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住宅地平均価格および平均変動率（地価公示）

資料：埼玉県「平成28年地価公示のあらまし」 
(注1）空欄は調査地点のないもの
(注2）新規及び選定替地点は、平均価格には含まれているが、平均変動率には含まれていない

（各年１月１日現在）
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ズ ー ムアップ

緑茶・狭山茶の製造からスタートした株式会社栗
原園。現在はケーキ、和・洋菓子、だし、お茶漬けなど
幅広いギフト製品を取り扱い、さまざまなカタログ等
を使って、冠婚葬祭ギフトを取り扱うギフト会社や葬
儀社と取引する緑茶販売会社に商品を卸している。
さらに、有名ホテルやレストラン、和・洋菓子店の
OEM製品を手がけ、取り扱う製品のすべてを自社
工場で生産、梱包まで行う。自社製造で高い利益率
を上げる―着実に成長を続ける同社のストロング
ポイントは、そこにある。
「お菓子をはじめ、いろいろな製品を手がけるよう
になってからの十数年、当社はずっと成長を続けてい
ます。私自身お茶を栽培し、製茶する家に生まれ育っ
たので、何でも自分でつくって売るというのが基本に
あるからなのだと思いますが、製品をギフト詰めする
箱づくりからすべて自社でやっています」（栗原健一
社長）
時代とともに生活スタイルが変化し、緑茶市場が
縮小していく兆しが見え始めた頃、緑茶製造からギフ
ト事業への転進に踏み切った栗原社長の、時代の先
を読む“眼力”が同社の成長の原動力だ。

同社の創業者は現社長の父・栗原健蔵氏。戦後、
復員して帰郷したのち、昭和21（1946）年に緑茶製
造を手がけたのが始まりだった。お茶の製造に関する
知識がまったくないなか、使われなくなった機械を自
分で修理。茶葉をお茶農家から購入して、見よう見ま
ねでおいしいお茶づくりに精進した。
やがてその努力が実を結び、「栗原園のお茶はお

いしい」という評判が口コミで広がっていく。販売店
が増え、生産増加に伴って工場も拡大。さらに、全国
製茶品評会一等農林大臣賞、埼玉県狭山茶品評会
一等農林大臣賞等、数々の品評会での受賞によって、
同社のお茶の評価は揺るぎないものとなっていった。
現社長・健一氏は23歳の時に同社に入社。3年ほ

ど自社の茶畑で茶葉を育てたり、社員食堂等へ業務
用茶の営業に行ったりしていたが、やがて香典返し用
のお茶をきっかけに、少しずつ葬儀社と取引のある問
屋にも営業の手を広げていった。
同社が軸足をギフト事業に移すことを決意した、原
点となるエピソードがある。大雪で首都圏の交通が

ないことがある。それは、同社のギフト事業のスタート
がそうだったように、顧客の要望・納期に必ず応える
こと。なぜなら、事業の主軸となる弔事用ギフトは、突
然依頼が訪れるのが常だからだ。
「どうしてもこの日に、夜中でも欲しいと言われたら、
どんなことがあってもつくって、間に合うよう持ってい
く。そのことだけはしっかりとやってきました。それが
今でもお客さまの信頼となって生きています。この先
もその姿勢だけは絶対に崩しません」
そのため、急な依頼に備えて数多くの在庫や梱包資
材を常時確保し、対応できる社内の体制づくりも構築
している。顧客との信頼を勝ち得るためには、そういっ
た準備や多少の無理は必要だと、栗原社長は語る。
「お客さまあっての当社の仕事」―そういった同
社の姿勢が、今日まで続く“栗原園に頼めば何とかし
てくれる”という、顧客からの揺るぎない信頼へとつ
ながっている。

ものが売れない時代にあって、どうやって売り上げ
を伸ばすか―多くの企業が頭を痛める問題に、栗
原社長は一つの答えを出している。
「常に新しい商品を開発して市場に出す。そのこと
に注力して怖がらないということ。ですから、今後も積
極的に設備投資をしていきます」
今年、同社の人気商品アールコーヒーに、新たに

セットされる洋菓子“ラスク”が登場した。北海道海鮮
シリーズや老舗和菓子メーカーのOEM製品、人気
レストランの洋菓子OEM製品と、今後も続々と新商
品が発売される予定だ。また、低迷している緑茶にも、
他社にない新たなアプローチで商品開発ができない
か、栗原社長は日々思索を続ける。
時代を先読みする商品開発力と顧客サービスで

実績と信用を積み上げてきた同社。今後も攻めの姿
勢を崩すことなく、さらなる成長に向けて、果敢に挑
戦を続けていく。

マヒしたある日、それまで取引のなかった問屋から連
絡が入った。いつも取引していた業者が雪のため納
品できなくなったので、葬儀で渡すお茶のギフト品
300個を翌日までに用意してくれないか、という依頼
だった。話を聞いた健一氏は、近所の資材店に行って
缶を取り寄せ、お茶を詰め、ギフト用に梱包して雪の
中を無事に届けた。
「120㎏のお茶が出るのはすごいなと実感しました。
それで、この事業を頑張ろうかなと思って始めたので
す。当時は、まだ緑茶市場の低迷はなく、葬儀用の品
といえばお茶という時代でしたから。しばらくはお茶
のギフトがすごく出ましたね」
ここから同社のギフト事業の、攻めの経営がスター

トする。

お茶のギフトを売り歩くため、全国を飛び回ってい
た栗原社長。30代半ばの頃、岐阜のとある問屋社長
に、「大手お茶漬けメーカーと組んでやってみない
か？」と提案される。そこで、大手メーカーから商品を
仕入れて、お茶とお茶漬けのセットを手がけたところ、
各地の葬儀社と取引のある問屋から声がかかるよう
になった。やがて先方の要望に応える形で梅干し、だ
し、のりなど、取り扱いアイテムを増やしていく。
「メーカーから買うよりも、例えば、だしだったら自
社で原料を集めて、詰めて、自社製品として販売した
ほうが利幅は増えると思い、機械を購入して製造を
始めました」
緑茶の売り上げに陰りが見え始めた頃、栗原社長

は新たにコーヒーを取り扱うことを決意。製造機械を
購入し、“アールコーヒー”として自社でドリップコー
ヒーを製造・販売するのだが……老舗コーヒーメー
カーの商品が人気を集めていたギフト市場で、新規
参入した同社のコーヒーが注目を集めるのは、非常
に厳しいことを知らされた。
「コーヒー市場で無名だった当社の製品は売れま

冠婚葬祭ギフトで扱う食品アイテムを自社生産。
時代を読む商品開発力をエンジンに成長を続ける
コーヒー、和・洋菓子、お茶、のり等、慶事・弔事用に贈られるギフト品を取り扱う栗原園は、幅広いカテゴリーの商品
すべてを自社で生産する。常に2年先の商品開発を行い、それに伴う設備投資を積極的に行ってきた同社の成長の
裏には、時代と市場を先読みする力と徹底した納期厳守の姿勢で積み上げた顧客からの“信頼”があった。

株式会社栗原園

緑茶製造からギフト事業へ

関東農政局長
石田 寿氏

せんでした。ならば、コーヒーと何かをセットしよう。組
み合わせるならパウンドケーキかな……いや絶対に
パウンドケーキだろう、と思って始めました」
工場の一角にケーキ製造の機械を置き、保健所に

申請をし、職人を募集して、手探りでケーキの開発・
製造をスタートさせる。
「爆発的に売れました。当時はそういったセットの
商品はなかったので。今でこそ、コーヒーとケーキの
組み合わせは他社でも取り扱っていて、人気商品と
なっていますが、先駆者は私ですね(笑)」

現在同社は紅茶、クッキー、ごま、味噌汁等の商品
も取り扱い、アイテム数の増加に伴って積極的に設
備投資を行ってきた。常に他社に先駆けて、再来年
に向けた商品開発を行っているという同社の、次なる
商品に向けた着眼点はどこにあるか？　と尋ねると、
それは先を読む目にあるのだという。
「営業に行った先で『こういうものが欲しいんだ』と、
先方が言った言葉から、ちょっとしたヒントをもらって
開発することもあります」

現在進めているのは、北海道の海産物を使った商
品と和菓子の開発。和菓子は知り合いの和菓子店の
廃業に当たり、機材や職人を面倒見てもらえないか？
と頼まれたのが事業開始のきっかけだった。世間では、
和菓子は緑茶同様衰退していく食文化と思われてい
たが、栗原社長の考えは少し違った。
「私も和菓子はお茶同様、売れなくなるだろうと
思っていましたが、設備を持っていたほうがあとで役
に立つだろうと。勘なのですが、そう思ったんです」
設備導入後、数年は機械が稼働することはなかっ

た。和菓子職人も洋菓子製造を手伝うなどして、その
腕を発揮できる機会はなかったのだが、同社が新たに
立ち上げたブライダル事業で和菓子を取り扱うことに
なってから、設備・職人ともにフル稼働を始める。
現在は、老舗和菓子メーカーのOEM製造の仕事

も動きだし、新たな伸びしろのある事業として売り上
げに貢献してくれるだろうと、栗原社長は考えている。

栗原社長には、顧客サービスにおいて絶対に譲れ

大競争時代と人材の恩返し

日本選手が活躍する水泳、ジャンプ複合など
を見ていて本能的に痛感した。競争に参加する
以上ルールメイキングやジャッジに発言権を確
保できるくらいの存在感、決定的な競争力が必
要だと。
「大競争時代」である。が、競争に徹すべき
分野と、そうでない領域との見極めと兼ね合い
が肝要で、農政分野で言えば、持続性と成長性
のある「担い手」が大宗を占める農業構造づく
り、農地や灌漑排水などのインフラ整備や品目
ごとの課題解決、農業の六次産業化や農産物
の輸出は前者に、他方、日本型直接支払や地
域における地産地消などは後者に重きを置い
た政策である。
なかんずく、「担い手」の育成参入と、その
ニーズに応えたサービスを提供できるビジネス
の構築が急務である。ここで注目してほしいの
は、国の意志としての法律の存在である。本年
４月に施行された改正農協法は、組合員農業者
のためのサービス提供というビジネスに適材の
配置を求めることとした。
DNA解析や語感研究などから、日本人の

ルーツがかなり明らかになってきた。
大陸の遙か彼方ピレネー山脈麓のバスク民

族、イスラエルの失われた十支族や、インドから
海陸それぞれのルートで辿り着いた人々など。
これまで教わってきた我が国の歴史が根底から
見直される日も近い。
さて、論旨を戻すと、かつて幸手・栗橋まで
海に面し、高麗郡もあったここ埼玉の地も含

め、海の民、農耕の民、騎馬の民それぞれが
入り乱れて我々の歴史を紡いできたとしたら、
今、「大競争」の時代に、各セクターが自分の
専門外については「我関せず」と傍観するの
でなく、相互乗り入れによるダイナミックな展
開、我が国の歴史本来の流れに立ち帰るべき
ではないか。
農業の世界にあっても海人や騎馬民族の血

が騒ぐ人々はどんどん打って出たらいい。他方、
農外にいても心に何故か農業への深い愛情と
関心を禁じ得ない異分野人材にあっても、商品
化のアイデア、人との交渉、組織運営など得意
技を持ち寄って、利益とリスクを公平に共有す
る農商工、医福食農などあらゆる連携や参画に
是非とも名乗りを上げてほしい。
農政の端に加わって三十有余年、実際には

この道一筋ではなく林政、水産行政は勿論、旧
大蔵省で同和行政、厚生労働省で能力開発や
高齢者雇用、外務省でワシントン勤務など「他
人の釜の飯」をたくさん頂いてきた、その分の
恩返しでもある。
収奪し尽くしては元も子もない。ここを先途と
思い定めて、我々の原風景たる村や山を守る。
競争とコミュニティの兼ね合いに心を尽くし、そ
こにしかないもの、そこから逃げられないものを、
そろそろ大切にしてもいいのではないか。
戦後一貫して、「農」は多くの人材を異分野

に提供してきた。今、主戦場は「農」にありであ
る。このことがストンと腑に落ちる、このことが
実行できる人材が広く求められている。

●代 表 者 代表取締役　栗原 健一
●創　　業 昭和21年５月
●設　　立 昭和48年８月
●資 本 金 1,000万円
●従業員数 230名
●事業内容 緑茶およびその他ギフト品の製造・加工・販売
●所 在 地 〒190-1201　東京都西多摩郡瑞穂町二本木791
 TEL 042-557-0553　FAX 042-557-4081

代表取締役　栗原 健一氏
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緑茶・狭山茶の製造からスタートした株式会社栗
原園。現在はケーキ、和・洋菓子、だし、お茶漬けなど
幅広いギフト製品を取り扱い、さまざまなカタログ等
を使って、冠婚葬祭ギフトを取り扱うギフト会社や葬
儀社と取引する緑茶販売会社に商品を卸している。
さらに、有名ホテルやレストラン、和・洋菓子店の
OEM製品を手がけ、取り扱う製品のすべてを自社
工場で生産、梱包まで行う。自社製造で高い利益率
を上げる―着実に成長を続ける同社のストロング
ポイントは、そこにある。
「お菓子をはじめ、いろいろな製品を手がけるよう
になってからの十数年、当社はずっと成長を続けてい
ます。私自身お茶を栽培し、製茶する家に生まれ育っ
たので、何でも自分でつくって売るというのが基本に
あるからなのだと思いますが、製品をギフト詰めする
箱づくりからすべて自社でやっています」（栗原健一
社長）
時代とともに生活スタイルが変化し、緑茶市場が
縮小していく兆しが見え始めた頃、緑茶製造からギフ
ト事業への転進に踏み切った栗原社長の、時代の先
を読む“眼力”が同社の成長の原動力だ。

同社の創業者は現社長の父・栗原健蔵氏。戦後、
復員して帰郷したのち、昭和21（1946）年に緑茶製
造を手がけたのが始まりだった。お茶の製造に関する
知識がまったくないなか、使われなくなった機械を自
分で修理。茶葉をお茶農家から購入して、見よう見ま
ねでおいしいお茶づくりに精進した。
やがてその努力が実を結び、「栗原園のお茶はお

いしい」という評判が口コミで広がっていく。販売店
が増え、生産増加に伴って工場も拡大。さらに、全国
製茶品評会一等農林大臣賞、埼玉県狭山茶品評会
一等農林大臣賞等、数々の品評会での受賞によって、
同社のお茶の評価は揺るぎないものとなっていった。
現社長・健一氏は23歳の時に同社に入社。3年ほ

ど自社の茶畑で茶葉を育てたり、社員食堂等へ業務
用茶の営業に行ったりしていたが、やがて香典返し用
のお茶をきっかけに、少しずつ葬儀社と取引のある問
屋にも営業の手を広げていった。
同社が軸足をギフト事業に移すことを決意した、原
点となるエピソードがある。大雪で首都圏の交通が

ないことがある。それは、同社のギフト事業のスタート
がそうだったように、顧客の要望・納期に必ず応える
こと。なぜなら、事業の主軸となる弔事用ギフトは、突
然依頼が訪れるのが常だからだ。
「どうしてもこの日に、夜中でも欲しいと言われたら、
どんなことがあってもつくって、間に合うよう持ってい
く。そのことだけはしっかりとやってきました。それが
今でもお客さまの信頼となって生きています。この先
もその姿勢だけは絶対に崩しません」
そのため、急な依頼に備えて数多くの在庫や梱包資
材を常時確保し、対応できる社内の体制づくりも構築
している。顧客との信頼を勝ち得るためには、そういっ
た準備や多少の無理は必要だと、栗原社長は語る。
「お客さまあっての当社の仕事」―そういった同
社の姿勢が、今日まで続く“栗原園に頼めば何とかし
てくれる”という、顧客からの揺るぎない信頼へとつ
ながっている。

ものが売れない時代にあって、どうやって売り上げ
を伸ばすか―多くの企業が頭を痛める問題に、栗
原社長は一つの答えを出している。
「常に新しい商品を開発して市場に出す。そのこと
に注力して怖がらないということ。ですから、今後も積
極的に設備投資をしていきます」
今年、同社の人気商品アールコーヒーに、新たに

セットされる洋菓子“ラスク”が登場した。北海道海鮮
シリーズや老舗和菓子メーカーのOEM製品、人気
レストランの洋菓子OEM製品と、今後も続々と新商
品が発売される予定だ。また、低迷している緑茶にも、
他社にない新たなアプローチで商品開発ができない
か、栗原社長は日々思索を続ける。
時代を先読みする商品開発力と顧客サービスで

実績と信用を積み上げてきた同社。今後も攻めの姿
勢を崩すことなく、さらなる成長に向けて、果敢に挑
戦を続けていく。

マヒしたある日、それまで取引のなかった問屋から連
絡が入った。いつも取引していた業者が雪のため納
品できなくなったので、葬儀で渡すお茶のギフト品
300個を翌日までに用意してくれないか、という依頼
だった。話を聞いた健一氏は、近所の資材店に行って
缶を取り寄せ、お茶を詰め、ギフト用に梱包して雪の
中を無事に届けた。
「120㎏のお茶が出るのはすごいなと実感しました。
それで、この事業を頑張ろうかなと思って始めたので
す。当時は、まだ緑茶市場の低迷はなく、葬儀用の品
といえばお茶という時代でしたから。しばらくはお茶
のギフトがすごく出ましたね」
ここから同社のギフト事業の、攻めの経営がスター

トする。

お茶のギフトを売り歩くため、全国を飛び回ってい
た栗原社長。30代半ばの頃、岐阜のとある問屋社長
に、「大手お茶漬けメーカーと組んでやってみない
か？」と提案される。そこで、大手メーカーから商品を
仕入れて、お茶とお茶漬けのセットを手がけたところ、
各地の葬儀社と取引のある問屋から声がかかるよう
になった。やがて先方の要望に応える形で梅干し、だ
し、のりなど、取り扱いアイテムを増やしていく。
「メーカーから買うよりも、例えば、だしだったら自
社で原料を集めて、詰めて、自社製品として販売した
ほうが利幅は増えると思い、機械を購入して製造を
始めました」
緑茶の売り上げに陰りが見え始めた頃、栗原社長

は新たにコーヒーを取り扱うことを決意。製造機械を
購入し、“アールコーヒー”として自社でドリップコー
ヒーを製造・販売するのだが……老舗コーヒーメー
カーの商品が人気を集めていたギフト市場で、新規
参入した同社のコーヒーが注目を集めるのは、非常
に厳しいことを知らされた。
「コーヒー市場で無名だった当社の製品は売れま

冠婚葬祭ギフトで扱う食品アイテムを自社生産。
時代を読む商品開発力をエンジンに成長を続ける
コーヒー、和・洋菓子、お茶、のり等、慶事・弔事用に贈られるギフト品を取り扱う栗原園は、幅広いカテゴリーの商品
すべてを自社で生産する。常に2年先の商品開発を行い、それに伴う設備投資を積極的に行ってきた同社の成長の
裏には、時代と市場を先読みする力と徹底した納期厳守の姿勢で積み上げた顧客からの“信頼”があった。

株式会社栗原園

緑茶製造からギフト事業へ

関東農政局長
石田 寿氏

せんでした。ならば、コーヒーと何かをセットしよう。組
み合わせるならパウンドケーキかな……いや絶対に
パウンドケーキだろう、と思って始めました」
工場の一角にケーキ製造の機械を置き、保健所に

申請をし、職人を募集して、手探りでケーキの開発・
製造をスタートさせる。
「爆発的に売れました。当時はそういったセットの
商品はなかったので。今でこそ、コーヒーとケーキの
組み合わせは他社でも取り扱っていて、人気商品と
なっていますが、先駆者は私ですね(笑)」

現在同社は紅茶、クッキー、ごま、味噌汁等の商品
も取り扱い、アイテム数の増加に伴って積極的に設
備投資を行ってきた。常に他社に先駆けて、再来年
に向けた商品開発を行っているという同社の、次なる
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それは先を読む目にあるのだという。
「営業に行った先で『こういうものが欲しいんだ』と、
先方が言った言葉から、ちょっとしたヒントをもらって
開発することもあります」

現在進めているのは、北海道の海産物を使った商
品と和菓子の開発。和菓子は知り合いの和菓子店の
廃業に当たり、機材や職人を面倒見てもらえないか？
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なってから、設備・職人ともにフル稼働を始める。
現在は、老舗和菓子メーカーのOEM製造の仕事

も動きだし、新たな伸びしろのある事業として売り上
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工場で生産、梱包まで行う。自社製造で高い利益率
を上げる―着実に成長を続ける同社のストロング
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になってからの十数年、当社はずっと成長を続けてい
ます。私自身お茶を栽培し、製茶する家に生まれ育っ
たので、何でも自分でつくって売るというのが基本に
あるからなのだと思いますが、製品をギフト詰めする
箱づくりからすべて自社でやっています」（栗原健一
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時代とともに生活スタイルが変化し、緑茶市場が
縮小していく兆しが見え始めた頃、緑茶製造からギフ
ト事業への転進に踏み切った栗原社長の、時代の先
を読む“眼力”が同社の成長の原動力だ。
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分で修理。茶葉をお茶農家から購入して、見よう見ま
ねでおいしいお茶づくりに精進した。
やがてその努力が実を結び、「栗原園のお茶はお

いしい」という評判が口コミで広がっていく。販売店
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のお茶をきっかけに、少しずつ葬儀社と取引のある問
屋にも営業の手を広げていった。
同社が軸足をギフト事業に移すことを決意した、原
点となるエピソードがある。大雪で首都圏の交通が

ないことがある。それは、同社のギフト事業のスタート
がそうだったように、顧客の要望・納期に必ず応える
こと。なぜなら、事業の主軸となる弔事用ギフトは、突
然依頼が訪れるのが常だからだ。
「どうしてもこの日に、夜中でも欲しいと言われたら、
どんなことがあってもつくって、間に合うよう持ってい
く。そのことだけはしっかりとやってきました。それが
今でもお客さまの信頼となって生きています。この先
もその姿勢だけは絶対に崩しません」
そのため、急な依頼に備えて数多くの在庫や梱包資
材を常時確保し、対応できる社内の体制づくりも構築
している。顧客との信頼を勝ち得るためには、そういっ
た準備や多少の無理は必要だと、栗原社長は語る。
「お客さまあっての当社の仕事」―そういった同
社の姿勢が、今日まで続く“栗原園に頼めば何とかし
てくれる”という、顧客からの揺るぎない信頼へとつ
ながっている。

ものが売れない時代にあって、どうやって売り上げ
を伸ばすか―多くの企業が頭を痛める問題に、栗
原社長は一つの答えを出している。
「常に新しい商品を開発して市場に出す。そのこと
に注力して怖がらないということ。ですから、今後も積
極的に設備投資をしていきます」
今年、同社の人気商品アールコーヒーに、新たに

セットされる洋菓子“ラスク”が登場した。北海道海鮮
シリーズや老舗和菓子メーカーのOEM製品、人気
レストランの洋菓子OEM製品と、今後も続々と新商
品が発売される予定だ。また、低迷している緑茶にも、
他社にない新たなアプローチで商品開発ができない
か、栗原社長は日々思索を続ける。
時代を先読みする商品開発力と顧客サービスで
実績と信用を積み上げてきた同社。今後も攻めの姿
勢を崩すことなく、さらなる成長に向けて、果敢に挑
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マヒしたある日、それまで取引のなかった問屋から連
絡が入った。いつも取引していた業者が雪のため納
品できなくなったので、葬儀で渡すお茶のギフト品
300個を翌日までに用意してくれないか、という依頼
だった。話を聞いた健一氏は、近所の資材店に行って
缶を取り寄せ、お茶を詰め、ギフト用に梱包して雪の
中を無事に届けた。
「120㎏のお茶が出るのはすごいなと実感しました。
それで、この事業を頑張ろうかなと思って始めたので
す。当時は、まだ緑茶市場の低迷はなく、葬儀用の品
といえばお茶という時代でしたから。しばらくはお茶
のギフトがすごく出ましたね」
ここから同社のギフト事業の、攻めの経営がスター

トする。

お茶のギフトを売り歩くため、全国を飛び回ってい
た栗原社長。30代半ばの頃、岐阜のとある問屋社長
に、「大手お茶漬けメーカーと組んでやってみない
か？」と提案される。そこで、大手メーカーから商品を
仕入れて、お茶とお茶漬けのセットを手がけたところ、
各地の葬儀社と取引のある問屋から声がかかるよう
になった。やがて先方の要望に応える形で梅干し、だ
し、のりなど、取り扱いアイテムを増やしていく。
「メーカーから買うよりも、例えば、だしだったら自
社で原料を集めて、詰めて、自社製品として販売した
ほうが利幅は増えると思い、機械を購入して製造を
始めました」
緑茶の売り上げに陰りが見え始めた頃、栗原社長

は新たにコーヒーを取り扱うことを決意。製造機械を
購入し、“アールコーヒー”として自社でドリップコー
ヒーを製造・販売するのだが……老舗コーヒーメー
カーの商品が人気を集めていたギフト市場で、新規
参入した同社のコーヒーが注目を集めるのは、非常
に厳しいことを知らされた。
「コーヒー市場で無名だった当社の製品は売れま

軸足をお茶からコーヒーへ

世間の読みの逆張りで和菓子事業を開始

納期厳守で信頼を積み上げる

攻めの姿勢で売り上げを伸ばす

株式会社栗原園ZOOM UP

せんでした。ならば、コーヒーと何かをセットしよう。組
み合わせるならパウンドケーキかな……いや絶対に
パウンドケーキだろう、と思って始めました」
工場の一角にケーキ製造の機械を置き、保健所に

申請をし、職人を募集して、手探りでケーキの開発・
製造をスタートさせる。
「爆発的に売れました。当時はそういったセットの
商品はなかったので。今でこそ、コーヒーとケーキの
組み合わせは他社でも取り扱っていて、人気商品と
なっていますが、先駆者は私ですね(笑)」

現在同社は紅茶、クッキー、ごま、味噌汁等の商品
も取り扱い、アイテム数の増加に伴って積極的に設
備投資を行ってきた。常に他社に先駆けて、再来年
に向けた商品開発を行っているという同社の、次なる
商品に向けた着眼点はどこにあるか？　と尋ねると、
それは先を読む目にあるのだという。
「営業に行った先で『こういうものが欲しいんだ』と、
先方が言った言葉から、ちょっとしたヒントをもらって
開発することもあります」

現在進めているのは、北海道の海産物を使った商
品と和菓子の開発。和菓子は知り合いの和菓子店の
廃業に当たり、機材や職人を面倒見てもらえないか？
と頼まれたのが事業開始のきっかけだった。世間では、
和菓子は緑茶同様衰退していく食文化と思われてい
たが、栗原社長の考えは少し違った。
「私も和菓子はお茶同様、売れなくなるだろうと
思っていましたが、設備を持っていたほうがあとで役
に立つだろうと。勘なのですが、そう思ったんです」
設備導入後、数年は機械が稼働することはなかっ

た。和菓子職人も洋菓子製造を手伝うなどして、その
腕を発揮できる機会はなかったのだが、同社が新たに
立ち上げたブライダル事業で和菓子を取り扱うことに
なってから、設備・職人ともにフル稼働を始める。
現在は、老舗和菓子メーカーのOEM製造の仕事

も動きだし、新たな伸びしろのある事業として売り上
げに貢献してくれるだろうと、栗原社長は考えている。

栗原社長には、顧客サービスにおいて絶対に譲れ

高根物流センター（本社）外観
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緑茶・狭山茶の製造からスタートした株式会社栗
原園。現在はケーキ、和・洋菓子、だし、お茶漬けなど
幅広いギフト製品を取り扱い、さまざまなカタログ等
を使って、冠婚葬祭ギフトを取り扱うギフト会社や葬
儀社と取引する緑茶販売会社に商品を卸している。
さらに、有名ホテルやレストラン、和・洋菓子店の
OEM製品を手がけ、取り扱う製品のすべてを自社
工場で生産、梱包まで行う。自社製造で高い利益率
を上げる―着実に成長を続ける同社のストロング
ポイントは、そこにある。
「お菓子をはじめ、いろいろな製品を手がけるよう
になってからの十数年、当社はずっと成長を続けてい
ます。私自身お茶を栽培し、製茶する家に生まれ育っ
たので、何でも自分でつくって売るというのが基本に
あるからなのだと思いますが、製品をギフト詰めする
箱づくりからすべて自社でやっています」（栗原健一
社長）
時代とともに生活スタイルが変化し、緑茶市場が

縮小していく兆しが見え始めた頃、緑茶製造からギフ
ト事業への転進に踏み切った栗原社長の、時代の先
を読む“眼力”が同社の成長の原動力だ。

同社の創業者は現社長の父・栗原健蔵氏。戦後、
復員して帰郷したのち、昭和21（1946）年に緑茶製
造を手がけたのが始まりだった。お茶の製造に関する
知識がまったくないなか、使われなくなった機械を自
分で修理。茶葉をお茶農家から購入して、見よう見ま
ねでおいしいお茶づくりに精進した。
やがてその努力が実を結び、「栗原園のお茶はお

いしい」という評判が口コミで広がっていく。販売店
が増え、生産増加に伴って工場も拡大。さらに、全国
製茶品評会一等農林大臣賞、埼玉県狭山茶品評会
一等農林大臣賞等、数々の品評会での受賞によって、
同社のお茶の評価は揺るぎないものとなっていった。
現社長・健一氏は23歳の時に同社に入社。3年ほ

ど自社の茶畑で茶葉を育てたり、社員食堂等へ業務
用茶の営業に行ったりしていたが、やがて香典返し用
のお茶をきっかけに、少しずつ葬儀社と取引のある問
屋にも営業の手を広げていった。
同社が軸足をギフト事業に移すことを決意した、原
点となるエピソードがある。大雪で首都圏の交通が

ないことがある。それは、同社のギフト事業のスタート
がそうだったように、顧客の要望・納期に必ず応える
こと。なぜなら、事業の主軸となる弔事用ギフトは、突
然依頼が訪れるのが常だからだ。
「どうしてもこの日に、夜中でも欲しいと言われたら、
どんなことがあってもつくって、間に合うよう持ってい
く。そのことだけはしっかりとやってきました。それが
今でもお客さまの信頼となって生きています。この先
もその姿勢だけは絶対に崩しません」
そのため、急な依頼に備えて数多くの在庫や梱包資
材を常時確保し、対応できる社内の体制づくりも構築
している。顧客との信頼を勝ち得るためには、そういっ
た準備や多少の無理は必要だと、栗原社長は語る。
「お客さまあっての当社の仕事」―そういった同
社の姿勢が、今日まで続く“栗原園に頼めば何とかし
てくれる”という、顧客からの揺るぎない信頼へとつ
ながっている。

ものが売れない時代にあって、どうやって売り上げ
を伸ばすか―多くの企業が頭を痛める問題に、栗
原社長は一つの答えを出している。
「常に新しい商品を開発して市場に出す。そのこと
に注力して怖がらないということ。ですから、今後も積
極的に設備投資をしていきます」
今年、同社の人気商品アールコーヒーに、新たに

セットされる洋菓子“ラスク”が登場した。北海道海鮮
シリーズや老舗和菓子メーカーのOEM製品、人気
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品が発売される予定だ。また、低迷している緑茶にも、
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か、栗原社長は日々思索を続ける。
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実績と信用を積み上げてきた同社。今後も攻めの姿
勢を崩すことなく、さらなる成長に向けて、果敢に挑
戦を続けていく。
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と頼まれたのが事業開始のきっかけだった。世間では、
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たが、栗原社長の考えは少し違った。
「私も和菓子はお茶同様、売れなくなるだろうと
思っていましたが、設備を持っていたほうがあとで役
に立つだろうと。勘なのですが、そう思ったんです」
設備導入後、数年は機械が稼働することはなかっ

た。和菓子職人も洋菓子製造を手伝うなどして、その
腕を発揮できる機会はなかったのだが、同社が新たに
立ち上げたブライダル事業で和菓子を取り扱うことに
なってから、設備・職人ともにフル稼働を始める。
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経営者セミナー 

ればなりません。そのためには、自分に与えられた区
間は全力で走らなければなりません。疲れたら終わ
りではなく、次の走者にたすきを渡すまで頑張り抜く。
逆にいえば、たすきを渡した後は次の走者を信頼し
て任せればいい」（株式会社イシダ石田会長）。この
駅伝のたすきはなにかというと、経営理念です。ノウ
ハウなどは伝授しても、時代の変化とともに変わりま
すから、あまり意味がない。理念をきちっと守る、伝
えていくということです。私は次の代を一族以外の
人間に譲るときに、当社の副代表の中で一番若い
人間を指名しました。理由は、私どもの理念を進化
させて守ってくれる。そして、人望がある。更に、私は
彼の言うことなら何でも聞ける、と腹をくくりました。
この三つで次の代を選びました。
100年企業サミットで、なぜ100年以上続いたの
かを社長方に尋ねたところ、「『のれん』というもの
は、その代の者が磨きをかけて、いい状態で渡すも
の（駅伝のたすき）」とのことでした。具体的には、自
分の代で良い社風をつくり、良い商品をつくり、よい
社員をつくる。こういうことを行ってきちんと次に渡
す。だから結果的に業績は上がります。けれども、目
的は売上を上げることとか、利益を出すことではなく
て、そういうことを行った結果として、次に譲っていく
ということです。老舗企業の社長方から伺ったお話
しでの共通項目は以下のとおりです。
・経営理念、家訓を大事にし、守っている。
・お客様を大事にし、信用第一、品質重視。
・社員を大事にしている。
・コアコンピタンス（絶対的差別化）経営追求。
4回開催した「100年企業サミット」全てにおいて、

「経営理念の確立と浸透」が最重要とのことでした。

初代のトップは、カリスマ性と能力で経営ができま
した。しかし2代目以降になると、カリスマ性や仕切
れるという保証はありません。人が育つ仕組みをつ
くっていくことが重要です。もし会社の業績が悪いと
き、自責の社長と他責の社長がいますが、他責の社

藤間でございます。私は、自分自身が100年企業
の後継者を経験し、また会計事務所の創業も経験
しております。また非常に数多くの100年企業の経
営者の方々に取材をさせて頂いており、これからも
多くの100年企業を研究して参ります。
当社のビジョンは「日本一多くの100年企業を創

り続け、1000年続くコンサルティングファームになり
ます」というものです。今日は私が長い間にいろいろ
と経験したものを具体的にお話しさせて頂いて、ぜ
ひ皆さま方の企業に100年企業になって頂きたいと
思っております。

「企業は30年でつぶれる」と言われています。日
経新聞のある調べでは、新設法人の10年後の存続
数は5％でした。西川りゅうじん氏のデータによると

30年経つと0.025%しか残らない。今日、30年以上
の業歴の会社は奇跡です。残っていることが奇跡で
す。そう思わないと、革新も変革もできません。皆さ
んの会社は来年残りますか？大体つぶれる会社は、
来年残ると思っていてつぶれるのです。
「虎屋」さんには、いろいろな取材をさせて頂いて
おります。社長はいつもこう言います。「うちは500
年続いています。500年続いているからと言って、
来年残る保証は何もない」と。皆さんの会社も同じ
だと思います。イトーヨーカ堂の鈴木会長はこう言っ
ています。「競争相手は時代の変化だ」と。時代の
流れはどんどん変わります。商品、お客様、社員、30
年で全部変わります。これらが変わった時に、会社
が変化できなければ、残らないんです。
皆さんの業界も、ＩＴ化、デジタル化、また人工知
能などの影響でどんどん変わっていきます。私たち
の会計事務所もＩＴ化とマイナンバー法で変わりま
す。エストニアという国では、マイナンバーの普及に
ともない、コードにより自動仕訳ができるようになっ
たことから、記帳代行と決算の作業がなくなりました。
われわれの会計事務所も更にＩＴ化が進めばなくな
ります。
社員も変わります。今は人手不足ですから、のど
から手が出るほど人が欲しい。優秀な社員はヘッド
ハンティングされます。社員は30年経ったら定年に

なりますし、人も入れ替わっていく。世の中がどんど
ん変わって、会社が変わらなかったら、会社は残らな
いわけです。
もう一つ厳しい話です。社長は死ぬんです。明日
何かが起こるかもしれない。今日帰りに何があるか
わからない。そういう中で会社が残りますか。皆さん
方の会社は、今社長が亡くなって、残りますか？だか
ら30年でなくなるんです。
もう一つ、皆さん方の会社は成長企業ですか、衰
退企業ですか、どちらですか？現状維持企業は衰退
企業です。成長企業を選択しなければ、必ず淘汰さ
れていきます。成長企業といっても毎年3割、4割上
げるというのではなく、毎年少なくとも１％でも成長
する会社にしていかなければ、会社は残らないです。
去年と同じでいいと思った途端に衰退が始まります。
変革できる体質を整えていくことが大切だと思いま
す。京都の「本田味噌」という200年続いている会
社の社長さんがこう言っています。「経営は成功し
て50点、次にきちんと引継いで100点」。次の代に
きちんと引継いで、会社が残るような体制がとれな
かったら100点はあげられないと言っています。皆
さん方はどうですか。50点の方はたくさんいらっ
しゃると思いますが、100点の方は非常に少ないと
思います。

会社は4代の社長が承継しないと、100年企業に
はなれません。ある代で、ぼんくらの経営者が出てき
たら、会社は続かないということです。
私は今63歳です。65歳で一族ではない43歳の
人間に社長を継がせることを決意して、それを社員
にも伝え、その準備を昨年の5月から始めています。
あと残り1年半で、彼を立派な後継者に育て、私は
会長になって彼の応援団長になろうと思っています。
私は「お客様の見本となるようなバトンタッチを

したい」。これが私の願いです。皆さんが事業承継
をするためには、次の代がきちんと育っていなかっ
たら、100年企業はできないということです。「財産

を残すのは“下”、事業を残すのは“中”、人を残す
のは“上”」（後藤新平）です。財産を残しても業績
が悪くなったらあっという間になくなります。けれど
も変化の時代に対応できる人を残したら、会社は
残るんです。変化に対応することができた恐竜だ
けが生き残ったように、成長していける、変化に強
い人間を育てる「人材育成」が必要です。社員に
考えさせて、発言させて、行動させて、反省させる。
この一巡ができている会社が、人が育っている会
社です。
松下幸之助が言っています。「100％成功する要
因が三つある。（a）〈絶対条件〉経営理念の確立と
浸透」これができたら5割は成功したと言うんです。
2番目（ｂ）〈必要条件〉社員たちの個性が最大限に
発揮できる環境。社員全員が経営理念を共有し、社
員一人ひとりに光を当てる環境を作る→社員の個
性を伸ばし、事業を拡大。（c）〈付帯条件〉戦略・戦
術。これは社員が好きにやったらよい。つまり経営理
念の確立と浸透をしたら、社員を信じて任せる。そう
なると、社員は成長し、社長の器以上の会社になる。
これが結論です。経営理念は経営トップの今の考え
方です。この考え方が、確立し浸透するということは、
社員がそのとおり動くということです。そのとおり動
いていたら、信じて任せていいんじゃないですか。し
かし、松下幸之助がもう一言、「任せて任さず」とも
言っています。これはどういうことかというと、任せる
けれども、報・連・相はきちんとさせる。ただし、その
報・連・相の内容で気に入らない話があったり、自分
の考え方と違っていても、議論をして、怒ったり、叱っ
たり、命令するのではなくて、話をしながらお互いに
詰め合っていく。こういう会社は社員がどんどん考
えてくるわけです。
当社もはじめから200名いたわけではありません。
会計事務所グループは、はじめは社員ゼロからス
タートし、10年ほどで40名まできました。ところが、
順調だった弊社の成長が停滞し始めました。一生
懸命やっているのに、新人を採用しても幹部社員が
辞めていくのです。停滞期間が10年ほど続きまし
た。今考えると、社長の私の原因です。社員を信じ
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全国の100年企業取材で学んだ永続企業の法則

