した。

公共工事 2カ月ぶりに前年を下回る

1月の公共工事請負金額は157億円、前年比
▲1.5％と2カ月ぶりに前年を下回った。2017年4月
～2018年1月の累計では、同＋0.5％と前年を上
回っている。
発注者別では、国（前年比＋28.5％）と市町村

（同＋2.0％）、地方公社（同＋126.2％）は増加した
ものの、県（同▲15.3％）、独立行政法人等（同
▲56.5％）が減少した。
なお、1月の請負件数も415件（同▲15.3％）と前
年を下回っている。

生 産 3カ月ぶりに増加

11月の鉱工業指数をみると、生産指数は93.7、
前月比＋1.7％と3カ月ぶりに増加した。業種別で
は、生産用機械、化学、輸送機械など13業種が増
加したものの、業務用機械、はん用機械、プラスチッ
ク製品など10業種が減少した。
在庫指数は114.6、前月比▲1.0％と3カ月連続

で減少した。業種別では、電気機械、プラスチック製
品、はん用機械など11業種が増加したものの、輸送
機械、パルプ・紙・紙加工品、その他製品など9業種
が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.34倍

12月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）
は、前月から0.04ポイント上昇の1.34倍となった。
　有効求職者数が73,954人（前年比▲2.9％）と、
91カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
108,859人（同＋16.0％）と、54カ月連続で前年を
上回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.12ポイント上昇の2.11倍となっている。
なお、12月の就業地別有効求人倍率（季節調
整値）は、前月から0.06ポイント上昇の1.53倍で
あった。
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概況 埼玉県の景気は持ち直している。
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店ベースの販売額も同＋1.9％と2カ月連続で増加
した。
1月の新車販売台数（乗用車）は12,298台、前年

比▲4.5％と無資格検査問題の影響から4カ月連続
で減少した。車種別では普通乗用車が6,722台（同
＋0.6％）、小型乗用車は5,576台（同▲10.1％）
だった。

住 宅 2カ月ぶりに前年を下回る

12月の新設住宅着工戸数は4,701戸、前年比
▲3.5％と2カ月ぶりに前年を下回った。
利用関係別では、分譲が1 ,746戸（前年比

＋23.2％）と2カ月連続で増加したものの、貸家は
1,763戸（同▲16.0％）と3カ月連続の減少、持家も
1,190戸（同▲11.7％）と2カ月ぶりの減少となった。
分譲住宅は、マンションが446戸（同＋291.2％）と
2カ月連続で大幅に増加し、戸建も1,300戸（同
＋0.1％）と4カ月連続で増加した。

公共工事 2カ月ぶりに前年を下回る

1月の公共工事請負金額は157億円、前年比
▲1.5％と2カ月ぶりに前年を下回った。2017年4月
～2018年1月の累計では、同＋0.5％と前年を上
回っている。
発注者別では、国（前年比＋28.5％）と市町村

（同＋2.0％）、地方公社（同＋126.2％）は増加した
ものの、県（同▲15.3％）、独立行政法人等（同
▲56.5％）が減少した。
なお、1月の請負件数も415件（同▲15.3％）と前
年を下回っている。

生 産 3カ月ぶりに増加

11月の鉱工業指数をみると、生産指数は93.7、
前月比＋1.7％と3カ月ぶりに増加した。業種別で
は、生産用機械、化学、輸送機械など13業種が増
加したものの、業務用機械、はん用機械、プラスチッ
ク製品など10業種が減少した。
在庫指数は114.6、前月比▲1.0％と3カ月連続

で減少した。業種別では、電気機械、プラスチック製
品、はん用機械など11業種が増加したものの、輸送
機械、パルプ・紙・紙加工品、その他製品など9業種
が減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.34倍

12月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）
は、前月から0.04ポイント上昇の1.34倍となった。
　有効求職者数が73,954人（前年比▲2.9％）と、
91カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
108,859人（同＋16.0％）と、54カ月連続で前年を
上回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.12ポイント上昇の2.11倍となっている。
なお、12月の就業地別有効求人倍率（季節調
整値）は、前月から0.06ポイント上昇の1.53倍で
あった。
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月次経済指標 月次経済指標
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●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値
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鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工床面積（非居住用）

