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ズ ー ムアップ

てもらったり、製品課題を国立大学の専門家等に相談
して知恵を借りたりするなど、長年にわたって培われた
人脈で、常に最先端の情報の取り込みを行っている。
また、それと同時に、展示会への出展による自社製品
のPRや新製品開発につながる情報の収集も怠らない。
「多くの学会や展示会に出展すると、商談のほか、
いろいろなお客さまから相談を受けたりもします。そこ
から新しいものを開発してつくるという、そういうエン
ジニアリング的なセールスというのでしょうか、それを
目指してやっています」

同社を支える社員は40名。社内のより良い人間関
係を築き上げるためには、「家庭的な雰囲気も必要」
と語る佐藤社長。そのため、売り上げ目標を達成する
と、全員に大入り袋が配られるほか、今でも社員の給
与や賞与は、袋に社長のコメントが入った現金で手
渡されているという。社長のそんな“人を大事にする
姿勢”が社員のヒューマンスキルを向上させ、顧客を
大切にする姿勢へとつながっているのかもしれない。
事実、顧客の同社営業スタッフに対する評価は高い。
「臨床検査について勉強したからといって、営業と
してやっていけるかといったら、そうではない。勉強や
基本的なマナーは必要ですけれど、人間対人間の仕
事ですからね。お客さまからは、うちの営業に対して
『おたくはスターが揃っているね』といわれます」
現在、同社は自社製品の製造・販売のほか、ＯＥＭ

製品や仕入れ販売も手がけている。また、医療・食品
分野に加え、成長戦略として新たなるジャンルへの製
品展開にも取り組んでいる。
「ようやく製品の形ができた段階で、これはなかなか
他社ではマネできないものです。ご期待ください(笑)」
時代がどう変わろうと、医療技術がいかに進化し

ようと、現場主義を貫く同社にとって、そういった変化
は恐れるに足りないこと。同社が現在進めている新
製品の詳細が明かされる日を、楽しみに待ちたい。

医療現場の医師やスタッフ等から、「こういうのを
つくれない？」「ここをこうしてくれない？」といった
ニーズやアドバイスを受け取ると、同社はスピー
ディーに試作品をつくり、持っていった。そんな大手企
業ではなかなか難しい小回りのきいた対応と、モノづ
くりの熱意が買われ、同社製品は医療現場スタッフ
の信頼を勝ち取っていく。
さらにガラスの検査器具を消毒・滅菌して使い回
す利用から、ディスポーザブル(使い捨て)利用へと移
り変わる時期がやってくる。その流れも同社成長の追
い風となった。

売り上げが急激に伸びたのは、前述した“Ｏ157集
団感染”が問題になった時のこと。当時、同社が東京
都立衛生研究所（現・東京都健康安全研究センター）
に収めていた「K型採便管」という検便検査製品の存
在を聞きつけて、保健所などから依頼が殺到したのだ。
「１週間以内に50万本ほど容器を送ってくださいと
依頼があったのを皮切りに、あの時は３カ月間くらい
徹夜でつくっていました。それ以降、市場でのニーズ
は高まりました。Ｏ157の感染をきっかけに、市場に
検便の検査が浸透したのではないかと思います」
その後の新しい「エコ採便管」は、特許となる“た
わみ構造”で適度な加減で培地に塗抹することがで
きるほか、転がり止めがついているため作業中の落
下を防止できる。また、キャップとスティック部を一体
成形しているため、検査技師による培地への手塗り
はもちろん、自動塗布装置も利用が可能だ。そこに、
他社にはマネできない製造技術がある。
「自動機械だと、ある程度たわみがあったほうがい
いんですね、培地となる寒天が軟らかいですから。こ
のたわみ構造は、私たちが検査現場で実際に使われ
るところを見て、『こうすると傷つくんだな』と、現場で
の問題点を見つけて生み出したアイデアです」
エコ採便管は、現在も売り上げを伸ばし、同社の主

医療現場で行われる血液や尿・便の検査、さらに、
食中毒や食品衛生管理で行われる細菌検査etc.そ
れら臨床検査の現場で活躍するのが、尿スピッツ（採
尿容器）やスポイト、シャーレ、病理検体等を入れるサ
ンプリングカップなどだ。身近なところでは、健康診断
や人間ドック等の採尿・採便検査で、それらのアイテ
ムを目にしたことがある人も多いだろう。
東洋器材科学株式会社は、それらプラスチック製

の検査用器材を製造・販売するメーカー。1,000点ほ
どの製品アイテムを取り扱い、食品製造・調理等の従
業員に対する検査市場において、同社の採便管は4
割ほどのシェアを持つという。
「平成8（1996）年に集団感染が多発したＯ157
で当社の採便管の発注が増え、それ以降も伸びてい
ます」（佐藤英輔社長）
医療の技術は日進月歩、その進化は常に現場で生

まれている。同社は創業以来、時代の流れと現場の
ニーズを的確にとらえた、使いやすく便利かつ高品
質・高性能な製品づくりを徹底してきた。それが「検
査器材といえば『トーヨー』」と、顧客から頼りにされ、
信用される今日につながっている。

「私は小さい頃から花屋で働いて、16歳で東京に来
ました。飲食店の皿洗いやバーテンなど数々の仕事をし
ましたね。やがて、輸血や輸液セットを加工する工場で働
きはじめたんです。私は意外と器用だったので、それが
認められて『工場長をやりなさい』と抜擢されました」
昭和37（1962）年、佐藤社長はその技術を持って
独立し、吉藤科学加工所を創業する。輸血や輸液
セットの開発・販売をはじめると同時に、プラスチック
製医療器材の製造を開始。そして昭和47年に東洋
器材科学㈱に改組し、スピッツやシャーレ等の製造・
販売をスタートさせた。製品をつくり、それを紹介する
カタログをつくり、電話帳に載っている医療機器製品
を取り扱う会社にカタログを郵送したのだが……問
い合わせの電話は、1カ月でたった3件しかこなかった。
「私自身、小さい頃に花を売り歩いた経験から、
やっぱりお客さまのところに行かないとダメだというこ
とに気づきました。それで国立病院や総合病院など
に出向いたら、徐々に販売につながりはじめたのです。
それが私の原点ですね」