1952年東京都生まれ。1975年慶應義塾大学商学部卒。1976年公認会計士試験に合格。大手監査法人勤務を経て
1982年に独立、2012年にはＴＯＭＡコンサルタンツグループ株式会社を設立。「100年企業創造コンサルティング」を
ライフワークとし、数多くの事業承継支援を経験。自らが、創業130年200名の「ＴＯＭＡグループ」の“5代目”であり会計
事務所の開設では“創業者”である実体験から、お客様の立場に立った実践的アドバイスを信条とする。

藤間 秋男氏
TOMAコンサルタンツグループ株式会社 
代表取締役・公認会計士・税理士
プロフィール

はじめに

「企業は30年でつぶれる」ようにできている

平成28年2月25日（木）、ＴＯＭＡコンサルタンツグ
ループ株式会社代表取締役の藤間秋男氏を講師にお迎
えし、「全国の100年企業取材で学んだ永続企業の法
則」と題してセミナーを開催した。以下、その概要を紹介
したい。

て任せていませんでしたから。私がワンマンで、社
員の気持ちを考えていなかったので、優秀な社員が
辞めていったのです。そこで私は、松下幸之助の言
葉に出会い、経営理念の確立と浸透を徹底させる
ために、いろいろな努力をしました。経営理念も「明
るく・楽しく・元気に・前向きな」と見直して、再度ス
タートしました。その後10年ほどで200名まで増え
て5倍くらいになりました。私の器は40名です。とこ
ろが経営理念の確立と浸透を徹底して、社員を信
じて任せるようになったので、社員は成長し、社長
の器以上の会社になっていき、私の肩の上に幹部
社員や社員がどんどん乗ってくるという形になって
います。経営理念をつくって、その理念に合った行
動であれば、すべて許して、認めてあげるという体
制を整えた時に、会社は伸びていくのではないかと
思います。

「伝統とは革新の連続である」と虎屋の社長さん
は言っています。「伝統は守るもの」という人がいま
すが、違うんです。伝統は革新の連続です。この革
新ができなかったら、伝統はつくれません。私は、「コ
マ経営」でよく説明しますが、コマの真ん中の芯は
「求心力」で家訓（経営理念）や経営者のリーダー
シップであり、「遠心力」は経営革新（イノベーショ
ン）です。事業内容、販売方法、顧客は変わって行き
ますから、会社も変わらないとだめです。「変革せよ。
変革を迫られる前に」（ジャック・ウェルチ）ということ
です。
「個人の人生はマラソンにたとえられます。長い
一生の間にはさまざまな障害物があり、それを一つ
ずつ乗り越えていけば必ず成功するとともに、引退
とか死亡するという一つの区切り、ゴールを迎えま
す。しかし会社にはそういうゴールはありません。多
くの人々の生活を預かる企業には定年も引退も死
亡も許されないのです。個人の人生がマラソンなら、
企業経営は、次の世代にたすきを渡していく駅伝と
いってよいでしょう。会社は何としても永続させなけ

長は伸びません。人のせい、外部要因のせいにして、
自分の改善をしないからです。明るく元気で前向き
に、負けない気持ちで常に自分の責任だと考えてい
かないと、会社は残りません。
「事業はやめる時が失敗する時。決してあきらめ
るな」（松下幸之助）。あきらめずにやっていけば、必
ずいい結果が出ます。
「欠陥のない人、欠陥のない会社もない。みんな
欠陥だらけや。だから人生は面白い。欠陥は宝やで。
それを解決するために、人間は生まれてきたんやか
ら」（松下幸之助）。問題を先延ばししていると、会
社は悪くなってしまいます。それを一つずつ解決して
いったら、会社はよくなります。
「脳みそがちぎれるほど考えろ。ちぎれるほど考え
ても、なかなかちぎれません。本当に心底、ちぎれる
ほど考えてみよ、そうするとおのずから新しいひらめ
きなり問題解決策が出てくる」（孫正義）。
「目先の利を追うもの→貧しさが身をはなれない。
将来の種をまく者→豊かさが身をはなれない」（二
宮尊徳）。皆さん方の会社は商品開発をしています
か。お客様開拓に努力していますか。新しい社員を
迎えていますか。やはり常に新しい血を入れていか
ないと、会社は変革もできないし、残りません。後継
者の育成を、時間をかけてやっていくことと、経営計
画をきちんと策定し、行動計画どおり進めることが
大切です。
「働きがいのある会社」の定義（フォーチュン誌）
〈信用〉社員が幹部を信用しているか
〈尊敬〉幹部が社員を大切な人として尊敬しているか
〈公正〉適切な評価や処遇がなされているか
〈誇り〉社員が自分の仕事や会社、商品・サービスに

誇りを持っているか
〈連帯感〉自分の所属する組織に連帯感があるか
今の仕事を好きになり「天職」だと考え、働きがい
のある会社をつくる。社員の働きがいがあれば会社
はよくなるということです。
「経営理念は飾り物でなく、末端まで浸透させ、成
果につながってはじめて意味のあるものになるので
す」（ダイキン工業㈱井上会長）。

「経営理念は保有そのものが目的ではなく、全社
員への浸透と経営理念に基づく行動こそが重要で
ある」（坂本光司）。

本日のポイント、「100年企業になるための、成長
し続ける仕組みづくりです」。
まず1番目は「経営理念の確立と浸透」です。経
営理念には、社員の幸せ、お客様の幸せ、社会貢献、
業種（事業領域）をしっかりと入れて策定し、社員と
経営方針のベクトルの一致を図ります。
2番目に「社員と共感・共有する夢ビジョン」を作

ります。社員は、自分の将来を託す会社の5年後、
10年後の姿が不明確であったり、経営者のビジョン
が「大したことない」と感じたら、辞めます。大きなビ
ジョンをトップが率先して決めることが大切です。そ
れを宣言して、社員と共有して行きます。
次に、それを受けた「行動計画書」（行動計画を
重視した経営計画）の策定です。当社では、社員が
考え、発言して策定します。これが社員を育てます。
その次は「経営計画を毎月終了後、反省する」。
だから、行動計画は月次で策定する必要があります。
自分たちで策定した計画ですから、とにかく考えて、
発言して、反省する。月次でどうするかを自分たちで
考えます。
最後に「経営計画を達成した・しないを反映した
賞与や昇格の仕組みづくり」です。数字の計画では
なく、行動計画を評価する仕組みをつくり、公正な
評価を実施します。人事制度を整備する。不公平人
事をしない。人事をきちんとすると、社員は働きがい
をもちます。
今日は、いろいろなお話をしましたが、後は皆さん
が、どう考えるかということだと思います。
「行動は必ずしも幸福をもたらさないかも知れな
いが、行動のないところに幸福は生まれない」（ベン
ジャミン・ディスレーリ：イギリスの政治家）
先ずは、行動していただきたいと思います。
本日は、ご清聴、ありがとうございました。

100年企業を目指そう ⇒ 4代続く会社

わが国経済は、このところ弱さもみられるが、緩や
かな回復基調が続いている。個人消費は消費者マ
インドに足踏みがみられるなかおおむね横ばい、生
産はこのところ横ばい、企業収益は非製造業を中
心に改善傾向、雇用情勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産はこのところ横ばい、先行きも横
ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼であった。
４～６月期の天気図は、１～３月期と同様に、薄日
が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きも、生産は前年を若干下回る程度の水準で
推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を下回って推移。米国向
けの自動車関連や白物家電が順調だったが、産業
向けが低水準。先行きは、好調な米国向けの鈍化
や中国経済の減速から不透明感が増している。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。先
行きの乗用車生産は、前年比で増加の動きが続く
と予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を下回った。先行きについて
も、前年をやや下回る程度の水準で推移すると
みられる。
○建設は、公共工事、民間工事ともにほぼ前年並み
で推移。先行きは、受注残が確保できており、当面
は順調に推移すると見込まれている。

 

（1） 一般機械…前年を下回った模様
１～３月期の一般機械の生産は、前年を下回った
模様である。マシニングセンタなどの工作機械関連
は、ものづくり補助金や省エネ補助金の下支え効果
もあり、昨年の秋口頃までは堅調だったが、その後
やや減速した。中国や資源国など海外経済の減速
を受けて、油圧ショベルやホイールローダーなどの
建設機械は、引き続き落ち込んでいる。
但し、人件費の上昇が続く中国では、自動化投資

に前向きな企業が多く、ロボット関連などの受注は
比較的堅調に推移しているようだ。また、太陽光発
電向けの関連部品などは動きが止まっているが、本
年4月からの電力小売り自由化に伴い、新規参入が
続く火力発電用のガスタービンなどは、底堅く推移
している。
金型などでは、近年の為替相場の円安基調など

もあって、一部で海外から戻る動きがみられたが、提
示される価格水準は相当低く、仕事を受けても収益
面には寄与しないとの声が聞かれた。
先行きの一般機械の生産も、前年を若干下回る
程度の水準で推移するとみられる。国の新年度予
算成立に伴って、設備投資を支援する各種補助金
の申請が再び可能になることから、工作機械等は比
較的底堅く推移しよう。しかし、年明け以降、為替相
場の円安基調に変化が生じたこともあって、国内で

製品への消費者マインドの底堅さを背景に、電気冷
蔵庫、電気洗濯機、ルームエアコンなどの主要製品
を中心に前年を上回って推移している。一方、産業
向けは、中国を中心としたアジア経済の先行きの不
透明感や、国内向けは設備投資の鈍化により伸び
悩んでいる。
今夏のルームエアコンは、足元では各社とも強気

の生産計画を予定している。2017年４月の消費増
税の駆け込み需要を見込んでいるようだ。また、電
気冷蔵庫、電気洗濯機は省エネ、高付加価値化が
続くとみられ、堅調に推移すると見込まれている。
一方、薄型テレビは、台数ベースでは大型サイズ

は増加しているものの、中小型は減少しており、全
体として前年を下回って推移している。ただ、フルハ
イビジョンの約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買
替需要が拡大しており、前年比で増加している。た
だ、中国からの低価格製品による価格の低下が懸
念される。
先行きは、競合による価格下落や為替などから収
益悪化が懸念されている。中国経済の減速など不透
明感が増しており、各社が生産計画を下方修正する
可能性が高い。各社とも安定した収益確保が期待で
きるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させている。
  

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続き、県内の販売は勢いを欠いた状況と
なっている。消費増税の影響が一巡した昨年4月以

先行きについては、乗用車生産は前年比で増加
の方向、トラック生産は弱含みの方向にあるため、
部品メーカー全体としては横ばい圏内での動きとな
ると予想される。

 

（4） 鉄鋼…前年を下回った
昨年後半以降、首都圏で鉄筋コンクリート造の建
築着工が落ち込んできたことなどから、１～３月期の
棒鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は堅調なものの、これまで比
較的好調だった病院や介護施設など医療関連施設
の動きはやや一服した。都内のテナントビルについ
ても、先行きの供給過多を懸念する声が聞かれ始
めており、一部では竣工予定時期を後ずれさせる案
件がみられる。マンションについては、都内で１億円
を超えるような高額物件には、引き続き投資物件と
してのニーズがあるものの、実需中心の郊外型のマ
ンションでは、販売価格の上昇を受けて、購入を手
控える動きがみられる。郊外の物件では、販売に時
間がかかるケースも多いことから、デベロッパーは
新規開発を抑えているようだ。
以前は、鉄筋組立工や監督者などの人手不足が
続いていたことから、現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、工場である程度加工が可能な
鉄骨造を選ぶ動きもみられたが、足元では、鉄骨造
の建築着工についてもやや弱含んでいる。景気の
先行き不透明感の強まりなどもあり、建築は全体に

　公共工事は、ほぼ前年並みで推移。先行きは、受
注残に余裕があることから堅調に推移すると見込
まれている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。工場
のリフォームなどの動きがみられる。先行きは、提
案セールスを強化し、受注の増加を見込んでいる。
　住宅は、マンションは低調、戸建は前年を上回って
推移。先行きは、優良な物件には、購入意欲が高
まっている。
〇百貨店・スーパーの売上は、２月のうるう年効果等
もあり、前年を上回ったとみられる。先行きも、現状
並みでの推移が予想される。

の新規設備投資に慎重な姿勢をみせる企業が増え
ている。当面、中国や新興国経済の急激な回復が
見込みにくい状況にあることから、建設機械・鉱山
機械などは、引き続き厳しい状況が続こう。
近年は、団塊の世代の本格的なリタイアもあって、
製造業の現場で、人を採用したいという声が強まっ
ていたが、足元の需要面の弱さを受けて、企業の採
用意欲に一服感が出ている。外国人研修生の受け
入れを希望する企業の数が以前より減っているとの
声が聞かれた。

（2） 電気機械…前年を下回って推移
１～３月期の生産は、米国向けの車載関連が好調、
白物家電が前年を上回って推移したものの、産業向
けが低水準だったこともあり、総じて前年を下回った。
電装化が進む自動車関連は米国向けが好調に
推移しており、電子部品・半導体の需要拡大が続い
ている。米国では、経済の回復、長期の低金利ロー
ン、ガソリン価格の低下などから消費意欲が高まり、
自動車販売が好調を持続している。また、ＦＲＢ（連
邦準備制度理事会）による利上げのペースが緩や
かになると想定されることから、好調な販売が継続
するという見方が多い。ただ、その水準は過去最高
に達しており、この好調さがいつまで続くのかという
懸念も台頭してきている。今後も自動運転化や環境
規制強化への対応に向けた自動車の更なる電装化
の進展が期待されている。
白物家電は、消費者の省エネ製品・高付加価値

降、登録車（普通＋小型乗用車）の販売台数は前年
を上回る月もあり、ほぼ前年並みとなっているが、軽
自動車の販売台数は前年水準を大幅に下回ってい
る。昨年4月からの軽自動車税の増税の影響が大き
いとみられる。
生産動向をみると、1～3月期の県内生産は10～
12月期に続き、前年を上回った模様だ。県内の輸
送機械（乗用車のほかトラックや自動車部品等を含
む）の鉱工業生産指数は、前年の生産水準が低
かったこともあり、10～12月期が前年比＋13.1％、
1月が同＋7.8％と前年を上回って推移している。完
成車メーカーの登録車の販売が前年水準辺りまで
戻ってきていることに加え、海外で生産していた一
部の車種を国内生産に切り替えたこともあり、生産
が持ち直している。
先行きについても、こうした傾向が続くとみられ、
生産は前年比で増加の動きが続くと予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年割
れとなった模様だ。これまでは海外向けの落ち込み
を国内向けの増加でカバーしていたが、国内需要に
やや一服感がみられる。「潮目が変わりつつある」と
の指摘もあった。
国内のトラック需要は、東日本大震災の復興需要、
都市部の再開発需要、東京オリンピックに向けた建
設需要、インターネット通販の普及による物流関連
の需要により拡大してきたが、震災の「集中復興期
間」が2015年度で終了したこともあり、復興需要が
減少している。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、国内需要も弱含みの方向
にあるため、生産はやや減少するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の生産は、一部に工場のフ
ル稼働が続いたところがあったようだが、全体として
は弱含みでの推移が続いたとみられる。乗用車部品
メーカーの生産は、やや持ち直しているものの、トラッ
ク部品メーカーの生産にはやや陰りがみられるようだ。

慎重化しているようだ。
但し、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注
残を相応に抱えている。2020年開催の東京オリン
ピックがらみの案件も、徐々に動き始めていることか
ら、４～６月期にかけて、棒鋼の生産が大幅に減少す
る可能性は低いだろう。前年をやや下回る程度の
水準で推移するとみられる。
昨年後半以降、棒鋼の原料であるスクラップの
価格が急速に下落し、製品価格とのスプレッドが拡
がったことから、足元の電炉メーカーの収益は改善
した。スクラップ価格の下落は、過剰な生産能力を
抱え、ビレットと呼ばれる半製品などを、韓国や台湾、
ベトナムなどへの輸出に振り向ける中国高炉メー
カーの動きによるところが大きかった。
中国高炉メーカーの多くは、現状、赤字に陥って

いるといわれており、中国国務院は、今後５年間に１
億～１億５千万トンの生産能力削減を実施すべきと
の意見書を、今年２月に発表している。短期間に、中
国からのビレットの輸出が減少するとは考えにくいも
のの、ベトナムが、中国からの安価なビレットに対し
て、緊急輸入制限（セーフガード）を発動する方針を
打ち出したことなどもあり、年明け以降、スクラップ
価格は底打ちから上昇に転じた。
４～６月期にかけて、棒鋼の製品価格は徐々に下が
るとみられ、鉄鋼のスプレッドも縮小に向かおう。電
炉メーカーの収益は先行き悪化する可能性が高い。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を下回った。不
動産投資の減速が続く中国では、油圧ショベルをは
じめとする建設機械の需要が止まっており、鉄鉱石
など資源価格の低下に伴い、ブラジルなど資源国
向けの鉱山機械の輸出も落ち込んでいる。比較的
堅調に推移していた工作機械も動きが一服しており、
マンホールなど公共財も力強さに欠ける展開だった。
先行きについても、受注残が減っている企業が多

く、生産は引き続き弱含みで推移する可能性が高い。
コスト面では、スクラップ価格に加え、鋳物用銑鉄の

価格も下落傾向にあるものの、副資材は下がってお
らず、逆に廃砂の処理費用は増加している。銑鉄価
格の引き下げによって、これまで以上に製品価格の
引き下げ圧力が強まることが懸念されており、収益
面は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
１～３月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ
ぼ前年並みで推移した。資材価格や労務費などは
高騰後落ち着いてきたが、その水準は依然として高
い。今後の災害復旧やオリンピックなどにより、建設
コストが再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、公共工事請負金額が前年
を下回ったものの、総じてみればほぼ前年並みで推
移した。工事内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
工事が中心で、道路関連の工事は少ない。
先行きは、受注残に余裕があることから、当面は

堅調に推移するとみられている。今後、県内でも
2019年のラグビーワールドカップや、2020年の東
京オリンピックの会場へのアクセス道路などのイン
フラ整備が本格的に開始されるとみられ、関連案件
の受注を期待している。
民間工事：１～３月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、民間工事では、企業の収益が回復し
てきたこと、足元での資材価格や労務費の上昇が
落ち着いてきたこと、東京オリンピック関連工事の
本格化前に完工したいことなどから、工場リフォーム
などの引き合いに動きがみられる。
先行きは、公共工事の増加が期待できない中、業
界では民間工事の受注を増加させていきたいとし
ている。省エネなどの提案セールスを強化するため、
営業部員を増加させ対応している。
住宅：１～３月期は、マンションは低調だったが、戸建
は前年水準を上回って推移している。
住宅は、マンションが資材価格や労務費の高止ま

りから、価格が高くなりすぎて、購入意欲は低調と
なっている。一方、業者サイドでは、建築コストの上
昇分を販売価格に転嫁できないため、無理して供
給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物件に
絞りこんで対応している。
埼玉県におけるマンション契約率は、2015年12

月53.5％（首都圏64.8％）、2016年１月63.3％（同
58.6％）、２月70.0％（同72.9％）と、好不調の目安
と言われている70％以下となっている。
価格上昇ペースが緩やかな戸建住宅は、割安感

から前年を上回って推移した模様。注文住宅、分譲
住宅ともに、購入意欲が高まってきている。分譲住
宅の優良物件は、抽選となり即日完売の物件もあ
る。業者側は、リーマンショック後、１戸あたりの面
積を減らし価格を抑えたり、間取りや設備を工夫し
たりして、建築コストの上昇幅を抑える工夫で対応
している。

先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、優良な物件には、購入意欲
が高まっている。
日銀によりマイナス金利政策が導入されたが、足
元の住宅ローンの金利は過去最低水準にある。業
界では、住宅購入が促されると期待しているものの、
実際は住宅ローンの借り換えが増加するだけという
声があった。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年を上回る
百貨店：１～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
上回った模様だが、うるう年で2月の日数が1日多
かった影響や、閉店に伴うセールの影響で押し上げ
られたとみられ、実勢ベースの県内百貨店の売上
の動きは総じて鈍いようだ。
今冬は暖冬傾向で例年より気温が高く、主力の
衣料品の動きが鈍かったほか、大規模商業施設の
開業で競争が激しくなったことも影響しているとみ
られる。品目別では衣料品のほか、飲食料品の動き
もあまりよくなかった。
都心店舗では訪日外国人によるインバウンド消費

が売上を押し上げているが、県内店舗では増えては
いるものの、全体に占める割合は小さく売上全体を
押し上げるほどではない。
宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品は、株価
下落の影響が懸念されていたが、比較的コンスタン
トに売れており、富裕層が顧客である外商の売上も
増えているという。
日銀によるマイナス金利導入の影響をみると、百
貨店の“友の会”への入会が増加している。友の会
は、毎月一定額を積み立てると満期時にボーナスが
加算され、たまった金額を買い物に使える会員向け
サ－ビスで、一段の金利低下により人気が出ている。
会員の加入増で今後の売上増加に結びつくことが

期待されている。また、金の取扱店舗ではマイナス金
利導入後、金の売れ行きが増加したところもあった。
中間層の消費は勢いを欠いている。日常品の値
上がり、社会保険料の負担感などで実質的な可処
分所得が増えていないため、消費者の購買意欲が
落ちているのではないかという指摘があった。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられ、売上は百貨店に比べ堅調に推
移している。衣料品の売上はやや低調だったが、主
力の食料品が堅調に推移した。
消費者は広告の品などの目玉商品には敏感に反
応するが、必要なものだけで余分な買い物はしない、
といった節約志向が続いているが、節約・低価格一
辺倒でもないようだ。話題性のあるもの、付加価値
のあるもの、新しいものは売れ行きが良く、消費者は
価値を認めた商品にはお金を払ってくれるという。
ただ、商品の価値と価格のバランス、その商品の価
値に対して価格がリーズナブルかどうかの選別が、
今までより厳しくなってきているという。
今春の賃上げ交渉では賃上げ率は前年を下回っ

た模様で、消費者の所得増加になかなか弾みがつ
いていない。身の回り品などの日常品の価格上昇も
続いており、実質所得の大きな増加は期待しにくい
状況にある。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年比微増での推移が予想される。
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ればなりません。そのためには、自分に与えられた区
間は全力で走らなければなりません。疲れたら終わ
りではなく、次の走者にたすきを渡すまで頑張り抜く。
逆にいえば、たすきを渡した後は次の走者を信頼し
て任せればいい」（株式会社イシダ石田会長）。この
駅伝のたすきはなにかというと、経営理念です。ノウ
ハウなどは伝授しても、時代の変化とともに変わりま
すから、あまり意味がない。理念をきちっと守る、伝
えていくということです。私は次の代を一族以外の
人間に譲るときに、当社の副代表の中で一番若い
人間を指名しました。理由は、私どもの理念を進化
させて守ってくれる。そして、人望がある。更に、私は
彼の言うことなら何でも聞ける、と腹をくくりました。
この三つで次の代を選びました。
100年企業サミットで、なぜ100年以上続いたの
かを社長方に尋ねたところ、「『のれん』というもの
は、その代の者が磨きをかけて、いい状態で渡すも
の（駅伝のたすき）」とのことでした。具体的には、自
分の代で良い社風をつくり、良い商品をつくり、よい
社員をつくる。こういうことを行ってきちんと次に渡
す。だから結果的に業績は上がります。けれども、目
的は売上を上げることとか、利益を出すことではなく
て、そういうことを行った結果として、次に譲っていく
ということです。老舗企業の社長方から伺ったお話
しでの共通項目は以下のとおりです。
・経営理念、家訓を大事にし、守っている。
・お客様を大事にし、信用第一、品質重視。
・社員を大事にしている。
・コアコンピタンス（絶対的差別化）経営追求。
4回開催した「100年企業サミット」全てにおいて、

「経営理念の確立と浸透」が最重要とのことでした。

初代のトップは、カリスマ性と能力で経営ができま
した。しかし2代目以降になると、カリスマ性や仕切
れるという保証はありません。人が育つ仕組みをつ
くっていくことが重要です。もし会社の業績が悪いと
き、自責の社長と他責の社長がいますが、他責の社

藤間でございます。私は、自分自身が100年企業
の後継者を経験し、また会計事務所の創業も経験
しております。また非常に数多くの100年企業の経
営者の方々に取材をさせて頂いており、これからも
多くの100年企業を研究して参ります。
当社のビジョンは「日本一多くの100年企業を創

り続け、1000年続くコンサルティングファームになり
ます」というものです。今日は私が長い間にいろいろ
と経験したものを具体的にお話しさせて頂いて、ぜ
ひ皆さま方の企業に100年企業になって頂きたいと
思っております。

「企業は30年でつぶれる」と言われています。日
経新聞のある調べでは、新設法人の10年後の存続
数は5％でした。西川りゅうじん氏のデータによると

30年経つと0.025%しか残らない。今日、30年以上
の業歴の会社は奇跡です。残っていることが奇跡で
す。そう思わないと、革新も変革もできません。皆さ
んの会社は来年残りますか？大体つぶれる会社は、
来年残ると思っていてつぶれるのです。
「虎屋」さんには、いろいろな取材をさせて頂いて
おります。社長はいつもこう言います。「うちは500
年続いています。500年続いているからと言って、
来年残る保証は何もない」と。皆さんの会社も同じ
だと思います。イトーヨーカ堂の鈴木会長はこう言っ
ています。「競争相手は時代の変化だ」と。時代の
流れはどんどん変わります。商品、お客様、社員、30
年で全部変わります。これらが変わった時に、会社
が変化できなければ、残らないんです。
皆さんの業界も、ＩＴ化、デジタル化、また人工知
能などの影響でどんどん変わっていきます。私たち
の会計事務所もＩＴ化とマイナンバー法で変わりま
す。エストニアという国では、マイナンバーの普及に
ともない、コードにより自動仕訳ができるようになっ
たことから、記帳代行と決算の作業がなくなりました。
われわれの会計事務所も更にＩＴ化が進めばなくな
ります。
社員も変わります。今は人手不足ですから、のど
から手が出るほど人が欲しい。優秀な社員はヘッド
ハンティングされます。社員は30年経ったら定年に

なりますし、人も入れ替わっていく。世の中がどんど
ん変わって、会社が変わらなかったら、会社は残らな
いわけです。
もう一つ厳しい話です。社長は死ぬんです。明日
何かが起こるかもしれない。今日帰りに何があるか
わからない。そういう中で会社が残りますか。皆さん
方の会社は、今社長が亡くなって、残りますか？だか
ら30年でなくなるんです。
もう一つ、皆さん方の会社は成長企業ですか、衰
退企業ですか、どちらですか？現状維持企業は衰退
企業です。成長企業を選択しなければ、必ず淘汰さ
れていきます。成長企業といっても毎年3割、4割上
げるというのではなく、毎年少なくとも１％でも成長
する会社にしていかなければ、会社は残らないです。
去年と同じでいいと思った途端に衰退が始まります。
変革できる体質を整えていくことが大切だと思いま
す。京都の「本田味噌」という200年続いている会
社の社長さんがこう言っています。「経営は成功し
て50点、次にきちんと引継いで100点」。次の代に
きちんと引継いで、会社が残るような体制がとれな
かったら100点はあげられないと言っています。皆
さん方はどうですか。50点の方はたくさんいらっ
しゃると思いますが、100点の方は非常に少ないと
思います。

会社は4代の社長が承継しないと、100年企業に
はなれません。ある代で、ぼんくらの経営者が出てき
たら、会社は続かないということです。
私は今63歳です。65歳で一族ではない43歳の
人間に社長を継がせることを決意して、それを社員
にも伝え、その準備を昨年の5月から始めています。
あと残り1年半で、彼を立派な後継者に育て、私は
会長になって彼の応援団長になろうと思っています。
私は「お客様の見本となるようなバトンタッチを

したい」。これが私の願いです。皆さんが事業承継
をするためには、次の代がきちんと育っていなかっ
たら、100年企業はできないということです。「財産

を残すのは“下”、事業を残すのは“中”、人を残す
のは“上”」（後藤新平）です。財産を残しても業績
が悪くなったらあっという間になくなります。けれど
も変化の時代に対応できる人を残したら、会社は
残るんです。変化に対応することができた恐竜だ
けが生き残ったように、成長していける、変化に強
い人間を育てる「人材育成」が必要です。社員に
考えさせて、発言させて、行動させて、反省させる。
この一巡ができている会社が、人が育っている会
社です。
松下幸之助が言っています。「100％成功する要
因が三つある。（a）〈絶対条件〉経営理念の確立と
浸透」これができたら5割は成功したと言うんです。
2番目（ｂ）〈必要条件〉社員たちの個性が最大限に
発揮できる環境。社員全員が経営理念を共有し、社
員一人ひとりに光を当てる環境を作る→社員の個
性を伸ばし、事業を拡大。（c）〈付帯条件〉戦略・戦
術。これは社員が好きにやったらよい。つまり経営理
念の確立と浸透をしたら、社員を信じて任せる。そう
なると、社員は成長し、社長の器以上の会社になる。
これが結論です。経営理念は経営トップの今の考え
方です。この考え方が、確立し浸透するということは、
社員がそのとおり動くということです。そのとおり動
いていたら、信じて任せていいんじゃないですか。し
かし、松下幸之助がもう一言、「任せて任さず」とも
言っています。これはどういうことかというと、任せる
けれども、報・連・相はきちんとさせる。ただし、その
報・連・相の内容で気に入らない話があったり、自分
の考え方と違っていても、議論をして、怒ったり、叱っ
たり、命令するのではなくて、話をしながらお互いに
詰め合っていく。こういう会社は社員がどんどん考
えてくるわけです。
当社もはじめから200名いたわけではありません。
会計事務所グループは、はじめは社員ゼロからス
タートし、10年ほどで40名まできました。ところが、
順調だった弊社の成長が停滞し始めました。一生
懸命やっているのに、新人を採用しても幹部社員が
辞めていくのです。停滞期間が10年ほど続きまし
た。今考えると、社長の私の原因です。社員を信じ
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全国の100年企業取材で学んだ永続企業の法則

1952年東京都生まれ。1975年慶應義塾大学商学部卒。1976年公認会計士試験に合格。大手監査法人勤務を経て
1982年に独立、2012年にはＴＯＭＡコンサルタンツグループ株式会社を設立。「100年企業創造コンサルティング」を
ライフワークとし、数多くの事業承継支援を経験。自らが、創業130年200名の「ＴＯＭＡグループ」の“5代目”であり会計
事務所の開設では“創業者”である実体験から、お客様の立場に立った実践的アドバイスを信条とする。

藤間 秋男氏
TOMAコンサルタンツグループ株式会社 
代表取締役・公認会計士・税理士
プロフィール

はじめに

「企業は30年でつぶれる」ようにできている

平成28年2月25日（木）、ＴＯＭＡコンサルタンツグ
ループ株式会社代表取締役の藤間秋男氏を講師にお迎
えし、「全国の100年企業取材で学んだ永続企業の法
則」と題してセミナーを開催した。以下、その概要を紹介
したい。

て任せていませんでしたから。私がワンマンで、社
員の気持ちを考えていなかったので、優秀な社員が
辞めていったのです。そこで私は、松下幸之助の言
葉に出会い、経営理念の確立と浸透を徹底させる
ために、いろいろな努力をしました。経営理念も「明
るく・楽しく・元気に・前向きな」と見直して、再度ス
タートしました。その後10年ほどで200名まで増え
て5倍くらいになりました。私の器は40名です。とこ
ろが経営理念の確立と浸透を徹底して、社員を信
じて任せるようになったので、社員は成長し、社長
の器以上の会社になっていき、私の肩の上に幹部
社員や社員がどんどん乗ってくるという形になって
います。経営理念をつくって、その理念に合った行
動であれば、すべて許して、認めてあげるという体
制を整えた時に、会社は伸びていくのではないかと
思います。

「伝統とは革新の連続である」と虎屋の社長さん
は言っています。「伝統は守るもの」という人がいま
すが、違うんです。伝統は革新の連続です。この革
新ができなかったら、伝統はつくれません。私は、「コ
マ経営」でよく説明しますが、コマの真ん中の芯は
「求心力」で家訓（経営理念）や経営者のリーダー
シップであり、「遠心力」は経営革新（イノベーショ
ン）です。事業内容、販売方法、顧客は変わって行き
ますから、会社も変わらないとだめです。「変革せよ。
変革を迫られる前に」（ジャック・ウェルチ）ということ
です。
「個人の人生はマラソンにたとえられます。長い
一生の間にはさまざまな障害物があり、それを一つ
ずつ乗り越えていけば必ず成功するとともに、引退
とか死亡するという一つの区切り、ゴールを迎えま
す。しかし会社にはそういうゴールはありません。多
くの人々の生活を預かる企業には定年も引退も死
亡も許されないのです。個人の人生がマラソンなら、
企業経営は、次の世代にたすきを渡していく駅伝と
いってよいでしょう。会社は何としても永続させなけ

長は伸びません。人のせい、外部要因のせいにして、
自分の改善をしないからです。明るく元気で前向き
に、負けない気持ちで常に自分の責任だと考えてい
かないと、会社は残りません。
「事業はやめる時が失敗する時。決してあきらめ
るな」（松下幸之助）。あきらめずにやっていけば、必
ずいい結果が出ます。
「欠陥のない人、欠陥のない会社もない。みんな
欠陥だらけや。だから人生は面白い。欠陥は宝やで。
それを解決するために、人間は生まれてきたんやか
ら」（松下幸之助）。問題を先延ばししていると、会
社は悪くなってしまいます。それを一つずつ解決して
いったら、会社はよくなります。
「脳みそがちぎれるほど考えろ。ちぎれるほど考え
ても、なかなかちぎれません。本当に心底、ちぎれる
ほど考えてみよ、そうするとおのずから新しいひらめ
きなり問題解決策が出てくる」（孫正義）。
「目先の利を追うもの→貧しさが身をはなれない。
将来の種をまく者→豊かさが身をはなれない」（二
宮尊徳）。皆さん方の会社は商品開発をしています
か。お客様開拓に努力していますか。新しい社員を
迎えていますか。やはり常に新しい血を入れていか
ないと、会社は変革もできないし、残りません。後継
者の育成を、時間をかけてやっていくことと、経営計
画をきちんと策定し、行動計画どおり進めることが
大切です。
「働きがいのある会社」の定義（フォーチュン誌）
〈信用〉社員が幹部を信用しているか
〈尊敬〉幹部が社員を大切な人として尊敬しているか
〈公正〉適切な評価や処遇がなされているか
〈誇り〉社員が自分の仕事や会社、商品・サービスに

誇りを持っているか
〈連帯感〉自分の所属する組織に連帯感があるか
今の仕事を好きになり「天職」だと考え、働きがい
のある会社をつくる。社員の働きがいがあれば会社
はよくなるということです。
「経営理念は飾り物でなく、末端まで浸透させ、成
果につながってはじめて意味のあるものになるので
す」（ダイキン工業㈱井上会長）。

「経営理念は保有そのものが目的ではなく、全社
員への浸透と経営理念に基づく行動こそが重要で
ある」（坂本光司）。

本日のポイント、「100年企業になるための、成長
し続ける仕組みづくりです」。
まず1番目は「経営理念の確立と浸透」です。経
営理念には、社員の幸せ、お客様の幸せ、社会貢献、
業種（事業領域）をしっかりと入れて策定し、社員と
経営方針のベクトルの一致を図ります。
2番目に「社員と共感・共有する夢ビジョン」を作

ります。社員は、自分の将来を託す会社の5年後、
10年後の姿が不明確であったり、経営者のビジョン
が「大したことない」と感じたら、辞めます。大きなビ
ジョンをトップが率先して決めることが大切です。そ
れを宣言して、社員と共有して行きます。
次に、それを受けた「行動計画書」（行動計画を
重視した経営計画）の策定です。当社では、社員が
考え、発言して策定します。これが社員を育てます。
その次は「経営計画を毎月終了後、反省する」。
だから、行動計画は月次で策定する必要があります。
自分たちで策定した計画ですから、とにかく考えて、
発言して、反省する。月次でどうするかを自分たちで
考えます。
最後に「経営計画を達成した・しないを反映した
賞与や昇格の仕組みづくり」です。数字の計画では
なく、行動計画を評価する仕組みをつくり、公正な
評価を実施します。人事制度を整備する。不公平人
事をしない。人事をきちんとすると、社員は働きがい
をもちます。
今日は、いろいろなお話をしましたが、後は皆さん
が、どう考えるかということだと思います。
「行動は必ずしも幸福をもたらさないかも知れな
いが、行動のないところに幸福は生まれない」（ベン
ジャミン・ディスレーリ：イギリスの政治家）
先ずは、行動していただきたいと思います。
本日は、ご清聴、ありがとうございました。

100年企業を目指そう ⇒ 4代続く会社

わが国経済は、このところ弱さもみられるが、緩や
かな回復基調が続いている。個人消費は消費者マ
インドに足踏みがみられるなかおおむね横ばい、生
産はこのところ横ばい、企業収益は非製造業を中
心に改善傾向、雇用情勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産はこのところ横ばい、先行きも横
ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼であった。
４～６月期の天気図は、１～３月期と同様に、薄日
が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きも、生産は前年を若干下回る程度の水準で
推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を下回って推移。米国向
けの自動車関連や白物家電が順調だったが、産業
向けが低水準。先行きは、好調な米国向けの鈍化
や中国経済の減速から不透明感が増している。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。先
行きの乗用車生産は、前年比で増加の動きが続く
と予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を下回った。先行きについて
も、前年をやや下回る程度の水準で推移すると
みられる。
○建設は、公共工事、民間工事ともにほぼ前年並み
で推移。先行きは、受注残が確保できており、当面
は順調に推移すると見込まれている。

 