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

全国
2010年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 2010年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）
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4,870

4,617

4,413

4,232

5,135

4,903

5,547

4,986

5,420

5,435

4,708

5,520

4,701

▲ 10.3

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 0.6

▲ 1.6

11.9

▲ 5.0

▲ 6.2

4.5

▲ 21.1

▲ 2.2

▲ 4.7

▲ 2.9

2.1

▲ 17.8

6.9

▲ 3.5

892,261

909,299

967,237

964,641

85,051

78,406

76,491

70,912

75,887

83,979

78,481

87,456

83,234

80,562

83,128

83,057

84,703

76,751

▲ 9.0

1.9

6.4

▲ 0.3

6.7

3.9

12.8

▲ 2.6

0.2

1.9

▲ 0.3

1.7

▲ 2.3

▲ 2.0

▲ 2.9

▲ 4.8

▲ 0.4

▲ 2.1

15.3

16.8

16.5

18.1

18.4

16.0

18.0

17.3

17.6

15.7

16.6

16.7

16.5

17.7

17.3

17.6

12.6

▲ 6.9

▲ 2.2

5.2

10.8

10.0

8.7

5.9

7.7

9.6

2.8

0.8

2.2

5.7

▲ 4.1

▲ 3.1

17.5

17.6

17.5

P17.9

18.6

18.6

16.6

18.4

18.5

18.3

16.7

17.5

17.7

17.1

18.0

18.4

18.9

P18.9

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

P2.5

1.6

2.2

2.9

4.8

3.1

3.3

4.9

1.4

▲ 0.1

2.2

2.1

2.6

1.4

P1.4

98.5

100.0

99.7

99.7

99.6

99.7

99.3

98.5

98.6

99.2

99.9

99.8

99.7

99.8

99.9

99.4

0.5

1.5

▲ 0.3

▲ 0.4

0.0

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 1.4

▲ 1.0

▲ 0.4

0.0

▲ 0.4

0.3

0.7

▲ 0.3

99.0

100.0

100.9

P102.5

101.4

101.6

101.4

101.1

100.5

102.6

102.9

102.9

103.1

102.7

102.9

103.0

103.2

P103.1

0.4

1.0

0.9

P1.6

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.6

1.8

1.5

1.7

1.4

1.7

1.8

1.8

P1.5

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％）2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