高品質、安定供給、即納で、医療や食品現場をバックアップする
血液、尿、細菌等の検査用容器メーカー
医療や食品の検査現場で用いられる容器はガラスからプラスチックへ、さらに少量採取での検査が可能になったこと
で小型化へと、時代とともに進化が求められてきた。東洋器材科学はそんな高度化・多様化するニーズに応えながら、
「現場主義」のモノづくりスタイルで検査用プラスチック製品を開発・製造する。その安心の製品ブランドで、顧客から
絶大なる信頼を得ている。

東洋器材科学株式会社

創業当時から育まれた現場主義

埼玉県中小企業団体中央会 
会長 星野 進氏

力製品となっている。

同社の医療機材は医薬品医療機器等法（旧・薬事
法）に基づいて各種滅菌を行っている。医療機器で用
いられる最終滅菌法は、加熱法（乾熱や湿熱を使った
方法）、照射法（ガンマ線や電子線を使った方法）、
ガス法（エチレンオキサイドを使った方法）の3種類。

現在主流になっているガンマ線滅菌は、同社が業界
に先駆けて導入した。この滅菌法は、密閉された最終
梱包形態で滅菌することができ、ガス滅菌のようなガ
ス抜きや乾燥といった後処理が不要で有害物質が残
留しない等のメリットがある。
「エチレンオキサイドガス滅菌だと、体内への影響が
懸念されることもあって、当社も当時1,700万円もする
釜を買ってやっていたんですけれども、止めてガンマ線
滅菌に切り替えました。ガンマ線滅菌とはこういうもの
だ、というのを市場に定着させるまでに時間はかかりま
したが、もともとWHO（世界保健機構）も推奨してい

る滅菌方法なので、今はある程度定着しています」
ガンマ線滅菌は外部に依頼しており、東日本大震
災の際にも被害を受けることなく、順調に製品を供給
できたという。さらに同社は平成25年から「包装・滅
菌受託サービス」を開始する。これは個包装や医療
機器のキット化、滅菌包装材や袋の手配等といった
包装に関することから、ガンマ線をはじめとする各製
品に即した滅菌作業の受託、滅菌に関するコンサル
ティング業務等の仕事までを同社で請け負うというも

の。顧客からは、ワンストップでサービスをお願いでき
ると好評で、多くの依頼が寄せられている。

創業以来「何事も現場主義」の姿勢で製品を開発
し、販売を強化してきた同社。「できるだけ現場に足
を運んで情報収集して、そこでわれわれに何ができ
るかを考えていく」と社長が語るように、同社の営業
マンは足しげく現場に通う。
さらに、技術向上のため外部講師を招いて指導をし

設立６０周年
還暦の年を迎えます

本会は、来年７月２０日に設立６０周年を迎え
ます。
この時に当たり、「彩論」の誌面をお借りして、
埼玉県中小企業団体中央会の活動を紹介する
機会をいただきましたことに、心から感謝を申し上
げます。
中小企業団体中央会は、昭和３０年８月に「中
小企業等協同組合法」の改正に伴い、「中小企
業等協同組合中央会」として設立しました。
昭和３３年４月に「中小企業団体の組織に関す

る法律」の施行に伴い、「中小企業団体中央会」
と名称を変更しました。
埼玉県中小企業団体中央会は、県内組合の事
情により創立が遅れ、都道府県中最後の発足（沖
縄県を除く。）となり、昭和３１年６月１１日に創立総
会を開催、７月１１日に知事の認可を得て、同月２０
日に１７３組合の参加のもとに「埼玉県中小企業
等協同組合中央会」という名称で誕生しました。
以来、多くの先人役職員と組合員の叡智と勇
気と情熱をもとに発展し、今日では県内の８６５組
合、傘下組合員１７１，４２６中小企業等（重複加入
を含む。）の専門支援機関としてきめ細かい活動
を展開し、全国有数の中央会として評価されるま
でになりました。
本会の主要事業は、(1)中小企業の組織化に
関する指導、(2)組合等の組織、事業及び経営の
指導並びに連絡、(3)組合等に関する教育及び情
報の提供、(4)組合等に関する調査及び連絡、(5)
組合等及び中小企業の健全な発展を図るために
必要な事業、(6)国会、地方公共団体の議会又は
行政庁への建議などであります。具体的には、平
成２７年度事業目標として、組合等設立の目標２０
組合、組合巡回訪問の目標４，５００件、窓口相談
支援の目標１２，５００件、組合間連携支援の目標

25連携、組合青年部設立支援の目標１５青年部、
エコアクション２１普及・認定件数等の目標３５件を
掲げております。
また、平成２５年３月から始まりました国の補助
事業である「ものづくり中小企業・小規模事業者
試作開発等支援事業」「中小企業・小規模事業
者ものづくり・商業・サービス革新事業」等では
「埼玉県地域事務局」として、その機能を最大限
に発揮して補助事業者にアドバイザーを派遣する
など、経営の革新・活性化への事業支援を行って
います。
終わりに、埼玉県モデルとして全国へ発信して
いる事業を２件ご紹介します。
昨年１１月の県民の日を中心とした３日間には、

２９市町村の１３２の商店街が「人と街をつなぐ全
県一斉商店街まつり」を開催しました。
この事業は全国初の取り組みで、１３２の商店
街がそれぞれ工夫を凝らしたイベントを実施し競
り合いすることで、商店街単独では得られないＰＲ
効果を発揮するとともに、多くの県民が商店街を
訪れ、商店街の魅力に触れていただき楽しんでい
ただく機会を創出することを目的に実施し、多大
の成果を上げることができました。
もう１件の職員の仮説提案による「組合間連携
推進事業」は、平成２３年度から始め既に１８の連
携事業が実を結びつつあり、なかでも秩父樹液生
産協同組合と秩父観光土産品協同組合との「秩
父カエデ糖の特性を活かした新たな“カエデ糖”
商品の開発と販売」連携事業は、関東経済産業
局より「地域産業資源活用事業計画」の認定を
受け、全国的に注目されています。
これからも、埼玉県中小企業団体中央会に皆
様の一層のご指導ご協力を賜りますよう、心から
お願い申し上げます。