（1） 一般機械…前年を下回った模様
１～３月期の一般機械の生産は、前年を下回った
模様である。マシニングセンタなどの工作機械関連
は、ものづくり補助金や省エネ補助金の下支え効果
もあり、昨年の秋口頃までは堅調だったが、その後
やや減速した。中国や資源国など海外経済の減速
を受けて、油圧ショベルやホイールローダーなどの
建設機械は、引き続き落ち込んでいる。
但し、人件費の上昇が続く中国では、自動化投資

に前向きな企業が多く、ロボット関連などの受注は
比較的堅調に推移しているようだ。また、太陽光発
電向けの関連部品などは動きが止まっているが、本
年4月からの電力小売り自由化に伴い、新規参入が
続く火力発電用のガスタービンなどは、底堅く推移
している。
金型などでは、近年の為替相場の円安基調など

もあって、一部で海外から戻る動きがみられたが、提
示される価格水準は相当低く、仕事を受けても収益
面には寄与しないとの声が聞かれた。
先行きの一般機械の生産も、前年を若干下回る
程度の水準で推移するとみられる。国の新年度予
算成立に伴って、設備投資を支援する各種補助金
の申請が再び可能になることから、工作機械等は比
較的底堅く推移しよう。しかし、年明け以降、為替相
場の円安基調に変化が生じたこともあって、国内で

製品への消費者マインドの底堅さを背景に、電気冷
蔵庫、電気洗濯機、ルームエアコンなどの主要製品
を中心に前年を上回って推移している。一方、産業
向けは、中国を中心としたアジア経済の先行きの不
透明感や、国内向けは設備投資の鈍化により伸び
悩んでいる。
今夏のルームエアコンは、足元では各社とも強気

の生産計画を予定している。2017年４月の消費増
税の駆け込み需要を見込んでいるようだ。また、電
気冷蔵庫、電気洗濯機は省エネ、高付加価値化が
続くとみられ、堅調に推移すると見込まれている。
一方、薄型テレビは、台数ベースでは大型サイズ

は増加しているものの、中小型は減少しており、全
体として前年を下回って推移している。ただ、フルハ
イビジョンの約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買
替需要が拡大しており、前年比で増加している。た
だ、中国からの低価格製品による価格の低下が懸
念される。
先行きは、競合による価格下落や為替などから収
益悪化が懸念されている。中国経済の減速など不透
明感が増しており、各社が生産計画を下方修正する
可能性が高い。各社とも安定した収益確保が期待で
きるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させている。
  

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続き、県内の販売は勢いを欠いた状況と
なっている。消費増税の影響が一巡した昨年4月以

先行きについては、乗用車生産は前年比で増加
の方向、トラック生産は弱含みの方向にあるため、
部品メーカー全体としては横ばい圏内での動きとな
ると予想される。

 

（4） 鉄鋼…前年を下回った
昨年後半以降、首都圏で鉄筋コンクリート造の建
築着工が落ち込んできたことなどから、１～３月期の
棒鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は堅調なものの、これまで比
較的好調だった病院や介護施設など医療関連施設
の動きはやや一服した。都内のテナントビルについ
ても、先行きの供給過多を懸念する声が聞かれ始
めており、一部では竣工予定時期を後ずれさせる案
件がみられる。マンションについては、都内で１億円
を超えるような高額物件には、引き続き投資物件と
してのニーズがあるものの、実需中心の郊外型のマ
ンションでは、販売価格の上昇を受けて、購入を手
控える動きがみられる。郊外の物件では、販売に時
間がかかるケースも多いことから、デベロッパーは
新規開発を抑えているようだ。
以前は、鉄筋組立工や監督者などの人手不足が
続いていたことから、現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、工場である程度加工が可能な
鉄骨造を選ぶ動きもみられたが、足元では、鉄骨造
の建築着工についてもやや弱含んでいる。景気の
先行き不透明感の強まりなどもあり、建築は全体に

　公共工事は、ほぼ前年並みで推移。先行きは、受
注残に余裕があることから堅調に推移すると見込
まれている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。工場
のリフォームなどの動きがみられる。先行きは、提
案セールスを強化し、受注の増加を見込んでいる。
　住宅は、マンションは低調、戸建は前年を上回って
推移。先行きは、優良な物件には、購入意欲が高
まっている。
〇百貨店・スーパーの売上は、２月のうるう年効果等
もあり、前年を上回ったとみられる。先行きも、現状
並みでの推移が予想される。

の新規設備投資に慎重な姿勢をみせる企業が増え
ている。当面、中国や新興国経済の急激な回復が
見込みにくい状況にあることから、建設機械・鉱山
機械などは、引き続き厳しい状況が続こう。
近年は、団塊の世代の本格的なリタイアもあって、
製造業の現場で、人を採用したいという声が強まっ
ていたが、足元の需要面の弱さを受けて、企業の採
用意欲に一服感が出ている。外国人研修生の受け
入れを希望する企業の数が以前より減っているとの
声が聞かれた。

（2） 電気機械…前年を下回って推移
１～３月期の生産は、米国向けの車載関連が好調、
白物家電が前年を上回って推移したものの、産業向
けが低水準だったこともあり、総じて前年を下回った。
電装化が進む自動車関連は米国向けが好調に
推移しており、電子部品・半導体の需要拡大が続い
ている。米国では、経済の回復、長期の低金利ロー
ン、ガソリン価格の低下などから消費意欲が高まり、
自動車販売が好調を持続している。また、ＦＲＢ（連
邦準備制度理事会）による利上げのペースが緩や
かになると想定されることから、好調な販売が継続
するという見方が多い。ただ、その水準は過去最高
に達しており、この好調さがいつまで続くのかという
懸念も台頭してきている。今後も自動運転化や環境
規制強化への対応に向けた自動車の更なる電装化
の進展が期待されている。
白物家電は、消費者の省エネ製品・高付加価値

降、登録車（普通＋小型乗用車）の販売台数は前年
を上回る月もあり、ほぼ前年並みとなっているが、軽
自動車の販売台数は前年水準を大幅に下回ってい
る。昨年4月からの軽自動車税の増税の影響が大き
いとみられる。
生産動向をみると、1～3月期の県内生産は10～
12月期に続き、前年を上回った模様だ。県内の輸
送機械（乗用車のほかトラックや自動車部品等を含
む）の鉱工業生産指数は、前年の生産水準が低
かったこともあり、10～12月期が前年比＋13.1％、
1月が同＋7.8％と前年を上回って推移している。完
成車メーカーの登録車の販売が前年水準辺りまで
戻ってきていることに加え、海外で生産していた一
部の車種を国内生産に切り替えたこともあり、生産
が持ち直している。
先行きについても、こうした傾向が続くとみられ、
生産は前年比で増加の動きが続くと予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年割
れとなった模様だ。これまでは海外向けの落ち込み
を国内向けの増加でカバーしていたが、国内需要に
やや一服感がみられる。「潮目が変わりつつある」と
の指摘もあった。
国内のトラック需要は、東日本大震災の復興需要、
都市部の再開発需要、東京オリンピックに向けた建
設需要、インターネット通販の普及による物流関連
の需要により拡大してきたが、震災の「集中復興期
間」が2015年度で終了したこともあり、復興需要が
減少している。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、国内需要も弱含みの方向
にあるため、生産はやや減少するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の生産は、一部に工場のフ
ル稼働が続いたところがあったようだが、全体として
は弱含みでの推移が続いたとみられる。乗用車部品
メーカーの生産は、やや持ち直しているものの、トラッ
ク部品メーカーの生産にはやや陰りがみられるようだ。

慎重化しているようだ。
但し、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注
残を相応に抱えている。2020年開催の東京オリン
ピックがらみの案件も、徐々に動き始めていることか
ら、４～６月期にかけて、棒鋼の生産が大幅に減少す
る可能性は低いだろう。前年をやや下回る程度の
水準で推移するとみられる。
昨年後半以降、棒鋼の原料であるスクラップの
価格が急速に下落し、製品価格とのスプレッドが拡
がったことから、足元の電炉メーカーの収益は改善
した。スクラップ価格の下落は、過剰な生産能力を
抱え、ビレットと呼ばれる半製品などを、韓国や台湾、
ベトナムなどへの輸出に振り向ける中国高炉メー
カーの動きによるところが大きかった。
中国高炉メーカーの多くは、現状、赤字に陥って

いるといわれており、中国国務院は、今後５年間に１
億～１億５千万トンの生産能力削減を実施すべきと
の意見書を、今年２月に発表している。短期間に、中
国からのビレットの輸出が減少するとは考えにくいも
のの、ベトナムが、中国からの安価なビレットに対し
て、緊急輸入制限（セーフガード）を発動する方針を
打ち出したことなどもあり、年明け以降、スクラップ
価格は底打ちから上昇に転じた。
４～６月期にかけて、棒鋼の製品価格は徐々に下が
るとみられ、鉄鋼のスプレッドも縮小に向かおう。電
炉メーカーの収益は先行き悪化する可能性が高い。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を下回った。不
動産投資の減速が続く中国では、油圧ショベルをは
じめとする建設機械の需要が止まっており、鉄鉱石
など資源価格の低下に伴い、ブラジルなど資源国
向けの鉱山機械の輸出も落ち込んでいる。比較的
堅調に推移していた工作機械も動きが一服しており、
マンホールなど公共財も力強さに欠ける展開だった。
先行きについても、受注残が減っている企業が多

く、生産は引き続き弱含みで推移する可能性が高い。
コスト面では、スクラップ価格に加え、鋳物用銑鉄の

価格も下落傾向にあるものの、副資材は下がってお
らず、逆に廃砂の処理費用は増加している。銑鉄価
格の引き下げによって、これまで以上に製品価格の
引き下げ圧力が強まることが懸念されており、収益
面は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
１～３月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ
ぼ前年並みで推移した。資材価格や労務費などは
高騰後落ち着いてきたが、その水準は依然として高
い。今後の災害復旧やオリンピックなどにより、建設
コストが再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、公共工事請負金額が前年
を下回ったものの、総じてみればほぼ前年並みで推
移した。工事内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
工事が中心で、道路関連の工事は少ない。
先行きは、受注残に余裕があることから、当面は

堅調に推移するとみられている。今後、県内でも
2019年のラグビーワールドカップや、2020年の東
京オリンピックの会場へのアクセス道路などのイン
フラ整備が本格的に開始されるとみられ、関連案件
の受注を期待している。
民間工事：１～３月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、民間工事では、企業の収益が回復し
てきたこと、足元での資材価格や労務費の上昇が
落ち着いてきたこと、東京オリンピック関連工事の
本格化前に完工したいことなどから、工場リフォーム
などの引き合いに動きがみられる。
先行きは、公共工事の増加が期待できない中、業
界では民間工事の受注を増加させていきたいとし
ている。省エネなどの提案セールスを強化するため、
営業部員を増加させ対応している。
住宅：１～３月期は、マンションは低調だったが、戸建
は前年水準を上回って推移している。
住宅は、マンションが資材価格や労務費の高止ま

りから、価格が高くなりすぎて、購入意欲は低調と
なっている。一方、業者サイドでは、建築コストの上
昇分を販売価格に転嫁できないため、無理して供
給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物件に
絞りこんで対応している。
埼玉県におけるマンション契約率は、2015年12

月53.5％（首都圏64.8％）、2016年１月63.3％（同
58.6％）、２月70.0％（同72.9％）と、好不調の目安
と言われている70％以下となっている。
価格上昇ペースが緩やかな戸建住宅は、割安感

から前年を上回って推移した模様。注文住宅、分譲
住宅ともに、購入意欲が高まってきている。分譲住
宅の優良物件は、抽選となり即日完売の物件もあ
る。業者側は、リーマンショック後、１戸あたりの面
積を減らし価格を抑えたり、間取りや設備を工夫し
たりして、建築コストの上昇幅を抑える工夫で対応
している。

先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、優良な物件には、購入意欲
が高まっている。
日銀によりマイナス金利政策が導入されたが、足
元の住宅ローンの金利は過去最低水準にある。業
界では、住宅購入が促されると期待しているものの、
実際は住宅ローンの借り換えが増加するだけという
声があった。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年を上回る
百貨店：１～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
上回った模様だが、うるう年で2月の日数が1日多
かった影響や、閉店に伴うセールの影響で押し上げ
られたとみられ、実勢ベースの県内百貨店の売上
の動きは総じて鈍いようだ。
今冬は暖冬傾向で例年より気温が高く、主力の
衣料品の動きが鈍かったほか、大規模商業施設の
開業で競争が激しくなったことも影響しているとみ
られる。品目別では衣料品のほか、飲食料品の動き
もあまりよくなかった。
都心店舗では訪日外国人によるインバウンド消費

が売上を押し上げているが、県内店舗では増えては
いるものの、全体に占める割合は小さく売上全体を
押し上げるほどではない。
宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品は、株価
下落の影響が懸念されていたが、比較的コンスタン
トに売れており、富裕層が顧客である外商の売上も
増えているという。
日銀によるマイナス金利導入の影響をみると、百
貨店の“友の会”への入会が増加している。友の会
は、毎月一定額を積み立てると満期時にボーナスが
加算され、たまった金額を買い物に使える会員向け
サ－ビスで、一段の金利低下により人気が出ている。
会員の加入増で今後の売上増加に結びつくことが

期待されている。また、金の取扱店舗ではマイナス金
利導入後、金の売れ行きが増加したところもあった。
中間層の消費は勢いを欠いている。日常品の値
上がり、社会保険料の負担感などで実質的な可処
分所得が増えていないため、消費者の購買意欲が
落ちているのではないかという指摘があった。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられ、売上は百貨店に比べ堅調に推
移している。衣料品の売上はやや低調だったが、主
力の食料品が堅調に推移した。
消費者は広告の品などの目玉商品には敏感に反
応するが、必要なものだけで余分な買い物はしない、
といった節約志向が続いているが、節約・低価格一
辺倒でもないようだ。話題性のあるもの、付加価値
のあるもの、新しいものは売れ行きが良く、消費者は
価値を認めた商品にはお金を払ってくれるという。
ただ、商品の価値と価格のバランス、その商品の価
値に対して価格がリーズナブルかどうかの選別が、
今までより厳しくなってきているという。
今春の賃上げ交渉では賃上げ率は前年を下回っ

た模様で、消費者の所得増加になかなか弾みがつ
いていない。身の回り品などの日常品の価格上昇も
続いており、実質所得の大きな増加は期待しにくい
状況にある。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年比微増での推移が予想される。
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経営者セミナー

ればなりません。そのためには、自分に与えられた区
間は全力で走らなければなりません。疲れたら終わ
りではなく、次の走者にたすきを渡すまで頑張り抜く。
逆にいえば、たすきを渡した後は次の走者を信頼し
て任せればいい」（株式会社イシダ石田会長）。この
駅伝のたすきはなにかというと、経営理念です。ノウ
ハウなどは伝授しても、時代の変化とともに変わりま
すから、あまり意味がない。理念をきちっと守る、伝
えていくということです。私は次の代を一族以外の
人間に譲るときに、当社の副代表の中で一番若い
人間を指名しました。理由は、私どもの理念を進化
させて守ってくれる。そして、人望がある。更に、私は
彼の言うことなら何でも聞ける、と腹をくくりました。
この三つで次の代を選びました。
100年企業サミットで、なぜ100年以上続いたの
かを社長方に尋ねたところ、「『のれん』というもの
は、その代の者が磨きをかけて、いい状態で渡すも
の（駅伝のたすき）」とのことでした。具体的には、自
分の代で良い社風をつくり、良い商品をつくり、よい
社員をつくる。こういうことを行ってきちんと次に渡
す。だから結果的に業績は上がります。けれども、目
的は売上を上げることとか、利益を出すことではなく
て、そういうことを行った結果として、次に譲っていく
ということです。老舗企業の社長方から伺ったお話
しでの共通項目は以下のとおりです。
・経営理念、家訓を大事にし、守っている。
・お客様を大事にし、信用第一、品質重視。
・社員を大事にしている。
・コアコンピタンス（絶対的差別化）経営追求。
4回開催した「100年企業サミット」全てにおいて、

「経営理念の確立と浸透」が最重要とのことでした。

初代のトップは、カリスマ性と能力で経営ができま
した。しかし2代目以降になると、カリスマ性や仕切
れるという保証はありません。人が育つ仕組みをつ
くっていくことが重要です。もし会社の業績が悪いと
き、自責の社長と他責の社長がいますが、他責の社

藤間でございます。私は、自分自身が100年企業
の後継者を経験し、また会計事務所の創業も経験
しております。また非常に数多くの100年企業の経
営者の方々に取材をさせて頂いており、これからも
多くの100年企業を研究して参ります。
当社のビジョンは「日本一多くの100年企業を創

り続け、1000年続くコンサルティングファームになり
ます」というものです。今日は私が長い間にいろいろ
と経験したものを具体的にお話しさせて頂いて、ぜ
ひ皆さま方の企業に100年企業になって頂きたいと
思っております。

「企業は30年でつぶれる」と言われています。日
経新聞のある調べでは、新設法人の10年後の存続
数は5％でした。西川りゅうじん氏のデータによると

30年経つと0.025%しか残らない。今日、30年以上
の業歴の会社は奇跡です。残っていることが奇跡で
す。そう思わないと、革新も変革もできません。皆さ
んの会社は来年残りますか？大体つぶれる会社は、
来年残ると思っていてつぶれるのです。
「虎屋」さんには、いろいろな取材をさせて頂いて
おります。社長はいつもこう言います。「うちは500
年続いています。500年続いているからと言って、
来年残る保証は何もない」と。皆さんの会社も同じ
だと思います。イトーヨーカ堂の鈴木会長はこう言っ
ています。「競争相手は時代の変化だ」と。時代の
流れはどんどん変わります。商品、お客様、社員、30
年で全部変わります。これらが変わった時に、会社
が変化できなければ、残らないんです。
皆さんの業界も、ＩＴ化、デジタル化、また人工知
能などの影響でどんどん変わっていきます。私たち
の会計事務所もＩＴ化とマイナンバー法で変わりま
す。エストニアという国では、マイナンバーの普及に
ともない、コードにより自動仕訳ができるようになっ
たことから、記帳代行と決算の作業がなくなりました。
われわれの会計事務所も更にＩＴ化が進めばなくな
ります。
社員も変わります。今は人手不足ですから、のど
から手が出るほど人が欲しい。優秀な社員はヘッド
ハンティングされます。社員は30年経ったら定年に

なりますし、人も入れ替わっていく。世の中がどんど
ん変わって、会社が変わらなかったら、会社は残らな
いわけです。
もう一つ厳しい話です。社長は死ぬんです。明日
何かが起こるかもしれない。今日帰りに何があるか
わからない。そういう中で会社が残りますか。皆さん
方の会社は、今社長が亡くなって、残りますか？だか
ら30年でなくなるんです。
もう一つ、皆さん方の会社は成長企業ですか、衰
退企業ですか、どちらですか？現状維持企業は衰退
企業です。成長企業を選択しなければ、必ず淘汰さ
れていきます。成長企業といっても毎年3割、4割上
げるというのではなく、毎年少なくとも１％でも成長
する会社にしていかなければ、会社は残らないです。
去年と同じでいいと思った途端に衰退が始まります。
変革できる体質を整えていくことが大切だと思いま
す。京都の「本田味噌」という200年続いている会
社の社長さんがこう言っています。「経営は成功し
て50点、次にきちんと引継いで100点」。次の代に
きちんと引継いで、会社が残るような体制がとれな
かったら100点はあげられないと言っています。皆
さん方はどうですか。50点の方はたくさんいらっ
しゃると思いますが、100点の方は非常に少ないと
思います。

会社は4代の社長が承継しないと、100年企業に
はなれません。ある代で、ぼんくらの経営者が出てき
たら、会社は続かないということです。
私は今63歳です。65歳で一族ではない43歳の
人間に社長を継がせることを決意して、それを社員
にも伝え、その準備を昨年の5月から始めています。
あと残り1年半で、彼を立派な後継者に育て、私は
会長になって彼の応援団長になろうと思っています。
私は「お客様の見本となるようなバトンタッチを

したい」。これが私の願いです。皆さんが事業承継
をするためには、次の代がきちんと育っていなかっ
たら、100年企業はできないということです。「財産

を残すのは“下”、事業を残すのは“中”、人を残す
のは“上”」（後藤新平）です。財産を残しても業績
が悪くなったらあっという間になくなります。けれど
も変化の時代に対応できる人を残したら、会社は
残るんです。変化に対応することができた恐竜だ
けが生き残ったように、成長していける、変化に強
い人間を育てる「人材育成」が必要です。社員に
考えさせて、発言させて、行動させて、反省させる。
この一巡ができている会社が、人が育っている会
社です。
松下幸之助が言っています。「100％成功する要
因が三つある。（a）〈絶対条件〉経営理念の確立と
浸透」これができたら5割は成功したと言うんです。
2番目（ｂ）〈必要条件〉社員たちの個性が最大限に
発揮できる環境。社員全員が経営理念を共有し、社
員一人ひとりに光を当てる環境を作る→社員の個
性を伸ばし、事業を拡大。（c）〈付帯条件〉戦略・戦
術。これは社員が好きにやったらよい。つまり経営理
念の確立と浸透をしたら、社員を信じて任せる。そう
なると、社員は成長し、社長の器以上の会社になる。
これが結論です。経営理念は経営トップの今の考え
方です。この考え方が、確立し浸透するということは、
社員がそのとおり動くということです。そのとおり動
いていたら、信じて任せていいんじゃないですか。し
かし、松下幸之助がもう一言、「任せて任さず」とも
言っています。これはどういうことかというと、任せる
けれども、報・連・相はきちんとさせる。ただし、その
報・連・相の内容で気に入らない話があったり、自分
の考え方と違っていても、議論をして、怒ったり、叱っ
たり、命令するのではなくて、話をしながらお互いに
詰め合っていく。こういう会社は社員がどんどん考
えてくるわけです。
当社もはじめから200名いたわけではありません。
会計事務所グループは、はじめは社員ゼロからス
タートし、10年ほどで40名まできました。ところが、
順調だった弊社の成長が停滞し始めました。一生
懸命やっているのに、新人を採用しても幹部社員が
辞めていくのです。停滞期間が10年ほど続きまし
た。今考えると、社長の私の原因です。社員を信じ

100年企業の共通項目とは

て任せていませんでしたから。私がワンマンで、社
員の気持ちを考えていなかったので、優秀な社員が
辞めていったのです。そこで私は、松下幸之助の言
葉に出会い、経営理念の確立と浸透を徹底させる
ために、いろいろな努力をしました。経営理念も「明
るく・楽しく・元気に・前向きな」と見直して、再度ス
タートしました。その後10年ほどで200名まで増え
て5倍くらいになりました。私の器は40名です。とこ
ろが経営理念の確立と浸透を徹底して、社員を信
じて任せるようになったので、社員は成長し、社長
の器以上の会社になっていき、私の肩の上に幹部
社員や社員がどんどん乗ってくるという形になって
います。経営理念をつくって、その理念に合った行
動であれば、すべて許して、認めてあげるという体
制を整えた時に、会社は伸びていくのではないかと
思います。

「伝統とは革新の連続である」と虎屋の社長さん
は言っています。「伝統は守るもの」という人がいま
すが、違うんです。伝統は革新の連続です。この革
新ができなかったら、伝統はつくれません。私は、「コ
マ経営」でよく説明しますが、コマの真ん中の芯は
「求心力」で家訓（経営理念）や経営者のリーダー
シップであり、「遠心力」は経営革新（イノベーショ
ン）です。事業内容、販売方法、顧客は変わって行き
ますから、会社も変わらないとだめです。「変革せよ。
変革を迫られる前に」（ジャック・ウェルチ）ということ
です。
「個人の人生はマラソンにたとえられます。長い
一生の間にはさまざまな障害物があり、それを一つ
ずつ乗り越えていけば必ず成功するとともに、引退
とか死亡するという一つの区切り、ゴールを迎えま
す。しかし会社にはそういうゴールはありません。多
くの人々の生活を預かる企業には定年も引退も死
亡も許されないのです。個人の人生がマラソンなら、
企業経営は、次の世代にたすきを渡していく駅伝と
いってよいでしょう。会社は何としても永続させなけ

長は伸びません。人のせい、外部要因のせいにして、
自分の改善をしないからです。明るく元気で前向き
に、負けない気持ちで常に自分の責任だと考えてい
かないと、会社は残りません。
「事業はやめる時が失敗する時。決してあきらめ
るな」（松下幸之助）。あきらめずにやっていけば、必
ずいい結果が出ます。
「欠陥のない人、欠陥のない会社もない。みんな
欠陥だらけや。だから人生は面白い。欠陥は宝やで。
それを解決するために、人間は生まれてきたんやか
ら」（松下幸之助）。問題を先延ばししていると、会
社は悪くなってしまいます。それを一つずつ解決して
いったら、会社はよくなります。
「脳みそがちぎれるほど考えろ。ちぎれるほど考え
ても、なかなかちぎれません。本当に心底、ちぎれる
ほど考えてみよ、そうするとおのずから新しいひらめ
きなり問題解決策が出てくる」（孫正義）。
「目先の利を追うもの→貧しさが身をはなれない。
将来の種をまく者→豊かさが身をはなれない」（二
宮尊徳）。皆さん方の会社は商品開発をしています
か。お客様開拓に努力していますか。新しい社員を
迎えていますか。やはり常に新しい血を入れていか
ないと、会社は変革もできないし、残りません。後継
者の育成を、時間をかけてやっていくことと、経営計
画をきちんと策定し、行動計画どおり進めることが
大切です。
「働きがいのある会社」の定義（フォーチュン誌）
〈信用〉社員が幹部を信用しているか
〈尊敬〉幹部が社員を大切な人として尊敬しているか
〈公正〉適切な評価や処遇がなされているか
〈誇り〉社員が自分の仕事や会社、商品・サービスに

誇りを持っているか
〈連帯感〉自分の所属する組織に連帯感があるか
今の仕事を好きになり「天職」だと考え、働きがい
のある会社をつくる。社員の働きがいがあれば会社
はよくなるということです。
「経営理念は飾り物でなく、末端まで浸透させ、成
果につながってはじめて意味のあるものになるので
す」（ダイキン工業㈱井上会長）。

「経営理念は保有そのものが目的ではなく、全社
員への浸透と経営理念に基づく行動こそが重要で
ある」（坂本光司）。

本日のポイント、「100年企業になるための、成長
し続ける仕組みづくりです」。
まず1番目は「経営理念の確立と浸透」です。経
営理念には、社員の幸せ、お客様の幸せ、社会貢献、
業種（事業領域）をしっかりと入れて策定し、社員と
経営方針のベクトルの一致を図ります。
2番目に「社員と共感・共有する夢ビジョン」を作

ります。社員は、自分の将来を託す会社の5年後、
10年後の姿が不明確であったり、経営者のビジョン
が「大したことない」と感じたら、辞めます。大きなビ
ジョンをトップが率先して決めることが大切です。そ
れを宣言して、社員と共有して行きます。
次に、それを受けた「行動計画書」（行動計画を
重視した経営計画）の策定です。当社では、社員が
考え、発言して策定します。これが社員を育てます。
その次は「経営計画を毎月終了後、反省する」。
だから、行動計画は月次で策定する必要があります。
自分たちで策定した計画ですから、とにかく考えて、
発言して、反省する。月次でどうするかを自分たちで
考えます。
最後に「経営計画を達成した・しないを反映した
賞与や昇格の仕組みづくり」です。数字の計画では
なく、行動計画を評価する仕組みをつくり、公正な
評価を実施します。人事制度を整備する。不公平人
事をしない。人事をきちんとすると、社員は働きがい
をもちます。
今日は、いろいろなお話をしましたが、後は皆さん
が、どう考えるかということだと思います。
「行動は必ずしも幸福をもたらさないかも知れな
いが、行動のないところに幸福は生まれない」（ベン
ジャミン・ディスレーリ：イギリスの政治家）
先ずは、行動していただきたいと思います。
本日は、ご清聴、ありがとうございました。

まとめ「成長し続ける仕組みづくり」

100年企業を創る為の儲かる仕組み

わが国経済は、このところ弱さもみられるが、緩や
かな回復基調が続いている。個人消費は消費者マ
インドに足踏みがみられるなかおおむね横ばい、生
産はこのところ横ばい、企業収益は非製造業を中
心に改善傾向、雇用情勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産はこのところ横ばい、先行きも横
ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼であった。
４～６月期の天気図は、１～３月期と同様に、薄日
が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きも、生産は前年を若干下回る程度の水準で
推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を下回って推移。米国向
けの自動車関連や白物家電が順調だったが、産業
向けが低水準。先行きは、好調な米国向けの鈍化
や中国経済の減速から不透明感が増している。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。先
行きの乗用車生産は、前年比で増加の動きが続く
と予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を下回った。先行きについて
も、前年をやや下回る程度の水準で推移すると
みられる。
○建設は、公共工事、民間工事ともにほぼ前年並み
で推移。先行きは、受注残が確保できており、当面
は順調に推移すると見込まれている。

 

（1） 一般機械…前年を下回った模様
１～３月期の一般機械の生産は、前年を下回った
模様である。マシニングセンタなどの工作機械関連
は、ものづくり補助金や省エネ補助金の下支え効果
もあり、昨年の秋口頃までは堅調だったが、その後
やや減速した。中国や資源国など海外経済の減速
を受けて、油圧ショベルやホイールローダーなどの
建設機械は、引き続き落ち込んでいる。
但し、人件費の上昇が続く中国では、自動化投資

に前向きな企業が多く、ロボット関連などの受注は
比較的堅調に推移しているようだ。また、太陽光発
電向けの関連部品などは動きが止まっているが、本
年4月からの電力小売り自由化に伴い、新規参入が
続く火力発電用のガスタービンなどは、底堅く推移
している。
金型などでは、近年の為替相場の円安基調など

もあって、一部で海外から戻る動きがみられたが、提
示される価格水準は相当低く、仕事を受けても収益
面には寄与しないとの声が聞かれた。
先行きの一般機械の生産も、前年を若干下回る
程度の水準で推移するとみられる。国の新年度予
算成立に伴って、設備投資を支援する各種補助金
の申請が再び可能になることから、工作機械等は比
較的底堅く推移しよう。しかし、年明け以降、為替相
場の円安基調に変化が生じたこともあって、国内で

製品への消費者マインドの底堅さを背景に、電気冷
蔵庫、電気洗濯機、ルームエアコンなどの主要製品
を中心に前年を上回って推移している。一方、産業
向けは、中国を中心としたアジア経済の先行きの不
透明感や、国内向けは設備投資の鈍化により伸び
悩んでいる。
今夏のルームエアコンは、足元では各社とも強気

の生産計画を予定している。2017年４月の消費増
税の駆け込み需要を見込んでいるようだ。また、電
気冷蔵庫、電気洗濯機は省エネ、高付加価値化が
続くとみられ、堅調に推移すると見込まれている。
一方、薄型テレビは、台数ベースでは大型サイズ

は増加しているものの、中小型は減少しており、全
体として前年を下回って推移している。ただ、フルハ
イビジョンの約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買
替需要が拡大しており、前年比で増加している。た
だ、中国からの低価格製品による価格の低下が懸
念される。
先行きは、競合による価格下落や為替などから収
益悪化が懸念されている。中国経済の減速など不透
明感が増しており、各社が生産計画を下方修正する
可能性が高い。各社とも安定した収益確保が期待で
きるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させている。
  

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続き、県内の販売は勢いを欠いた状況と
なっている。消費増税の影響が一巡した昨年4月以

先行きについては、乗用車生産は前年比で増加
の方向、トラック生産は弱含みの方向にあるため、
部品メーカー全体としては横ばい圏内での動きとな
ると予想される。

 

（4） 鉄鋼…前年を下回った
昨年後半以降、首都圏で鉄筋コンクリート造の建
築着工が落ち込んできたことなどから、１～３月期の
棒鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は堅調なものの、これまで比
較的好調だった病院や介護施設など医療関連施設
の動きはやや一服した。都内のテナントビルについ
ても、先行きの供給過多を懸念する声が聞かれ始
めており、一部では竣工予定時期を後ずれさせる案
件がみられる。マンションについては、都内で１億円
を超えるような高額物件には、引き続き投資物件と
してのニーズがあるものの、実需中心の郊外型のマ
ンションでは、販売価格の上昇を受けて、購入を手
控える動きがみられる。郊外の物件では、販売に時
間がかかるケースも多いことから、デベロッパーは
新規開発を抑えているようだ。
以前は、鉄筋組立工や監督者などの人手不足が
続いていたことから、現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、工場である程度加工が可能な
鉄骨造を選ぶ動きもみられたが、足元では、鉄骨造
の建築着工についてもやや弱含んでいる。景気の
先行き不透明感の強まりなどもあり、建築は全体に

　公共工事は、ほぼ前年並みで推移。先行きは、受
注残に余裕があることから堅調に推移すると見込
まれている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。工場
のリフォームなどの動きがみられる。先行きは、提
案セールスを強化し、受注の増加を見込んでいる。
　住宅は、マンションは低調、戸建は前年を上回って
推移。先行きは、優良な物件には、購入意欲が高
まっている。
〇百貨店・スーパーの売上は、２月のうるう年効果等
もあり、前年を上回ったとみられる。先行きも、現状
並みでの推移が予想される。

の新規設備投資に慎重な姿勢をみせる企業が増え
ている。当面、中国や新興国経済の急激な回復が
見込みにくい状況にあることから、建設機械・鉱山
機械などは、引き続き厳しい状況が続こう。
近年は、団塊の世代の本格的なリタイアもあって、
製造業の現場で、人を採用したいという声が強まっ
ていたが、足元の需要面の弱さを受けて、企業の採
用意欲に一服感が出ている。外国人研修生の受け
入れを希望する企業の数が以前より減っているとの
声が聞かれた。

（2） 電気機械…前年を下回って推移
１～３月期の生産は、米国向けの車載関連が好調、
白物家電が前年を上回って推移したものの、産業向
けが低水準だったこともあり、総じて前年を下回った。
電装化が進む自動車関連は米国向けが好調に
推移しており、電子部品・半導体の需要拡大が続い
ている。米国では、経済の回復、長期の低金利ロー
ン、ガソリン価格の低下などから消費意欲が高まり、
自動車販売が好調を持続している。また、ＦＲＢ（連
邦準備制度理事会）による利上げのペースが緩や
かになると想定されることから、好調な販売が継続
するという見方が多い。ただ、その水準は過去最高
に達しており、この好調さがいつまで続くのかという
懸念も台頭してきている。今後も自動運転化や環境
規制強化への対応に向けた自動車の更なる電装化
の進展が期待されている。
白物家電は、消費者の省エネ製品・高付加価値

降、登録車（普通＋小型乗用車）の販売台数は前年
を上回る月もあり、ほぼ前年並みとなっているが、軽
自動車の販売台数は前年水準を大幅に下回ってい
る。昨年4月からの軽自動車税の増税の影響が大き
いとみられる。
生産動向をみると、1～3月期の県内生産は10～
12月期に続き、前年を上回った模様だ。県内の輸
送機械（乗用車のほかトラックや自動車部品等を含
む）の鉱工業生産指数は、前年の生産水準が低
かったこともあり、10～12月期が前年比＋13.1％、
1月が同＋7.8％と前年を上回って推移している。完
成車メーカーの登録車の販売が前年水準辺りまで
戻ってきていることに加え、海外で生産していた一
部の車種を国内生産に切り替えたこともあり、生産
が持ち直している。
先行きについても、こうした傾向が続くとみられ、
生産は前年比で増加の動きが続くと予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年割
れとなった模様だ。これまでは海外向けの落ち込み
を国内向けの増加でカバーしていたが、国内需要に
やや一服感がみられる。「潮目が変わりつつある」と
の指摘もあった。
国内のトラック需要は、東日本大震災の復興需要、
都市部の再開発需要、東京オリンピックに向けた建
設需要、インターネット通販の普及による物流関連
の需要により拡大してきたが、震災の「集中復興期
間」が2015年度で終了したこともあり、復興需要が
減少している。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、国内需要も弱含みの方向
にあるため、生産はやや減少するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の生産は、一部に工場のフ
ル稼働が続いたところがあったようだが、全体として
は弱含みでの推移が続いたとみられる。乗用車部品
メーカーの生産は、やや持ち直しているものの、トラッ
ク部品メーカーの生産にはやや陰りがみられるようだ。

慎重化しているようだ。
但し、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注
残を相応に抱えている。2020年開催の東京オリン
ピックがらみの案件も、徐々に動き始めていることか
ら、４～６月期にかけて、棒鋼の生産が大幅に減少す
る可能性は低いだろう。前年をやや下回る程度の
水準で推移するとみられる。
昨年後半以降、棒鋼の原料であるスクラップの
価格が急速に下落し、製品価格とのスプレッドが拡
がったことから、足元の電炉メーカーの収益は改善
した。スクラップ価格の下落は、過剰な生産能力を
抱え、ビレットと呼ばれる半製品などを、韓国や台湾、
ベトナムなどへの輸出に振り向ける中国高炉メー
カーの動きによるところが大きかった。
中国高炉メーカーの多くは、現状、赤字に陥って

いるといわれており、中国国務院は、今後５年間に１
億～１億５千万トンの生産能力削減を実施すべきと
の意見書を、今年２月に発表している。短期間に、中
国からのビレットの輸出が減少するとは考えにくいも
のの、ベトナムが、中国からの安価なビレットに対し
て、緊急輸入制限（セーフガード）を発動する方針を
打ち出したことなどもあり、年明け以降、スクラップ
価格は底打ちから上昇に転じた。
４～６月期にかけて、棒鋼の製品価格は徐々に下が
るとみられ、鉄鋼のスプレッドも縮小に向かおう。電
炉メーカーの収益は先行き悪化する可能性が高い。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を下回った。不
動産投資の減速が続く中国では、油圧ショベルをは
じめとする建設機械の需要が止まっており、鉄鉱石
など資源価格の低下に伴い、ブラジルなど資源国
向けの鉱山機械の輸出も落ち込んでいる。比較的
堅調に推移していた工作機械も動きが一服しており、
マンホールなど公共財も力強さに欠ける展開だった。
先行きについても、受注残が減っている企業が多

く、生産は引き続き弱含みで推移する可能性が高い。
コスト面では、スクラップ価格に加え、鋳物用銑鉄の

価格も下落傾向にあるものの、副資材は下がってお
らず、逆に廃砂の処理費用は増加している。銑鉄価
格の引き下げによって、これまで以上に製品価格の
引き下げ圧力が強まることが懸念されており、収益
面は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
１～３月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ
ぼ前年並みで推移した。資材価格や労務費などは
高騰後落ち着いてきたが、その水準は依然として高
い。今後の災害復旧やオリンピックなどにより、建設
コストが再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、公共工事請負金額が前年
を下回ったものの、総じてみればほぼ前年並みで推
移した。工事内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
工事が中心で、道路関連の工事は少ない。
先行きは、受注残に余裕があることから、当面は