16年 11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

資料出所

0.74

0.85

1.04

1.23

1.11

1.13

1.13

1.15

1.16

1.18

1.21

1.24

1.24

1.26

1.26

1.29

1.30

1.34

1.09

1.20

1.36

1.50

1.41

1.43

1.43

1.43

1.45

1.48

1.49

1.51

1.52

1.52

1.52

1.55

1.56

1.59

24,898

27,136

30,731

35,167

32,318

29,156

37,814

36,549

32,530

32,528

33,427

33,258

32,492

35,724

37,298

39,338

36,657

34,385

5.0

9.0

13.2

14.4

14.9

11.9

18.3

11.7

11.8

11.3

18.9

15.3

9.6

16.6

13.5

15.1

13.4

17.9

834

863

911

963

893

842

1,007

1,014

981

923

912

964

922

944

997

1,024

942

922

5.0

3.5

5.5

5.7

7.7

7.8

3.6

4.9

6.5

3.2

6.9

6.3

3.5

6.3

5.6

7.1

5.5

9.6

10,799

10,573

10,186

10,101

858

1,045

835

732

852

812

836

822

876

804

784

818

866

1,065

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

0.1

▲ 0.6

▲ 1.7

▲ 4.0

▲ 0.8

1.4

▲ 1.4

0.6

1.0

1.1

1.9

▲ 1.4

0.3

1.2

201,973

200,491

195,979

196,030

16,479

20,676

16,743

14,493

16,312

15,583

15,881

15,694

17,179

15,655

14,968

15,889

16,713

20,921

0.9

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

▲ 2.7

▲ 0.8

1.1

▲ 0.6

0.2

▲ 0.2

0.6

1.9

▲ 0.7

1.4

1.1

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

倍 倍 人 前年比（％） 千人 前年比（％） 億円 前年比（％） 億円 前年比（％）

●百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース



19 20

月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2018.3埼玉りそな経済情報2018.3

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2014年

2015年

2016年

2017年

16年 11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

資料出所

156,168

147,166

152,979

158,237

13,074

12,835

12,884

15,090

20,938

9,933

11,098

14,381

12,949

10,666

15,221

10,642

12,101

12,334

12,298

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

3.4

16.5

13.4

11.9

12.8

13.4

3.4

2.7

7.1

▲ 2.1

4.9

1.5

▲ 7.3

▲ 7.4

▲ 3.9

▲ 4.5

2,860,472

2,704,485

2,801,491

2,943,010

235,871

227,766

229,100

273,860

398,048

195,874

206,935

274,000

241,127

196,169

276,049

200,547

222,938

228,363

215,058

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

5.1

16.2

11.5

8.9

14.4

14.8

6.1

6.7

10.3

▲ 1.3

2.8

2.3

▲ 4.4

▲ 5.5

0.3

▲ 6.1

403

359

354

361

27

38

22

30

30

31

40

32

36

35

26

30

18

31

19

56,640

36,187

65,358

42,138

3,470

15,013

1,662

5,140

2,807

2,984

3,537

4,909

3,148

6,638

1,720

2,174

2,207

5,212

1,390

9,731

8,812

8,446

8,405

693

710

605

688

786

680

802

706

714

639

679

733

677

696

635

1,874,065

2,112,382

2,006,119

3,167,637

594,484

171,666

128,487

115,834

166,801

104,060

106,917

1,588,339

109,885

92,375

115,802

95,879

145,663

397,595

104,559

99.1

100.0

99.7

100.0

99.9

99.8

99.4

99.4

99.7

100.1

100.2

100.0

99.8

100.0

100.2

100.1

100.7

101.0

2.8

0.9

▲ 0.3

0.3

0.2

0.0

▲ 0.1

▲ 0.3

0.1

0.3

0.4

0.2

0.2

0.5

0.7

0.0

0.7

1.2

99.2

100.0

99.9

100.4

100.4

100.1

100.0

99.8

99.9

100.3

100.4

100.2

100.1

100.3

100.5

100.6

100.9

101.2

2.7

0.8

▲ 0.1

0.5

0.5

0.3

0.4

0.3

0.2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.7

0.7

0.2

0.6

1.0

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

台 前年比（％） 台 前年比（％） 件数（件）負債額（百万円） 件数（件）負債額（百万円） 2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