●代 表 者 代表取締役社長　佐藤 英輔
●設　　立 昭和47年12月
●資 本 金 1,000万円
●従業員数 40名
●事業内容 プラスチックの成形全般、プラスチック製医療器の製造販売、ディスポーザブル検査器具の製造販売、
 管理医療機器販売業、第三種医療機器製造販売業
●所 在 地 〒335-0003　埼玉県蕨市南町4-7-10
 TEL 048-447-3381　FAX 048-431-4685
●U R L http:// www.toyo-kizai.co.jp 

代表取締役社長　佐藤 英輔氏

文字のQ数は2月号に合わせています。
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ズ ー ムアップ

てもらったり、製品課題を国立大学の専門家等に相談
して知恵を借りたりするなど、長年にわたって培われた
人脈で、常に最先端の情報の取り込みを行っている。
また、それと同時に、展示会への出展による自社製品
のPRや新製品開発につながる情報の収集も怠らない。
「多くの学会や展示会に出展すると、商談のほか、
いろいろなお客さまから相談を受けたりもします。そこ
から新しいものを開発してつくるという、そういうエン
ジニアリング的なセールスというのでしょうか、それを
目指してやっています」

同社を支える社員は40名。社内のより良い人間関
係を築き上げるためには、「家庭的な雰囲気も必要」
と語る佐藤社長。そのため、売り上げ目標を達成する
と、全員に大入り袋が配られるほか、今でも社員の給
与や賞与は、袋に社長のコメントが入った現金で手
渡されているという。社長のそんな“人を大事にする
姿勢”が社員のヒューマンスキルを向上させ、顧客を
大切にする姿勢へとつながっているのかもしれない。
事実、顧客の同社営業スタッフに対する評価は高い。
「臨床検査について勉強したからといって、営業と
してやっていけるかといったら、そうではない。勉強や
基本的なマナーは必要ですけれど、人間対人間の仕
事ですからね。お客さまからは、うちの営業に対して
『おたくはスターが揃っているね』といわれます」
現在、同社は自社製品の製造・販売のほか、ＯＥＭ

製品や仕入れ販売も手がけている。また、医療・食品
分野に加え、成長戦略として新たなるジャンルへの製
品展開にも取り組んでいる。
「ようやく製品の形ができた段階で、これはなかなか
他社ではマネできないものです。ご期待ください(笑)」
時代がどう変わろうと、医療技術がいかに進化し

ようと、現場主義を貫く同社にとって、そういった変化
は恐れるに足りないこと。同社が現在進めている新
製品の詳細が明かされる日を、楽しみに待ちたい。

医療現場の医師やスタッフ等から、「こういうのを
つくれない？」「ここをこうしてくれない？」といった
ニーズやアドバイスを受け取ると、同社はスピー
ディーに試作品をつくり、持っていった。そんな大手企
業ではなかなか難しい小回りのきいた対応と、モノづ
くりの熱意が買われ、同社製品は医療現場スタッフ
の信頼を勝ち取っていく。
さらにガラスの検査器具を消毒・滅菌して使い回
す利用から、ディスポーザブル(使い捨て)利用へと移
り変わる時期がやってくる。その流れも同社成長の追
い風となった。

売り上げが急激に伸びたのは、前述した“Ｏ157集
団感染”が問題になった時のこと。当時、同社が東京
都立衛生研究所（現・東京都健康安全研究センター）
に収めていた「K型採便管」という検便検査製品の存
在を聞きつけて、保健所などから依頼が殺到したのだ。
「１週間以内に50万本ほど容器を送ってくださいと
依頼があったのを皮切りに、あの時は３カ月間くらい
徹夜でつくっていました。それ以降、市場でのニーズ
は高まりました。Ｏ157の感染をきっかけに、市場に
検便の検査が浸透したのではないかと思います」
その後の新しい「エコ採便管」は、特許となる“た
わみ構造”で適度な加減で培地に塗抹することがで
きるほか、転がり止めがついているため作業中の落
下を防止できる。また、キャップとスティック部を一体
成形しているため、検査技師による培地への手塗り
はもちろん、自動塗布装置も利用が可能だ。そこに、
他社にはマネできない製造技術がある。
「自動機械だと、ある程度たわみがあったほうがい
いんですね、培地となる寒天が軟らかいですから。こ
のたわみ構造は、私たちが検査現場で実際に使われ
るところを見て、『こうすると傷つくんだな』と、現場で
の問題点を見つけて生み出したアイデアです」
エコ採便管は、現在も売り上げを伸ばし、同社の主

医療現場で行われる血液や尿・便の検査、さらに、
食中毒や食品衛生管理で行われる細菌検査etc.そ
れら臨床検査の現場で活躍するのが、尿スピッツ（採
尿容器）やスポイト、シャーレ、病理検体等を入れるサ
ンプリングカップなどだ。身近なところでは、健康診断
や人間ドック等の採尿・採便検査で、それらのアイテ
ムを目にしたことがある人も多いだろう。
東洋器材科学株式会社は、それらプラスチック製

の検査用器材を製造・販売するメーカー。1,000点ほ
どの製品アイテムを取り扱い、食品製造・調理等の従
業員に対する検査市場において、同社の採便管は4
割ほどのシェアを持つという。
「平成8（1996）年に集団感染が多発したＯ157
で当社の採便管の発注が増え、それ以降も伸びてい
ます」（佐藤英輔社長）
医療の技術は日進月歩、その進化は常に現場で生

まれている。同社は創業以来、時代の流れと現場の
ニーズを的確にとらえた、使いやすく便利かつ高品
質・高性能な製品づくりを徹底してきた。それが「検
査器材といえば『トーヨー』」と、顧客から頼りにされ、
信用される今日につながっている。