堅調に推移するとみられている。今後、県内でも
2019年のラグビーワールドカップや、2020年の東
京オリンピックの会場へのアクセス道路などのイン
フラ整備が本格的に開始されるとみられ、関連案件
の受注を期待している。
民間工事：１～３月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、民間工事では、企業の収益が回復し
てきたこと、足元での資材価格や労務費の上昇が
落ち着いてきたこと、東京オリンピック関連工事の
本格化前に完工したいことなどから、工場リフォーム
などの引き合いに動きがみられる。
先行きは、公共工事の増加が期待できない中、業
界では民間工事の受注を増加させていきたいとし
ている。省エネなどの提案セールスを強化するため、
営業部員を増加させ対応している。
住宅：１～３月期は、マンションは低調だったが、戸建
は前年水準を上回って推移している。
住宅は、マンションが資材価格や労務費の高止ま

りから、価格が高くなりすぎて、購入意欲は低調と
なっている。一方、業者サイドでは、建築コストの上
昇分を販売価格に転嫁できないため、無理して供
給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物件に
絞りこんで対応している。
埼玉県におけるマンション契約率は、2015年12

月53.5％（首都圏64.8％）、2016年１月63.3％（同
58.6％）、２月70.0％（同72.9％）と、好不調の目安
と言われている70％以下となっている。
価格上昇ペースが緩やかな戸建住宅は、割安感

から前年を上回って推移した模様。注文住宅、分譲
住宅ともに、購入意欲が高まってきている。分譲住
宅の優良物件は、抽選となり即日完売の物件もあ
る。業者側は、リーマンショック後、１戸あたりの面
積を減らし価格を抑えたり、間取りや設備を工夫し
たりして、建築コストの上昇幅を抑える工夫で対応
している。

先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、優良な物件には、購入意欲
が高まっている。
日銀によりマイナス金利政策が導入されたが、足
元の住宅ローンの金利は過去最低水準にある。業
界では、住宅購入が促されると期待しているものの、
実際は住宅ローンの借り換えが増加するだけという
声があった。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年を上回る
百貨店：１～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
上回った模様だが、うるう年で2月の日数が1日多
かった影響や、閉店に伴うセールの影響で押し上げ
られたとみられ、実勢ベースの県内百貨店の売上
の動きは総じて鈍いようだ。
今冬は暖冬傾向で例年より気温が高く、主力の
衣料品の動きが鈍かったほか、大規模商業施設の
開業で競争が激しくなったことも影響しているとみ
られる。品目別では衣料品のほか、飲食料品の動き
もあまりよくなかった。
都心店舗では訪日外国人によるインバウンド消費

が売上を押し上げているが、県内店舗では増えては
いるものの、全体に占める割合は小さく売上全体を
押し上げるほどではない。
宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品は、株価
下落の影響が懸念されていたが、比較的コンスタン
トに売れており、富裕層が顧客である外商の売上も
増えているという。
日銀によるマイナス金利導入の影響をみると、百
貨店の“友の会”への入会が増加している。友の会
は、毎月一定額を積み立てると満期時にボーナスが
加算され、たまった金額を買い物に使える会員向け
サ－ビスで、一段の金利低下により人気が出ている。
会員の加入増で今後の売上増加に結びつくことが

期待されている。また、金の取扱店舗ではマイナス金
利導入後、金の売れ行きが増加したところもあった。
中間層の消費は勢いを欠いている。日常品の値
上がり、社会保険料の負担感などで実質的な可処
分所得が増えていないため、消費者の購買意欲が
落ちているのではないかという指摘があった。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられ、売上は百貨店に比べ堅調に推
移している。衣料品の売上はやや低調だったが、主
力の食料品が堅調に推移した。
消費者は広告の品などの目玉商品には敏感に反
応するが、必要なものだけで余分な買い物はしない、
といった節約志向が続いているが、節約・低価格一
辺倒でもないようだ。話題性のあるもの、付加価値
のあるもの、新しいものは売れ行きが良く、消費者は
価値を認めた商品にはお金を払ってくれるという。
ただ、商品の価値と価格のバランス、その商品の価
値に対して価格がリーズナブルかどうかの選別が、
今までより厳しくなってきているという。
今春の賃上げ交渉では賃上げ率は前年を下回っ

た模様で、消費者の所得増加になかなか弾みがつ
いていない。身の回り品などの日常品の価格上昇も
続いており、実質所得の大きな増加は期待しにくい
状況にある。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年比微増での推移が予想される。
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ればなりません。そのためには、自分に与えられた区
間は全力で走らなければなりません。疲れたら終わ
りではなく、次の走者にたすきを渡すまで頑張り抜く。
逆にいえば、たすきを渡した後は次の走者を信頼し
て任せればいい」（株式会社イシダ石田会長）。この
駅伝のたすきはなにかというと、経営理念です。ノウ
ハウなどは伝授しても、時代の変化とともに変わりま
すから、あまり意味がない。理念をきちっと守る、伝
えていくということです。私は次の代を一族以外の
人間に譲るときに、当社の副代表の中で一番若い
人間を指名しました。理由は、私どもの理念を進化
させて守ってくれる。そして、人望がある。更に、私は
彼の言うことなら何でも聞ける、と腹をくくりました。
この三つで次の代を選びました。
100年企業サミットで、なぜ100年以上続いたの
かを社長方に尋ねたところ、「『のれん』というもの
は、その代の者が磨きをかけて、いい状態で渡すも
の（駅伝のたすき）」とのことでした。具体的には、自
分の代で良い社風をつくり、良い商品をつくり、よい
社員をつくる。こういうことを行ってきちんと次に渡
す。だから結果的に業績は上がります。けれども、目
的は売上を上げることとか、利益を出すことではなく
て、そういうことを行った結果として、次に譲っていく
ということです。老舗企業の社長方から伺ったお話
しでの共通項目は以下のとおりです。
・経営理念、家訓を大事にし、守っている。
・お客様を大事にし、信用第一、品質重視。
・社員を大事にしている。
・コアコンピタンス（絶対的差別化）経営追求。
4回開催した「100年企業サミット」全てにおいて、

「経営理念の確立と浸透」が最重要とのことでした。

初代のトップは、カリスマ性と能力で経営ができま
した。しかし2代目以降になると、カリスマ性や仕切
れるという保証はありません。人が育つ仕組みをつ
くっていくことが重要です。もし会社の業績が悪いと
き、自責の社長と他責の社長がいますが、他責の社

藤間でございます。私は、自分自身が100年企業
の後継者を経験し、また会計事務所の創業も経験
しております。また非常に数多くの100年企業の経
営者の方々に取材をさせて頂いており、これからも
多くの100年企業を研究して参ります。
当社のビジョンは「日本一多くの100年企業を創

り続け、1000年続くコンサルティングファームになり
ます」というものです。今日は私が長い間にいろいろ
と経験したものを具体的にお話しさせて頂いて、ぜ
ひ皆さま方の企業に100年企業になって頂きたいと
思っております。

「企業は30年でつぶれる」と言われています。日
経新聞のある調べでは、新設法人の10年後の存続
数は5％でした。西川りゅうじん氏のデータによると

30年経つと0.025%しか残らない。今日、30年以上
の業歴の会社は奇跡です。残っていることが奇跡で
す。そう思わないと、革新も変革もできません。皆さ
んの会社は来年残りますか？大体つぶれる会社は、
来年残ると思っていてつぶれるのです。
「虎屋」さんには、いろいろな取材をさせて頂いて
おります。社長はいつもこう言います。「うちは500
年続いています。500年続いているからと言って、
来年残る保証は何もない」と。皆さんの会社も同じ
だと思います。イトーヨーカ堂の鈴木会長はこう言っ
ています。「競争相手は時代の変化だ」と。時代の
流れはどんどん変わります。商品、お客様、社員、30
年で全部変わります。これらが変わった時に、会社
が変化できなければ、残らないんです。
皆さんの業界も、ＩＴ化、デジタル化、また人工知
能などの影響でどんどん変わっていきます。私たち
の会計事務所もＩＴ化とマイナンバー法で変わりま
す。エストニアという国では、マイナンバーの普及に
ともない、コードにより自動仕訳ができるようになっ
たことから、記帳代行と決算の作業がなくなりました。
われわれの会計事務所も更にＩＴ化が進めばなくな
ります。
社員も変わります。今は人手不足ですから、のど
から手が出るほど人が欲しい。優秀な社員はヘッド
ハンティングされます。社員は30年経ったら定年に

なりますし、人も入れ替わっていく。世の中がどんど
ん変わって、会社が変わらなかったら、会社は残らな
いわけです。
もう一つ厳しい話です。社長は死ぬんです。明日
何かが起こるかもしれない。今日帰りに何があるか
わからない。そういう中で会社が残りますか。皆さん
方の会社は、今社長が亡くなって、残りますか？だか
ら30年でなくなるんです。
もう一つ、皆さん方の会社は成長企業ですか、衰
退企業ですか、どちらですか？現状維持企業は衰退
企業です。成長企業を選択しなければ、必ず淘汰さ
れていきます。成長企業といっても毎年3割、4割上
げるというのではなく、毎年少なくとも１％でも成長
する会社にしていかなければ、会社は残らないです。
去年と同じでいいと思った途端に衰退が始まります。
変革できる体質を整えていくことが大切だと思いま
す。京都の「本田味噌」という200年続いている会
社の社長さんがこう言っています。「経営は成功し
て50点、次にきちんと引継いで100点」。次の代に
きちんと引継いで、会社が残るような体制がとれな
かったら100点はあげられないと言っています。皆
さん方はどうですか。50点の方はたくさんいらっ
しゃると思いますが、100点の方は非常に少ないと
思います。

会社は4代の社長が承継しないと、100年企業に
はなれません。ある代で、ぼんくらの経営者が出てき
たら、会社は続かないということです。
私は今63歳です。65歳で一族ではない43歳の
人間に社長を継がせることを決意して、それを社員
にも伝え、その準備を昨年の5月から始めています。
あと残り1年半で、彼を立派な後継者に育て、私は
会長になって彼の応援団長になろうと思っています。
私は「お客様の見本となるようなバトンタッチを

したい」。これが私の願いです。皆さんが事業承継
をするためには、次の代がきちんと育っていなかっ
たら、100年企業はできないということです。「財産

を残すのは“下”、事業を残すのは“中”、人を残す
のは“上”」（後藤新平）です。財産を残しても業績
が悪くなったらあっという間になくなります。けれど
も変化の時代に対応できる人を残したら、会社は
残るんです。変化に対応することができた恐竜だ
けが生き残ったように、成長していける、変化に強
い人間を育てる「人材育成」が必要です。社員に
考えさせて、発言させて、行動させて、反省させる。
この一巡ができている会社が、人が育っている会
社です。
松下幸之助が言っています。「100％成功する要
因が三つある。（a）〈絶対条件〉経営理念の確立と
浸透」これができたら5割は成功したと言うんです。
2番目（ｂ）〈必要条件〉社員たちの個性が最大限に
発揮できる環境。社員全員が経営理念を共有し、社
員一人ひとりに光を当てる環境を作る→社員の個
性を伸ばし、事業を拡大。（c）〈付帯条件〉戦略・戦
術。これは社員が好きにやったらよい。つまり経営理
念の確立と浸透をしたら、社員を信じて任せる。そう
なると、社員は成長し、社長の器以上の会社になる。
これが結論です。経営理念は経営トップの今の考え
方です。この考え方が、確立し浸透するということは、
社員がそのとおり動くということです。そのとおり動
いていたら、信じて任せていいんじゃないですか。し
かし、松下幸之助がもう一言、「任せて任さず」とも
言っています。これはどういうことかというと、任せる
けれども、報・連・相はきちんとさせる。ただし、その
報・連・相の内容で気に入らない話があったり、自分
の考え方と違っていても、議論をして、怒ったり、叱っ
たり、命令するのではなくて、話をしながらお互いに
詰め合っていく。こういう会社は社員がどんどん考
えてくるわけです。
当社もはじめから200名いたわけではありません。
会計事務所グループは、はじめは社員ゼロからス
タートし、10年ほどで40名まできました。ところが、
順調だった弊社の成長が停滞し始めました。一生
懸命やっているのに、新人を採用しても幹部社員が
辞めていくのです。停滞期間が10年ほど続きまし
た。今考えると、社長の私の原因です。社員を信じ

100年企業の共通項目とは

て任せていませんでしたから。私がワンマンで、社
員の気持ちを考えていなかったので、優秀な社員が
辞めていったのです。そこで私は、松下幸之助の言
葉に出会い、経営理念の確立と浸透を徹底させる
ために、いろいろな努力をしました。経営理念も「明
るく・楽しく・元気に・前向きな」と見直して、再度ス
タートしました。その後10年ほどで200名まで増え
て5倍くらいになりました。私の器は40名です。とこ
ろが経営理念の確立と浸透を徹底して、社員を信
じて任せるようになったので、社員は成長し、社長
の器以上の会社になっていき、私の肩の上に幹部
社員や社員がどんどん乗ってくるという形になって
います。経営理念をつくって、その理念に合った行
動であれば、すべて許して、認めてあげるという体
制を整えた時に、会社は伸びていくのではないかと
思います。

「伝統とは革新の連続である」と虎屋の社長さん
は言っています。「伝統は守るもの」という人がいま
すが、違うんです。伝統は革新の連続です。この革
新ができなかったら、伝統はつくれません。私は、「コ
マ経営」でよく説明しますが、コマの真ん中の芯は
「求心力」で家訓（経営理念）や経営者のリーダー
シップであり、「遠心力」は経営革新（イノベーショ
ン）です。事業内容、販売方法、顧客は変わって行き
ますから、会社も変わらないとだめです。「変革せよ。
変革を迫られる前に」（ジャック・ウェルチ）ということ
です。
「個人の人生はマラソンにたとえられます。長い
一生の間にはさまざまな障害物があり、それを一つ
ずつ乗り越えていけば必ず成功するとともに、引退
とか死亡するという一つの区切り、ゴールを迎えま
す。しかし会社にはそういうゴールはありません。多
くの人々の生活を預かる企業には定年も引退も死
亡も許されないのです。個人の人生がマラソンなら、
企業経営は、次の世代にたすきを渡していく駅伝と
いってよいでしょう。会社は何としても永続させなけ

長は伸びません。人のせい、外部要因のせいにして、
自分の改善をしないからです。明るく元気で前向き
に、負けない気持ちで常に自分の責任だと考えてい
かないと、会社は残りません。
「事業はやめる時が失敗する時。決してあきらめ
るな」（松下幸之助）。あきらめずにやっていけば、必
ずいい結果が出ます。
「欠陥のない人、欠陥のない会社もない。みんな
欠陥だらけや。だから人生は面白い。欠陥は宝やで。
それを解決するために、人間は生まれてきたんやか
ら」（松下幸之助）。問題を先延ばししていると、会
社は悪くなってしまいます。それを一つずつ解決して
いったら、会社はよくなります。
「脳みそがちぎれるほど考えろ。ちぎれるほど考え
ても、なかなかちぎれません。本当に心底、ちぎれる
ほど考えてみよ、そうするとおのずから新しいひらめ
きなり問題解決策が出てくる」（孫正義）。
「目先の利を追うもの→貧しさが身をはなれない。
将来の種をまく者→豊かさが身をはなれない」（二
宮尊徳）。皆さん方の会社は商品開発をしています
か。お客様開拓に努力していますか。新しい社員を
迎えていますか。やはり常に新しい血を入れていか
ないと、会社は変革もできないし、残りません。後継
者の育成を、時間をかけてやっていくことと、経営計
画をきちんと策定し、行動計画どおり進めることが
大切です。
「働きがいのある会社」の定義（フォーチュン誌）
〈信用〉社員が幹部を信用しているか
〈尊敬〉幹部が社員を大切な人として尊敬しているか
〈公正〉適切な評価や処遇がなされているか
〈誇り〉社員が自分の仕事や会社、商品・サービスに

誇りを持っているか
〈連帯感〉自分の所属する組織に連帯感があるか
今の仕事を好きになり「天職」だと考え、働きがい
のある会社をつくる。社員の働きがいがあれば会社
はよくなるということです。
「経営理念は飾り物でなく、末端まで浸透させ、成
果につながってはじめて意味のあるものになるので
す」（ダイキン工業㈱井上会長）。

「経営理念は保有そのものが目的ではなく、全社
員への浸透と経営理念に基づく行動こそが重要で
ある」（坂本光司）。

本日のポイント、「100年企業になるための、成長
し続ける仕組みづくりです」。
まず1番目は「経営理念の確立と浸透」です。経
営理念には、社員の幸せ、お客様の幸せ、社会貢献、
業種（事業領域）をしっかりと入れて策定し、社員と
経営方針のベクトルの一致を図ります。
2番目に「社員と共感・共有する夢ビジョン」を作

ります。社員は、自分の将来を託す会社の5年後、
10年後の姿が不明確であったり、経営者のビジョン
が「大したことない」と感じたら、辞めます。大きなビ
ジョンをトップが率先して決めることが大切です。そ
れを宣言して、社員と共有して行きます。
次に、それを受けた「行動計画書」（行動計画を
重視した経営計画）の策定です。当社では、社員が
考え、発言して策定します。これが社員を育てます。
その次は「経営計画を毎月終了後、反省する」。
だから、行動計画は月次で策定する必要があります。
自分たちで策定した計画ですから、とにかく考えて、
発言して、反省する。月次でどうするかを自分たちで
考えます。
最後に「経営計画を達成した・しないを反映した
賞与や昇格の仕組みづくり」です。数字の計画では
なく、行動計画を評価する仕組みをつくり、公正な
評価を実施します。人事制度を整備する。不公平人
事をしない。人事をきちんとすると、社員は働きがい
をもちます。
今日は、いろいろなお話をしましたが、後は皆さん
が、どう考えるかということだと思います。
「行動は必ずしも幸福をもたらさないかも知れな
いが、行動のないところに幸福は生まれない」（ベン
ジャミン・ディスレーリ：イギリスの政治家）
先ずは、行動していただきたいと思います。
本日は、ご清聴、ありがとうございました。

まとめ「成長し続ける仕組みづくり」

100年企業を創る為の儲かる仕組み

わが国経済は、このところ弱さもみられるが、緩や
かな回復基調が続いている。個人消費は消費者マ
インドに足踏みがみられるなかおおむね横ばい、生
産はこのところ横ばい、企業収益は非製造業を中
心に改善傾向、雇用情勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産はこのところ横ばい、先行きも横
ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼であった。
４～６月期の天気図は、１～３月期と同様に、薄日
が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きも、生産は前年を若干下回る程度の水準で
推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を下回って推移。米国向
けの自動車関連や白物家電が順調だったが、産業
向けが低水準。先行きは、好調な米国向けの鈍化
や中国経済の減速から不透明感が増している。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。先
行きの乗用車生産は、前年比で増加の動きが続く
と予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を下回った。先行きについて
も、前年をやや下回る程度の水準で推移すると
みられる。
○建設は、公共工事、民間工事ともにほぼ前年並み
で推移。先行きは、受注残が確保できており、当面
は順調に推移すると見込まれている。

 

（1） 一般機械…前年を下回った模様
１～３月期の一般機械の生産は、前年を下回った
模様である。マシニングセンタなどの工作機械関連
は、ものづくり補助金や省エネ補助金の下支え効果
もあり、昨年の秋口頃までは堅調だったが、その後
やや減速した。中国や資源国など海外経済の減速
を受けて、油圧ショベルやホイールローダーなどの
建設機械は、引き続き落ち込んでいる。
但し、人件費の上昇が続く中国では、自動化投資

に前向きな企業が多く、ロボット関連などの受注は
比較的堅調に推移しているようだ。また、太陽光発
電向けの関連部品などは動きが止まっているが、本
年4月からの電力小売り自由化に伴い、新規参入が
続く火力発電用のガスタービンなどは、底堅く推移
している。
金型などでは、近年の為替相場の円安基調など

もあって、一部で海外から戻る動きがみられたが、提
示される価格水準は相当低く、仕事を受けても収益
面には寄与しないとの声が聞かれた。
先行きの一般機械の生産も、前年を若干下回る
程度の水準で推移するとみられる。国の新年度予
算成立に伴って、設備投資を支援する各種補助金
の申請が再び可能になることから、工作機械等は比
較的底堅く推移しよう。しかし、年明け以降、為替相
場の円安基調に変化が生じたこともあって、国内で

製品への消費者マインドの底堅さを背景に、電気冷
蔵庫、電気洗濯機、ルームエアコンなどの主要製品
を中心に前年を上回って推移している。一方、産業
向けは、中国を中心としたアジア経済の先行きの不
透明感や、国内向けは設備投資の鈍化により伸び
悩んでいる。
今夏のルームエアコンは、足元では各社とも強気

の生産計画を予定している。2017年４月の消費増
税の駆け込み需要を見込んでいるようだ。また、電
気冷蔵庫、電気洗濯機は省エネ、高付加価値化が
続くとみられ、堅調に推移すると見込まれている。
一方、薄型テレビは、台数ベースでは大型サイズ

は増加しているものの、中小型は減少しており、全
体として前年を下回って推移している。ただ、フルハ
イビジョンの約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買
替需要が拡大しており、前年比で増加している。た
だ、中国からの低価格製品による価格の低下が懸
念される。
先行きは、競合による価格下落や為替などから収
益悪化が懸念されている。中国経済の減速など不透
明感が増しており、各社が生産計画を下方修正する
可能性が高い。各社とも安定した収益確保が期待で
きるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させている。
  

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続き、県内の販売は勢いを欠いた状況と
なっている。消費増税の影響が一巡した昨年4月以

先行きについては、乗用車生産は前年比で増加
の方向、トラック生産は弱含みの方向にあるため、
部品メーカー全体としては横ばい圏内での動きとな
ると予想される。

 

（4） 鉄鋼…前年を下回った
昨年後半以降、首都圏で鉄筋コンクリート造の建
築着工が落ち込んできたことなどから、１～３月期の
棒鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は堅調なものの、これまで比
較的好調だった病院や介護施設など医療関連施設
の動きはやや一服した。都内のテナントビルについ
ても、先行きの供給過多を懸念する声が聞かれ始
めており、一部では竣工予定時期を後ずれさせる案
件がみられる。マンションについては、都内で１億円
を超えるような高額物件には、引き続き投資物件と
してのニーズがあるものの、実需中心の郊外型のマ
ンションでは、販売価格の上昇を受けて、購入を手
控える動きがみられる。郊外の物件では、販売に時
間がかかるケースも多いことから、デベロッパーは
新規開発を抑えているようだ。
以前は、鉄筋組立工や監督者などの人手不足が
続いていたことから、現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、工場である程度加工が可能な
鉄骨造を選ぶ動きもみられたが、足元では、鉄骨造
の建築着工についてもやや弱含んでいる。景気の
先行き不透明感の強まりなどもあり、建築は全体に

　公共工事は、ほぼ前年並みで推移。先行きは、受
注残に余裕があることから堅調に推移すると見込
まれている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。工場
のリフォームなどの動きがみられる。先行きは、提
案セールスを強化し、受注の増加を見込んでいる。
　住宅は、マンションは低調、戸建は前年を上回って
推移。先行きは、優良な物件には、購入意欲が高
まっている。
〇百貨店・スーパーの売上は、２月のうるう年効果等
もあり、前年を上回ったとみられる。先行きも、現状
並みでの推移が予想される。

の新規設備投資に慎重な姿勢をみせる企業が増え
ている。当面、中国や新興国経済の急激な回復が
見込みにくい状況にあることから、建設機械・鉱山
機械などは、引き続き厳しい状況が続こう。
近年は、団塊の世代の本格的なリタイアもあって、
製造業の現場で、人を採用したいという声が強まっ
ていたが、足元の需要面の弱さを受けて、企業の採
用意欲に一服感が出ている。外国人研修生の受け
入れを希望する企業の数が以前より減っているとの
声が聞かれた。

（2） 電気機械…前年を下回って推移
１～３月期の生産は、米国向けの車載関連が好調、
白物家電が前年を上回って推移したものの、産業向
けが低水準だったこともあり、総じて前年を下回った。
電装化が進む自動車関連は米国向けが好調に
推移しており、電子部品・半導体の需要拡大が続い
ている。米国では、経済の回復、長期の低金利ロー
ン、ガソリン価格の低下などから消費意欲が高まり、
自動車販売が好調を持続している。また、ＦＲＢ（連
邦準備制度理事会）による利上げのペースが緩や
かになると想定されることから、好調な販売が継続
するという見方が多い。ただ、その水準は過去最高
に達しており、この好調さがいつまで続くのかという
懸念も台頭してきている。今後も自動運転化や環境
規制強化への対応に向けた自動車の更なる電装化
の進展が期待されている。
白物家電は、消費者の省エネ製品・高付加価値

降、登録車（普通＋小型乗用車）の販売台数は前年
を上回る月もあり、ほぼ前年並みとなっているが、軽
自動車の販売台数は前年水準を大幅に下回ってい
る。昨年4月からの軽自動車税の増税の影響が大き
いとみられる。
生産動向をみると、1～3月期の県内生産は10～
12月期に続き、前年を上回った模様だ。県内の輸
送機械（乗用車のほかトラックや自動車部品等を含
む）の鉱工業生産指数は、前年の生産水準が低
かったこともあり、10～12月期が前年比＋13.1％、
1月が同＋7.8％と前年を上回って推移している。完
成車メーカーの登録車の販売が前年水準辺りまで
戻ってきていることに加え、海外で生産していた一
部の車種を国内生産に切り替えたこともあり、生産
が持ち直している。
先行きについても、こうした傾向が続くとみられ、
生産は前年比で増加の動きが続くと予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年割
れとなった模様だ。これまでは海外向けの落ち込み
を国内向けの増加でカバーしていたが、国内需要に
やや一服感がみられる。「潮目が変わりつつある」と
の指摘もあった。
国内のトラック需要は、東日本大震災の復興需要、
都市部の再開発需要、東京オリンピックに向けた建
設需要、インターネット通販の普及による物流関連
の需要により拡大してきたが、震災の「集中復興期
間」が2015年度で終了したこともあり、復興需要が
減少している。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、国内需要も弱含みの方向
にあるため、生産はやや減少するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の生産は、一部に工場のフ
ル稼働が続いたところがあったようだが、全体として
は弱含みでの推移が続いたとみられる。乗用車部品
メーカーの生産は、やや持ち直しているものの、トラッ
ク部品メーカーの生産にはやや陰りがみられるようだ。

慎重化しているようだ。
但し、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注
残を相応に抱えている。2020年開催の東京オリン
ピックがらみの案件も、徐々に動き始めていることか
ら、４～６月期にかけて、棒鋼の生産が大幅に減少す
る可能性は低いだろう。前年をやや下回る程度の
水準で推移するとみられる。
昨年後半以降、棒鋼の原料であるスクラップの
価格が急速に下落し、製品価格とのスプレッドが拡
がったことから、足元の電炉メーカーの収益は改善
した。スクラップ価格の下落は、過剰な生産能力を
抱え、ビレットと呼ばれる半製品などを、韓国や台湾、
ベトナムなどへの輸出に振り向ける中国高炉メー
カーの動きによるところが大きかった。
中国高炉メーカーの多くは、現状、赤字に陥って

いるといわれており、中国国務院は、今後５年間に１
億～１億５千万トンの生産能力削減を実施すべきと
の意見書を、今年２月に発表している。短期間に、中
国からのビレットの輸出が減少するとは考えにくいも
のの、ベトナムが、中国からの安価なビレットに対し
て、緊急輸入制限（セーフガード）を発動する方針を
打ち出したことなどもあり、年明け以降、スクラップ
価格は底打ちから上昇に転じた。
４～６月期にかけて、棒鋼の製品価格は徐々に下が
るとみられ、鉄鋼のスプレッドも縮小に向かおう。電
炉メーカーの収益は先行き悪化する可能性が高い。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を下回った。不
動産投資の減速が続く中国では、油圧ショベルをは
じめとする建設機械の需要が止まっており、鉄鉱石
など資源価格の低下に伴い、ブラジルなど資源国
向けの鉱山機械の輸出も落ち込んでいる。比較的
堅調に推移していた工作機械も動きが一服しており、
マンホールなど公共財も力強さに欠ける展開だった。
先行きについても、受注残が減っている企業が多

く、生産は引き続き弱含みで推移する可能性が高い。
コスト面では、スクラップ価格に加え、鋳物用銑鉄の

価格も下落傾向にあるものの、副資材は下がってお
らず、逆に廃砂の処理費用は増加している。銑鉄価
格の引き下げによって、これまで以上に製品価格の
引き下げ圧力が強まることが懸念されており、収益
面は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
１～３月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ
ぼ前年並みで推移した。資材価格や労務費などは
高騰後落ち着いてきたが、その水準は依然として高
い。今後の災害復旧やオリンピックなどにより、建設
コストが再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、公共工事請負金額が前年
を下回ったものの、総じてみればほぼ前年並みで推
移した。工事内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
工事が中心で、道路関連の工事は少ない。
先行きは、受注残に余裕があることから、当面は

堅調に推移するとみられている。今後、県内でも
2019年のラグビーワールドカップや、2020年の東
京オリンピックの会場へのアクセス道路などのイン
フラ整備が本格的に開始されるとみられ、関連案件
の受注を期待している。
民間工事：１～３月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、民間工事では、企業の収益が回復し
てきたこと、足元での資材価格や労務費の上昇が
落ち着いてきたこと、東京オリンピック関連工事の
本格化前に完工したいことなどから、工場リフォーム
などの引き合いに動きがみられる。
先行きは、公共工事の増加が期待できない中、業
界では民間工事の受注を増加させていきたいとし
ている。省エネなどの提案セールスを強化するため、
営業部員を増加させ対応している。
住宅：１～３月期は、マンションは低調だったが、戸建
は前年水準を上回って推移している。
住宅は、マンションが資材価格や労務費の高止ま

りから、価格が高くなりすぎて、購入意欲は低調と
なっている。一方、業者サイドでは、建築コストの上
昇分を販売価格に転嫁できないため、無理して供
給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物件に
絞りこんで対応している。
埼玉県におけるマンション契約率は、2015年12

月53.5％（首都圏64.8％）、2016年１月63.3％（同
58.6％）、２月70.0％（同72.9％）と、好不調の目安
と言われている70％以下となっている。
価格上昇ペースが緩やかな戸建住宅は、割安感

から前年を上回って推移した模様。注文住宅、分譲
住宅ともに、購入意欲が高まってきている。分譲住
宅の優良物件は、抽選となり即日完売の物件もあ
る。業者側は、リーマンショック後、１戸あたりの面
積を減らし価格を抑えたり、間取りや設備を工夫し
たりして、建築コストの上昇幅を抑える工夫で対応
している。

先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、優良な物件には、購入意欲
が高まっている。
日銀によりマイナス金利政策が導入されたが、足
元の住宅ローンの金利は過去最低水準にある。業
界では、住宅購入が促されると期待しているものの、
実際は住宅ローンの借り換えが増加するだけという
声があった。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年を上回る
百貨店：１～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
上回った模様だが、うるう年で2月の日数が1日多
かった影響や、閉店に伴うセールの影響で押し上げ
られたとみられ、実勢ベースの県内百貨店の売上
の動きは総じて鈍いようだ。
今冬は暖冬傾向で例年より気温が高く、主力の
衣料品の動きが鈍かったほか、大規模商業施設の
開業で競争が激しくなったことも影響しているとみ
られる。品目別では衣料品のほか、飲食料品の動き
もあまりよくなかった。
都心店舗では訪日外国人によるインバウンド消費

が売上を押し上げているが、県内店舗では増えては
いるものの、全体に占める割合は小さく売上全体を
押し上げるほどではない。
宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品は、株価
下落の影響が懸念されていたが、比較的コンスタン
トに売れており、富裕層が顧客である外商の売上も
増えているという。
日銀によるマイナス金利導入の影響をみると、百
貨店の“友の会”への入会が増加している。友の会
は、毎月一定額を積み立てると満期時にボーナスが
加算され、たまった金額を買い物に使える会員向け
サ－ビスで、一段の金利低下により人気が出ている。
会員の加入増で今後の売上増加に結びつくことが

期待されている。また、金の取扱店舗ではマイナス金
利導入後、金の売れ行きが増加したところもあった。
中間層の消費は勢いを欠いている。日常品の値
上がり、社会保険料の負担感などで実質的な可処
分所得が増えていないため、消費者の購買意欲が
落ちているのではないかという指摘があった。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられ、売上は百貨店に比べ堅調に推
移している。衣料品の売上はやや低調だったが、主
力の食料品が堅調に推移した。
消費者は広告の品などの目玉商品には敏感に反
応するが、必要なものだけで余分な買い物はしない、
といった節約志向が続いているが、節約・低価格一
辺倒でもないようだ。話題性のあるもの、付加価値
のあるもの、新しいものは売れ行きが良く、消費者は
価値を認めた商品にはお金を払ってくれるという。
ただ、商品の価値と価格のバランス、その商品の価
値に対して価格がリーズナブルかどうかの選別が、
今までより厳しくなってきているという。
今春の賃上げ交渉では賃上げ率は前年を下回っ

た模様で、消費者の所得増加になかなか弾みがつ
いていない。身の回り品などの日常品の価格上昇も
続いており、実質所得の大きな増加は期待しにくい
状況にある。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年比微増での推移が予想される。
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埼玉県における産業動向と見通し
生産はこのところ横ばい、先行きも横ばいとみられる

わが国経済は、このところ弱さもみられるが、緩や
かな回復基調が続いている。個人消費は消費者マ
インドに足踏みがみられるなかおおむね横ばい、生
産はこのところ横ばい、企業収益は非製造業を中
心に改善傾向、雇用情勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産はこのところ横ばい、先行きも横
ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼であった。
４～６月期の天気図は、１～３月期と同様に、薄日
が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きも、生産は前年を若干下回る程度の水準で
推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を下回って推移。米国向
けの自動車関連や白物家電が順調だったが、産業
向けが低水準。先行きは、好調な米国向けの鈍化
や中国経済の減速から不透明感が増している。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。先
行きの乗用車生産は、前年比で増加の動きが続く
と予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を下回った。先行きについて
も、前年をやや下回る程度の水準で推移すると
みられる。
○建設は、公共工事、民間工事ともにほぼ前年並み
で推移。先行きは、受注残が確保できており、当面
は順調に推移すると見込まれている。

 

（1） 一般機械…前年を下回った模様
１～３月期の一般機械の生産は、前年を下回った
模様である。マシニングセンタなどの工作機械関連
は、ものづくり補助金や省エネ補助金の下支え効果
もあり、昨年の秋口頃までは堅調だったが、その後
やや減速した。中国や資源国など海外経済の減速
を受けて、油圧ショベルやホイールローダーなどの
建設機械は、引き続き落ち込んでいる。
但し、人件費の上昇が続く中国では、自動化投資

に前向きな企業が多く、ロボット関連などの受注は
比較的堅調に推移しているようだ。また、太陽光発
電向けの関連部品などは動きが止まっているが、本
年4月からの電力小売り自由化に伴い、新規参入が
続く火力発電用のガスタービンなどは、底堅く推移
している。
金型などでは、近年の為替相場の円安基調など

もあって、一部で海外から戻る動きがみられたが、提
示される価格水準は相当低く、仕事を受けても収益
面には寄与しないとの声が聞かれた。
先行きの一般機械の生産も、前年を若干下回る
程度の水準で推移するとみられる。国の新年度予
算成立に伴って、設備投資を支援する各種補助金
の申請が再び可能になることから、工作機械等は比
較的底堅く推移しよう。しかし、年明け以降、為替相
場の円安基調に変化が生じたこともあって、国内で

概況

主要産業の動向

製品への消費者マインドの底堅さを背景に、電気冷
蔵庫、電気洗濯機、ルームエアコンなどの主要製品
を中心に前年を上回って推移している。一方、産業
向けは、中国を中心としたアジア経済の先行きの不
透明感や、国内向けは設備投資の鈍化により伸び
悩んでいる。
今夏のルームエアコンは、足元では各社とも強気

の生産計画を予定している。2017年４月の消費増
税の駆け込み需要を見込んでいるようだ。また、電
気冷蔵庫、電気洗濯機は省エネ、高付加価値化が
続くとみられ、堅調に推移すると見込まれている。
一方、薄型テレビは、台数ベースでは大型サイズ

は増加しているものの、中小型は減少しており、全
体として前年を下回って推移している。ただ、フルハ
イビジョンの約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買
替需要が拡大しており、前年比で増加している。た
だ、中国からの低価格製品による価格の低下が懸
念される。
先行きは、競合による価格下落や為替などから収
益悪化が懸念されている。中国経済の減速など不透
明感が増しており、各社が生産計画を下方修正する
可能性が高い。各社とも安定した収益確保が期待で
きるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させている。
  

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続き、県内の販売は勢いを欠いた状況と
なっている。消費増税の影響が一巡した昨年4月以

先行きについては、乗用車生産は前年比で増加
の方向、トラック生産は弱含みの方向にあるため、
部品メーカー全体としては横ばい圏内での動きとな
ると予想される。

 

（4） 鉄鋼…前年を下回った
昨年後半以降、首都圏で鉄筋コンクリート造の建
築着工が落ち込んできたことなどから、１～３月期の
棒鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は堅調なものの、これまで比
較的好調だった病院や介護施設など医療関連施設
の動きはやや一服した。都内のテナントビルについ
ても、先行きの供給過多を懸念する声が聞かれ始
めており、一部では竣工予定時期を後ずれさせる案
件がみられる。マンションについては、都内で１億円
を超えるような高額物件には、引き続き投資物件と
してのニーズがあるものの、実需中心の郊外型のマ
ンションでは、販売価格の上昇を受けて、購入を手
控える動きがみられる。郊外の物件では、販売に時
間がかかるケースも多いことから、デベロッパーは
新規開発を抑えているようだ。
以前は、鉄筋組立工や監督者などの人手不足が
続いていたことから、現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、工場である程度加工が可能な
鉄骨造を選ぶ動きもみられたが、足元では、鉄骨造
の建築着工についてもやや弱含んでいる。景気の
先行き不透明感の強まりなどもあり、建築は全体に

産業天気図

天気図の見方

現状
（1月～3月）

今後
（4月～6月）

晴 薄日 曇 小雨 雨

電気機械

輸送機械

一般機械

鉄　　鋼

建　　設

百 貨 店・
スーパー

　公共工事は、ほぼ前年並みで推移。先行きは、受
注残に余裕があることから堅調に推移すると見込
まれている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。工場
のリフォームなどの動きがみられる。先行きは、提
案セールスを強化し、受注の増加を見込んでいる。
　住宅は、マンションは低調、戸建は前年を上回って
推移。先行きは、優良な物件には、購入意欲が高
まっている。
〇百貨店・スーパーの売上は、２月のうるう年効果等
もあり、前年を上回ったとみられる。先行きも、現状
並みでの推移が予想される。