2014年

2015年

2016年

2017年

16年 11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

資料出所

97.6

95.5

95.1

93.9

94.5

96.0

93.3

88.4

96.9

96.4

92.4

98.4

98.5

96.2

92.1

93.7

4.8

▲ 2.2

▲ 0.4

0.9

0.6

1.6

▲ 2.8

▲ 5.3

9.6

▲ 0.5

▲ 4.1

6.5

0.1

▲ 2.3

▲ 4.3

1.7

99.0

97.8

97.7

102.1

99.9

100.6

98.5

101.7

99.8

103.8

100.1

102.3

101.5

103.5

102.5

103.0

103.5

106.5

2.1

▲ 1.2

▲ 0.1

4.5

1.0

0.7

▲ 2.1

3.2

▲ 1.9

4.0

▲ 3.6

2.2

▲ 0.8

2.0

▲ 1.0

0.5

0.5

2.9

170.6

145.3

123.9

116.7

115.2

114.7

114.3

115.9

117.3

118.6

120.9

120.3

124.0

120.7

115.8

114.6

52.0

▲ 14.8

▲ 14.7

0.0

▲ 1.3

▲ 0.4

▲ 0.3

1.4

1.2

1.1

1.9

▲ 0.5

3.1

▲ 2.7

▲ 4.1

▲ 1.0

112.3

112.3

106.4

108.6

106.6

107.3

107.4

108.1

109.7

111.3

111.3

109.1

107.9

107.3

107.3

110.7

109.8

109.5

6.2

0.0

▲ 5.3

2.1

▲ 1.8

0.7

0.1

0.7

1.5

1.5

0.0

▲ 2.0

▲ 1.1

▲ 0.6

0.0

3.2

▲ 0.8

▲ 0.3

3,038

2,376

2,391

3,014

264

146

155

289

339

225

143

334

285

328

145

200

229

340

▲ 10.1

▲ 21.8

0.6

26.1

50.3

▲ 16.7

43.3

0.5

86.8

39.8

▲ 45.6

110.1

79.4

32.8

▲ 19.0

▲ 14.8

▲ 13.2

132.1

53,818

50,515

50,753

52,968

4,199

4,177

4,218

4,340

3,516

4,601

4,497

4,804

4,559

4,718

4,770

4,755

4,464

3,725

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

4.4

10.4

5.4

21.9

8.1

▲ 12.5

19.3

▲ 11.0

2.7

18.0

▲ 3.3

6.9

16.2

6.3

▲ 10.8

鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工床面積（非居住用）

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

全国
2010年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 2010年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

16年 11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

資料出所

56,504

57,357

61,981

59,617

5,164

4,870

4,617

4,413

4,232

5,135

4,903

5,547

4,986

5,420

5,435

4,708

5,520

4,701

▲ 10.3

1.5

8.1

▲ 3.8

▲ 0.6

▲ 1.6

11.9

▲ 5.0

▲ 6.2

4.5

▲ 21.1

▲ 2.2

▲ 4.7

▲ 2.9

2.1

▲ 17.8

6.9

▲ 3.5

892,261

909,299

967,237

964,641

85,051

78,406

76,491

70,912

75,887

83,979

78,481

87,456

83,234

80,562

83,128

83,057

84,703

76,751

▲ 9.0

1.9

6.4

▲ 0.3

6.7

3.9

12.8

▲ 2.6

0.2

1.9

▲ 0.3

1.7

▲ 2.3

▲ 2.0

▲ 2.9

▲ 4.8

▲ 0.4

▲ 2.1

15.3

16.8

16.5

18.1

18.4

16.0

18.0

17.3

17.6

15.7

16.6

16.7

16.5

17.7

17.3

17.6

12.6

▲ 6.9

▲ 2.2

5.2

10.8

10.0

8.7

5.9

7.7

9.6

2.8

0.8

2.2

5.7

▲ 4.1

▲ 3.1

17.5

17.6

17.5

P17.9

18.6

18.6

16.6

18.4

18.5

18.3

16.7

17.5

17.7

17.1

18.0

18.4

18.9

P18.9

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

P2.5

1.6

2.2

2.9

4.8

3.1

3.3

4.9

1.4

▲ 0.1

2.2

2.1

2.6

1.4

P1.4

98.5

100.0

99.7

99.7

99.6

99.7

99.3

98.5

98.6

99.2

99.9

99.8

99.7

99.8

99.9

99.4

0.5

1.5

▲ 0.3

▲ 0.4

0.0

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 1.4

▲ 1.0

▲ 0.4

0.0

▲ 0.4

0.3

0.7

▲ 0.3

99.0

100.0

100.9

P102.5

101.4

101.6

101.4

101.1

100.5

102.6

102.9

102.9

103.1

102.7

102.9

103.0

103.2

P103.1

0.4

1.0

0.9

P1.6

1.0

1.0

1.1

1.1

1.1

1.6

1.8

1.5

1.7

1.4

1.7

1.8

1.8

P1.5

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％）2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