「私は小さい頃から花屋で働いて、16歳で東京に来
ました。飲食店の皿洗いやバーテンなど数々の仕事をし
ましたね。やがて、輸血や輸液セットを加工する工場で働
きはじめたんです。私は意外と器用だったので、それが
認められて『工場長をやりなさい』と抜擢されました」
昭和37（1962）年、佐藤社長はその技術を持って
独立し、吉藤科学加工所を創業する。輸血や輸液
セットの開発・販売をはじめると同時に、プラスチック
製医療器材の製造を開始。そして昭和47年に東洋
器材科学㈱に改組し、スピッツやシャーレ等の製造・
販売をスタートさせた。製品をつくり、それを紹介する
カタログをつくり、電話帳に載っている医療機器製品
を取り扱う会社にカタログを郵送したのだが……問
い合わせの電話は、1カ月でたった3件しかこなかった。
「私自身、小さい頃に花を売り歩いた経験から、
やっぱりお客さまのところに行かないとダメだというこ
とに気づきました。それで国立病院や総合病院など
に出向いたら、徐々に販売につながりはじめたのです。
それが私の原点ですね」

高品質、安定供給、即納で、医療や食品現場をバックアップする
血液、尿、細菌等の検査用容器メーカー
医療や食品の検査現場で用いられる容器はガラスからプラスチックへ、さらに少量採取での検査が可能になったこと
で小型化へと、時代とともに進化が求められてきた。東洋器材科学はそんな高度化・多様化するニーズに応えながら、
「現場主義」のモノづくりスタイルで検査用プラスチック製品を開発・製造する。その安心の製品ブランドで、顧客から
絶大なる信頼を得ている。

東洋器材科学株式会社

創業当時から育まれた現場主義

埼玉県中小企業団体中央会 
会長 星野 進氏

力製品となっている。

同社の医療機材は医薬品医療機器等法（旧・薬事
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ガス法（エチレンオキサイドを使った方法）の3種類。

現在主流になっているガンマ線滅菌は、同社が業界
に先駆けて導入した。この滅菌法は、密閉された最終
梱包形態で滅菌することができ、ガス滅菌のようなガ
ス抜きや乾燥といった後処理が不要で有害物質が残
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懸念されることもあって、当社も当時1,700万円もする
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滅菌に切り替えました。ガンマ線滅菌とはこういうもの
だ、というのを市場に定着させるまでに時間はかかりま
したが、もともとWHO（世界保健機構）も推奨してい

る滅菌方法なので、今はある程度定着しています」
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創業以来「何事も現場主義」の姿勢で製品を開発
し、販売を強化してきた同社。「できるだけ現場に足
を運んで情報収集して、そこでわれわれに何ができ
るかを考えていく」と社長が語るように、同社の営業
マンは足しげく現場に通う。
さらに、技術向上のため外部講師を招いて指導をし

設立６０周年
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てもらったり、製品課題を国立大学の専門家等に相談
して知恵を借りたりするなど、長年にわたって培われた
人脈で、常に最先端の情報の取り込みを行っている。
また、それと同時に、展示会への出展による自社製品
のPRや新製品開発につながる情報の収集も怠らない。
「多くの学会や展示会に出展すると、商談のほか、
いろいろなお客さまから相談を受けたりもします。そこ
から新しいものを開発してつくるという、そういうエン
ジニアリング的なセールスというのでしょうか、それを
目指してやっています」

同社を支える社員は40名。社内のより良い人間関
係を築き上げるためには、「家庭的な雰囲気も必要」
と語る佐藤社長。そのため、売り上げ目標を達成する
と、全員に大入り袋が配られるほか、今でも社員の給
与や賞与は、袋に社長のコメントが入った現金で手
渡されているという。社長のそんな“人を大事にする
姿勢”が社員のヒューマンスキルを向上させ、顧客を
大切にする姿勢へとつながっているのかもしれない。
事実、顧客の同社営業スタッフに対する評価は高い。
「臨床検査について勉強したからといって、営業と
してやっていけるかといったら、そうではない。勉強や
基本的なマナーは必要ですけれど、人間対人間の仕
事ですからね。お客さまからは、うちの営業に対して
『おたくはスターが揃っているね』といわれます」
現在、同社は自社製品の製造・販売のほか、ＯＥＭ
製品や仕入れ販売も手がけている。また、医療・食品
分野に加え、成長戦略として新たなるジャンルへの製
品展開にも取り組んでいる。
「ようやく製品の形ができた段階で、これはなかなか
他社ではマネできないものです。ご期待ください(笑)」
時代がどう変わろうと、医療技術がいかに進化し

ようと、現場主義を貫く同社にとって、そういった変化
は恐れるに足りないこと。同社が現在進めている新
製品の詳細が明かされる日を、楽しみに待ちたい。

製品事例

工場での包装作業

医療現場の医師やスタッフ等から、「こういうのを
つくれない？」「ここをこうしてくれない？」といった
ニーズやアドバイスを受け取ると、同社はスピー
ディーに試作品をつくり、持っていった。そんな大手企
業ではなかなか難しい小回りのきいた対応と、モノづ
くりの熱意が買われ、同社製品は医療現場スタッフ
の信頼を勝ち取っていく。
さらにガラスの検査器具を消毒・滅菌して使い回
す利用から、ディスポーザブル(使い捨て)利用へと移
り変わる時期がやってくる。その流れも同社成長の追
い風となった。