の新規設備投資に慎重な姿勢をみせる企業が増え
ている。当面、中国や新興国経済の急激な回復が
見込みにくい状況にあることから、建設機械・鉱山
機械などは、引き続き厳しい状況が続こう。
近年は、団塊の世代の本格的なリタイアもあって、
製造業の現場で、人を採用したいという声が強まっ
ていたが、足元の需要面の弱さを受けて、企業の採
用意欲に一服感が出ている。外国人研修生の受け
入れを希望する企業の数が以前より減っているとの
声が聞かれた。

（2） 電気機械…前年を下回って推移
１～３月期の生産は、米国向けの車載関連が好調、
白物家電が前年を上回って推移したものの、産業向
けが低水準だったこともあり、総じて前年を下回った。
電装化が進む自動車関連は米国向けが好調に
推移しており、電子部品・半導体の需要拡大が続い
ている。米国では、経済の回復、長期の低金利ロー
ン、ガソリン価格の低下などから消費意欲が高まり、
自動車販売が好調を持続している。また、ＦＲＢ（連
邦準備制度理事会）による利上げのペースが緩や
かになると想定されることから、好調な販売が継続
するという見方が多い。ただ、その水準は過去最高
に達しており、この好調さがいつまで続くのかという
懸念も台頭してきている。今後も自動運転化や環境
規制強化への対応に向けた自動車の更なる電装化
の進展が期待されている。
白物家電は、消費者の省エネ製品・高付加価値

降、登録車（普通＋小型乗用車）の販売台数は前年
を上回る月もあり、ほぼ前年並みとなっているが、軽
自動車の販売台数は前年水準を大幅に下回ってい
る。昨年4月からの軽自動車税の増税の影響が大き
いとみられる。
生産動向をみると、1～3月期の県内生産は10～
12月期に続き、前年を上回った模様だ。県内の輸
送機械（乗用車のほかトラックや自動車部品等を含
む）の鉱工業生産指数は、前年の生産水準が低
かったこともあり、10～12月期が前年比＋13.1％、
1月が同＋7.8％と前年を上回って推移している。完
成車メーカーの登録車の販売が前年水準辺りまで
戻ってきていることに加え、海外で生産していた一
部の車種を国内生産に切り替えたこともあり、生産
が持ち直している。
先行きについても、こうした傾向が続くとみられ、
生産は前年比で増加の動きが続くと予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年割
れとなった模様だ。これまでは海外向けの落ち込み
を国内向けの増加でカバーしていたが、国内需要に
やや一服感がみられる。「潮目が変わりつつある」と
の指摘もあった。
国内のトラック需要は、東日本大震災の復興需要、
都市部の再開発需要、東京オリンピックに向けた建
設需要、インターネット通販の普及による物流関連
の需要により拡大してきたが、震災の「集中復興期
間」が2015年度で終了したこともあり、復興需要が
減少している。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、国内需要も弱含みの方向
にあるため、生産はやや減少するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の生産は、一部に工場のフ
ル稼働が続いたところがあったようだが、全体として
は弱含みでの推移が続いたとみられる。乗用車部品
メーカーの生産は、やや持ち直しているものの、トラッ
ク部品メーカーの生産にはやや陰りがみられるようだ。

慎重化しているようだ。
但し、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注
残を相応に抱えている。2020年開催の東京オリン
ピックがらみの案件も、徐々に動き始めていることか
ら、４～６月期にかけて、棒鋼の生産が大幅に減少す
る可能性は低いだろう。前年をやや下回る程度の
水準で推移するとみられる。
昨年後半以降、棒鋼の原料であるスクラップの
価格が急速に下落し、製品価格とのスプレッドが拡
がったことから、足元の電炉メーカーの収益は改善
した。スクラップ価格の下落は、過剰な生産能力を
抱え、ビレットと呼ばれる半製品などを、韓国や台湾、
ベトナムなどへの輸出に振り向ける中国高炉メー
カーの動きによるところが大きかった。
中国高炉メーカーの多くは、現状、赤字に陥って

いるといわれており、中国国務院は、今後５年間に１
億～１億５千万トンの生産能力削減を実施すべきと
の意見書を、今年２月に発表している。短期間に、中
国からのビレットの輸出が減少するとは考えにくいも
のの、ベトナムが、中国からの安価なビレットに対し
て、緊急輸入制限（セーフガード）を発動する方針を
打ち出したことなどもあり、年明け以降、スクラップ
価格は底打ちから上昇に転じた。
４～６月期にかけて、棒鋼の製品価格は徐々に下が
るとみられ、鉄鋼のスプレッドも縮小に向かおう。電
炉メーカーの収益は先行き悪化する可能性が高い。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を下回った。不
動産投資の減速が続く中国では、油圧ショベルをは
じめとする建設機械の需要が止まっており、鉄鉱石
など資源価格の低下に伴い、ブラジルなど資源国
向けの鉱山機械の輸出も落ち込んでいる。比較的
堅調に推移していた工作機械も動きが一服しており、
マンホールなど公共財も力強さに欠ける展開だった。
先行きについても、受注残が減っている企業が多

く、生産は引き続き弱含みで推移する可能性が高い。
コスト面では、スクラップ価格に加え、鋳物用銑鉄の

価格も下落傾向にあるものの、副資材は下がってお
らず、逆に廃砂の処理費用は増加している。銑鉄価
格の引き下げによって、これまで以上に製品価格の
引き下げ圧力が強まることが懸念されており、収益
面は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
１～３月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ
ぼ前年並みで推移した。資材価格や労務費などは
高騰後落ち着いてきたが、その水準は依然として高
い。今後の災害復旧やオリンピックなどにより、建設
コストが再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、公共工事請負金額が前年
を下回ったものの、総じてみればほぼ前年並みで推
移した。工事内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
工事が中心で、道路関連の工事は少ない。
先行きは、受注残に余裕があることから、当面は

堅調に推移するとみられている。今後、県内でも
2019年のラグビーワールドカップや、2020年の東
京オリンピックの会場へのアクセス道路などのイン
フラ整備が本格的に開始されるとみられ、関連案件
の受注を期待している。
民間工事：１～３月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、民間工事では、企業の収益が回復し
てきたこと、足元での資材価格や労務費の上昇が
落ち着いてきたこと、東京オリンピック関連工事の
本格化前に完工したいことなどから、工場リフォーム
などの引き合いに動きがみられる。
先行きは、公共工事の増加が期待できない中、業
界では民間工事の受注を増加させていきたいとし
ている。省エネなどの提案セールスを強化するため、
営業部員を増加させ対応している。
住宅：１～３月期は、マンションは低調だったが、戸建
は前年水準を上回って推移している。
住宅は、マンションが資材価格や労務費の高止ま

りから、価格が高くなりすぎて、購入意欲は低調と
なっている。一方、業者サイドでは、建築コストの上
昇分を販売価格に転嫁できないため、無理して供
給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物件に
絞りこんで対応している。
埼玉県におけるマンション契約率は、2015年12

月53.5％（首都圏64.8％）、2016年１月63.3％（同
58.6％）、２月70.0％（同72.9％）と、好不調の目安
と言われている70％以下となっている。
価格上昇ペースが緩やかな戸建住宅は、割安感

から前年を上回って推移した模様。注文住宅、分譲
住宅ともに、購入意欲が高まってきている。分譲住
宅の優良物件は、抽選となり即日完売の物件もあ
る。業者側は、リーマンショック後、１戸あたりの面
積を減らし価格を抑えたり、間取りや設備を工夫し
たりして、建築コストの上昇幅を抑える工夫で対応
している。

先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、優良な物件には、購入意欲
が高まっている。
日銀によりマイナス金利政策が導入されたが、足
元の住宅ローンの金利は過去最低水準にある。業
界では、住宅購入が促されると期待しているものの、
実際は住宅ローンの借り換えが増加するだけという
声があった。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年を上回る
百貨店：１～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
上回った模様だが、うるう年で2月の日数が1日多
かった影響や、閉店に伴うセールの影響で押し上げ
られたとみられ、実勢ベースの県内百貨店の売上
の動きは総じて鈍いようだ。
今冬は暖冬傾向で例年より気温が高く、主力の
衣料品の動きが鈍かったほか、大規模商業施設の
開業で競争が激しくなったことも影響しているとみ
られる。品目別では衣料品のほか、飲食料品の動き
もあまりよくなかった。
都心店舗では訪日外国人によるインバウンド消費

が売上を押し上げているが、県内店舗では増えては
いるものの、全体に占める割合は小さく売上全体を
押し上げるほどではない。
宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品は、株価
下落の影響が懸念されていたが、比較的コンスタン
トに売れており、富裕層が顧客である外商の売上も
増えているという。
日銀によるマイナス金利導入の影響をみると、百
貨店の“友の会”への入会が増加している。友の会
は、毎月一定額を積み立てると満期時にボーナスが
加算され、たまった金額を買い物に使える会員向け
サ－ビスで、一段の金利低下により人気が出ている。
会員の加入増で今後の売上増加に結びつくことが

期待されている。また、金の取扱店舗ではマイナス金
利導入後、金の売れ行きが増加したところもあった。
中間層の消費は勢いを欠いている。日常品の値
上がり、社会保険料の負担感などで実質的な可処
分所得が増えていないため、消費者の購買意欲が
落ちているのではないかという指摘があった。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられ、売上は百貨店に比べ堅調に推
移している。衣料品の売上はやや低調だったが、主
力の食料品が堅調に推移した。
消費者は広告の品などの目玉商品には敏感に反
応するが、必要なものだけで余分な買い物はしない、
といった節約志向が続いているが、節約・低価格一
辺倒でもないようだ。話題性のあるもの、付加価値
のあるもの、新しいものは売れ行きが良く、消費者は
価値を認めた商品にはお金を払ってくれるという。
ただ、商品の価値と価格のバランス、その商品の価
値に対して価格がリーズナブルかどうかの選別が、
今までより厳しくなってきているという。
今春の賃上げ交渉では賃上げ率は前年を下回っ

た模様で、消費者の所得増加になかなか弾みがつ
いていない。身の回り品などの日常品の価格上昇も
続いており、実質所得の大きな増加は期待しにくい
状況にある。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年比微増での推移が予想される。

●鉱工業生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●一般機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
（注）一般機械＝はん用機械＋生産用機械＋業務用機械
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埼玉県における産業動向と見通し
生産はこのところ横ばい、先行きも横ばいとみられる

わが国経済は、このところ弱さもみられるが、緩や
かな回復基調が続いている。個人消費は消費者マ
インドに足踏みがみられるなかおおむね横ばい、生
産はこのところ横ばい、企業収益は非製造業を中
心に改善傾向、雇用情勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産はこのところ横ばい、先行きも横
ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼であった。
４～６月期の天気図は、１～３月期と同様に、薄日
が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きも、生産は前年を若干下回る程度の水準で
推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を下回って推移。米国向
けの自動車関連や白物家電が順調だったが、産業
向けが低水準。先行きは、好調な米国向けの鈍化
や中国経済の減速から不透明感が増している。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。先
行きの乗用車生産は、前年比で増加の動きが続く
と予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を下回った。先行きについて
も、前年をやや下回る程度の水準で推移すると
みられる。
○建設は、公共工事、民間工事ともにほぼ前年並み
で推移。先行きは、受注残が確保できており、当面
は順調に推移すると見込まれている。

 

（1） 一般機械…前年を下回った模様
１～３月期の一般機械の生産は、前年を下回った
模様である。マシニングセンタなどの工作機械関連
は、ものづくり補助金や省エネ補助金の下支え効果
もあり、昨年の秋口頃までは堅調だったが、その後
やや減速した。中国や資源国など海外経済の減速
を受けて、油圧ショベルやホイールローダーなどの
建設機械は、引き続き落ち込んでいる。
但し、人件費の上昇が続く中国では、自動化投資

に前向きな企業が多く、ロボット関連などの受注は
比較的堅調に推移しているようだ。また、太陽光発
電向けの関連部品などは動きが止まっているが、本
年4月からの電力小売り自由化に伴い、新規参入が
続く火力発電用のガスタービンなどは、底堅く推移
している。
金型などでは、近年の為替相場の円安基調など

もあって、一部で海外から戻る動きがみられたが、提
示される価格水準は相当低く、仕事を受けても収益
面には寄与しないとの声が聞かれた。
先行きの一般機械の生産も、前年を若干下回る
程度の水準で推移するとみられる。国の新年度予
算成立に伴って、設備投資を支援する各種補助金
の申請が再び可能になることから、工作機械等は比
較的底堅く推移しよう。しかし、年明け以降、為替相
場の円安基調に変化が生じたこともあって、国内で

概況

主要産業の動向

製品への消費者マインドの底堅さを背景に、電気冷
蔵庫、電気洗濯機、ルームエアコンなどの主要製品
を中心に前年を上回って推移している。一方、産業
向けは、中国を中心としたアジア経済の先行きの不
透明感や、国内向けは設備投資の鈍化により伸び
悩んでいる。
今夏のルームエアコンは、足元では各社とも強気

の生産計画を予定している。2017年４月の消費増
税の駆け込み需要を見込んでいるようだ。また、電
気冷蔵庫、電気洗濯機は省エネ、高付加価値化が
続くとみられ、堅調に推移すると見込まれている。
一方、薄型テレビは、台数ベースでは大型サイズ

は増加しているものの、中小型は減少しており、全
体として前年を下回って推移している。ただ、フルハ
イビジョンの約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買
替需要が拡大しており、前年比で増加している。た
だ、中国からの低価格製品による価格の低下が懸
念される。
先行きは、競合による価格下落や為替などから収
益悪化が懸念されている。中国経済の減速など不透
明感が増しており、各社が生産計画を下方修正する
可能性が高い。各社とも安定した収益確保が期待で
きるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させている。
  

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続き、県内の販売は勢いを欠いた状況と
なっている。消費増税の影響が一巡した昨年4月以

先行きについては、乗用車生産は前年比で増加
の方向、トラック生産は弱含みの方向にあるため、
部品メーカー全体としては横ばい圏内での動きとな
ると予想される。

 

（4） 鉄鋼…前年を下回った
昨年後半以降、首都圏で鉄筋コンクリート造の建
築着工が落ち込んできたことなどから、１～３月期の
棒鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は堅調なものの、これまで比
較的好調だった病院や介護施設など医療関連施設
の動きはやや一服した。都内のテナントビルについ
ても、先行きの供給過多を懸念する声が聞かれ始
めており、一部では竣工予定時期を後ずれさせる案
件がみられる。マンションについては、都内で１億円
を超えるような高額物件には、引き続き投資物件と
してのニーズがあるものの、実需中心の郊外型のマ
ンションでは、販売価格の上昇を受けて、購入を手
控える動きがみられる。郊外の物件では、販売に時
間がかかるケースも多いことから、デベロッパーは
新規開発を抑えているようだ。
以前は、鉄筋組立工や監督者などの人手不足が
続いていたことから、現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、工場である程度加工が可能な
鉄骨造を選ぶ動きもみられたが、足元では、鉄骨造
の建築着工についてもやや弱含んでいる。景気の
先行き不透明感の強まりなどもあり、建築は全体に

産業天気図

天気図の見方

現状
（1月～3月）

今後
（4月～6月）

晴 薄日 曇 小雨 雨

電気機械

輸送機械

一般機械

鉄　　鋼

建　　設

百 貨 店・
スーパー

　公共工事は、ほぼ前年並みで推移。先行きは、受
注残に余裕があることから堅調に推移すると見込
まれている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。工場
のリフォームなどの動きがみられる。先行きは、提
案セールスを強化し、受注の増加を見込んでいる。
　住宅は、マンションは低調、戸建は前年を上回って
推移。先行きは、優良な物件には、購入意欲が高
まっている。
〇百貨店・スーパーの売上は、２月のうるう年効果等
もあり、前年を上回ったとみられる。先行きも、現状
並みでの推移が予想される。

の新規設備投資に慎重な姿勢をみせる企業が増え
ている。当面、中国や新興国経済の急激な回復が
見込みにくい状況にあることから、建設機械・鉱山
機械などは、引き続き厳しい状況が続こう。
近年は、団塊の世代の本格的なリタイアもあって、
製造業の現場で、人を採用したいという声が強まっ
ていたが、足元の需要面の弱さを受けて、企業の採
用意欲に一服感が出ている。外国人研修生の受け
入れを希望する企業の数が以前より減っているとの
声が聞かれた。

（2） 電気機械…前年を下回って推移
１～３月期の生産は、米国向けの車載関連が好調、
白物家電が前年を上回って推移したものの、産業向
けが低水準だったこともあり、総じて前年を下回った。
電装化が進む自動車関連は米国向けが好調に
推移しており、電子部品・半導体の需要拡大が続い
ている。米国では、経済の回復、長期の低金利ロー
ン、ガソリン価格の低下などから消費意欲が高まり、
自動車販売が好調を持続している。また、ＦＲＢ（連
邦準備制度理事会）による利上げのペースが緩や
かになると想定されることから、好調な販売が継続
するという見方が多い。ただ、その水準は過去最高
に達しており、この好調さがいつまで続くのかという
懸念も台頭してきている。今後も自動運転化や環境
規制強化への対応に向けた自動車の更なる電装化
の進展が期待されている。
白物家電は、消費者の省エネ製品・高付加価値

降、登録車（普通＋小型乗用車）の販売台数は前年
を上回る月もあり、ほぼ前年並みとなっているが、軽
自動車の販売台数は前年水準を大幅に下回ってい
る。昨年4月からの軽自動車税の増税の影響が大き
いとみられる。
生産動向をみると、1～3月期の県内生産は10～
12月期に続き、前年を上回った模様だ。県内の輸
送機械（乗用車のほかトラックや自動車部品等を含
む）の鉱工業生産指数は、前年の生産水準が低
かったこともあり、10～12月期が前年比＋13.1％、
1月が同＋7.8％と前年を上回って推移している。完
成車メーカーの登録車の販売が前年水準辺りまで
戻ってきていることに加え、海外で生産していた一
部の車種を国内生産に切り替えたこともあり、生産
が持ち直している。
先行きについても、こうした傾向が続くとみられ、
生産は前年比で増加の動きが続くと予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年割
れとなった模様だ。これまでは海外向けの落ち込み
を国内向けの増加でカバーしていたが、国内需要に
やや一服感がみられる。「潮目が変わりつつある」と
の指摘もあった。
国内のトラック需要は、東日本大震災の復興需要、
都市部の再開発需要、東京オリンピックに向けた建
設需要、インターネット通販の普及による物流関連
の需要により拡大してきたが、震災の「集中復興期
間」が2015年度で終了したこともあり、復興需要が
減少している。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、国内需要も弱含みの方向
にあるため、生産はやや減少するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の生産は、一部に工場のフ
ル稼働が続いたところがあったようだが、全体として
は弱含みでの推移が続いたとみられる。乗用車部品
メーカーの生産は、やや持ち直しているものの、トラッ
ク部品メーカーの生産にはやや陰りがみられるようだ。

慎重化しているようだ。
但し、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注
残を相応に抱えている。2020年開催の東京オリン
ピックがらみの案件も、徐々に動き始めていることか
ら、４～６月期にかけて、棒鋼の生産が大幅に減少す
る可能性は低いだろう。前年をやや下回る程度の
水準で推移するとみられる。
昨年後半以降、棒鋼の原料であるスクラップの
価格が急速に下落し、製品価格とのスプレッドが拡
がったことから、足元の電炉メーカーの収益は改善
した。スクラップ価格の下落は、過剰な生産能力を
抱え、ビレットと呼ばれる半製品などを、韓国や台湾、
ベトナムなどへの輸出に振り向ける中国高炉メー
カーの動きによるところが大きかった。
中国高炉メーカーの多くは、現状、赤字に陥って

いるといわれており、中国国務院は、今後５年間に１
億～１億５千万トンの生産能力削減を実施すべきと
の意見書を、今年２月に発表している。短期間に、中
国からのビレットの輸出が減少するとは考えにくいも
のの、ベトナムが、中国からの安価なビレットに対し
て、緊急輸入制限（セーフガード）を発動する方針を
打ち出したことなどもあり、年明け以降、スクラップ
価格は底打ちから上昇に転じた。
４～６月期にかけて、棒鋼の製品価格は徐々に下が
るとみられ、鉄鋼のスプレッドも縮小に向かおう。電
炉メーカーの収益は先行き悪化する可能性が高い。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を下回った。不
動産投資の減速が続く中国では、油圧ショベルをは
じめとする建設機械の需要が止まっており、鉄鉱石
など資源価格の低下に伴い、ブラジルなど資源国
向けの鉱山機械の輸出も落ち込んでいる。比較的
堅調に推移していた工作機械も動きが一服しており、
マンホールなど公共財も力強さに欠ける展開だった。
先行きについても、受注残が減っている企業が多

く、生産は引き続き弱含みで推移する可能性が高い。
コスト面では、スクラップ価格に加え、鋳物用銑鉄の

価格も下落傾向にあるものの、副資材は下がってお
らず、逆に廃砂の処理費用は増加している。銑鉄価
格の引き下げによって、これまで以上に製品価格の
引き下げ圧力が強まることが懸念されており、収益
面は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
１～３月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ
ぼ前年並みで推移した。資材価格や労務費などは
高騰後落ち着いてきたが、その水準は依然として高
い。今後の災害復旧やオリンピックなどにより、建設
コストが再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、公共工事請負金額が前年
を下回ったものの、総じてみればほぼ前年並みで推
移した。工事内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
工事が中心で、道路関連の工事は少ない。
先行きは、受注残に余裕があることから、当面は

堅調に推移するとみられている。今後、県内でも
2019年のラグビーワールドカップや、2020年の東
京オリンピックの会場へのアクセス道路などのイン
フラ整備が本格的に開始されるとみられ、関連案件
の受注を期待している。
民間工事：１～３月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、民間工事では、企業の収益が回復し
てきたこと、足元での資材価格や労務費の上昇が
落ち着いてきたこと、東京オリンピック関連工事の
本格化前に完工したいことなどから、工場リフォーム
などの引き合いに動きがみられる。
先行きは、公共工事の増加が期待できない中、業
界では民間工事の受注を増加させていきたいとし
ている。省エネなどの提案セールスを強化するため、
営業部員を増加させ対応している。
住宅：１～３月期は、マンションは低調だったが、戸建
は前年水準を上回って推移している。
住宅は、マンションが資材価格や労務費の高止ま

りから、価格が高くなりすぎて、購入意欲は低調と
なっている。一方、業者サイドでは、建築コストの上
昇分を販売価格に転嫁できないため、無理して供
給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物件に
絞りこんで対応している。
埼玉県におけるマンション契約率は、2015年12

月53.5％（首都圏64.8％）、2016年１月63.3％（同
58.6％）、２月70.0％（同72.9％）と、好不調の目安
と言われている70％以下となっている。
価格上昇ペースが緩やかな戸建住宅は、割安感

から前年を上回って推移した模様。注文住宅、分譲
住宅ともに、購入意欲が高まってきている。分譲住
宅の優良物件は、抽選となり即日完売の物件もあ
る。業者側は、リーマンショック後、１戸あたりの面
積を減らし価格を抑えたり、間取りや設備を工夫し
たりして、建築コストの上昇幅を抑える工夫で対応
している。

先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、優良な物件には、購入意欲
が高まっている。
日銀によりマイナス金利政策が導入されたが、足
元の住宅ローンの金利は過去最低水準にある。業
界では、住宅購入が促されると期待しているものの、
実際は住宅ローンの借り換えが増加するだけという
声があった。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年を上回る
百貨店：１～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
上回った模様だが、うるう年で2月の日数が1日多
かった影響や、閉店に伴うセールの影響で押し上げ
られたとみられ、実勢ベースの県内百貨店の売上
の動きは総じて鈍いようだ。
今冬は暖冬傾向で例年より気温が高く、主力の
衣料品の動きが鈍かったほか、大規模商業施設の
開業で競争が激しくなったことも影響しているとみ
られる。品目別では衣料品のほか、飲食料品の動き
もあまりよくなかった。
都心店舗では訪日外国人によるインバウンド消費

が売上を押し上げているが、県内店舗では増えては
いるものの、全体に占める割合は小さく売上全体を
押し上げるほどではない。
宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品は、株価
下落の影響が懸念されていたが、比較的コンスタン
トに売れており、富裕層が顧客である外商の売上も
増えているという。
日銀によるマイナス金利導入の影響をみると、百
貨店の“友の会”への入会が増加している。友の会
は、毎月一定額を積み立てると満期時にボーナスが
加算され、たまった金額を買い物に使える会員向け
サ－ビスで、一段の金利低下により人気が出ている。
会員の加入増で今後の売上増加に結びつくことが

期待されている。また、金の取扱店舗ではマイナス金
利導入後、金の売れ行きが増加したところもあった。
中間層の消費は勢いを欠いている。日常品の値
上がり、社会保険料の負担感などで実質的な可処
分所得が増えていないため、消費者の購買意欲が
落ちているのではないかという指摘があった。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられ、売上は百貨店に比べ堅調に推
移している。衣料品の売上はやや低調だったが、主
力の食料品が堅調に推移した。
消費者は広告の品などの目玉商品には敏感に反
応するが、必要なものだけで余分な買い物はしない、
といった節約志向が続いているが、節約・低価格一
辺倒でもないようだ。話題性のあるもの、付加価値
のあるもの、新しいものは売れ行きが良く、消費者は
価値を認めた商品にはお金を払ってくれるという。
ただ、商品の価値と価格のバランス、その商品の価
値に対して価格がリーズナブルかどうかの選別が、
今までより厳しくなってきているという。
今春の賃上げ交渉では賃上げ率は前年を下回っ

た模様で、消費者の所得増加になかなか弾みがつ
いていない。身の回り品などの日常品の価格上昇も
続いており、実質所得の大きな増加は期待しにくい
状況にある。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年比微増での推移が予想される。

●鉱工業生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●一般機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
（注）一般機械＝はん用機械＋生産用機械＋業務用機械
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わが国経済は、このところ弱さもみられるが、緩や
かな回復基調が続いている。個人消費は消費者マ
インドに足踏みがみられるなかおおむね横ばい、生
産はこのところ横ばい、企業収益は非製造業を中
心に改善傾向、雇用情勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産はこのところ横ばい、先行きも横
ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼であった。
４～６月期の天気図は、１～３月期と同様に、薄日
が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きも、生産は前年を若干下回る程度の水準で
推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を下回って推移。米国向
けの自動車関連や白物家電が順調だったが、産業
向けが低水準。先行きは、好調な米国向けの鈍化
や中国経済の減速から不透明感が増している。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。先
行きの乗用車生産は、前年比で増加の動きが続く
と予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を下回った。先行きについて
も、前年をやや下回る程度の水準で推移すると
みられる。
○建設は、公共工事、民間工事ともにほぼ前年並み
で推移。先行きは、受注残が確保できており、当面
は順調に推移すると見込まれている。

 

（1） 一般機械…前年を下回った模様
１～３月期の一般機械の生産は、前年を下回った
模様である。マシニングセンタなどの工作機械関連
は、ものづくり補助金や省エネ補助金の下支え効果
もあり、昨年の秋口頃までは堅調だったが、その後
やや減速した。中国や資源国など海外経済の減速
を受けて、油圧ショベルやホイールローダーなどの
建設機械は、引き続き落ち込んでいる。
但し、人件費の上昇が続く中国では、自動化投資

に前向きな企業が多く、ロボット関連などの受注は
比較的堅調に推移しているようだ。また、太陽光発
電向けの関連部品などは動きが止まっているが、本
年4月からの電力小売り自由化に伴い、新規参入が
続く火力発電用のガスタービンなどは、底堅く推移
している。
金型などでは、近年の為替相場の円安基調など

もあって、一部で海外から戻る動きがみられたが、提
示される価格水準は相当低く、仕事を受けても収益
面には寄与しないとの声が聞かれた。
先行きの一般機械の生産も、前年を若干下回る
程度の水準で推移するとみられる。国の新年度予
算成立に伴って、設備投資を支援する各種補助金
の申請が再び可能になることから、工作機械等は比
較的底堅く推移しよう。しかし、年明け以降、為替相
場の円安基調に変化が生じたこともあって、国内で

製品への消費者マインドの底堅さを背景に、電気冷
蔵庫、電気洗濯機、ルームエアコンなどの主要製品
を中心に前年を上回って推移している。一方、産業
向けは、中国を中心としたアジア経済の先行きの不
透明感や、国内向けは設備投資の鈍化により伸び
悩んでいる。
今夏のルームエアコンは、足元では各社とも強気

の生産計画を予定している。2017年４月の消費増
税の駆け込み需要を見込んでいるようだ。また、電
気冷蔵庫、電気洗濯機は省エネ、高付加価値化が
続くとみられ、堅調に推移すると見込まれている。
一方、薄型テレビは、台数ベースでは大型サイズ

は増加しているものの、中小型は減少しており、全
体として前年を下回って推移している。ただ、フルハ
イビジョンの約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買
替需要が拡大しており、前年比で増加している。た
だ、中国からの低価格製品による価格の低下が懸
念される。
先行きは、競合による価格下落や為替などから収
益悪化が懸念されている。中国経済の減速など不透
明感が増しており、各社が生産計画を下方修正する
可能性が高い。各社とも安定した収益確保が期待で
きるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させている。
  

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続き、県内の販売は勢いを欠いた状況と
なっている。消費増税の影響が一巡した昨年4月以

先行きについては、乗用車生産は前年比で増加
の方向、トラック生産は弱含みの方向にあるため、
部品メーカー全体としては横ばい圏内での動きとな
ると予想される。

 

（4） 鉄鋼…前年を下回った
昨年後半以降、首都圏で鉄筋コンクリート造の建
築着工が落ち込んできたことなどから、１～３月期の
棒鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は堅調なものの、これまで比
較的好調だった病院や介護施設など医療関連施設
の動きはやや一服した。都内のテナントビルについ
ても、先行きの供給過多を懸念する声が聞かれ始
めており、一部では竣工予定時期を後ずれさせる案
件がみられる。マンションについては、都内で１億円
を超えるような高額物件には、引き続き投資物件と
してのニーズがあるものの、実需中心の郊外型のマ
ンションでは、販売価格の上昇を受けて、購入を手
控える動きがみられる。郊外の物件では、販売に時
間がかかるケースも多いことから、デベロッパーは
新規開発を抑えているようだ。
以前は、鉄筋組立工や監督者などの人手不足が
続いていたことから、現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、工場である程度加工が可能な
鉄骨造を選ぶ動きもみられたが、足元では、鉄骨造
の建築着工についてもやや弱含んでいる。景気の
先行き不透明感の強まりなどもあり、建築は全体に

　公共工事は、ほぼ前年並みで推移。先行きは、受
注残に余裕があることから堅調に推移すると見込
まれている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。工場
のリフォームなどの動きがみられる。先行きは、提
案セールスを強化し、受注の増加を見込んでいる。
　住宅は、マンションは低調、戸建は前年を上回って
推移。先行きは、優良な物件には、購入意欲が高
まっている。
〇百貨店・スーパーの売上は、２月のうるう年効果等
もあり、前年を上回ったとみられる。先行きも、現状
並みでの推移が予想される。

の新規設備投資に慎重な姿勢をみせる企業が増え
ている。当面、中国や新興国経済の急激な回復が
見込みにくい状況にあることから、建設機械・鉱山
機械などは、引き続き厳しい状況が続こう。
近年は、団塊の世代の本格的なリタイアもあって、
製造業の現場で、人を採用したいという声が強まっ
ていたが、足元の需要面の弱さを受けて、企業の採
用意欲に一服感が出ている。外国人研修生の受け
入れを希望する企業の数が以前より減っているとの
声が聞かれた。

（2） 電気機械…前年を下回って推移
１～３月期の生産は、米国向けの車載関連が好調、
白物家電が前年を上回って推移したものの、産業向
けが低水準だったこともあり、総じて前年を下回った。
電装化が進む自動車関連は米国向けが好調に
推移しており、電子部品・半導体の需要拡大が続い
ている。米国では、経済の回復、長期の低金利ロー
ン、ガソリン価格の低下などから消費意欲が高まり、
自動車販売が好調を持続している。また、ＦＲＢ（連
邦準備制度理事会）による利上げのペースが緩や
かになると想定されることから、好調な販売が継続
するという見方が多い。ただ、その水準は過去最高
に達しており、この好調さがいつまで続くのかという
懸念も台頭してきている。今後も自動運転化や環境
規制強化への対応に向けた自動車の更なる電装化
の進展が期待されている。
白物家電は、消費者の省エネ製品・高付加価値

降、登録車（普通＋小型乗用車）の販売台数は前年
を上回る月もあり、ほぼ前年並みとなっているが、軽
自動車の販売台数は前年水準を大幅に下回ってい
る。昨年4月からの軽自動車税の増税の影響が大き
いとみられる。
生産動向をみると、1～3月期の県内生産は10～
12月期に続き、前年を上回った模様だ。県内の輸
送機械（乗用車のほかトラックや自動車部品等を含
む）の鉱工業生産指数は、前年の生産水準が低
かったこともあり、10～12月期が前年比＋13.1％、
1月が同＋7.8％と前年を上回って推移している。完
成車メーカーの登録車の販売が前年水準辺りまで
戻ってきていることに加え、海外で生産していた一
部の車種を国内生産に切り替えたこともあり、生産
が持ち直している。
先行きについても、こうした傾向が続くとみられ、
生産は前年比で増加の動きが続くと予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年割
れとなった模様だ。これまでは海外向けの落ち込み
を国内向けの増加でカバーしていたが、国内需要に
やや一服感がみられる。「潮目が変わりつつある」と
の指摘もあった。
国内のトラック需要は、東日本大震災の復興需要、
都市部の再開発需要、東京オリンピックに向けた建
設需要、インターネット通販の普及による物流関連
の需要により拡大してきたが、震災の「集中復興期
間」が2015年度で終了したこともあり、復興需要が
減少している。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、国内需要も弱含みの方向
にあるため、生産はやや減少するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の生産は、一部に工場のフ
ル稼働が続いたところがあったようだが、全体として
は弱含みでの推移が続いたとみられる。乗用車部品
メーカーの生産は、やや持ち直しているものの、トラッ
ク部品メーカーの生産にはやや陰りがみられるようだ。

慎重化しているようだ。
但し、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注
残を相応に抱えている。2020年開催の東京オリン
ピックがらみの案件も、徐々に動き始めていることか
ら、４～６月期にかけて、棒鋼の生産が大幅に減少す
る可能性は低いだろう。前年をやや下回る程度の
水準で推移するとみられる。
昨年後半以降、棒鋼の原料であるスクラップの
価格が急速に下落し、製品価格とのスプレッドが拡
がったことから、足元の電炉メーカーの収益は改善
した。スクラップ価格の下落は、過剰な生産能力を
抱え、ビレットと呼ばれる半製品などを、韓国や台湾、
ベトナムなどへの輸出に振り向ける中国高炉メー
カーの動きによるところが大きかった。
中国高炉メーカーの多くは、現状、赤字に陥って

いるといわれており、中国国務院は、今後５年間に１
億～１億５千万トンの生産能力削減を実施すべきと
の意見書を、今年２月に発表している。短期間に、中
国からのビレットの輸出が減少するとは考えにくいも
のの、ベトナムが、中国からの安価なビレットに対し
て、緊急輸入制限（セーフガード）を発動する方針を
打ち出したことなどもあり、年明け以降、スクラップ
価格は底打ちから上昇に転じた。
４～６月期にかけて、棒鋼の製品価格は徐々に下が
るとみられ、鉄鋼のスプレッドも縮小に向かおう。電
炉メーカーの収益は先行き悪化する可能性が高い。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を下回った。不
動産投資の減速が続く中国では、油圧ショベルをは
じめとする建設機械の需要が止まっており、鉄鉱石
など資源価格の低下に伴い、ブラジルなど資源国
向けの鉱山機械の輸出も落ち込んでいる。比較的
堅調に推移していた工作機械も動きが一服しており、
マンホールなど公共財も力強さに欠ける展開だった。
先行きについても、受注残が減っている企業が多

く、生産は引き続き弱含みで推移する可能性が高い。
コスト面では、スクラップ価格に加え、鋳物用銑鉄の

価格も下落傾向にあるものの、副資材は下がってお
らず、逆に廃砂の処理費用は増加している。銑鉄価
格の引き下げによって、これまで以上に製品価格の
引き下げ圧力が強まることが懸念されており、収益
面は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
１～３月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ
ぼ前年並みで推移した。資材価格や労務費などは
高騰後落ち着いてきたが、その水準は依然として高
い。今後の災害復旧やオリンピックなどにより、建設
コストが再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、公共工事請負金額が前年
を下回ったものの、総じてみればほぼ前年並みで推
移した。工事内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
工事が中心で、道路関連の工事は少ない。
先行きは、受注残に余裕があることから、当面は

堅調に推移するとみられている。今後、県内でも
2019年のラグビーワールドカップや、2020年の東
京オリンピックの会場へのアクセス道路などのイン
フラ整備が本格的に開始されるとみられ、関連案件
の受注を期待している。
民間工事：１～３月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、民間工事では、企業の収益が回復し
てきたこと、足元での資材価格や労務費の上昇が
落ち着いてきたこと、東京オリンピック関連工事の
本格化前に完工したいことなどから、工場リフォーム
などの引き合いに動きがみられる。
先行きは、公共工事の増加が期待できない中、業
界では民間工事の受注を増加させていきたいとし
ている。省エネなどの提案セールスを強化するため、
営業部員を増加させ対応している。
住宅：１～３月期は、マンションは低調だったが、戸建
は前年水準を上回って推移している。
住宅は、マンションが資材価格や労務費の高止ま

りから、価格が高くなりすぎて、購入意欲は低調と
なっている。一方、業者サイドでは、建築コストの上
昇分を販売価格に転嫁できないため、無理して供
給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物件に
絞りこんで対応している。
埼玉県におけるマンション契約率は、2015年12

月53.5％（首都圏64.8％）、2016年１月63.3％（同
58.6％）、２月70.0％（同72.9％）と、好不調の目安
と言われている70％以下となっている。
価格上昇ペースが緩やかな戸建住宅は、割安感

から前年を上回って推移した模様。注文住宅、分譲
住宅ともに、購入意欲が高まってきている。分譲住
宅の優良物件は、抽選となり即日完売の物件もあ
る。業者側は、リーマンショック後、１戸あたりの面
積を減らし価格を抑えたり、間取りや設備を工夫し
たりして、建築コストの上昇幅を抑える工夫で対応
している。