16年 11月

12月

17年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

18年  1月

資料出所

0.74

0.85

1.04

1.23

1.11

1.13

1.13

1.15

1.16

1.18

1.21

1.24

1.24

1.26

1.26

1.29

1.30

1.34

1.09

1.20

1.36

1.50

1.41

1.43

1.43

1.43

1.45

1.48

1.49

1.51

1.52

1.52

1.52

1.55

1.56

1.59

24,898

27,136

30,731

35,167

32,318

29,156

37,814

36,549

32,530

32,528

33,427

33,258

32,492

35,724

37,298

39,338

36,657

34,385

5.0

9.0

13.2

14.4

14.9

11.9

18.3

11.7

11.8

11.3

18.9

15.3

9.6

16.6

13.5

15.1

13.4

17.9

834

863

911

963

893

842

1,007

1,014

981

923

912

964

922

944

997

1,024

942

922

5.0

3.5

5.5

5.7

7.7

7.8

3.6

4.9

6.5

3.2

6.9

6.3

3.5

6.3

5.6

7.1

5.5

9.6

10,799

10,573

10,186

10,101

858

1,045

835

732

852

812

836

822

876

804

784

818

866

1,065

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

0.1

▲ 0.6

▲ 1.7

▲ 4.0

▲ 0.8

1.4

▲ 1.4

0.6

1.0

1.1

1.9

▲ 1.4

0.3

1.2

201,973

200,491

195,979

196,030

16,479

20,676

16,743

14,493

16,312

15,583

15,881

15,694

17,179

15,655

14,968

15,889

16,713

20,921

0.9

0.4

▲ 0.9

0.0

▲ 0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

▲ 2.7

▲ 0.8

1.1

▲ 0.6

0.2

▲ 0.2

0.6

1.9

▲ 0.7

1.4

1.1

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国
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長瀞町長　大澤 タキ江氏

長瀞町
町長のメッセージ
長瀞町は、古くから多くの観光客が訪れる景勝地です。「岩畳」が広がる「長瀞」は、大正
13年に国の名勝及び天然記念物に指定されています。自然が創りあげた美しい景観の
中を和舟で下る川下りは、長瀞観光の定番の一つです。
町では、人も社会も自然もすべてが健康ではつらつとしている町「はつらつ長瀞」を町
の将来像に掲げ、「いつまでも暮らしたいまち」「いつまでも活力のあるまち」「いつまで
も輝き続けるまち」を基本理念として、長瀞町民であることを誇れる町づくりを進めて参
ります。

天下の景勝地　ながとろ

●秩父鉄道　樋口駅、野上駅、長瀞駅、上長瀞駅
●関越自動車道　花園ICから町役場まで約16㎞

主な交通機関

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成29年3月）ほか

さいたま市

皆野町
寄居町

美里町
本庄市

長瀞町概要
人口(平成30年1月1日現在）

世帯数(同上）

平均年齢（平成29年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数(商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

7,279人

2,929世帯

51.3歳

30.43k㎡

35所

115.5億円

60店

59.6億円

63.4％

40.6％

はじめに
長瀞町は埼玉県の北西部に位置し、秩父盆地

の東北の入口にある。東西約7.0㎞、南北約7.2㎞、
面積は30.43㎢である。西は宝登山（497m）、不
動山（549m）、北は陣見山（531m）、東は釜伏山
（582m）と山々に囲まれ、町の中央を貫流する荒
川の両岸に開けた町である。荒川に沿って、秩父鉄
道、国道140号線が走り、集落や耕地もその周辺
に広がっている。東は寄居町、南と西は皆野町、北
は本庄市、美里町と接している。
昭和18年に、野上町・樋口村・白鳥村の一部が
合併し、野上町となった。昭和47年に県唯一の国
指定名勝「長瀞」にちなみ町名を長瀞町に変更し
た。「瀞」とは「川の水が深く、流れが非常に静かな
所」という意味である。

名勝長瀞、地質学発祥の地
長瀞町は全域が「県立長瀞玉淀自然公園区域」

に指定されている。長瀞は荒川が秩父盆地から関
東平野に流れ出るところにあって、昔から景勝地と
して知られ、特に上長瀞から高砂橋に至る荒川の
両岸は、国から名勝及び天然記念物保存区域とし
て指定されている。この区間を含めて、川下りが楽
しめるほか、川岸を歩けるようになっており、岩、山、
川、木々などからなる美しい自然の風景を楽しむこ
とができる。
川岸でみられる「岩畳」は地殻変動によって深層

地層が露出した結晶片岩により、畳を敷き詰めたよ
うに見えることから、こう呼ばれるようになった。「岩
畳」の対岸には「秩父赤壁」として有名な高さ30ｍ
以上の断崖が500mにわたって続いている。また、緑
泥片岩、紅れい片岩、雲母片岩など様々な岩石に加
え、断層や褶曲などの地質現象をみることができる。
これらは、日本列島の成り立ちや構造を知る上で貴
重な地質学の資料であり、古くから地質学の研究が
盛んに行われてきた。
長瀞町は「日本地質学発祥の地」ともよばれ、町

内には「埼玉県立自然の博物館」がある。埼玉県で
みられる岩石、鉱物、化石、地層などが年代順に展
示されているほか、これに係る資料の収集、整理、調
査・研究が行われている。同館は、日本の地質・鉱物
学の研究機関として大正10年に秩父鉄道が設立し
た「鉱物植物標本陳列所」の伝統と資料を受け継
いでいる。