売り上げが急激に伸びたのは、前述した“Ｏ157集
団感染”が問題になった時のこと。当時、同社が東京
都立衛生研究所（現・東京都健康安全研究センター）
に収めていた「K型採便管」という検便検査製品の存
在を聞きつけて、保健所などから依頼が殺到したのだ。
「１週間以内に50万本ほど容器を送ってくださいと
依頼があったのを皮切りに、あの時は３カ月間くらい
徹夜でつくっていました。それ以降、市場でのニーズ
は高まりました。Ｏ157の感染をきっかけに、市場に
検便の検査が浸透したのではないかと思います」
その後の新しい「エコ採便管」は、特許となる“た
わみ構造”で適度な加減で培地に塗抹することがで
きるほか、転がり止めがついているため作業中の落
下を防止できる。また、キャップとスティック部を一体
成形しているため、検査技師による培地への手塗り
はもちろん、自動塗布装置も利用が可能だ。そこに、
他社にはマネできない製造技術がある。
「自動機械だと、ある程度たわみがあったほうがい
いんですね、培地となる寒天が軟らかいですから。こ
のたわみ構造は、私たちが検査現場で実際に使われ
るところを見て、『こうすると傷つくんだな』と、現場で
の問題点を見つけて生み出したアイデアです」
エコ採便管は、現在も売り上げを伸ばし、同社の主

医療現場で行われる血液や尿・便の検査、さらに、
食中毒や食品衛生管理で行われる細菌検査etc.そ
れら臨床検査の現場で活躍するのが、尿スピッツ（採
尿容器）やスポイト、シャーレ、病理検体等を入れるサ
ンプリングカップなどだ。身近なところでは、健康診断
や人間ドック等の採尿・採便検査で、それらのアイテ
ムを目にしたことがある人も多いだろう。
東洋器材科学株式会社は、それらプラスチック製

の検査用器材を製造・販売するメーカー。1,000点ほ
どの製品アイテムを取り扱い、食品製造・調理等の従
業員に対する検査市場において、同社の採便管は4
割ほどのシェアを持つという。
「平成8（1996）年に集団感染が多発したＯ157
で当社の採便管の発注が増え、それ以降も伸びてい
ます」（佐藤英輔社長）
医療の技術は日進月歩、その進化は常に現場で生

まれている。同社は創業以来、時代の流れと現場の
ニーズを的確にとらえた、使いやすく便利かつ高品
質・高性能な製品づくりを徹底してきた。それが「検
査器材といえば『トーヨー』」と、顧客から頼りにされ、
信用される今日につながっている。

「私は小さい頃から花屋で働いて、16歳で東京に来
ました。飲食店の皿洗いやバーテンなど数々の仕事をし
ましたね。やがて、輸血や輸液セットを加工する工場で働
きはじめたんです。私は意外と器用だったので、それが
認められて『工場長をやりなさい』と抜擢されました」
昭和37（1962）年、佐藤社長はその技術を持って
独立し、吉藤科学加工所を創業する。輸血や輸液
セットの開発・販売をはじめると同時に、プラスチック
製医療器材の製造を開始。そして昭和47年に東洋
器材科学㈱に改組し、スピッツやシャーレ等の製造・
販売をスタートさせた。製品をつくり、それを紹介する
カタログをつくり、電話帳に載っている医療機器製品
を取り扱う会社にカタログを郵送したのだが……問
い合わせの電話は、1カ月でたった3件しかこなかった。
「私自身、小さい頃に花を売り歩いた経験から、
やっぱりお客さまのところに行かないとダメだというこ
とに気づきました。それで国立病院や総合病院など
に出向いたら、徐々に販売につながりはじめたのです。
それが私の原点ですね」

Ｏ157の集団感染で依頼殺到
人を大事にする社風

東洋器材科学株式会社ZOOM UP

力製品となっている。

同社の医療機材は医薬品医療機器等法（旧・薬事
法）に基づいて各種滅菌を行っている。医療機器で用
いられる最終滅菌法は、加熱法（乾熱や湿熱を使った
方法）、照射法（ガンマ線や電子線を使った方法）、
ガス法（エチレンオキサイドを使った方法）の3種類。

現在主流になっているガンマ線滅菌は、同社が業界
に先駆けて導入した。この滅菌法は、密閉された最終
梱包形態で滅菌することができ、ガス滅菌のようなガ
ス抜きや乾燥といった後処理が不要で有害物質が残
留しない等のメリットがある。
「エチレンオキサイドガス滅菌だと、体内への影響が
懸念されることもあって、当社も当時1,700万円もする
釜を買ってやっていたんですけれども、止めてガンマ線
滅菌に切り替えました。ガンマ線滅菌とはこういうもの
だ、というのを市場に定着させるまでに時間はかかりま
したが、もともとWHO（世界保健機構）も推奨してい

る滅菌方法なので、今はある程度定着しています」
ガンマ線滅菌は外部に依頼しており、東日本大震
災の際にも被害を受けることなく、順調に製品を供給
できたという。さらに同社は平成25年から「包装・滅
菌受託サービス」を開始する。これは個包装や医療
機器のキット化、滅菌包装材や袋の手配等といった
包装に関することから、ガンマ線をはじめとする各製
品に即した滅菌作業の受託、滅菌に関するコンサル
ティング業務等の仕事までを同社で請け負うというも

の。顧客からは、ワンストップでサービスをお願いでき
ると好評で、多くの依頼が寄せられている。

創業以来「何事も現場主義」の姿勢で製品を開発
し、販売を強化してきた同社。「できるだけ現場に足
を運んで情報収集して、そこでわれわれに何ができ
るかを考えていく」と社長が語るように、同社の営業
マンは足しげく現場に通う。
さらに、技術向上のため外部講師を招いて指導をし

本社社屋

多数の展示会や学会に出展

尿スピッツ 採便管

業界に先駆けガンマ線滅菌導入
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経営者セミナー 

皆さまこんにちは。伊藤麻美と申します。本日はよ
ろしくお願い致します。
今日3月11日は、震災から4年経つ日です。戦争で

も、あの震災でも自分の夢や思いを達成できないまま
亡くなった方たちが沢山いらっしゃいます。私はいつも、
そういった方たちの分まで自分は頑張ろう。しっかり
生きて、よい日本にしていくことが、自分のやるべきこ
とかなと、そんな思いでずっと経営をしてきています。
今日は、経験してきたこと、そしてこれから会社をどう
していきたいかを、お話しさせていただきます。

当社は貴金属めっきを中心にやっており、9割くらい
が貴金属めっきで、それ以外は無電解めっき、イオン
プレーティングなどです。現在は多品種変量生産とい
うことでやっています。変量というのは、1点でもめっ
き加工を請負うということで、医療機器、管楽器のフ
ルート、サックス、世界的に著名な演奏家の楽器など