先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、優良な物件には、購入意欲
が高まっている。
日銀によりマイナス金利政策が導入されたが、足
元の住宅ローンの金利は過去最低水準にある。業
界では、住宅購入が促されると期待しているものの、
実際は住宅ローンの借り換えが増加するだけという
声があった。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年を上回る
百貨店：１～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
上回った模様だが、うるう年で2月の日数が1日多
かった影響や、閉店に伴うセールの影響で押し上げ
られたとみられ、実勢ベースの県内百貨店の売上
の動きは総じて鈍いようだ。
今冬は暖冬傾向で例年より気温が高く、主力の
衣料品の動きが鈍かったほか、大規模商業施設の
開業で競争が激しくなったことも影響しているとみ
られる。品目別では衣料品のほか、飲食料品の動き
もあまりよくなかった。
都心店舗では訪日外国人によるインバウンド消費

が売上を押し上げているが、県内店舗では増えては
いるものの、全体に占める割合は小さく売上全体を
押し上げるほどではない。
宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品は、株価
下落の影響が懸念されていたが、比較的コンスタン
トに売れており、富裕層が顧客である外商の売上も
増えているという。
日銀によるマイナス金利導入の影響をみると、百
貨店の“友の会”への入会が増加している。友の会
は、毎月一定額を積み立てると満期時にボーナスが
加算され、たまった金額を買い物に使える会員向け
サ－ビスで、一段の金利低下により人気が出ている。
会員の加入増で今後の売上増加に結びつくことが

期待されている。また、金の取扱店舗ではマイナス金
利導入後、金の売れ行きが増加したところもあった。
中間層の消費は勢いを欠いている。日常品の値
上がり、社会保険料の負担感などで実質的な可処
分所得が増えていないため、消費者の購買意欲が
落ちているのではないかという指摘があった。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられ、売上は百貨店に比べ堅調に推
移している。衣料品の売上はやや低調だったが、主
力の食料品が堅調に推移した。
消費者は広告の品などの目玉商品には敏感に反
応するが、必要なものだけで余分な買い物はしない、
といった節約志向が続いているが、節約・低価格一
辺倒でもないようだ。話題性のあるもの、付加価値
のあるもの、新しいものは売れ行きが良く、消費者は
価値を認めた商品にはお金を払ってくれるという。
ただ、商品の価値と価格のバランス、その商品の価
値に対して価格がリーズナブルかどうかの選別が、
今までより厳しくなってきているという。
今春の賃上げ交渉では賃上げ率は前年を下回っ

た模様で、消費者の所得増加になかなか弾みがつ
いていない。身の回り品などの日常品の価格上昇も
続いており、実質所得の大きな増加は期待しにくい
状況にある。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年比微増での推移が予想される。

●電気機械全体の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
(注)電気機械全体＝電子部品デバイス＋電気機械＋情報通信機械

前年比（%）

●輸送機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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わが国経済は、このところ弱さもみられるが、緩や
かな回復基調が続いている。個人消費は消費者マ
インドに足踏みがみられるなかおおむね横ばい、生
産はこのところ横ばい、企業収益は非製造業を中
心に改善傾向、雇用情勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産はこのところ横ばい、先行きも横
ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼であった。
４～６月期の天気図は、１～３月期と同様に、薄日
が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きも、生産は前年を若干下回る程度の水準で
推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を下回って推移。米国向
けの自動車関連や白物家電が順調だったが、産業
向けが低水準。先行きは、好調な米国向けの鈍化
や中国経済の減速から不透明感が増している。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。先
行きの乗用車生産は、前年比で増加の動きが続く
と予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を下回った。先行きについて
も、前年をやや下回る程度の水準で推移すると
みられる。
○建設は、公共工事、民間工事ともにほぼ前年並み
で推移。先行きは、受注残が確保できており、当面
は順調に推移すると見込まれている。

 

（1） 一般機械…前年を下回った模様
１～３月期の一般機械の生産は、前年を下回った
模様である。マシニングセンタなどの工作機械関連
は、ものづくり補助金や省エネ補助金の下支え効果
もあり、昨年の秋口頃までは堅調だったが、その後
やや減速した。中国や資源国など海外経済の減速
を受けて、油圧ショベルやホイールローダーなどの
建設機械は、引き続き落ち込んでいる。
但し、人件費の上昇が続く中国では、自動化投資

に前向きな企業が多く、ロボット関連などの受注は
比較的堅調に推移しているようだ。また、太陽光発
電向けの関連部品などは動きが止まっているが、本
年4月からの電力小売り自由化に伴い、新規参入が
続く火力発電用のガスタービンなどは、底堅く推移
している。
金型などでは、近年の為替相場の円安基調など

もあって、一部で海外から戻る動きがみられたが、提
示される価格水準は相当低く、仕事を受けても収益
面には寄与しないとの声が聞かれた。
先行きの一般機械の生産も、前年を若干下回る
程度の水準で推移するとみられる。国の新年度予
算成立に伴って、設備投資を支援する各種補助金
の申請が再び可能になることから、工作機械等は比
較的底堅く推移しよう。しかし、年明け以降、為替相
場の円安基調に変化が生じたこともあって、国内で

製品への消費者マインドの底堅さを背景に、電気冷
蔵庫、電気洗濯機、ルームエアコンなどの主要製品
を中心に前年を上回って推移している。一方、産業
向けは、中国を中心としたアジア経済の先行きの不
透明感や、国内向けは設備投資の鈍化により伸び
悩んでいる。
今夏のルームエアコンは、足元では各社とも強気

の生産計画を予定している。2017年４月の消費増
税の駆け込み需要を見込んでいるようだ。また、電
気冷蔵庫、電気洗濯機は省エネ、高付加価値化が
続くとみられ、堅調に推移すると見込まれている。
一方、薄型テレビは、台数ベースでは大型サイズ

は増加しているものの、中小型は減少しており、全
体として前年を下回って推移している。ただ、フルハ
イビジョンの約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買
替需要が拡大しており、前年比で増加している。た
だ、中国からの低価格製品による価格の低下が懸
念される。
先行きは、競合による価格下落や為替などから収
益悪化が懸念されている。中国経済の減速など不透
明感が増しており、各社が生産計画を下方修正する
可能性が高い。各社とも安定した収益確保が期待で
きるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させている。
  

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続き、県内の販売は勢いを欠いた状況と
なっている。消費増税の影響が一巡した昨年4月以

先行きについては、乗用車生産は前年比で増加
の方向、トラック生産は弱含みの方向にあるため、
部品メーカー全体としては横ばい圏内での動きとな
ると予想される。

 

（4） 鉄鋼…前年を下回った
昨年後半以降、首都圏で鉄筋コンクリート造の建
築着工が落ち込んできたことなどから、１～３月期の
棒鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は堅調なものの、これまで比
較的好調だった病院や介護施設など医療関連施設
の動きはやや一服した。都内のテナントビルについ
ても、先行きの供給過多を懸念する声が聞かれ始
めており、一部では竣工予定時期を後ずれさせる案
件がみられる。マンションについては、都内で１億円
を超えるような高額物件には、引き続き投資物件と
してのニーズがあるものの、実需中心の郊外型のマ
ンションでは、販売価格の上昇を受けて、購入を手
控える動きがみられる。郊外の物件では、販売に時
間がかかるケースも多いことから、デベロッパーは
新規開発を抑えているようだ。
以前は、鉄筋組立工や監督者などの人手不足が
続いていたことから、現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、工場である程度加工が可能な
鉄骨造を選ぶ動きもみられたが、足元では、鉄骨造
の建築着工についてもやや弱含んでいる。景気の
先行き不透明感の強まりなどもあり、建築は全体に

　公共工事は、ほぼ前年並みで推移。先行きは、受
注残に余裕があることから堅調に推移すると見込
まれている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。工場
のリフォームなどの動きがみられる。先行きは、提
案セールスを強化し、受注の増加を見込んでいる。
　住宅は、マンションは低調、戸建は前年を上回って
推移。先行きは、優良な物件には、購入意欲が高
まっている。
〇百貨店・スーパーの売上は、２月のうるう年効果等
もあり、前年を上回ったとみられる。先行きも、現状
並みでの推移が予想される。

の新規設備投資に慎重な姿勢をみせる企業が増え
ている。当面、中国や新興国経済の急激な回復が
見込みにくい状況にあることから、建設機械・鉱山
機械などは、引き続き厳しい状況が続こう。
近年は、団塊の世代の本格的なリタイアもあって、
製造業の現場で、人を採用したいという声が強まっ
ていたが、足元の需要面の弱さを受けて、企業の採
用意欲に一服感が出ている。外国人研修生の受け
入れを希望する企業の数が以前より減っているとの
声が聞かれた。

（2） 電気機械…前年を下回って推移
１～３月期の生産は、米国向けの車載関連が好調、
白物家電が前年を上回って推移したものの、産業向
けが低水準だったこともあり、総じて前年を下回った。
電装化が進む自動車関連は米国向けが好調に
推移しており、電子部品・半導体の需要拡大が続い
ている。米国では、経済の回復、長期の低金利ロー
ン、ガソリン価格の低下などから消費意欲が高まり、
自動車販売が好調を持続している。また、ＦＲＢ（連
邦準備制度理事会）による利上げのペースが緩や
かになると想定されることから、好調な販売が継続
するという見方が多い。ただ、その水準は過去最高
に達しており、この好調さがいつまで続くのかという
懸念も台頭してきている。今後も自動運転化や環境
規制強化への対応に向けた自動車の更なる電装化
の進展が期待されている。
白物家電は、消費者の省エネ製品・高付加価値

降、登録車（普通＋小型乗用車）の販売台数は前年
を上回る月もあり、ほぼ前年並みとなっているが、軽
自動車の販売台数は前年水準を大幅に下回ってい
る。昨年4月からの軽自動車税の増税の影響が大き
いとみられる。
生産動向をみると、1～3月期の県内生産は10～
12月期に続き、前年を上回った模様だ。県内の輸
送機械（乗用車のほかトラックや自動車部品等を含
む）の鉱工業生産指数は、前年の生産水準が低
かったこともあり、10～12月期が前年比＋13.1％、
1月が同＋7.8％と前年を上回って推移している。完
成車メーカーの登録車の販売が前年水準辺りまで
戻ってきていることに加え、海外で生産していた一
部の車種を国内生産に切り替えたこともあり、生産
が持ち直している。
先行きについても、こうした傾向が続くとみられ、
生産は前年比で増加の動きが続くと予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年割
れとなった模様だ。これまでは海外向けの落ち込み
を国内向けの増加でカバーしていたが、国内需要に
やや一服感がみられる。「潮目が変わりつつある」と
の指摘もあった。
国内のトラック需要は、東日本大震災の復興需要、
都市部の再開発需要、東京オリンピックに向けた建
設需要、インターネット通販の普及による物流関連
の需要により拡大してきたが、震災の「集中復興期
間」が2015年度で終了したこともあり、復興需要が
減少している。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、国内需要も弱含みの方向
にあるため、生産はやや減少するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の生産は、一部に工場のフ
ル稼働が続いたところがあったようだが、全体として
は弱含みでの推移が続いたとみられる。乗用車部品
メーカーの生産は、やや持ち直しているものの、トラッ
ク部品メーカーの生産にはやや陰りがみられるようだ。

慎重化しているようだ。
但し、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注
残を相応に抱えている。2020年開催の東京オリン
ピックがらみの案件も、徐々に動き始めていることか
ら、４～６月期にかけて、棒鋼の生産が大幅に減少す
る可能性は低いだろう。前年をやや下回る程度の
水準で推移するとみられる。
昨年後半以降、棒鋼の原料であるスクラップの
価格が急速に下落し、製品価格とのスプレッドが拡
がったことから、足元の電炉メーカーの収益は改善
した。スクラップ価格の下落は、過剰な生産能力を
抱え、ビレットと呼ばれる半製品などを、韓国や台湾、
ベトナムなどへの輸出に振り向ける中国高炉メー
カーの動きによるところが大きかった。
中国高炉メーカーの多くは、現状、赤字に陥って

いるといわれており、中国国務院は、今後５年間に１
億～１億５千万トンの生産能力削減を実施すべきと
の意見書を、今年２月に発表している。短期間に、中
国からのビレットの輸出が減少するとは考えにくいも
のの、ベトナムが、中国からの安価なビレットに対し
て、緊急輸入制限（セーフガード）を発動する方針を
打ち出したことなどもあり、年明け以降、スクラップ
価格は底打ちから上昇に転じた。
４～６月期にかけて、棒鋼の製品価格は徐々に下が
るとみられ、鉄鋼のスプレッドも縮小に向かおう。電
炉メーカーの収益は先行き悪化する可能性が高い。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を下回った。不
動産投資の減速が続く中国では、油圧ショベルをは
じめとする建設機械の需要が止まっており、鉄鉱石
など資源価格の低下に伴い、ブラジルなど資源国
向けの鉱山機械の輸出も落ち込んでいる。比較的
堅調に推移していた工作機械も動きが一服しており、
マンホールなど公共財も力強さに欠ける展開だった。
先行きについても、受注残が減っている企業が多

く、生産は引き続き弱含みで推移する可能性が高い。
コスト面では、スクラップ価格に加え、鋳物用銑鉄の

価格も下落傾向にあるものの、副資材は下がってお
らず、逆に廃砂の処理費用は増加している。銑鉄価
格の引き下げによって、これまで以上に製品価格の
引き下げ圧力が強まることが懸念されており、収益
面は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
１～３月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ
ぼ前年並みで推移した。資材価格や労務費などは
高騰後落ち着いてきたが、その水準は依然として高
い。今後の災害復旧やオリンピックなどにより、建設
コストが再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、公共工事請負金額が前年
を下回ったものの、総じてみればほぼ前年並みで推
移した。工事内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
工事が中心で、道路関連の工事は少ない。
先行きは、受注残に余裕があることから、当面は

堅調に推移するとみられている。今後、県内でも
2019年のラグビーワールドカップや、2020年の東
京オリンピックの会場へのアクセス道路などのイン
フラ整備が本格的に開始されるとみられ、関連案件
の受注を期待している。
民間工事：１～３月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、民間工事では、企業の収益が回復し
てきたこと、足元での資材価格や労務費の上昇が
落ち着いてきたこと、東京オリンピック関連工事の
本格化前に完工したいことなどから、工場リフォーム
などの引き合いに動きがみられる。
先行きは、公共工事の増加が期待できない中、業
界では民間工事の受注を増加させていきたいとし
ている。省エネなどの提案セールスを強化するため、
営業部員を増加させ対応している。
住宅：１～３月期は、マンションは低調だったが、戸建
は前年水準を上回って推移している。
住宅は、マンションが資材価格や労務費の高止ま

りから、価格が高くなりすぎて、購入意欲は低調と
なっている。一方、業者サイドでは、建築コストの上
昇分を販売価格に転嫁できないため、無理して供
給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物件に
絞りこんで対応している。
埼玉県におけるマンション契約率は、2015年12

月53.5％（首都圏64.8％）、2016年１月63.3％（同
58.6％）、２月70.0％（同72.9％）と、好不調の目安
と言われている70％以下となっている。
価格上昇ペースが緩やかな戸建住宅は、割安感

から前年を上回って推移した模様。注文住宅、分譲
住宅ともに、購入意欲が高まってきている。分譲住
宅の優良物件は、抽選となり即日完売の物件もあ
る。業者側は、リーマンショック後、１戸あたりの面
積を減らし価格を抑えたり、間取りや設備を工夫し
たりして、建築コストの上昇幅を抑える工夫で対応
している。

先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、優良な物件には、購入意欲
が高まっている。
日銀によりマイナス金利政策が導入されたが、足
元の住宅ローンの金利は過去最低水準にある。業
界では、住宅購入が促されると期待しているものの、
実際は住宅ローンの借り換えが増加するだけという
声があった。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年を上回る
百貨店：１～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
上回った模様だが、うるう年で2月の日数が1日多
かった影響や、閉店に伴うセールの影響で押し上げ
られたとみられ、実勢ベースの県内百貨店の売上
の動きは総じて鈍いようだ。
今冬は暖冬傾向で例年より気温が高く、主力の
衣料品の動きが鈍かったほか、大規模商業施設の
開業で競争が激しくなったことも影響しているとみ
られる。品目別では衣料品のほか、飲食料品の動き
もあまりよくなかった。
都心店舗では訪日外国人によるインバウンド消費

が売上を押し上げているが、県内店舗では増えては
いるものの、全体に占める割合は小さく売上全体を
押し上げるほどではない。
宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品は、株価
下落の影響が懸念されていたが、比較的コンスタン
トに売れており、富裕層が顧客である外商の売上も
増えているという。
日銀によるマイナス金利導入の影響をみると、百
貨店の“友の会”への入会が増加している。友の会
は、毎月一定額を積み立てると満期時にボーナスが
加算され、たまった金額を買い物に使える会員向け
サ－ビスで、一段の金利低下により人気が出ている。
会員の加入増で今後の売上増加に結びつくことが

期待されている。また、金の取扱店舗ではマイナス金
利導入後、金の売れ行きが増加したところもあった。
中間層の消費は勢いを欠いている。日常品の値
上がり、社会保険料の負担感などで実質的な可処
分所得が増えていないため、消費者の購買意欲が
落ちているのではないかという指摘があった。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられ、売上は百貨店に比べ堅調に推
移している。衣料品の売上はやや低調だったが、主
力の食料品が堅調に推移した。
消費者は広告の品などの目玉商品には敏感に反
応するが、必要なものだけで余分な買い物はしない、
といった節約志向が続いているが、節約・低価格一
辺倒でもないようだ。話題性のあるもの、付加価値
のあるもの、新しいものは売れ行きが良く、消費者は
価値を認めた商品にはお金を払ってくれるという。
ただ、商品の価値と価格のバランス、その商品の価
値に対して価格がリーズナブルかどうかの選別が、
今までより厳しくなってきているという。
今春の賃上げ交渉では賃上げ率は前年を下回っ

た模様で、消費者の所得増加になかなか弾みがつ
いていない。身の回り品などの日常品の価格上昇も
続いており、実質所得の大きな増加は期待しにくい
状況にある。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年比微増での推移が予想される。

●電気機械全体の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料:埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
(注)電気機械全体＝電子部品デバイス＋電気機械＋情報通信機械

前年比（%）

●輸送機械の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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わが国経済は、このところ弱さもみられるが、緩や
かな回復基調が続いている。個人消費は消費者マ
インドに足踏みがみられるなかおおむね横ばい、生
産はこのところ横ばい、企業収益は非製造業を中
心に改善傾向、雇用情勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産はこのところ横ばい、先行きも横
ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼であった。
４～６月期の天気図は、１～３月期と同様に、薄日
が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きも、生産は前年を若干下回る程度の水準で
推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を下回って推移。米国向
けの自動車関連や白物家電が順調だったが、産業
向けが低水準。先行きは、好調な米国向けの鈍化
や中国経済の減速から不透明感が増している。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。先
行きの乗用車生産は、前年比で増加の動きが続く
と予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を下回った。先行きについて
も、前年をやや下回る程度の水準で推移すると
みられる。
○建設は、公共工事、民間工事ともにほぼ前年並み
で推移。先行きは、受注残が確保できており、当面
は順調に推移すると見込まれている。

 

（1） 一般機械…前年を下回った模様
１～３月期の一般機械の生産は、前年を下回った
模様である。マシニングセンタなどの工作機械関連
は、ものづくり補助金や省エネ補助金の下支え効果
もあり、昨年の秋口頃までは堅調だったが、その後
やや減速した。中国や資源国など海外経済の減速
を受けて、油圧ショベルやホイールローダーなどの
建設機械は、引き続き落ち込んでいる。
但し、人件費の上昇が続く中国では、自動化投資

に前向きな企業が多く、ロボット関連などの受注は
比較的堅調に推移しているようだ。また、太陽光発
電向けの関連部品などは動きが止まっているが、本
年4月からの電力小売り自由化に伴い、新規参入が
続く火力発電用のガスタービンなどは、底堅く推移
している。
金型などでは、近年の為替相場の円安基調など

もあって、一部で海外から戻る動きがみられたが、提
示される価格水準は相当低く、仕事を受けても収益
面には寄与しないとの声が聞かれた。
先行きの一般機械の生産も、前年を若干下回る
程度の水準で推移するとみられる。国の新年度予
算成立に伴って、設備投資を支援する各種補助金
の申請が再び可能になることから、工作機械等は比
較的底堅く推移しよう。しかし、年明け以降、為替相
場の円安基調に変化が生じたこともあって、国内で

製品への消費者マインドの底堅さを背景に、電気冷
蔵庫、電気洗濯機、ルームエアコンなどの主要製品
を中心に前年を上回って推移している。一方、産業
向けは、中国を中心としたアジア経済の先行きの不
透明感や、国内向けは設備投資の鈍化により伸び
悩んでいる。
今夏のルームエアコンは、足元では各社とも強気

の生産計画を予定している。2017年４月の消費増
税の駆け込み需要を見込んでいるようだ。また、電
気冷蔵庫、電気洗濯機は省エネ、高付加価値化が
続くとみられ、堅調に推移すると見込まれている。
一方、薄型テレビは、台数ベースでは大型サイズ

は増加しているものの、中小型は減少しており、全
体として前年を下回って推移している。ただ、フルハ
イビジョンの約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買
替需要が拡大しており、前年比で増加している。た
だ、中国からの低価格製品による価格の低下が懸
念される。
先行きは、競合による価格下落や為替などから収
益悪化が懸念されている。中国経済の減速など不透
明感が増しており、各社が生産計画を下方修正する
可能性が高い。各社とも安定した収益確保が期待で
きるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させている。
  

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続き、県内の販売は勢いを欠いた状況と
なっている。消費増税の影響が一巡した昨年4月以

先行きについては、乗用車生産は前年比で増加
の方向、トラック生産は弱含みの方向にあるため、
部品メーカー全体としては横ばい圏内での動きとな
ると予想される。

 

（4） 鉄鋼…前年を下回った
昨年後半以降、首都圏で鉄筋コンクリート造の建
築着工が落ち込んできたことなどから、１～３月期の
棒鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は堅調なものの、これまで比
較的好調だった病院や介護施設など医療関連施設
の動きはやや一服した。都内のテナントビルについ
ても、先行きの供給過多を懸念する声が聞かれ始
めており、一部では竣工予定時期を後ずれさせる案
件がみられる。マンションについては、都内で１億円
を超えるような高額物件には、引き続き投資物件と
してのニーズがあるものの、実需中心の郊外型のマ
ンションでは、販売価格の上昇を受けて、購入を手
控える動きがみられる。郊外の物件では、販売に時
間がかかるケースも多いことから、デベロッパーは
新規開発を抑えているようだ。
以前は、鉄筋組立工や監督者などの人手不足が
続いていたことから、現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、工場である程度加工が可能な
鉄骨造を選ぶ動きもみられたが、足元では、鉄骨造
の建築着工についてもやや弱含んでいる。景気の
先行き不透明感の強まりなどもあり、建築は全体に

　公共工事は、ほぼ前年並みで推移。先行きは、受
注残に余裕があることから堅調に推移すると見込
まれている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。工場
のリフォームなどの動きがみられる。先行きは、提
案セールスを強化し、受注の増加を見込んでいる。
　住宅は、マンションは低調、戸建は前年を上回って
推移。先行きは、優良な物件には、購入意欲が高
まっている。
〇百貨店・スーパーの売上は、２月のうるう年効果等
もあり、前年を上回ったとみられる。先行きも、現状
並みでの推移が予想される。

の新規設備投資に慎重な姿勢をみせる企業が増え
ている。当面、中国や新興国経済の急激な回復が
見込みにくい状況にあることから、建設機械・鉱山
機械などは、引き続き厳しい状況が続こう。
近年は、団塊の世代の本格的なリタイアもあって、
製造業の現場で、人を採用したいという声が強まっ
ていたが、足元の需要面の弱さを受けて、企業の採
用意欲に一服感が出ている。外国人研修生の受け
入れを希望する企業の数が以前より減っているとの
声が聞かれた。

（2） 電気機械…前年を下回って推移
１～３月期の生産は、米国向けの車載関連が好調、
白物家電が前年を上回って推移したものの、産業向
けが低水準だったこともあり、総じて前年を下回った。
電装化が進む自動車関連は米国向けが好調に
推移しており、電子部品・半導体の需要拡大が続い
ている。米国では、経済の回復、長期の低金利ロー
ン、ガソリン価格の低下などから消費意欲が高まり、
自動車販売が好調を持続している。また、ＦＲＢ（連
邦準備制度理事会）による利上げのペースが緩や
かになると想定されることから、好調な販売が継続
するという見方が多い。ただ、その水準は過去最高
に達しており、この好調さがいつまで続くのかという
懸念も台頭してきている。今後も自動運転化や環境
規制強化への対応に向けた自動車の更なる電装化
の進展が期待されている。
白物家電は、消費者の省エネ製品・高付加価値

降、登録車（普通＋小型乗用車）の販売台数は前年
を上回る月もあり、ほぼ前年並みとなっているが、軽
自動車の販売台数は前年水準を大幅に下回ってい
る。昨年4月からの軽自動車税の増税の影響が大き
いとみられる。
生産動向をみると、1～3月期の県内生産は10～
12月期に続き、前年を上回った模様だ。県内の輸
送機械（乗用車のほかトラックや自動車部品等を含
む）の鉱工業生産指数は、前年の生産水準が低
かったこともあり、10～12月期が前年比＋13.1％、
1月が同＋7.8％と前年を上回って推移している。完
成車メーカーの登録車の販売が前年水準辺りまで
戻ってきていることに加え、海外で生産していた一
部の車種を国内生産に切り替えたこともあり、生産
が持ち直している。
先行きについても、こうした傾向が続くとみられ、
生産は前年比で増加の動きが続くと予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年割
れとなった模様だ。これまでは海外向けの落ち込み
を国内向けの増加でカバーしていたが、国内需要に
やや一服感がみられる。「潮目が変わりつつある」と
の指摘もあった。
国内のトラック需要は、東日本大震災の復興需要、
都市部の再開発需要、東京オリンピックに向けた建
設需要、インターネット通販の普及による物流関連
の需要により拡大してきたが、震災の「集中復興期
間」が2015年度で終了したこともあり、復興需要が
減少している。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、国内需要も弱含みの方向
にあるため、生産はやや減少するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の生産は、一部に工場のフ
ル稼働が続いたところがあったようだが、全体として
は弱含みでの推移が続いたとみられる。乗用車部品
メーカーの生産は、やや持ち直しているものの、トラッ
ク部品メーカーの生産にはやや陰りがみられるようだ。

慎重化しているようだ。
但し、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注
残を相応に抱えている。2020年開催の東京オリン
ピックがらみの案件も、徐々に動き始めていることか
ら、４～６月期にかけて、棒鋼の生産が大幅に減少す
る可能性は低いだろう。前年をやや下回る程度の
水準で推移するとみられる。
昨年後半以降、棒鋼の原料であるスクラップの
価格が急速に下落し、製品価格とのスプレッドが拡
がったことから、足元の電炉メーカーの収益は改善
した。スクラップ価格の下落は、過剰な生産能力を
抱え、ビレットと呼ばれる半製品などを、韓国や台湾、
ベトナムなどへの輸出に振り向ける中国高炉メー
カーの動きによるところが大きかった。
中国高炉メーカーの多くは、現状、赤字に陥って

いるといわれており、中国国務院は、今後５年間に１
億～１億５千万トンの生産能力削減を実施すべきと
の意見書を、今年２月に発表している。短期間に、中
国からのビレットの輸出が減少するとは考えにくいも
のの、ベトナムが、中国からの安価なビレットに対し
て、緊急輸入制限（セーフガード）を発動する方針を
打ち出したことなどもあり、年明け以降、スクラップ
価格は底打ちから上昇に転じた。
４～６月期にかけて、棒鋼の製品価格は徐々に下が
るとみられ、鉄鋼のスプレッドも縮小に向かおう。電
炉メーカーの収益は先行き悪化する可能性が高い。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を下回った。不
動産投資の減速が続く中国では、油圧ショベルをは
じめとする建設機械の需要が止まっており、鉄鉱石
など資源価格の低下に伴い、ブラジルなど資源国
向けの鉱山機械の輸出も落ち込んでいる。比較的
堅調に推移していた工作機械も動きが一服しており、
マンホールなど公共財も力強さに欠ける展開だった。
先行きについても、受注残が減っている企業が多

く、生産は引き続き弱含みで推移する可能性が高い。
コスト面では、スクラップ価格に加え、鋳物用銑鉄の

価格も下落傾向にあるものの、副資材は下がってお
らず、逆に廃砂の処理費用は増加している。銑鉄価
格の引き下げによって、これまで以上に製品価格の
引き下げ圧力が強まることが懸念されており、収益
面は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
１～３月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ
ぼ前年並みで推移した。資材価格や労務費などは
高騰後落ち着いてきたが、その水準は依然として高
い。今後の災害復旧やオリンピックなどにより、建設
コストが再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、公共工事請負金額が前年
を下回ったものの、総じてみればほぼ前年並みで推
移した。工事内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
工事が中心で、道路関連の工事は少ない。
先行きは、受注残に余裕があることから、当面は

堅調に推移するとみられている。今後、県内でも
2019年のラグビーワールドカップや、2020年の東
京オリンピックの会場へのアクセス道路などのイン
フラ整備が本格的に開始されるとみられ、関連案件
の受注を期待している。
民間工事：１～３月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、民間工事では、企業の収益が回復し
てきたこと、足元での資材価格や労務費の上昇が
落ち着いてきたこと、東京オリンピック関連工事の
本格化前に完工したいことなどから、工場リフォーム
などの引き合いに動きがみられる。
先行きは、公共工事の増加が期待できない中、業
界では民間工事の受注を増加させていきたいとし
ている。省エネなどの提案セールスを強化するため、
営業部員を増加させ対応している。
住宅：１～３月期は、マンションは低調だったが、戸建
は前年水準を上回って推移している。
住宅は、マンションが資材価格や労務費の高止ま

りから、価格が高くなりすぎて、購入意欲は低調と
なっている。一方、業者サイドでは、建築コストの上
昇分を販売価格に転嫁できないため、無理して供
給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物件に
絞りこんで対応している。
埼玉県におけるマンション契約率は、2015年12

月53.5％（首都圏64.8％）、2016年１月63.3％（同
58.6％）、２月70.0％（同72.9％）と、好不調の目安
と言われている70％以下となっている。
価格上昇ペースが緩やかな戸建住宅は、割安感

から前年を上回って推移した模様。注文住宅、分譲
住宅ともに、購入意欲が高まってきている。分譲住
宅の優良物件は、抽選となり即日完売の物件もあ
る。業者側は、リーマンショック後、１戸あたりの面
積を減らし価格を抑えたり、間取りや設備を工夫し
たりして、建築コストの上昇幅を抑える工夫で対応
している。

先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、優良な物件には、購入意欲
が高まっている。
日銀によりマイナス金利政策が導入されたが、足
元の住宅ローンの金利は過去最低水準にある。業
界では、住宅購入が促されると期待しているものの、
実際は住宅ローンの借り換えが増加するだけという
声があった。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年を上回る
百貨店：１～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
上回った模様だが、うるう年で2月の日数が1日多
かった影響や、閉店に伴うセールの影響で押し上げ
られたとみられ、実勢ベースの県内百貨店の売上
の動きは総じて鈍いようだ。
今冬は暖冬傾向で例年より気温が高く、主力の
衣料品の動きが鈍かったほか、大規模商業施設の
開業で競争が激しくなったことも影響しているとみ
られる。品目別では衣料品のほか、飲食料品の動き
もあまりよくなかった。
都心店舗では訪日外国人によるインバウンド消費

が売上を押し上げているが、県内店舗では増えては
いるものの、全体に占める割合は小さく売上全体を
押し上げるほどではない。
宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品は、株価
下落の影響が懸念されていたが、比較的コンスタン
トに売れており、富裕層が顧客である外商の売上も
増えているという。
日銀によるマイナス金利導入の影響をみると、百
貨店の“友の会”への入会が増加している。友の会
は、毎月一定額を積み立てると満期時にボーナスが
加算され、たまった金額を買い物に使える会員向け
サ－ビスで、一段の金利低下により人気が出ている。
会員の加入増で今後の売上増加に結びつくことが

期待されている。また、金の取扱店舗ではマイナス金
利導入後、金の売れ行きが増加したところもあった。
中間層の消費は勢いを欠いている。日常品の値
上がり、社会保険料の負担感などで実質的な可処
分所得が増えていないため、消費者の購買意欲が
落ちているのではないかという指摘があった。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられ、売上は百貨店に比べ堅調に推
移している。衣料品の売上はやや低調だったが、主
力の食料品が堅調に推移した。
消費者は広告の品などの目玉商品には敏感に反
応するが、必要なものだけで余分な買い物はしない、
といった節約志向が続いているが、節約・低価格一
辺倒でもないようだ。話題性のあるもの、付加価値
のあるもの、新しいものは売れ行きが良く、消費者は
価値を認めた商品にはお金を払ってくれるという。
ただ、商品の価値と価格のバランス、その商品の価
値に対して価格がリーズナブルかどうかの選別が、
今までより厳しくなってきているという。
今春の賃上げ交渉では賃上げ率は前年を下回っ

た模様で、消費者の所得増加になかなか弾みがつ
いていない。身の回り品などの日常品の価格上昇も
続いており、実質所得の大きな増加は期待しにくい
状況にある。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年比微増での推移が予想される。

●鉄鋼の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●百貨店・スーパー販売額（前年比）の推移（埼玉県、既存店）

資料:関東経済産業局「管内百貨店・スーパー販売の動向」
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●公共工事請負金額（前年比）の推移（埼玉県）

資料：東日本建設業保証㈱
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わが国経済は、このところ弱さもみられるが、緩や
かな回復基調が続いている。個人消費は消費者マ
インドに足踏みがみられるなかおおむね横ばい、生
産はこのところ横ばい、企業収益は非製造業を中
心に改善傾向、雇用情勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産はこのところ横ばい、先行きも横
ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼であった。
４～６月期の天気図は、１～３月期と同様に、薄日
が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きも、生産は前年を若干下回る程度の水準で
推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を下回って推移。米国向
けの自動車関連や白物家電が順調だったが、産業
向けが低水準。先行きは、好調な米国向けの鈍化
や中国経済の減速から不透明感が増している。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。先
行きの乗用車生産は、前年比で増加の動きが続く
と予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を下回った。先行きについて
も、前年をやや下回る程度の水準で推移すると
みられる。
○建設は、公共工事、民間工事ともにほぼ前年並み
で推移。先行きは、受注残が確保できており、当面
は順調に推移すると見込まれている。

 

（1） 一般機械…前年を下回った模様
１～３月期の一般機械の生産は、前年を下回った
模様である。マシニングセンタなどの工作機械関連
は、ものづくり補助金や省エネ補助金の下支え効果
もあり、昨年の秋口頃までは堅調だったが、その後
やや減速した。中国や資源国など海外経済の減速
を受けて、油圧ショベルやホイールローダーなどの
建設機械は、引き続き落ち込んでいる。
但し、人件費の上昇が続く中国では、自動化投資

に前向きな企業が多く、ロボット関連などの受注は
比較的堅調に推移しているようだ。また、太陽光発
電向けの関連部品などは動きが止まっているが、本
年4月からの電力小売り自由化に伴い、新規参入が
続く火力発電用のガスタービンなどは、底堅く推移
している。
金型などでは、近年の為替相場の円安基調など

もあって、一部で海外から戻る動きがみられたが、提
示される価格水準は相当低く、仕事を受けても収益
面には寄与しないとの声が聞かれた。
先行きの一般機械の生産も、前年を若干下回る
程度の水準で推移するとみられる。国の新年度予
算成立に伴って、設備投資を支援する各種補助金
の申請が再び可能になることから、工作機械等は比
較的底堅く推移しよう。しかし、年明け以降、為替相
場の円安基調に変化が生じたこともあって、国内で

製品への消費者マインドの底堅さを背景に、電気冷
蔵庫、電気洗濯機、ルームエアコンなどの主要製品
を中心に前年を上回って推移している。一方、産業
向けは、中国を中心としたアジア経済の先行きの不
透明感や、国内向けは設備投資の鈍化により伸び
悩んでいる。
今夏のルームエアコンは、足元では各社とも強気

の生産計画を予定している。2017年４月の消費増
税の駆け込み需要を見込んでいるようだ。また、電
気冷蔵庫、電気洗濯機は省エネ、高付加価値化が
続くとみられ、堅調に推移すると見込まれている。
一方、薄型テレビは、台数ベースでは大型サイズ

は増加しているものの、中小型は減少しており、全
体として前年を下回って推移している。ただ、フルハ
イビジョンの約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買
替需要が拡大しており、前年比で増加している。た
だ、中国からの低価格製品による価格の低下が懸
念される。
先行きは、競合による価格下落や為替などから収
益悪化が懸念されている。中国経済の減速など不透
明感が増しており、各社が生産計画を下方修正する
可能性が高い。各社とも安定した収益確保が期待で
きるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させている。
  

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続き、県内の販売は勢いを欠いた状況と
なっている。消費増税の影響が一巡した昨年4月以

先行きについては、乗用車生産は前年比で増加
の方向、トラック生産は弱含みの方向にあるため、
部品メーカー全体としては横ばい圏内での動きとな
ると予想される。

 

（4） 鉄鋼…前年を下回った
昨年後半以降、首都圏で鉄筋コンクリート造の建
築着工が落ち込んできたことなどから、１～３月期の
棒鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は堅調なものの、これまで比
較的好調だった病院や介護施設など医療関連施設
の動きはやや一服した。都内のテナントビルについ
ても、先行きの供給過多を懸念する声が聞かれ始
めており、一部では竣工予定時期を後ずれさせる案
件がみられる。マンションについては、都内で１億円
を超えるような高額物件には、引き続き投資物件と
してのニーズがあるものの、実需中心の郊外型のマ
ンションでは、販売価格の上昇を受けて、購入を手
控える動きがみられる。郊外の物件では、販売に時
間がかかるケースも多いことから、デベロッパーは
新規開発を抑えているようだ。
以前は、鉄筋組立工や監督者などの人手不足が
続いていたことから、現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、工場である程度加工が可能な
鉄骨造を選ぶ動きもみられたが、足元では、鉄骨造
の建築着工についてもやや弱含んでいる。景気の
先行き不透明感の強まりなどもあり、建築は全体に

　公共工事は、ほぼ前年並みで推移。先行きは、受
注残に余裕があることから堅調に推移すると見込
まれている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。工場
のリフォームなどの動きがみられる。先行きは、提
案セールスを強化し、受注の増加を見込んでいる。
　住宅は、マンションは低調、戸建は前年を上回って
推移。先行きは、優良な物件には、購入意欲が高
まっている。
〇百貨店・スーパーの売上は、２月のうるう年効果等
もあり、前年を上回ったとみられる。先行きも、現状
並みでの推移が予想される。