宝登山と季節の花々
宝登山は町の南西部に位置し、山頂は皆野町と

の町境となっている。山麓には宝登山神社があり、
三峯神社、秩父神社と共に、秩父三社として多くの
参拝者が訪れる。宝登山神社は埼玉県で唯一ミシュ
ラン・グリーンガイドの1つ星を獲得した神社で、外国
人観光客も多い。徒歩のほか、ロープウェイでも山頂
に登ることができ、山頂には奥宮がある。奥宮は、2
頭のオオカミの石像が置かれていることでも有名で
ある。また、展望台も設けられており、秩父盆地や武
甲山、奥秩父の山 を々眺めることができる。
山頂駅の近くには、ロウバイ園、梅百花園がある。
1月中旬から2月上旬までロウバイまつりが開催され、
約3,000本のロウバイが鮮やかな黄色い花を咲か
せる（表紙写真）。2月下旬から3月上旬にかけては、
梅まつりが開催される。約170種類約470本の梅が
白や紅の花を咲かせる。荒川の周辺でも多くの花が
季節毎にみられる。3月下旬から4月中旬には桜まつ
り、4月下旬には藤まつり、秋には紅葉まつりが開催
され、訪れる人を楽しませている。

観光資源整備と住みやすいまちづくり
長瀞町は古くから有名な観光地であったが、近年、

新しい観光も盛んとなっている。荒川では川下りのほ
か、ラフティングやカヌーなどの体験も人気となり、川
辺ではオートキャンプ場も整備されている。個性的で
おしゃれな旅館なども人気である。天然氷のかき氷

や、そば、川魚料理など地元グルメも充実している。
町内を広く回ってもらうため、自転車、電動自転車

のほか、2人乗り電気自動車の貸し出しも始まった。
外国語の案内板やスマートフォンを利用した音声案
内など外国人向けのサービスを充実させるとともに、
情報発信も積極的に行っている。また、秩父地域一
体として観光振興を図るため、「秩父地域おもてなし
観光公社」が設立され、秩父市、横瀬町、皆野町、長
瀞町、小鹿野町の1市4町が連携して、秩父地域の
様々な魅力の発信を行っている。
埼玉県を代表する観光地として整備が進む一方

で、コミュニティの活性化や働く場の確保、創出にも
力を入れている。幅広い年齢層の交流の場として
「多世代ふれ愛ベース長瀞」が開所される予定であ
るほか、長瀞町で起業する事業者支援も行っていく。
「生まれて良かった」「住んで良かった」と思える魅力
ある町づくりを進めている。 （吉嶺暢嗣）

長瀞の「岩畳」と「秩父赤壁」 宝登山神社

長瀞町
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鶴ヶ島 市

日 高 市

吉 川 市

ふじみ野市

白 岡 市

市 　 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

69,453

18,352

9,719

30,125

3,794

3,061

16,767

3,611

5,751

3,879

4,436

10,959

7,263

2,587

5,835

7,613

11,601

12,623

18,034

2,978

8,003

7,510

学校数
(校）

児童数
(人）

前年差
（人）

学校数
(校）

児童数
(人）

前年差
（人）

学校数
(校）

10

8

9

17

7

23

8

10

11

19

8

12

9

8

6

8

13

6

732

4

5

4

2

3

3

6

6

6

3

3

1

3

2

4

1

3

4

5

6

4

6

3

87

819

107

33

30

52

16

13

32

14

22

13

11

24

16

11

19

19

22

21

30

7

12

16

300

144

▲ 26

181

▲ 168

▲ 103

▲ 5

44

20

▲ 12

▲ 24

▲ 96

▲ 52

▲ 88

▲ 25

▲ 154

▲ 183

▲ 206

150

74

240

▲ 96

小学校数及び児童数 （平成29年5月１日現在）

資料：埼玉県「学校基本調査」

7,253

3,889

4,165

8,938

3,673

7,298

3,042

4,489

5,688

6,957

2,957

5,480

2,379

3,518

3,127

4,506

6,002

2,584

349,899

3,115

2,143

1,487