を手掛けています。その他、文房具、女性もののアク
セサリーや国宝級の美術品などもめっきさせて頂い
ております。めっきはローテクな分野に思われがちで
すが、携帯電話から飛行機など、全てめっきが無いと
現在のわれわれの便利な生活ができないほど、ハイ
テクを支える重要な技術分野だということはわかって
います。
このように多岐にわたるお客様とお取引をさせて
頂いておりますので、突出したメインのお取引先や業
種はありません。多品種変量生産にならざるを得な
かった事情であり、またそれが生きる道でもあったの
で、このような形で生産するようになりました。

当社は1958年に私の父が設立しました。父は弱
冠27～28歳でした。設立当初は腕時計のめっきが
メインです。当時腕時計は高価で、これから皆が持
ちたいと思う物の中に時計があり、時計、車、マイ
ホームと進んでいくと考え、父は時計のめっき会社
を創ろうと思ったのだと思います。当時ヨーロッパが
先端であっためっきの技術ですが、父は5、6人の技
術者を集めて研究を重ね、欧米の技術水準を超え
るほどの「高速度厚付めっき」の技術を開発し、セイ
コーさんをはじめ当時の大手ウオッチメーカーすべ
ての指定工場になっていきました。父の読み通り時

計の需要も増えていき、業績は好調に推移していき
ました。技術開発を重ね差別化を図りながら、めっき
会社以外にアクセサリー関連、眼鏡の製造など多角
化も図っていきました。

しかし1991年、父が急逝したことにより当社に経
営危機が訪れます。手遅れの大腸がんでした。父は
まさか自分の命がそんなに短いと思わず亡くなってし
まったので、経営者として本来やるべきことができな
かったと思います。私が23歳のときで、ラジオのディ
スクジョッキーの仕事をしておりました。
会社は業績的には当時ピークだったと思いますが、
父の死の翌年からガタンと経営状態が悪くなってい
きます。悪化の要因は腕時計のめっきへ依存してい
たことです。父はピークを迎えていた時計に代わる次
の事業の柱を多角化により模索していました。ところ
が残念なことに指導者が不在となり、残された社長
は業態を変えることに挑戦せず、また営業をかけてい
く努力も怠りました。国内で生産していたウオッチメー
カーは中国をはじめアジア諸国へ進出し、売り上げは
減っていきます。91年を境目にめまぐるしく会社の状
態は悪くなり、蓄えていた会社の資産の取崩しを続け
ていました。
当時私は、ディスクジョッキーの仕事が好きで、それ
を続けながら自分は生活を立てて行く考えでした。し
かし社会で学んでいく中で、若い女性を好む風土が
ある日本において、女性が一生涯活躍し続けていくこ
とは難しいなと感じました。そこで私は、手に職をつけ
ようと、アメリカに留学して、結果的に宝石の鑑定士
と鑑別士の資格を取り、アメリカを自分の拠点にしよ
うと思っていました。しかし、まさにアメリカで就職しよ
うとしていた矢先、日本から「会社が倒産しそうなの
で、戻って来てほしい」という電話が入ったのです。私
が住んでいた東京の自宅は会社名義でした。当時の
社長が会社資産である私の自宅を売却するに当たり、
私の荷物がまだあったので「売却のために引っ越して
くれ」とのことでした。引っ越しのために戻って来て、
会社の現状を知ることになります。

　　　　　　

予想以上に会社は深刻な状態でした。父が亡く
なって8年もたたない間に、借金が10億円以上に膨
れ上がり、約200名いた社員は48名に減っていました。
最初のうちは人ごとのようでしたが、大宮の工場で
いろんな会議に参画していく中で、会社は残さなけれ
ばいけないという思いが急に強くなりました。それは
自分の父がつくり上げたものの大きさです。スター
ターの凄い信念が詰まっているこの会社をいとも簡
単になくしてしまうのはどうなのか。また、社員の後ろ
に見える家族の存在、また自分自身がこの会社や、社
員たちの頑張りから受けてきた恩恵などを考えると、
この会社は絶対に残さなければいけないという思い
が強くなりました。しかし、まだ自分の力で残そうとい
う思いは出ず、誰かに助けてもらおうといろいろ模索
しますが、当然社員にはそんな人はおらず、周囲を探
しても絶対に手を出したくないというのが当社の状況
でした。
しかし、私は絶対にこの会社は甦ると勝手に思い
始めました。それは私が父を愛しているから、愛して
いる父がつくった会社だから絶対にこれは生きる。自
分が一番会社のファンだからこそ技術があるに違い
ない。数字だけで判断するのはいかがなものかと思
いました。私は人に頼らず、命がけの勝負として、やる
べきではないかと思い始めました。多くの方たちが、
私が会社経営をすることに反対されましたが、自分が
最後に死に際で振返ったときに、ここで会社を継がな
ければ絶対後悔すると思ったのです。
会社の10数億円の借金には、それを保証して行け
るのかすごく悩みました。私は分からないことは徹底
的に聞きます。弁護士の先生に自己破産についても
詳しく教えて頂き、命が残るのであれば10数億の借
金も怖くないと思いました。それで私は代表取締役に
就任することを決断しました。ちょうど15年前の3月
でした。

創業者の娘といっても、社員からの信用は全くなく、
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「2020年、2024年、そして2057年を目指して」
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伊藤 麻美氏
日本電鍍工業株式会社　
代表取締役
プロフィール

はじめに

平成27年3月11日（水）、日本電鍍工業株式会社代表
取締役の伊藤麻美氏を講師にお迎えし「2020年、2024
年、そして2057年を目指して」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。