の新規設備投資に慎重な姿勢をみせる企業が増え
ている。当面、中国や新興国経済の急激な回復が
見込みにくい状況にあることから、建設機械・鉱山
機械などは、引き続き厳しい状況が続こう。
近年は、団塊の世代の本格的なリタイアもあって、
製造業の現場で、人を採用したいという声が強まっ
ていたが、足元の需要面の弱さを受けて、企業の採
用意欲に一服感が出ている。外国人研修生の受け
入れを希望する企業の数が以前より減っているとの
声が聞かれた。

（2） 電気機械…前年を下回って推移
１～３月期の生産は、米国向けの車載関連が好調、
白物家電が前年を上回って推移したものの、産業向
けが低水準だったこともあり、総じて前年を下回った。
電装化が進む自動車関連は米国向けが好調に
推移しており、電子部品・半導体の需要拡大が続い
ている。米国では、経済の回復、長期の低金利ロー
ン、ガソリン価格の低下などから消費意欲が高まり、
自動車販売が好調を持続している。また、ＦＲＢ（連
邦準備制度理事会）による利上げのペースが緩や
かになると想定されることから、好調な販売が継続
するという見方が多い。ただ、その水準は過去最高
に達しており、この好調さがいつまで続くのかという
懸念も台頭してきている。今後も自動運転化や環境
規制強化への対応に向けた自動車の更なる電装化
の進展が期待されている。
白物家電は、消費者の省エネ製品・高付加価値

降、登録車（普通＋小型乗用車）の販売台数は前年
を上回る月もあり、ほぼ前年並みとなっているが、軽
自動車の販売台数は前年水準を大幅に下回ってい
る。昨年4月からの軽自動車税の増税の影響が大き
いとみられる。
生産動向をみると、1～3月期の県内生産は10～
12月期に続き、前年を上回った模様だ。県内の輸
送機械（乗用車のほかトラックや自動車部品等を含
む）の鉱工業生産指数は、前年の生産水準が低
かったこともあり、10～12月期が前年比＋13.1％、
1月が同＋7.8％と前年を上回って推移している。完
成車メーカーの登録車の販売が前年水準辺りまで
戻ってきていることに加え、海外で生産していた一
部の車種を国内生産に切り替えたこともあり、生産
が持ち直している。
先行きについても、こうした傾向が続くとみられ、
生産は前年比で増加の動きが続くと予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年割
れとなった模様だ。これまでは海外向けの落ち込み
を国内向けの増加でカバーしていたが、国内需要に
やや一服感がみられる。「潮目が変わりつつある」と
の指摘もあった。
国内のトラック需要は、東日本大震災の復興需要、
都市部の再開発需要、東京オリンピックに向けた建
設需要、インターネット通販の普及による物流関連
の需要により拡大してきたが、震災の「集中復興期
間」が2015年度で終了したこともあり、復興需要が
減少している。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、国内需要も弱含みの方向
にあるため、生産はやや減少するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の生産は、一部に工場のフ
ル稼働が続いたところがあったようだが、全体として
は弱含みでの推移が続いたとみられる。乗用車部品
メーカーの生産は、やや持ち直しているものの、トラッ
ク部品メーカーの生産にはやや陰りがみられるようだ。

慎重化しているようだ。
但し、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注
残を相応に抱えている。2020年開催の東京オリン
ピックがらみの案件も、徐々に動き始めていることか
ら、４～６月期にかけて、棒鋼の生産が大幅に減少す
る可能性は低いだろう。前年をやや下回る程度の
水準で推移するとみられる。
昨年後半以降、棒鋼の原料であるスクラップの
価格が急速に下落し、製品価格とのスプレッドが拡
がったことから、足元の電炉メーカーの収益は改善
した。スクラップ価格の下落は、過剰な生産能力を
抱え、ビレットと呼ばれる半製品などを、韓国や台湾、
ベトナムなどへの輸出に振り向ける中国高炉メー
カーの動きによるところが大きかった。
中国高炉メーカーの多くは、現状、赤字に陥って

いるといわれており、中国国務院は、今後５年間に１
億～１億５千万トンの生産能力削減を実施すべきと
の意見書を、今年２月に発表している。短期間に、中
国からのビレットの輸出が減少するとは考えにくいも
のの、ベトナムが、中国からの安価なビレットに対し
て、緊急輸入制限（セーフガード）を発動する方針を
打ち出したことなどもあり、年明け以降、スクラップ
価格は底打ちから上昇に転じた。
４～６月期にかけて、棒鋼の製品価格は徐々に下が
るとみられ、鉄鋼のスプレッドも縮小に向かおう。電
炉メーカーの収益は先行き悪化する可能性が高い。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を下回った。不
動産投資の減速が続く中国では、油圧ショベルをは
じめとする建設機械の需要が止まっており、鉄鉱石
など資源価格の低下に伴い、ブラジルなど資源国
向けの鉱山機械の輸出も落ち込んでいる。比較的
堅調に推移していた工作機械も動きが一服しており、
マンホールなど公共財も力強さに欠ける展開だった。
先行きについても、受注残が減っている企業が多

く、生産は引き続き弱含みで推移する可能性が高い。
コスト面では、スクラップ価格に加え、鋳物用銑鉄の

価格も下落傾向にあるものの、副資材は下がってお
らず、逆に廃砂の処理費用は増加している。銑鉄価
格の引き下げによって、これまで以上に製品価格の
引き下げ圧力が強まることが懸念されており、収益
面は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
１～３月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ
ぼ前年並みで推移した。資材価格や労務費などは
高騰後落ち着いてきたが、その水準は依然として高
い。今後の災害復旧やオリンピックなどにより、建設
コストが再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、公共工事請負金額が前年
を下回ったものの、総じてみればほぼ前年並みで推
移した。工事内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
工事が中心で、道路関連の工事は少ない。
先行きは、受注残に余裕があることから、当面は

堅調に推移するとみられている。今後、県内でも
2019年のラグビーワールドカップや、2020年の東
京オリンピックの会場へのアクセス道路などのイン
フラ整備が本格的に開始されるとみられ、関連案件
の受注を期待している。
民間工事：１～３月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、民間工事では、企業の収益が回復し
てきたこと、足元での資材価格や労務費の上昇が
落ち着いてきたこと、東京オリンピック関連工事の
本格化前に完工したいことなどから、工場リフォーム
などの引き合いに動きがみられる。
先行きは、公共工事の増加が期待できない中、業
界では民間工事の受注を増加させていきたいとし
ている。省エネなどの提案セールスを強化するため、
営業部員を増加させ対応している。
住宅：１～３月期は、マンションは低調だったが、戸建
は前年水準を上回って推移している。
住宅は、マンションが資材価格や労務費の高止ま

りから、価格が高くなりすぎて、購入意欲は低調と
なっている。一方、業者サイドでは、建築コストの上
昇分を販売価格に転嫁できないため、無理して供
給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物件に
絞りこんで対応している。
埼玉県におけるマンション契約率は、2015年12

月53.5％（首都圏64.8％）、2016年１月63.3％（同
58.6％）、２月70.0％（同72.9％）と、好不調の目安
と言われている70％以下となっている。
価格上昇ペースが緩やかな戸建住宅は、割安感

から前年を上回って推移した模様。注文住宅、分譲
住宅ともに、購入意欲が高まってきている。分譲住
宅の優良物件は、抽選となり即日完売の物件もあ
る。業者側は、リーマンショック後、１戸あたりの面
積を減らし価格を抑えたり、間取りや設備を工夫し
たりして、建築コストの上昇幅を抑える工夫で対応
している。

先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、優良な物件には、購入意欲
が高まっている。
日銀によりマイナス金利政策が導入されたが、足
元の住宅ローンの金利は過去最低水準にある。業
界では、住宅購入が促されると期待しているものの、
実際は住宅ローンの借り換えが増加するだけという
声があった。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年を上回る
百貨店：１～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
上回った模様だが、うるう年で2月の日数が1日多
かった影響や、閉店に伴うセールの影響で押し上げ
られたとみられ、実勢ベースの県内百貨店の売上
の動きは総じて鈍いようだ。
今冬は暖冬傾向で例年より気温が高く、主力の
衣料品の動きが鈍かったほか、大規模商業施設の
開業で競争が激しくなったことも影響しているとみ
られる。品目別では衣料品のほか、飲食料品の動き
もあまりよくなかった。
都心店舗では訪日外国人によるインバウンド消費

が売上を押し上げているが、県内店舗では増えては
いるものの、全体に占める割合は小さく売上全体を
押し上げるほどではない。
宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品は、株価
下落の影響が懸念されていたが、比較的コンスタン
トに売れており、富裕層が顧客である外商の売上も
増えているという。
日銀によるマイナス金利導入の影響をみると、百
貨店の“友の会”への入会が増加している。友の会
は、毎月一定額を積み立てると満期時にボーナスが
加算され、たまった金額を買い物に使える会員向け
サ－ビスで、一段の金利低下により人気が出ている。
会員の加入増で今後の売上増加に結びつくことが

期待されている。また、金の取扱店舗ではマイナス金
利導入後、金の売れ行きが増加したところもあった。
中間層の消費は勢いを欠いている。日常品の値
上がり、社会保険料の負担感などで実質的な可処
分所得が増えていないため、消費者の購買意欲が
落ちているのではないかという指摘があった。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられ、売上は百貨店に比べ堅調に推
移している。衣料品の売上はやや低調だったが、主
力の食料品が堅調に推移した。
消費者は広告の品などの目玉商品には敏感に反
応するが、必要なものだけで余分な買い物はしない、
といった節約志向が続いているが、節約・低価格一
辺倒でもないようだ。話題性のあるもの、付加価値
のあるもの、新しいものは売れ行きが良く、消費者は
価値を認めた商品にはお金を払ってくれるという。
ただ、商品の価値と価格のバランス、その商品の価
値に対して価格がリーズナブルかどうかの選別が、
今までより厳しくなってきているという。
今春の賃上げ交渉では賃上げ率は前年を下回っ

た模様で、消費者の所得増加になかなか弾みがつ
いていない。身の回り品などの日常品の価格上昇も
続いており、実質所得の大きな増加は期待しにくい
状況にある。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年比微増での推移が予想される。

●鉄鋼の生産指数（前年比）の推移（埼玉県）

資料：埼玉県「埼玉県鉱工業指数」
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●百貨店・スーパー販売額（前年比）の推移（埼玉県、既存店）

資料:関東経済産業局「管内百貨店・スーパー販売の動向」
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●公共工事請負金額（前年比）の推移（埼玉県）

資料：東日本建設業保証㈱

（億円） 前年比（%）

0

600

200
400

1,000
800

1,600
1,400
1,200

15年/Ⅰ期 16年/Ⅰ期Ⅱ期2014年/Ⅲ期 Ⅲ期Ⅳ期 Ⅳ期

　 前年比
←（右目盛）

-20

-10

0

10

20

15年Ⅰ期 Ⅱ期2014年Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅳ期Ⅲ期 2月16年1月

15年Ⅰ期 Ⅱ期2014年Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅳ期Ⅲ期 16年1月



15 16埼玉りそな経済情報2016.5埼玉りそな経済情報2016.5

アンケート調査

埼玉県内企業の2015年冬の ボーナス支給状況

2015年冬のボーナス支給状況について、県内企業へ
のアンケート調査を実施した。結果は以下の通りである。

ボーナス支給実績の有無
2015年冬のボーナスの支給実績をたずねたところ、

「正社員・パートともに支給」とした企業は55.7％、「正
社員のみ支給」とした企業は34.9％、「支給しない」と
した企業は9.4％となった。
前年実績と比較すると、「正社員・パートともに支
給」とした企業が1.6ポイント増加し、「支給しない」と
した企業が3.0ポイント減少している。「支給しない」と
ころは減ってきており、9割以上の企業でボーナスを支
給している。人手の不足感が強まる中、パート、アルバ
イトを含めてボーナスを支給する企業が増えている。
業種別にみると、「正社員・パートともに支給」と答

えた企業は製造業では67.0％、非製造業では49.4％
である。「正社員のみ支給」は製造業で23.1％、非製
造業で41.5％。また、「支給しない」は製造業で9.9％、
非製造業で9.1％であった。
製造業では「正社員・パートともに支給」とする割合

が高く、非製造業では「正社員のみ支給」とする割合
が高い。「支給しない」とするところはいずれの業種と
も1割以下となった。

一人当たりボーナス支給額
2015年冬のボーナス支給総額を支給対象人員で
割った一人当たり支給額は396,516円となり、前年実
績の406,952円に比べ2.6％の減少となった（ボーナ

ス支給実額を記入いただいた企業200社を集計）。
冬のボーナスとしては３年ぶりに前年比マイナスと

なった。支給対象がパート・アルバイトなどに広がり、支
給人員が多くなったことで、一人当たり支給額が押し
下げられている面もあるが、今冬のボーナス支給額に
ついては、企業の業績回復の遅れや景気の先行き不
透明感もあり低調な結果となった。
業種別にみると、製造業では480,198円と前年の
489 , 0 2 0円から1 . 8％の減少、非製造業では
361,718円で前年の371,366円から2.6％の減少と
なった。

冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移を

みると、2009年のリーマンショックにより、企業収益、
雇用環境の悪化などから２ケタ減と大幅な落ち込みと

スを回復するところが多く、比較的大きな増加となった。
しかし、その後の景気減速により、2011年、2012年と２
年連続の減少となった。2013年は３年ぶりに前年を上
回った。2014年はパート・アルバイトを含めた支給対象
の拡大もあり、比較的大きな増加となり、2015年も引き
続き支給対象人員の増加から３年連続の増加となった。

2016年夏のボーナス支給予定
2016年夏のボーナス支給予定については、2015年
夏のボーナスに比べて、「増加」18.5％、「変わらない」
59.2％、「減少」12.9％、「支給しない」9.4％となり、
「増加」が「減少」を上回った。
景気や企業業績については、先行き不透明感が強い。

今夏のボーナスについては「変わらない」とするところも
多く、現時点でやや不透明な状況にある。（吉嶺暢嗣）

なった。2010年は生産等の回復により、製造業を中心
に収益の改善に応じてボーナス支給額を回復する動
きがみられたが、2011年、2012年と再び減少となった。
2013年は企業収益の改善から、冬のボーナスは3
年ぶりに前年を上回り、2014年も2年連続で増加と
なった。2015年は支給対象が広がったことから、一人
当たり支給額が下押しされた面もあるが、業況回復の
遅れもあり企業のボーナス支給に対する姿勢は慎重
さもみられ、3年ぶりのマイナスとなった。

ボーナス支給総額と支給人員
アンケート回答企業の2015年冬のボーナス支給総
額は109億2百万円で、当該企業の前年実績106億
36百万円から2.5％の増加となった。また、支給対象
人員は前年比5.2％の比較的大きな増加となった。
業種別の支給総額の前年比をみると、製造業が前
年比0.3％の増加、非製造業が同3.8％の増加とそれ
ぞれ増加となった。支給対象人員は製造業で同2.2％
の増加、非製造業で同6.5％の増加となった。支給総
額、支給対象人員とも非製造業での増加が大きい。　
今冬のボーナスは一人当たり支給額では前年比マ

イナスとなったが、支給総額については、支給対象人
員が比較的大きな増加となったことから、前年比増加
となった。

冬のボーナス支給総額（前年比）の推移
冬のボーナス支給総額（前年比）の推移をみると、
2009年大きな落ち込みとなった後、2010年はボーナ

●2015年冬のボーナス支給実績の有無 

合計 製造業 非製造業

正社員・パート
ともに支給
正社員のみ支給

支給しない

55.7
(54.1)
34.9
(33.6)
9.4
(12.4)

67.0
(63.4)
23.1
(21.5)
9.9
(15.1)

49.4
(48.8)
41.5
(40.4)
9.1
(10.8)

(%)

※（　　）内は2014年実績

●2015年冬のボーナス一人当たり支給額
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●2016年夏のボーナス支給予定
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●2015年冬のボーナス支給総額と対象人員
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●冬のボーナス支給総額（前年比）の推移
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2016年1月中旬実施。対象企業数992社。
回答企業数259社。回答率26.1％。

●冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
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わが国経済は、このところ弱さもみられるが、緩や
かな回復基調が続いている。個人消費は消費者マ
インドに足踏みがみられるなかおおむね横ばい、生
産はこのところ横ばい、企業収益は非製造業を中
心に改善傾向、雇用情勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産はこのところ横ばい、先行きも横
ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼であった。
４～６月期の天気図は、１～３月期と同様に、薄日
が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きも、生産は前年を若干下回る程度の水準で
推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を下回って推移。米国向
けの自動車関連や白物家電が順調だったが、産業
向けが低水準。先行きは、好調な米国向けの鈍化
や中国経済の減速から不透明感が増している。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。先
行きの乗用車生産は、前年比で増加の動きが続く
と予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を下回った。先行きについて
も、前年をやや下回る程度の水準で推移すると
みられる。
○建設は、公共工事、民間工事ともにほぼ前年並み
で推移。先行きは、受注残が確保できており、当面
は順調に推移すると見込まれている。

 

（1） 一般機械…前年を下回った模様
１～３月期の一般機械の生産は、前年を下回った
模様である。マシニングセンタなどの工作機械関連
は、ものづくり補助金や省エネ補助金の下支え効果
もあり、昨年の秋口頃までは堅調だったが、その後
やや減速した。中国や資源国など海外経済の減速
を受けて、油圧ショベルやホイールローダーなどの
建設機械は、引き続き落ち込んでいる。
但し、人件費の上昇が続く中国では、自動化投資

に前向きな企業が多く、ロボット関連などの受注は
比較的堅調に推移しているようだ。また、太陽光発
電向けの関連部品などは動きが止まっているが、本
年4月からの電力小売り自由化に伴い、新規参入が
続く火力発電用のガスタービンなどは、底堅く推移
している。
金型などでは、近年の為替相場の円安基調など

もあって、一部で海外から戻る動きがみられたが、提
示される価格水準は相当低く、仕事を受けても収益
面には寄与しないとの声が聞かれた。
先行きの一般機械の生産も、前年を若干下回る
程度の水準で推移するとみられる。国の新年度予
算成立に伴って、設備投資を支援する各種補助金
の申請が再び可能になることから、工作機械等は比
較的底堅く推移しよう。しかし、年明け以降、為替相
場の円安基調に変化が生じたこともあって、国内で

製品への消費者マインドの底堅さを背景に、電気冷
蔵庫、電気洗濯機、ルームエアコンなどの主要製品
を中心に前年を上回って推移している。一方、産業
向けは、中国を中心としたアジア経済の先行きの不
透明感や、国内向けは設備投資の鈍化により伸び
悩んでいる。
今夏のルームエアコンは、足元では各社とも強気

の生産計画を予定している。2017年４月の消費増
税の駆け込み需要を見込んでいるようだ。また、電
気冷蔵庫、電気洗濯機は省エネ、高付加価値化が
続くとみられ、堅調に推移すると見込まれている。
一方、薄型テレビは、台数ベースでは大型サイズ

は増加しているものの、中小型は減少しており、全
体として前年を下回って推移している。ただ、フルハ
イビジョンの約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買
替需要が拡大しており、前年比で増加している。た
だ、中国からの低価格製品による価格の低下が懸
念される。
先行きは、競合による価格下落や為替などから収
益悪化が懸念されている。中国経済の減速など不透
明感が増しており、各社が生産計画を下方修正する
可能性が高い。各社とも安定した収益確保が期待で
きるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させている。
  

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続き、県内の販売は勢いを欠いた状況と
なっている。消費増税の影響が一巡した昨年4月以

先行きについては、乗用車生産は前年比で増加
の方向、トラック生産は弱含みの方向にあるため、
部品メーカー全体としては横ばい圏内での動きとな
ると予想される。

 

（4） 鉄鋼…前年を下回った
昨年後半以降、首都圏で鉄筋コンクリート造の建
築着工が落ち込んできたことなどから、１～３月期の
棒鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は堅調なものの、これまで比
較的好調だった病院や介護施設など医療関連施設
の動きはやや一服した。都内のテナントビルについ
ても、先行きの供給過多を懸念する声が聞かれ始
めており、一部では竣工予定時期を後ずれさせる案
件がみられる。マンションについては、都内で１億円
を超えるような高額物件には、引き続き投資物件と
してのニーズがあるものの、実需中心の郊外型のマ
ンションでは、販売価格の上昇を受けて、購入を手
控える動きがみられる。郊外の物件では、販売に時
間がかかるケースも多いことから、デベロッパーは
新規開発を抑えているようだ。
以前は、鉄筋組立工や監督者などの人手不足が
続いていたことから、現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、工場である程度加工が可能な
鉄骨造を選ぶ動きもみられたが、足元では、鉄骨造
の建築着工についてもやや弱含んでいる。景気の
先行き不透明感の強まりなどもあり、建築は全体に

　公共工事は、ほぼ前年並みで推移。先行きは、受
注残に余裕があることから堅調に推移すると見込
まれている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。工場
のリフォームなどの動きがみられる。先行きは、提
案セールスを強化し、受注の増加を見込んでいる。
　住宅は、マンションは低調、戸建は前年を上回って
推移。先行きは、優良な物件には、購入意欲が高
まっている。
〇百貨店・スーパーの売上は、２月のうるう年効果等
もあり、前年を上回ったとみられる。先行きも、現状
並みでの推移が予想される。

の新規設備投資に慎重な姿勢をみせる企業が増え
ている。当面、中国や新興国経済の急激な回復が
見込みにくい状況にあることから、建設機械・鉱山
機械などは、引き続き厳しい状況が続こう。
近年は、団塊の世代の本格的なリタイアもあって、
製造業の現場で、人を採用したいという声が強まっ
ていたが、足元の需要面の弱さを受けて、企業の採
用意欲に一服感が出ている。外国人研修生の受け
入れを希望する企業の数が以前より減っているとの
声が聞かれた。

（2） 電気機械…前年を下回って推移
１～３月期の生産は、米国向けの車載関連が好調、
白物家電が前年を上回って推移したものの、産業向
けが低水準だったこともあり、総じて前年を下回った。
電装化が進む自動車関連は米国向けが好調に
推移しており、電子部品・半導体の需要拡大が続い
ている。米国では、経済の回復、長期の低金利ロー
ン、ガソリン価格の低下などから消費意欲が高まり、
自動車販売が好調を持続している。また、ＦＲＢ（連
邦準備制度理事会）による利上げのペースが緩や
かになると想定されることから、好調な販売が継続
するという見方が多い。ただ、その水準は過去最高
に達しており、この好調さがいつまで続くのかという
懸念も台頭してきている。今後も自動運転化や環境
規制強化への対応に向けた自動車の更なる電装化
の進展が期待されている。
白物家電は、消費者の省エネ製品・高付加価値

降、登録車（普通＋小型乗用車）の販売台数は前年
を上回る月もあり、ほぼ前年並みとなっているが、軽
自動車の販売台数は前年水準を大幅に下回ってい
る。昨年4月からの軽自動車税の増税の影響が大き
いとみられる。
生産動向をみると、1～3月期の県内生産は10～
12月期に続き、前年を上回った模様だ。県内の輸
送機械（乗用車のほかトラックや自動車部品等を含
む）の鉱工業生産指数は、前年の生産水準が低
かったこともあり、10～12月期が前年比＋13.1％、
1月が同＋7.8％と前年を上回って推移している。完
成車メーカーの登録車の販売が前年水準辺りまで
戻ってきていることに加え、海外で生産していた一
部の車種を国内生産に切り替えたこともあり、生産
が持ち直している。
先行きについても、こうした傾向が続くとみられ、
生産は前年比で増加の動きが続くと予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年割
れとなった模様だ。これまでは海外向けの落ち込み
を国内向けの増加でカバーしていたが、国内需要に
やや一服感がみられる。「潮目が変わりつつある」と
の指摘もあった。
国内のトラック需要は、東日本大震災の復興需要、
都市部の再開発需要、東京オリンピックに向けた建
設需要、インターネット通販の普及による物流関連
の需要により拡大してきたが、震災の「集中復興期
間」が2015年度で終了したこともあり、復興需要が
減少している。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、国内需要も弱含みの方向
にあるため、生産はやや減少するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の生産は、一部に工場のフ
ル稼働が続いたところがあったようだが、全体として
は弱含みでの推移が続いたとみられる。乗用車部品
メーカーの生産は、やや持ち直しているものの、トラッ
ク部品メーカーの生産にはやや陰りがみられるようだ。

慎重化しているようだ。
但し、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注
残を相応に抱えている。2020年開催の東京オリン
ピックがらみの案件も、徐々に動き始めていることか
ら、４～６月期にかけて、棒鋼の生産が大幅に減少す
る可能性は低いだろう。前年をやや下回る程度の
水準で推移するとみられる。
昨年後半以降、棒鋼の原料であるスクラップの
価格が急速に下落し、製品価格とのスプレッドが拡
がったことから、足元の電炉メーカーの収益は改善
した。スクラップ価格の下落は、過剰な生産能力を
抱え、ビレットと呼ばれる半製品などを、韓国や台湾、
ベトナムなどへの輸出に振り向ける中国高炉メー
カーの動きによるところが大きかった。
中国高炉メーカーの多くは、現状、赤字に陥って

いるといわれており、中国国務院は、今後５年間に１
億～１億５千万トンの生産能力削減を実施すべきと
の意見書を、今年２月に発表している。短期間に、中
国からのビレットの輸出が減少するとは考えにくいも
のの、ベトナムが、中国からの安価なビレットに対し
て、緊急輸入制限（セーフガード）を発動する方針を
打ち出したことなどもあり、年明け以降、スクラップ
価格は底打ちから上昇に転じた。
４～６月期にかけて、棒鋼の製品価格は徐々に下が
るとみられ、鉄鋼のスプレッドも縮小に向かおう。電
炉メーカーの収益は先行き悪化する可能性が高い。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を下回った。不
動産投資の減速が続く中国では、油圧ショベルをは
じめとする建設機械の需要が止まっており、鉄鉱石
など資源価格の低下に伴い、ブラジルなど資源国
向けの鉱山機械の輸出も落ち込んでいる。比較的
堅調に推移していた工作機械も動きが一服しており、
マンホールなど公共財も力強さに欠ける展開だった。
先行きについても、受注残が減っている企業が多

く、生産は引き続き弱含みで推移する可能性が高い。
コスト面では、スクラップ価格に加え、鋳物用銑鉄の

価格も下落傾向にあるものの、副資材は下がってお
らず、逆に廃砂の処理費用は増加している。銑鉄価
格の引き下げによって、これまで以上に製品価格の
引き下げ圧力が強まることが懸念されており、収益
面は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
１～３月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ
ぼ前年並みで推移した。資材価格や労務費などは
高騰後落ち着いてきたが、その水準は依然として高
い。今後の災害復旧やオリンピックなどにより、建設
コストが再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、公共工事請負金額が前年
を下回ったものの、総じてみればほぼ前年並みで推
移した。工事内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
工事が中心で、道路関連の工事は少ない。
先行きは、受注残に余裕があることから、当面は

堅調に推移するとみられている。今後、県内でも
2019年のラグビーワールドカップや、2020年の東
京オリンピックの会場へのアクセス道路などのイン
フラ整備が本格的に開始されるとみられ、関連案件
の受注を期待している。
民間工事：１～３月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、民間工事では、企業の収益が回復し
てきたこと、足元での資材価格や労務費の上昇が
落ち着いてきたこと、東京オリンピック関連工事の
本格化前に完工したいことなどから、工場リフォーム
などの引き合いに動きがみられる。
先行きは、公共工事の増加が期待できない中、業
界では民間工事の受注を増加させていきたいとし
ている。省エネなどの提案セールスを強化するため、
営業部員を増加させ対応している。
住宅：１～３月期は、マンションは低調だったが、戸建
は前年水準を上回って推移している。
住宅は、マンションが資材価格や労務費の高止ま

りから、価格が高くなりすぎて、購入意欲は低調と
なっている。一方、業者サイドでは、建築コストの上
昇分を販売価格に転嫁できないため、無理して供
給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物件に
絞りこんで対応している。
埼玉県におけるマンション契約率は、2015年12

月53.5％（首都圏64.8％）、2016年１月63.3％（同
58.6％）、２月70.0％（同72.9％）と、好不調の目安
と言われている70％以下となっている。
価格上昇ペースが緩やかな戸建住宅は、割安感

から前年を上回って推移した模様。注文住宅、分譲
住宅ともに、購入意欲が高まってきている。分譲住
宅の優良物件は、抽選となり即日完売の物件もあ
る。業者側は、リーマンショック後、１戸あたりの面
積を減らし価格を抑えたり、間取りや設備を工夫し
たりして、建築コストの上昇幅を抑える工夫で対応
している。

先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、優良な物件には、購入意欲
が高まっている。
日銀によりマイナス金利政策が導入されたが、足
元の住宅ローンの金利は過去最低水準にある。業
界では、住宅購入が促されると期待しているものの、
実際は住宅ローンの借り換えが増加するだけという
声があった。

（6） 百貨店・スーパー…売上は前年を上回る
百貨店：１～3月期の県内百貨店の売上は、前年を
上回った模様だが、うるう年で2月の日数が1日多
かった影響や、閉店に伴うセールの影響で押し上げ
られたとみられ、実勢ベースの県内百貨店の売上
の動きは総じて鈍いようだ。
今冬は暖冬傾向で例年より気温が高く、主力の
衣料品の動きが鈍かったほか、大規模商業施設の
開業で競争が激しくなったことも影響しているとみ
られる。品目別では衣料品のほか、飲食料品の動き
もあまりよくなかった。
都心店舗では訪日外国人によるインバウンド消費

が売上を押し上げているが、県内店舗では増えては
いるものの、全体に占める割合は小さく売上全体を
押し上げるほどではない。
宝飾品、貴金属、時計、呉服等の高額品は、株価
下落の影響が懸念されていたが、比較的コンスタン
トに売れており、富裕層が顧客である外商の売上も
増えているという。
日銀によるマイナス金利導入の影響をみると、百
貨店の“友の会”への入会が増加している。友の会
は、毎月一定額を積み立てると満期時にボーナスが
加算され、たまった金額を買い物に使える会員向け
サ－ビスで、一段の金利低下により人気が出ている。
会員の加入増で今後の売上増加に結びつくことが

期待されている。また、金の取扱店舗ではマイナス金
利導入後、金の売れ行きが増加したところもあった。
中間層の消費は勢いを欠いている。日常品の値
上がり、社会保険料の負担感などで実質的な可処
分所得が増えていないため、消費者の購買意欲が
落ちているのではないかという指摘があった。
先行きも大きな変化は期待しにくく、売上は現状

と変わらず弱含みで推移すると予想される。
スーパー：1～3月期の県内スーパーの売上は、前年
を上回ったとみられ、売上は百貨店に比べ堅調に推
移している。衣料品の売上はやや低調だったが、主
力の食料品が堅調に推移した。
消費者は広告の品などの目玉商品には敏感に反
応するが、必要なものだけで余分な買い物はしない、
といった節約志向が続いているが、節約・低価格一
辺倒でもないようだ。話題性のあるもの、付加価値
のあるもの、新しいものは売れ行きが良く、消費者は
価値を認めた商品にはお金を払ってくれるという。
ただ、商品の価値と価格のバランス、その商品の価
値に対して価格がリーズナブルかどうかの選別が、
今までより厳しくなってきているという。
今春の賃上げ交渉では賃上げ率は前年を下回っ

た模様で、消費者の所得増加になかなか弾みがつ
いていない。身の回り品などの日常品の価格上昇も
続いており、実質所得の大きな増加は期待しにくい
状況にある。
先行きも、こうした状況に大きな変化は見込めず、
売上は前年比微増での推移が予想される。
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アンケート調査

埼玉県内企業の2015年冬の ボーナス支給状況

2015年冬のボーナス支給状況について、県内企業へ
のアンケート調査を実施した。結果は以下の通りである。

ボーナス支給実績の有無
2015年冬のボーナスの支給実績をたずねたところ、

「正社員・パートともに支給」とした企業は55.7％、「正
社員のみ支給」とした企業は34.9％、「支給しない」と
した企業は9.4％となった。
前年実績と比較すると、「正社員・パートともに支
給」とした企業が1.6ポイント増加し、「支給しない」と
した企業が3.0ポイント減少している。「支給しない」と
ころは減ってきており、9割以上の企業でボーナスを支
給している。人手の不足感が強まる中、パート、アルバ
イトを含めてボーナスを支給する企業が増えている。
業種別にみると、「正社員・パートともに支給」と答

えた企業は製造業では67.0％、非製造業では49.4％
である。「正社員のみ支給」は製造業で23.1％、非製
造業で41.5％。また、「支給しない」は製造業で9.9％、
非製造業で9.1％であった。
製造業では「正社員・パートともに支給」とする割合

が高く、非製造業では「正社員のみ支給」とする割合
が高い。「支給しない」とするところはいずれの業種と
も1割以下となった。

一人当たりボーナス支給額
2015年冬のボーナス支給総額を支給対象人員で
割った一人当たり支給額は396,516円となり、前年実
績の406,952円に比べ2.6％の減少となった（ボーナ

ス支給実額を記入いただいた企業200社を集計）。
冬のボーナスとしては３年ぶりに前年比マイナスと

なった。支給対象がパート・アルバイトなどに広がり、支
給人員が多くなったことで、一人当たり支給額が押し
下げられている面もあるが、今冬のボーナス支給額に
ついては、企業の業績回復の遅れや景気の先行き不
透明感もあり低調な結果となった。
業種別にみると、製造業では480,198円と前年の
489 , 0 2 0円から1 . 8％の減少、非製造業では
361,718円で前年の371,366円から2.6％の減少と
なった。

冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移を

みると、2009年のリーマンショックにより、企業収益、
雇用環境の悪化などから２ケタ減と大幅な落ち込みと

スを回復するところが多く、比較的大きな増加となった。
しかし、その後の景気減速により、2011年、2012年と２
年連続の減少となった。2013年は３年ぶりに前年を上
回った。2014年はパート・アルバイトを含めた支給対象
の拡大もあり、比較的大きな増加となり、2015年も引き
続き支給対象人員の増加から３年連続の増加となった。

2016年夏のボーナス支給予定
2016年夏のボーナス支給予定については、2015年
夏のボーナスに比べて、「増加」18.5％、「変わらない」
59.2％、「減少」12.9％、「支給しない」9.4％となり、
「増加」が「減少」を上回った。
景気や企業業績については、先行き不透明感が強い。

今夏のボーナスについては「変わらない」とするところも
多く、現時点でやや不透明な状況にある。（吉嶺暢嗣）

なった。2010年は生産等の回復により、製造業を中心
に収益の改善に応じてボーナス支給額を回復する動
きがみられたが、2011年、2012年と再び減少となった。
2013年は企業収益の改善から、冬のボーナスは3
年ぶりに前年を上回り、2014年も2年連続で増加と
なった。2015年は支給対象が広がったことから、一人
当たり支給額が下押しされた面もあるが、業況回復の
遅れもあり企業のボーナス支給に対する姿勢は慎重
さもみられ、3年ぶりのマイナスとなった。

ボーナス支給総額と支給人員
アンケート回答企業の2015年冬のボーナス支給総
額は109億2百万円で、当該企業の前年実績106億
36百万円から2.5％の増加となった。また、支給対象
人員は前年比5.2％の比較的大きな増加となった。
業種別の支給総額の前年比をみると、製造業が前
年比0.3％の増加、非製造業が同3.8％の増加とそれ
ぞれ増加となった。支給対象人員は製造業で同2.2％
の増加、非製造業で同6.5％の増加となった。支給総
額、支給対象人員とも非製造業での増加が大きい。　
今冬のボーナスは一人当たり支給額では前年比マ

イナスとなったが、支給総額については、支給対象人
員が比較的大きな増加となったことから、前年比増加
となった。

冬のボーナス支給総額（前年比）の推移
冬のボーナス支給総額（前年比）の推移をみると、
2009年大きな落ち込みとなった後、2010年はボーナ

●2015年冬のボーナス支給実績の有無 

合計 製造業 非製造業

正社員・パート
ともに支給
正社員のみ支給

支給しない

55.7
(54.1)
34.9
(33.6)
9.4
(12.4)

67.0
(63.4)
23.1
(21.5)
9.9
(15.1)

49.4
(48.8)
41.5
(40.4)
9.1
(10.8)

(%)

※（　　）内は2014年実績

●2015年冬のボーナス一人当たり支給額

企業数
前年比

全産業

製造業

非製造業

200

70

130

396,516

480,198

361,718

一人当たり支給額
2015年 2014年

406,952

489,020

371,366

▲ 2.6

▲ 1.8

▲ 2.6

（社、円、％）

●2016年夏のボーナス支給予定

全産業

製造業

非製造業

18.5

15.9

19.9

増加

59.2

58.5

59.6

変わらない

12.9

18.3

9.9

減少

9.4

7.3

10.6

支給しない

（％）

前年比

全産業

製造業

非製造業

27,494

8,075

19,419

支給対象人員支給総額
2015年 2014年

26,135
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5.2

2.2

6.5

前年比

10,902

3,878

7,024

2015年 2014年

10,636

3,866

6,770

2.5

0.3

3.8

●2015年冬のボーナス支給総額と対象人員
（百万円、人、％）

●冬のボーナス支給総額（前年比）の推移
（％） 全体

製造業
非製造業

2016年1月中旬実施。対象企業数992社。
回答企業数259社。回答率26.1％。

●冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
（％）
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わが国経済は、このところ弱さもみられるが、緩や
かな回復基調が続いている。個人消費は消費者マ
インドに足踏みがみられるなかおおむね横ばい、生
産はこのところ横ばい、企業収益は非製造業を中
心に改善傾向、雇用情勢は改善している。
先行きは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、
各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうこ
とが期待される。
埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持

ち直している。生産はこのところ横ばい、先行きも横
ばいで推移するとみられる。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼であった。
４～６月期の天気図は、１～３月期と同様に、薄日
が建設、曇が電気機械、輸送機械、百貨店・スー
パー、小雨が一般機械、鉄鋼の見込み。
主要産業の動向は、以下の通り。
〇一般機械の生産は、前年を下回った模様である。
先行きも、生産は前年を若干下回る程度の水準で
推移するとみられる。
〇電気機械の生産は、前年を下回って推移。米国向
けの自動車関連や白物家電が順調だったが、産業
向けが低水準。先行きは、好調な米国向けの鈍化
や中国経済の減速から不透明感が増している。
〇輸送機械の生産は、前年を上回ったとみられる。先
行きの乗用車生産は、前年比で増加の動きが続く
と予想される。
〇鉄鋼の生産は、前年を下回った。先行きについて
も、前年をやや下回る程度の水準で推移すると
みられる。
○建設は、公共工事、民間工事ともにほぼ前年並み
で推移。先行きは、受注残が確保できており、当面
は順調に推移すると見込まれている。

 

（1） 一般機械…前年を下回った模様
１～３月期の一般機械の生産は、前年を下回った
模様である。マシニングセンタなどの工作機械関連
は、ものづくり補助金や省エネ補助金の下支え効果
もあり、昨年の秋口頃までは堅調だったが、その後
やや減速した。中国や資源国など海外経済の減速
を受けて、油圧ショベルやホイールローダーなどの
建設機械は、引き続き落ち込んでいる。
但し、人件費の上昇が続く中国では、自動化投資

に前向きな企業が多く、ロボット関連などの受注は
比較的堅調に推移しているようだ。また、太陽光発
電向けの関連部品などは動きが止まっているが、本
年4月からの電力小売り自由化に伴い、新規参入が
続く火力発電用のガスタービンなどは、底堅く推移
している。
金型などでは、近年の為替相場の円安基調など

もあって、一部で海外から戻る動きがみられたが、提
示される価格水準は相当低く、仕事を受けても収益
面には寄与しないとの声が聞かれた。
先行きの一般機械の生産も、前年を若干下回る
程度の水準で推移するとみられる。国の新年度予
算成立に伴って、設備投資を支援する各種補助金
の申請が再び可能になることから、工作機械等は比
較的底堅く推移しよう。しかし、年明け以降、為替相
場の円安基調に変化が生じたこともあって、国内で

製品への消費者マインドの底堅さを背景に、電気冷
蔵庫、電気洗濯機、ルームエアコンなどの主要製品
を中心に前年を上回って推移している。一方、産業
向けは、中国を中心としたアジア経済の先行きの不
透明感や、国内向けは設備投資の鈍化により伸び
悩んでいる。
今夏のルームエアコンは、足元では各社とも強気

の生産計画を予定している。2017年４月の消費増
税の駆け込み需要を見込んでいるようだ。また、電
気冷蔵庫、電気洗濯機は省エネ、高付加価値化が
続くとみられ、堅調に推移すると見込まれている。
一方、薄型テレビは、台数ベースでは大型サイズ

は増加しているものの、中小型は減少しており、全
体として前年を下回って推移している。ただ、フルハ
イビジョンの約４倍の解像度がある４Ｋテレビは、買
替需要が拡大しており、前年比で増加している。た
だ、中国からの低価格製品による価格の低下が懸
念される。
先行きは、競合による価格下落や為替などから収
益悪化が懸念されている。中国経済の減速など不透
明感が増しており、各社が生産計画を下方修正する
可能性が高い。各社とも安定した収益確保が期待で
きるＢtoＢ事業へシフトする動きを加速させている。
  

（3） 輸送機械…前年を上回る
乗用車：1～3月期の県内の乗用車販売台数は、前
年割れが続き、県内の販売は勢いを欠いた状況と
なっている。消費増税の影響が一巡した昨年4月以

先行きについては、乗用車生産は前年比で増加
の方向、トラック生産は弱含みの方向にあるため、
部品メーカー全体としては横ばい圏内での動きとな
ると予想される。

 

（4） 鉄鋼…前年を下回った
昨年後半以降、首都圏で鉄筋コンクリート造の建
築着工が落ち込んできたことなどから、１～３月期の
棒鋼の生産は前年を下回った。
首都圏では、訪日外国人の増加により、高い稼働
率の続くホテルの建設は堅調なものの、これまで比
較的好調だった病院や介護施設など医療関連施設
の動きはやや一服した。都内のテナントビルについ
ても、先行きの供給過多を懸念する声が聞かれ始
めており、一部では竣工予定時期を後ずれさせる案
件がみられる。マンションについては、都内で１億円
を超えるような高額物件には、引き続き投資物件と
してのニーズがあるものの、実需中心の郊外型のマ
ンションでは、販売価格の上昇を受けて、購入を手
控える動きがみられる。郊外の物件では、販売に時
間がかかるケースも多いことから、デベロッパーは
新規開発を抑えているようだ。
以前は、鉄筋組立工や監督者などの人手不足が
続いていたことから、現場での作業が必要な鉄筋コ
ンクリート造を避け、工場である程度加工が可能な
鉄骨造を選ぶ動きもみられたが、足元では、鉄骨造
の建築着工についてもやや弱含んでいる。景気の
先行き不透明感の強まりなどもあり、建築は全体に

　公共工事は、ほぼ前年並みで推移。先行きは、受
注残に余裕があることから堅調に推移すると見込
まれている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。工場
のリフォームなどの動きがみられる。先行きは、提
案セールスを強化し、受注の増加を見込んでいる。
　住宅は、マンションは低調、戸建は前年を上回って
推移。先行きは、優良な物件には、購入意欲が高
まっている。
〇百貨店・スーパーの売上は、２月のうるう年効果等
もあり、前年を上回ったとみられる。先行きも、現状
並みでの推移が予想される。

の新規設備投資に慎重な姿勢をみせる企業が増え
ている。当面、中国や新興国経済の急激な回復が
見込みにくい状況にあることから、建設機械・鉱山
機械などは、引き続き厳しい状況が続こう。
近年は、団塊の世代の本格的なリタイアもあって、
製造業の現場で、人を採用したいという声が強まっ
ていたが、足元の需要面の弱さを受けて、企業の採
用意欲に一服感が出ている。外国人研修生の受け
入れを希望する企業の数が以前より減っているとの
声が聞かれた。

（2） 電気機械…前年を下回って推移
１～３月期の生産は、米国向けの車載関連が好調、
白物家電が前年を上回って推移したものの、産業向
けが低水準だったこともあり、総じて前年を下回った。
電装化が進む自動車関連は米国向けが好調に
推移しており、電子部品・半導体の需要拡大が続い
ている。米国では、経済の回復、長期の低金利ロー
ン、ガソリン価格の低下などから消費意欲が高まり、
自動車販売が好調を持続している。また、ＦＲＢ（連
邦準備制度理事会）による利上げのペースが緩や
かになると想定されることから、好調な販売が継続
するという見方が多い。ただ、その水準は過去最高
に達しており、この好調さがいつまで続くのかという
懸念も台頭してきている。今後も自動運転化や環境
規制強化への対応に向けた自動車の更なる電装化
の進展が期待されている。
白物家電は、消費者の省エネ製品・高付加価値

降、登録車（普通＋小型乗用車）の販売台数は前年
を上回る月もあり、ほぼ前年並みとなっているが、軽
自動車の販売台数は前年水準を大幅に下回ってい
る。昨年4月からの軽自動車税の増税の影響が大き
いとみられる。
生産動向をみると、1～3月期の県内生産は10～
12月期に続き、前年を上回った模様だ。県内の輸
送機械（乗用車のほかトラックや自動車部品等を含
む）の鉱工業生産指数は、前年の生産水準が低
かったこともあり、10～12月期が前年比＋13.1％、
1月が同＋7.8％と前年を上回って推移している。完
成車メーカーの登録車の販売が前年水準辺りまで
戻ってきていることに加え、海外で生産していた一
部の車種を国内生産に切り替えたこともあり、生産
が持ち直している。
先行きについても、こうした傾向が続くとみられ、
生産は前年比で増加の動きが続くと予想される。
トラック関連：1～3月期のトラックの生産は前年割
れとなった模様だ。これまでは海外向けの落ち込み
を国内向けの増加でカバーしていたが、国内需要に
やや一服感がみられる。「潮目が変わりつつある」と
の指摘もあった。
国内のトラック需要は、東日本大震災の復興需要、
都市部の再開発需要、東京オリンピックに向けた建
設需要、インターネット通販の普及による物流関連
の需要により拡大してきたが、震災の「集中復興期
間」が2015年度で終了したこともあり、復興需要が
減少している。
先行きについても、世界経済の減速から海外需
要の回復は見込みにくく、国内需要も弱含みの方向
にあるため、生産はやや減少するとみられる。
部品メーカー：1～3月期の生産は、一部に工場のフ
ル稼働が続いたところがあったようだが、全体として
は弱含みでの推移が続いたとみられる。乗用車部品
メーカーの生産は、やや持ち直しているものの、トラッ
ク部品メーカーの生産にはやや陰りがみられるようだ。

慎重化しているようだ。
但し、ゼネコンは大手を中心に手元の工事受注
残を相応に抱えている。2020年開催の東京オリン
ピックがらみの案件も、徐々に動き始めていることか
ら、４～６月期にかけて、棒鋼の生産が大幅に減少す
る可能性は低いだろう。前年をやや下回る程度の
水準で推移するとみられる。
昨年後半以降、棒鋼の原料であるスクラップの
価格が急速に下落し、製品価格とのスプレッドが拡
がったことから、足元の電炉メーカーの収益は改善
した。スクラップ価格の下落は、過剰な生産能力を
抱え、ビレットと呼ばれる半製品などを、韓国や台湾、
ベトナムなどへの輸出に振り向ける中国高炉メー
カーの動きによるところが大きかった。
中国高炉メーカーの多くは、現状、赤字に陥って

いるといわれており、中国国務院は、今後５年間に１
億～１億５千万トンの生産能力削減を実施すべきと
の意見書を、今年２月に発表している。短期間に、中
国からのビレットの輸出が減少するとは考えにくいも
のの、ベトナムが、中国からの安価なビレットに対し
て、緊急輸入制限（セーフガード）を発動する方針を
打ち出したことなどもあり、年明け以降、スクラップ
価格は底打ちから上昇に転じた。
４～６月期にかけて、棒鋼の製品価格は徐々に下が
るとみられ、鉄鋼のスプレッドも縮小に向かおう。電
炉メーカーの収益は先行き悪化する可能性が高い。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を下回った。不
動産投資の減速が続く中国では、油圧ショベルをは
じめとする建設機械の需要が止まっており、鉄鉱石
など資源価格の低下に伴い、ブラジルなど資源国
向けの鉱山機械の輸出も落ち込んでいる。比較的
堅調に推移していた工作機械も動きが一服しており、
マンホールなど公共財も力強さに欠ける展開だった。
先行きについても、受注残が減っている企業が多

く、生産は引き続き弱含みで推移する可能性が高い。
コスト面では、スクラップ価格に加え、鋳物用銑鉄の

価格も下落傾向にあるものの、副資材は下がってお
らず、逆に廃砂の処理費用は増加している。銑鉄価
格の引き下げによって、これまで以上に製品価格の
引き下げ圧力が強まることが懸念されており、収益
面は厳しい状況が続くとみられる。

（5） 建設…ほぼ前年並みで推移
１～３月期の建設は、公共工事、民間工事ともにほ
ぼ前年並みで推移した。資材価格や労務費などは
高騰後落ち着いてきたが、その水準は依然として高
い。今後の災害復旧やオリンピックなどにより、建設
コストが再び上昇する懸念がある。
先行きは、受注残が確保できており、当面は順調

な推移が見込まれる。こうした状況から、各社とも選
別受注を強めており、収益に貢献している。
公共工事：公共工事は、公共工事請負金額が前年
を下回ったものの、総じてみればほぼ前年並みで推
移した。工事内容は、河川、橋梁の改修・補修などの
工事が中心で、道路関連の工事は少ない。
先行きは、受注残に余裕があることから、当面は

堅調に推移するとみられている。今後、県内でも
2019年のラグビーワールドカップや、2020年の東
京オリンピックの会場へのアクセス道路などのイン
フラ整備が本格的に開始されるとみられ、関連案件
の受注を期待している。
民間工事：１～３月期の民間工事は、引き続き老健・
介護関連などの福祉施設を中心に、底堅く推移し
ている。また、民間工事では、企業の収益が回復し
てきたこと、足元での資材価格や労務費の上昇が
落ち着いてきたこと、東京オリンピック関連工事の
本格化前に完工したいことなどから、工場リフォーム
などの引き合いに動きがみられる。
先行きは、公共工事の増加が期待できない中、業
界では民間工事の受注を増加させていきたいとし
ている。省エネなどの提案セールスを強化するため、
営業部員を増加させ対応している。
住宅：１～３月期は、マンションは低調だったが、戸建
は前年水準を上回って推移している。
住宅は、マンションが資材価格や労務費の高止ま

りから、価格が高くなりすぎて、購入意欲は低調と
なっている。一方、業者サイドでは、建築コストの上
昇分を販売価格に転嫁できないため、無理して供
給を増やし在庫を抱えるよりも、売れそうな物件に
絞りこんで対応している。
埼玉県におけるマンション契約率は、2015年12

月53.5％（首都圏64.8％）、2016年１月63.3％（同
58.6％）、２月70.0％（同72.9％）と、好不調の目安
と言われている70％以下となっている。
価格上昇ペースが緩やかな戸建住宅は、割安感

から前年を上回って推移した模様。注文住宅、分譲
住宅ともに、購入意欲が高まってきている。分譲住
宅の優良物件は、抽選となり即日完売の物件もあ
る。業者側は、リーマンショック後、１戸あたりの面
積を減らし価格を抑えたり、間取りや設備を工夫し
たりして、建築コストの上昇幅を抑える工夫で対応
している。

先行きは、一部の立地条件の良い土地は、業者
間で競合が見られるようになってきた。マンション、
戸建てともに、予算との兼ね合いで物件購入には慎
重になっているものの、優良な物件には、購入意欲
が高まっている。
日銀によりマイナス金利政策が導入されたが、足
元の住宅ローンの金利は過去最低水準にある。業
界では、住宅購入が促されると期待しているものの、
実際は住宅ローンの借り換えが増加するだけという
声があった。
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景気動向指数 足踏みを示している

1月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：75.8（前月比▲5.3ポイント）、一致指数：149.1
（同＋2.8ポイント）、遅行指数：100.9（同＋1.9ポイン
ト）となった。
先行指数は4カ月連続で下降した。
一致指数は2カ月連続の上昇となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比▲0.13ポイント
と、4カ月ぶりに下降した。埼玉県は、景気の基調判断
を10カ月連続で「足踏みを示している」としている。
遅行指数は2カ月ぶりの上昇となった。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が2カ月連続で増加

2月の百貨店・スーパー販売額は789億円、前年
比＋3.8％（既存店）と2カ月連続で増加した。業態別
では、百貨店（同＋5.9％）、スーパー（同＋3.1％）とも
に増加した。新設店を含む全店ベースの販売額も同
＋5.3％と2カ月連続で増加した。
3月の新車販売台数（乗用車）は18,458台、前年
比▲0.7％と2カ月連続で減少した。車種別では普通
乗用車が10,029台（同▲1.3％）、小型乗用車は
8,429台（同▲0.1％）だった。

住 宅 ３カ月ぶりに前年を上回る

２月の新設住宅着工戸数は4,644戸、前年比＋
3.3％と、３カ月ぶりに前年を上回った。
利用関係別では、持家が1,283戸（前年比▲
3.2％）と４カ月連続して減少、貸家が1,640戸（同▲
2.2％）と２カ月ぶりに減少したものの、分譲住宅が
1,684戸（同＋13.6％）と３カ月ぶりに増加した。
分譲住宅は、マンションが284戸（同▲30.6％）と

８カ月連続して減少したものの、戸建が1,398戸（同
＋30.2％）と８カ月連続して増加した。

公共工事 ２カ月連続して前年を下回る

３月の公共工事請負金額は173億円（前年比▲
33.4％）と２カ月連続して前年を下回った。2015年
度では同▲2.1％と前年を若干下回った。
発注者別では、国（前年比＋248.9％）、独立行政
法人等（同＋0.6％）が増加したものの、埼玉県（同▲
24.7％）、市町村（同▲85.8％）が大幅に減少した。
なお、３月の請負件数は256件（同▲9.5％）と、４

カ月連続して前年を下回った。2015年度では同▲
2.3％であった。

生 産 大幅に増加

１月の鉱工業指数をみると、生産指数は101.3
（前月比＋7.1％）と大幅に増加した。
業種別では、生産用機械、業務用機械、窯業・土
石などが減少したものの、化学、食料品、電気機械な
どが増加した。
在庫指数は前月比▲0.4％の134.4と、２カ月連
続して減少した。
業種別では、金属製品、プラスチック製品、化学な

どが増加したものの、輸送機械、電子部品・デバイ
ス、電気機械などが減少した。

雇 用 有効求人倍率は0.96倍

２月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.02ポイント上昇の0.96倍となった。　
有効求職者数が82,504人（前年比▲5.0％）と、
69カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
88,055人（同＋15.1％）と、32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
0.01ポイント上昇の1.47倍となっている。
なお、２月の就業地別有効求人倍率（季節調整
値）は、前月から0.03ポイント上昇の1.14倍であっ
た。
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126,861

120,068

97,896

270,898

106,241

141,650

385,353

126,927

163,516

175,899

100.3

100.8

103.7

104.6

104.3

104.2

104.5

105.0

105.0

104.8

104.5

104.8

104.7

104.7

104.3

104.4

104.1

104.2

0.4

0.6

2.8

0.9

2.7

2.5

2.7

1.1

0.8

0.4

0.1

0.1

0.1

0.2

0.3

0.0

▲ 0.2

0.1

99.7

100.0

102.8

103.6

103.1

102.9

103.3

103.7

104.0

103.8

103.7

103.9

103.9

103.9

103.5

103.5

103.0

103.2

0.0

0.4

2.7

0.8

2.4

2.2

2.3

0.6

0.5

0.4

0.2

0.2

0.0

0.3

0.3

0.2

0.0

0.3

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

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） 2010年=100 前年比（％）2010年=100 前年比（％）

2012年

2013年

2014年

2015年

15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

16年  1月

2月

3月

資料出所

96.3

93.1

97.6

94.9

104.1

97.4

94.0

93.4

89.7

94.2

94.3

95.3

89.8

96.3

96.7

94.6

101.3

▲ 2.2

▲ 3.3

4.8

▲ 2.8

8.2

▲ 6.4

▲ 3.5

▲ 0.6

▲ 4.0

5.0

0.1

1.1

▲ 5.8

7.2

0.4

▲ 2.2

7.1

97.8

97.0

99.0

97.8

100.9

98.7

98.2

98.9

96.7

98.3

97.4

96.7

97.0

98.2

97.1

95.9

98.3

93.2

0.6

▲ 0.8

2.1

▲ 1.2

2.9

▲ 2.2

▲ 0.5

0.7

▲ 2.2

1.7

▲ 0.9

▲ 0.7

0.3

1.2

▲ 1.1

▲ 1.2

2.5

▲ 5.2

143.0

112.2

170.6

145.0

159.3

153.7

156.6

165.3

154.4

144.4

136.5

134.6

128.4

129.9

139.9

135.0

134.4

41.9

▲ 21.5

52.0

▲ 15.0

0.3

▲ 3.5

1.9

5.6

▲ 6.6

▲ 6.5

▲ 5.5

▲ 1.4

▲ 4.6

1.2

7.7

▲ 3.5

▲ 0.4

110.5

105.7

112.3

112.3

112.2

113.1

113.6

113.3

112.7

113.9

113.2

113.4

112.9

111.9

112.2

112.7

112.5

112.1

5.2

▲ 4.3

6.2

0.0

▲ 0.1

0.8

0.4

▲ 0.3

▲ 0.5

1.1

▲ 0.6

0.2

▲ 0.4

▲ 0.9

0.3

0.4

▲ 0.2

▲ 0.4

2,705

3,378

3,038

2,376

155

250

218

200

248

205

226

204

96

223

175

176

108

288

24.9

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

▲ 64.7

▲ 21.2

▲ 33.2

9.8

▲ 0.1

▲ 32.4

21.2

▲ 21.7

▲ 32.4

▲ 30.7

12.1

13.4

▲ 29.9

15.1

50,184

55,947

53,818

50,695

3,892

4,561

3,567

4,943

4,244

4,491

4,774

4,178

4,027

4,252

3,803

3,962

3,460

4,013

6.2

11.5

▲ 3.8

▲ 5.8

▲ 16.4

9.4

▲ 18.9

2.2

4.1

▲ 11.3

0.9

▲ 7.6

▲ 2.0

▲ 22.1

▲ 6.8

6.7

▲ 11.1

▲ 12.0

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

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

2012年

2013年

2014年

2015年

15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

16年  1月

2月

3月

資料出所

59,605

63,024

56,504

57,357

4,175

4,494

4,612

4,553

4,544

5,247

4,874

4,714

4,713

5,285

5,195

4,951

4,125

4,644

3.2

5.7

▲ 10.3

1.5

▲ 16.3

▲ 12.1

9.0

▲ 3.3

11.1

7.5

2.7

7.6

5.9

13.0

4.0

▲ 5.5

▲ 1.2

3.3

882,797

980,025

892,261

909,299

67,713

67,552

69,887

75,617

71,720

88,118

78,263

80,255

77,872

77,153

79,697

75,452

67,815

72,831

5.8

11.0

▲ 9.0

1.9

▲ 13.0

▲ 3.1

0.7

0.4

5.8

16.3

7.4

8.8

2.6

▲ 2.5

1.7

▲ 1.3

0.2

7.8

13.8

14.5

15.3

16.8

16.1

18.6

18.1

17.8

14.9

16.1

16.4

15.7

17.9

16.8

17.2

16.6

14.5

9.2

12.8

12.6

▲ 6.9

1.8

2.2

▲ 4.2

▲ 8.6

▲ 11.0

▲ 6.4

▲ 5.7

▲ 6.4

4.8

▲ 8.6

▲ 14.7

▲ 21.4

▲ 9.9

15.8

16.4

17.5

17.6

16.8

17.9

18.2

17.9

16.3

17.2

17.5

16.9

17.7

17.9

18.3

18.2

16.1

Ｐ 17.3

0.3

4.3

6.8

▲ 0.5

1.0

▲ 0.9

▲ 3.0

▲ 1.4

▲ 2.7

0.2

▲ 0.4

1.3

1.2

0.1

0.0

▲ 1.2

▲ 4.2

Ｐ ▲ 3.3

102.5

102.5

103.0

104.5

105.0

104.6

102.8

104.6

104.9

104.7

104.7

104.8

104.7

104.6

104.6

104.1

104.6

0.2

0.0

0.5

1.5

2.5

2.8

1.4

1.6

1.9

1.6

1.7

2.0

1.0

0.7

0.7

0.2

▲ 0.4

99.7

99.5

99.9

100.9

100.0

99.9

99.1

101.1

101.2

101.4

101.5

101.3

101.1

101.2

101.3

101.5

101.2

Ｐ 100.8

▲ 0.3

▲ 0.2

0.4

1.0

0.7

0.9

0.6

1.0

0.9

0.9

1.0

1.0

1.0

1.2

1.2

1.3

1.2

Ｐ 0.9

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（％）2010年=100 前年比（％）2010年=100 前年比（％）

埼玉県

2012年

2013年

2014年

2015年

15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

16年  1月

2月

3月

資料出所

0.57

0.62

0.74

0.85

0.79

0.79

0.80

0.80

0.82

0.83

0.85

0.87

0.89

0.91

0.91

0.93

0.94

0.96

0.80

0.93

1.09

1.20

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.21

1.22

1.23

1.24

1.26

1.27

1.28

1.28

23,604

23,721

24,898

27,136

30,043

27,475

25,187

25,360

23,995

25,777

27,254

25,712

28,108

32,544

28,117

26,061

31,953

32,720

4.8

0.5

5.0

9.0

11.0

7.4

3.7

▲ 1.5

1.5

12.2

3.7

13.9

6.2

14.1

19.9

17.5

6.4

19.1

737

794

834

863

947

881

875

861

773

859

901

816

866

967

829

781

972

966

12.5

7.8

5.0

3.5

3.0

1.7

4.7

0.1

▲ 4.0

6.8

4.3

4.9

0.9

5.4

9.3

6.2

2.7

9.6

10,428

10,575

10,799

10,572

901

799

931

853

923

886

874

835

799

837

868

1,067

870

789

▲ 2.0

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

▲ 0.2

1.2

▲ 12.4

5.6

2.7

▲ 2.0

0.1

▲ 0.8

▲ 0.8

1.6

▲ 1.9

▲ 1.9

1.4

3.8

195,916

197,774

201,973

200,491

17,216

14,987

17,151

16,081

16,929

16,413

17,057

16,056

15,114

16,072

16,490

20,925

16,913

14,886

▲ 0.8

▲ 0.4

0.9

0.4

▲0.0

1.3

▲ 12.9

8.6

5.3

▲ 0.2

2.1

1.8

1.7

2.9

▲ 1.6

0.0

0.9

2.2

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（％）

●有効求人倍率の年次は原数値。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2016.5埼玉りそな経済情報2016.5

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模30人以上、Ｐは速報値

2012年

2013年

2014年

2015年

15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

16年  1月

2月

3月

資料出所

165,110

158,230

156,168

147,166

11,473

13,525

18,593

8,905

10,047

12,741

13,354

9,885

14,329

11,774

11,221

11,319

11,515

13,381

18,458

27.8

▲ 4.2

▲ 1.3

▲ 5.8

▲ 23.5

▲ 16.6

▲ 13.9

0.6

0.9

1.7

▲ 0.9

▲ 1.5

▲ 3.8

3.5

▲ 0.3

3.1

0.4

▲ 1.1

▲ 0.7

3,014,651

2,872,111

2,860,472

2,704,485

207,635

249,565

356,412

170,240

180,759

239,582

245,680

180,850

259,813

206,608

203,014

204,327

210,384

239,409

346,794

26.3

▲ 4.7

▲ 0.4

▲ 5.5

▲ 21.4

▲ 16.8

▲ 14.6

2.9

1.2

4.6

▲ 2.0

1.7

▲ 3.2

▲ 0.0

▲ 0.4

3.0

1.3

▲ 4.1

▲ 2.7

543

483

403

359

35

31

30

27

39

36

28

19

27

28

31

28

25

31

17

69,848

74,225

56,640

36,187

1,393

4,782

3,188

1,790

3,993

3,482

5,019

1,838

2,387

3,327

3,915

1,073

1,413

2,276

3,967

12,124

10,855

9,731

8,812

721

692

859

748

724

824

787

632

673

742

711

699

675

723

746

3,834,563

2,782,347

1,874,065

2,112,382

168,070

151,180

223,631

192,779

127,755

126,861

120,068

97,896

270,898

106,241

141,650

385,353

126,927

163,516

175,899

100.3

100.8

103.7

104.6

104.3

104.2

104.5

105.0

105.0

104.8

104.5

104.8

104.7

104.7

104.3

104.4

104.1

104.2

0.4

0.6

2.8

0.9

2.7

2.5

2.7

1.1

0.8

0.4

0.1

0.1

0.1

0.2

0.3

0.0

▲ 0.2

0.1

99.7

100.0

102.8

103.6

103.1

102.9

103.3

103.7

104.0

103.8

103.7

103.9

103.9

103.9

103.5

103.5

103.0

103.2

0.0

0.4

2.7

0.8

2.4

2.2

2.3

0.6

0.5

0.4

0.2

0.2

0.0

0.3

0.3

0.2

0.0

0.3

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

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） 2010年=100 前年比（％）2010年=100 前年比（％）

2012年

2013年

2014年

2015年

15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

16年  1月

2月

3月

資料出所

96.3

93.1

97.6

94.9

104.1

97.4

94.0

93.4

89.7

94.2

94.3

95.3

89.8

96.3

96.7

94.6

101.3

▲ 2.2

▲ 3.3

4.8

▲ 2.8

8.2

▲ 6.4

▲ 3.5

▲ 0.6

▲ 4.0

5.0

0.1

1.1

▲ 5.8

7.2

0.4

▲ 2.2

7.1

97.8

97.0

99.0

97.8

100.9

98.7

98.2

98.9

96.7

98.3

97.4

96.7

97.0

98.2

97.1

95.9

98.3

93.2

0.6

▲ 0.8

2.1

▲ 1.2

2.9

▲ 2.2

▲ 0.5

0.7

▲ 2.2

1.7

▲ 0.9

▲ 0.7

0.3

1.2

▲ 1.1

▲ 1.2

2.5

▲ 5.2

143.0

112.2

170.6

145.0

159.3

153.7

156.6

165.3

154.4

144.4

136.5

134.6

128.4

129.9

139.9

135.0

134.4

41.9

▲ 21.5

52.0

▲ 15.0

0.3

▲ 3.5

1.9

5.6

▲ 6.6

▲ 6.5

▲ 5.5

▲ 1.4

▲ 4.6

1.2

7.7

▲ 3.5

▲ 0.4

110.5

105.7

112.3

112.3

112.2

113.1

113.6

113.3

112.7

113.9

113.2

113.4

112.9

111.9

112.2

112.7

112.5

112.1

5.2

▲ 4.3

6.2

0.0

▲ 0.1

0.8

0.4

▲ 0.3

▲ 0.5

1.1

▲ 0.6

0.2

▲ 0.4

▲ 0.9

0.3

0.4

▲ 0.2

▲ 0.4

2,705

3,378

3,038

2,376

155

250

218

200

248

205

226

204

96

223

175

176

108

288

24.9

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

▲ 64.7

▲ 21.2

▲ 33.2

9.8

▲ 0.1

▲ 32.4

21.2

▲ 21.7

▲ 32.4

▲ 30.7

12.1

13.4

▲ 29.9

15.1

50,184

55,947

53,818

50,695

3,892

4,561

3,567

4,943

4,244

4,491

4,774

4,178

4,027

4,252

3,803

3,962

3,460

4,013

6.2

11.5

▲ 3.8

▲ 5.8

▲ 16.4

9.4

▲ 18.9

2.2

4.1

▲ 11.3

0.9

▲ 7.6

▲ 2.0

▲ 22.1

▲ 6.8

6.7

▲ 11.1

▲ 12.0

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

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

2012年

2013年

2014年

2015年

15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

16年  1月

2月

3月

資料出所

59,605

63,024

56,504

57,357

4,175

4,494

4,612

4,553

4,544

5,247

4,874

4,714

4,713

5,285

5,195

4,951
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6.4

19.1

737

794

834

863

947

881

875

861

773

859

901

816

866

967

829

781

972

966

12.5

7.8

5.0

3.5

3.0

1.7

4.7

0.1

▲ 4.0

6.8

4.3

4.9

0.9

5.4

9.3

6.2

2.7

9.6

10,428

10,575

10,799

10,572

901

799

931

853

923

886

874

835

799

837

868

1,067

870

789

▲ 2.0

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

▲ 0.2

1.2

▲ 12.4

5.6

2.7

▲ 2.0

0.1

▲ 0.8

▲ 0.8

1.6

▲ 1.9

▲ 1.9

1.4

3.8

195,916

197,774

201,973

200,491

17,216

14,987

17,151

16,081

16,929

16,413

17,057

16,056

15,114

16,072

16,490

20,925

16,913

14,886

▲ 0.8

▲ 0.4

0.9

0.4

▲0.0

1.3

▲ 12.9

8.6

5.3

▲ 0.2

2.1

1.8

1.7

2.9

▲ 1.6

0.0

0.9

2.2

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（％）

●有効求人倍率の年次は原数値。百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース
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なまずの里・吉川
「吉川に来て、なまず、うなぎ食わずなかれ」という
言葉があるように、東を江戸川、西を中川にはさまれ
たこの地には、豊富な川魚を生かした川魚料理の食
文化が根付いている。なかでも、なまずの人気は高く、
身を包丁でたたき、みそなどを練り込んで揚げた「な
まずのたたき」は、家庭の郷土料理としても親しまれ
てきた。
全国区の人気を誇るうなぎに比べると、目立たな

い存在だったなまずだが、グルメ情報検索サイトのぐ
るなびが昨年12月に発表した「2015年今年の一
皿」では、「なまずのかば焼き」が、「おにぎらず」や
「のどぐろ」などと並んで、６つの最終候補の1つに
選ばれ、一躍スポットライトを浴びた。これは、クロマ
グロの完全養殖に成功したことで知られる近畿大学
が、うなぎの味がするなまずの開発に成功したと発
表したことを受けたもので、漁獲高が大幅に減少し
たうなぎが、絶滅危惧種に指定されたこともあって、
うなぎの味がするなまずは、多くの人の関心を集め
ている。
農事組合法人吉川受託協会は、埼玉県農林総合

研究センター水産研究所の指導を受け、1996年か
ら、なまずの養殖に取り組んできた。ミネラルを豊富
に含んだ地下水で育てられた養殖なまずは、泥臭さ
がなく、大変おいしい。市内の川魚料理の料亭など
に卸されているので、吉川へお出かけの際には、是
非その味をお試しいただきたい。

芸術・文化のまちづくり
2012年3月17日、吉川市内では二つめの駅とな

る吉川美南駅が開業した。
市は、吉川駅前に、金色に輝くなまずの親子のモ

ニュメントを設置するなど、これまでも「芸術・文化の
まちづくり」を積極的に進めてきたが、新たなまちの
玄関口となった吉川美南駅周辺では、「風」をテーマ
とした様々なモニュメントが、訪れた人々の目や耳を
楽しませている。
吉川美南駅の東西を結ぶ自由通路にかけられて

いるのは、「金色のなまずモニュメント」も制作した漆
工芸の人間国宝・室瀬和美氏の壁画「漆画『木精』
風の香り」で、市の木である木犀の木々に遊ぶ子供
達の様子を鳥の形として表現し、金や夜光貝などを
用いた蒔絵螺鈿技法で描いた美しい作品である。
吉川美南駅西口に設置されている新宮晋氏作

の「風の森」は、その名の通り、風になびき、ダン
サーのように軽やかに舞う金属製の彫刻群である。
また、吉川美南駅近くの美南3丁目第二公園と同
第三公園には、六角鬼丈氏による風韻器と呼ばれ
る耳の形を模したモニュメントがあり、耳を当てると、
木立ちのざわめきや鳥の声などが、風の唸り声と
一緒に聞こえてくる。
これらの他にも、吉川美南駅から吉川駅に向かう
道路脇には、「風のアーチ」や「風の家」など、幾つも
のモニュメントが置かれているので、散策などのつい
でに、鑑賞されるのもよいだろう。

人とまちが輝く　快適都市　よしかわ

吉川市長　中原 恵人氏

吉川市
市長のメッセージ

「わらぼっち」のある風景
吉川市役所の応接室には、洋画家の故・岡崎幸

三郎氏が描いた「わらぼっち」の絵が飾られている。
「わらぼっち」とは、収穫後の稲わらをとんがり帽子
をかぶせたように積み上げたもので、雨にあたっても、
稲わらを腐らせず、長期に保存するための工夫であ
る。水が豊かで、平坦な土地に恵まれた吉川では、昔
から稲作が盛んで、大量に発生する稲わらは、家畜
の飼料としてだけでなく、江戸川対岸の野田のしょう
ゆ樽に結ぶ「しょうゆ縄」など、様々な加工品としても
大切に利用されてきた。
吉川市では、ふるさと納税に協力いただいた方へ

の返礼品として、この「わらぼっち」を含む風景画数
点の精巧な複製品を用意している。吉川のかつての
農村風景に関心のある方は、ふるさと納税を活用し
てみてはいかがだろう。 （井上博夫）

はじめに
吉川市は、埼玉県の南東部に位置し、北は松伏

町、西は越谷市と草加市、南は三郷市、そして、東
は江戸川をはさんで千葉県野田市と流山市にそれ
ぞれ接している。市域は、東西約4.2km、南北約
8.0kmで、面積は31.66㎢、人口は7万人を超えて
いる。
市内には、ＪＲ武蔵野線吉川駅と吉川美南駅の二

つの鉄道駅がある。市の南東部を常磐自動車道が
走り、隣接する三郷市の三郷スマートＩＣで水戸方面
との出入りを行えるほか、三郷ＪＣＴ・ＩＣも身近に利用
できることから、交通の利便性は高い。
吉川市は、2016年4月1日に、市制施行から20年

の節目の日を迎えた。市は、これまでの「歩み」を振
り返るとともに、未来に向けた新たな出発の年とする
ため、様々な企画を盛り込んだ市制施行20周年記
念事業をスタートしたところだ。

吉川市は今年4月に、市制施行20周年を迎えました。
今年1年を通じて、市民と市職員が一体となり特別記念イベントなどの事業を展開して

まいりますが、全てのイベントに共通するテーマは「吉川市の歴史と先人に敬意と感謝を！」
「吉川市の名産を使って！」「皆さんとともに！」です。そうした中で、吉川市に「価値ある未来」
を築いてまいりたいと思っています。

吉川市内の料亭などでは、伝統のなまず料理を楽しめる ＪＲ吉川駅前の「金色のなまずモニュメント」

吉川市概要

●ＪＲ武蔵野線　吉川駅、吉川美南駅
●常磐自動車道三郷スマートＩＣ（水戸方面出入りのみ利用可）から
　市役所まで約6㎞

主な交通機関

人口（平成28年4月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成28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

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成28年3月）ほか

71,179人

28,487世帯

42.6歳

31.66k㎡

179所

735.9億円

284店

568.7億円

81.5％

64.7％

さいたま市 越谷市

三郷市

吉川市
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「吉川市の名産を使って！」「皆さんとともに！」です。そうした中で、吉川市に「価値ある未来」
を築いてまいりたいと思っています。

吉川市内の料亭などでは、伝統のなまず料理を楽しめる ＪＲ吉川駅前の「金色のなまずモニュメント」

吉川市概要

●ＪＲ武蔵野線　吉川駅、吉川美南駅
●常磐自動車道三郷スマートＩＣ（水戸方面出入りのみ利用可）から
　市役所まで約6㎞

主な交通機関

人口（平成28年4月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成28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

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成28年3月）ほか

71,179人

28,487世帯

42.6歳

31.66k㎡

179所

735.9億円

284店

568.7億円

81.5％

64.7％

さいたま市 越谷市

三郷市

吉川市
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裏表紙

彩論  関東農政局長 石田寿 氏
 大競争時代と人材の恩返し

ズームアップ  株式会社栗原園
経営者セミナー 全国の100年企業取材で学んだ永続企業の法則
  ＴＯＭＡコンサルタンツグループ株式会社 
  代表取締役・公認会計士・税理士 藤間秋男 氏
調査  埼玉県における産業動向と見通し
 生産はこのところ横ばい、先行きも横ばいとみられる

アンケート調査  埼玉県内企業の2015年冬のボーナス支給状況
県内経済の動き

月次経済指標

タウンスケープ  吉川市
 人とまちが輝く　快適都市　よしかわ
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住宅地平均価格および平均変動率（地価公示）

資料：埼玉県「平成28年地価公示のあらまし」 
(注1）空欄は調査地点のないもの
(注2）新規及び選定替地点は、平均価格には含まれているが、平均変動率には含まれていない

（各年１月１日現在）

市町村名 平成２8年
（%)

平均変動率 

平成２7年
（%)

市町村名 市町村名

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

ときがわ町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

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
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