社員に挨拶をしても無視されたり、鼻で笑う社員さえ
いました。でも、とにかく一人ひとりが挨拶を交わして
くれるまで、無視する社員の後を追いかけながらこち
らから挨拶を続け、一週間以上たってやっと全員が挨
拶を交わしてくれるようになりました。
また、社員からの会社の愚痴、不平不満、父への悪
口などがどんどん噴出していました。会社の状況が悪
くなるのを目の前で見ているので、皆フラストレーショ
ンが溜っていたのだと思います。とにかく毎日不平不
満を聞き続け、信じてもらわなければいけない。信用
というのは一夜にしては築けないと痛感しました。
取引銀行からも冷たくあしらわれました。当時の
取引銀行は政府系金融機関とメガバンクだけでし
たが、メガバンクは特に厳しく、就任のあいさつに
行っても、まともに取り合ってくれない状態でした。
私は、とにかくこれを挽回しよう。今に銀行から「借
りてください」と言わせてみせると誓いました。社員
に対しても銀行やお取引先に対しても、代表取締役
である自分が結果を出さなければいけないと思いま
した。

当時、日産のカルロス・ゴーンさんがリストラを進め
ていました。しかし私は、社員は会社の財産、宝、社員
あっての会社と考え、現在の人員で黒字化することを
目標としました。
第一に、先ず手掛けたことは、やはり営業です。い
ろいろな営業をやりましたが、一番効果的だったのは、
インターネットを通じての営業でした。2000年当時は
中小企業でホームページを作成しているところは少
数だったのですが、ＮＣネットワークという製造業を中
心とする受発注のネットワークに登録し、たくさんの
問い合わせに接して行きながら、また同業者の社長
さん方にも意見を聞きながらめっきについて勉強しま
した。自分なりに自社のＳＷＯＴ分析をした結果、今ま
で社員が当たり前だと思っていた技術が、実は貴重な
難しい技術だったというミスマッチが生じていること
が分かりました。時計は肌に触れるめっきが必要で、
アレルギーを起こしてはいけないめっきの仕方を当社

は40～50年前から当たり前にできていた。この技術
をもっと打ち出して行けば、マーケットは広がるのでは
ないかと考えました。ではどの分野へ広げていくか。
世の中はＩＴブームでしたが、いつかは頂点が来るは
ずで、しかも設備投資が必要。手作業でめっきをする
当社に競争力があり、付加価値が高く、景気の変動
に左右されにくい分野は何かと自分なりに考えた結
果、医療と健康、そして女性なので美容という3品目
をメイン候補に挙げました。
当社の強みである、肌に触れる貴金属へ厚く、精
密にめっきをする技術に医療メーカーさんから引き合
いがありました。これは当社のオリジナルのめっき液
だからこそできる技術です。この案件に対して、当初
社内のミーティングでは、今までやったことがない等
の反対意見ばかりでした。私はここで諦めて、できな
いと言った瞬間に当社の未来は無くなると懸命に説
得し、やっと2人の技術者がやってみましょうというこ
とでスタートしました。結果的にその技術は数カ月後
には成功し、更に数カ月後には量産試作に入るほど
になりました。この成功で社員もやる気になり、自信を
もつことができました。付加価値の高い分野への営
業が、黒字転換への第一歩でした。
もう一つ心掛けたのは、会社の業績の開示です。
社員の皆が本気で働いて、経営に参画する意識をも
たなければ、会社は復活しないと思ったので、あえて
会社の業績を全部オープンにしました。コスト意識が
芽生え、社員の意識が変わっていきました。
さらにもう一つ心掛けたのは、選択と集中です。技
術を活かし、もっと小型のめっきに特化しようと思い、
溶射という表面処理の部門は閉鎖しました。時計の
割合は就任当初9割でしたが、3年後には3割に下
がって、医療、楽器、その他個人のお客様も増え、付
加価値の高い品目が増加しました。売上高は変わっ
ていないですが、構成が変わり、社員の意識が変わっ
たことなどで、3年で黒字になりました。

黒字になったのはよいのですが、増加運転資金が
必要になり資金繰りには苦労しました。税理士の先生

と相談し、税金、社会保険を止め、差押え寸前のとこ
ろまできました。しかし、政府系の金融機関は3年で
黒字化したことを評価して下さり、他行を含めた返済
の猶予を提案してくれました。交渉に苦労しましたが、
何とか全行で返済猶予が成立しました。政府系金融
機関からの次の宿題はメイン銀行探しです。いろんな
金融機関を回りましたが、どこからも断られ、沈む私を
見て、社員が励ましてくれました。
今から10数年前、埼玉県で女性経営者の殆ど
の方は、いろいろな会合には出席されていませんで
したが、私は自分の成長の場と考えて出席していま
した。
ある会合の懇親会の場で私は、銀行の社長さんと
ご挨拶をしました。交わした会話は社交辞令だと思っ
ていましたが、翌週に最寄り支店のご担当が、またそ
の後、支店長さんが来社されました。5回、6回と様々
なヒアリングをして、工場をご覧になり、決算書を10
期分提出した数週間後、「借換えが成立しました」と
いう嬉しいニュースを持ってきて下さいました。その
銀行は数字だけで当社を評価しませんでした。今まで
の流れ、現在そして将来を様々な角度から評価してく
れました。3年目で黒字になった後、当社は6年目で正
常化しました。資金繰りも少し楽になり、手形を廃止
することもできました。
　

私はこれまでの社員の献身的な頑張りに対して、何
とかして賞与で感謝の気持ちを表したかったのです。
2007年に正常化したことで、初めて何とか１カ月分
が出せました。翌年は2カ月分が出せまして、次は3カ
月分と思っていたら、2009年にリーマンショックが来
ました。しかし、お取引先が分散していた為、何とか3
割減で凌ぎ、一人のリストラもせず乗り切れました。
10名の新規採用を内定していた直後のリーマン
ショックで、予定どおり採用すべきか、すごく悩みまし
たが思い切って採用しました。今一番活躍しているの
は彼らです。何が大切か。「人として心のある決断」
が一番重要だったと思います。今までそれで間違った
ことは無いような気がします。

今、全社員で2020年のオリンピックのメダルめっき
の仕事を目標としています。東京開催が決定した時
から、どうしたらメダルのめっきの仕事ができるか考
えようということで、全員でわくわくしながら、いろいろ
なことに挑戦しています。
2024年というキーワードは、この年までに貴金属
めっきにおいての多品種変量生産の世界一になろう
という自主目標です。世界一というのも自分たちで決
めるのですが、まだまだこれからのところです。
職人気質の体質が残るめっきの仕事は更に標準
化が必要です。「５Ｓ」も更に徹底していきたいと思い
ます。これからの人口減少社会においては、女性でも
めっきができる現場をつくらなければなりません。温
故知新で次につながる百年企業を目指していきたい
と思います。
2057年が我が社にとってちょうど100年目です。
父が三十数年しか見届けられなかったので、私はこ
の目で会社の50年を見ていきたいと思います。私が
就任してから15年続いています。100年を迎えるに
あたって様々な試練がやってくるかもしれませんが、
常に前向きに物事をとらえ、試練を試練と思わずに
やっていきたいと思います。

直訳すると「地球と仲良く」という意味ですが、これ
を思い立ったのは、やはり愛だと思います。経営者の私
が、社員に与える愛が重要だと思います。そうすれば社
員はいい仕事をします。お客様はそれを喜んで下さり、
結果、利益につながります。それはまた社員に還元しま
す。社員は心も豊かになります。大げさかもしれません
が、日本電鍍から日本を良くして、ゆくゆくは地球を良く
するかもしれない。次の世代にいい日本を残していきた
い。そんな思いで日々経営しています。これからもご縁
を大切にしながらいい会社をつくり続け、次の世代へと
受け継ぎながら、日本電鍍の魂はこれからも継続でき
るような、そんな会社にしていきたいと思っております。
ご清聴、ありがとうございました。

日本電鍍工業について

父の経営

経営危機の訪れ

代表取締役に就任直後

受け継ぐ決意

わが国経済は、企業部門に改善がみられるなど、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じて
みれば底堅い動き、生産は持ち直し、企業収益は改
善の動きがみられ、雇用情勢は改善傾向にある。先
行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、原
油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
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。先行きは、緩やかな回復が期待され
ている。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
４～６月期の天気図は、薄日が建設、大型小売店、
曇が一般機械、電気機械、輸送機械、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、10～12月期より減少したもの
の、これには高い伸びとなった前期からの反動減が
含まれており、基調としては緩やかながらも回復して
いる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回った。産業向け
や北米向けの自動車関連が順調だったものの、前
年の反動がみられた。先行きは、徐々に回復してくる
と期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、消費増税の影響が一巡することな
どから、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前期比横ばい程度の水準で推移し
た。先行きについても、生産は現状程度のペースで
進むとみられる。

○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行きも
順調な動きが続くと見込まれている。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が高水準なことから

(1)一般機械…緩やかながらも回復基調
一般機械の１～３月期の生産は、10～12月期より
減少となったものの、これには高い伸びとなった前
期からの反動減が含まれており、基調としては緩や
かながらも回復している。
農業用機械や発電用ガスタービン、医療用機械

などは比較的堅調に推移したものの、資源国向け
の輸出が伸び悩む建設機械はやや低調で、比較的
堅調だった太陽光発電用パネルやスマホ関連部品
なども、動きが一服している。旋盤やプレス機など金
属加工機械は総じてみれば底堅いものの、メーカー
ごとの業績にばらつきがみられる。
為替の円安基調を受けて、事務用機械など、ごく
一部ながら生産拠点の国内回帰を目指す動きが出
始めている。しかし、こうした企業から、部品や金型
などの新規取引の打診があっても、提示される価格
条件は大変厳しい。また、過去の生産拠点の海外
移転に伴い、仕事量が減少してきた金型メーカーな
どでは、最低限の設備・人員で運営している先も多
いことから、急に増産を求められても、対応はそれほ
ど簡単ではないようだ。
ものづくり補助金などの効果もあり、先行きも、一
般機械の生産は、緩やかながらも持ち直していくと
みられる。しかし、製造業の現場では、パート・アルバ
イトなどの時給が上昇しており、新規学卒者の採用

砂漠などからの砂埃）、国内向け製品より、より耐久
性が求められている。家電製品の多くは国内での
生産を縮小しており、海外の工場からの輸入に依存
しているケースが多く、円安は収益的にはマイナス
に働いている。
テレビ関連は、消費増税の反動減もあり前年を下
回って推移している。ただ、20型未満の小型テレビ
の販売は好調だったようだ。１～３月期は例年１人暮
らしを始める学生、社会人が増加することに加えて、
今年は３月末頃に期限となるケーブルテレビ事業者

される。
トラック関連：１～３月期のトラックの生産は堅調に
推移したようだ。震災の復興需要や2020年の東京
オリンピック関連の建設需要、都市部の再開発需
要などで国内販売が好調だった。
先行きも、建設需要の高まりから国内のトラック
需要は堅調に推移すると予想され、高い水準での
生産が続くだろう。懸念材料としては、国内では公
共投資が徐々に減衰することや、原油価格の下落
による海外でのインフラ需要の低下など海外景気
の減速があげられる。
部品メーカー：１～３月期の生産は、トラック部品メー
カーでは工場のフル稼働が続いたところがあったが、
乗用車部品メーカーの生産は、乗用車生産が低調
に推移しているため前年を下回ったとみられる。ま
た、乗用車ではこのところ軽自動車や小型車の割合
が高まっているため、利幅が小さくなり部品メーカー
では収益面で厳しくなっているようだ。
先行きについては、完成車メーカーの生産が徐々

に持ち直すことから、部品メーカーの生産も減少に
歯止めがかかるだろう。

(4) 鉄鋼…横ばい程度で推移
１～３月期の棒鋼の生産は、前期比横ばい程度の
水準で推移したとみられる。
首都圏では、物流倉庫や介護施設の新設が続き、
高速道路建設や公共施設の耐震工事なども底堅く
推移しているが、消費増税に伴う駆け込み需要の

順調に推移するとみられている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。先行き
は、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくると期
待している。

　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減な
どから前年を下回る。先行きは、建築コストの上昇
分を販売価格に転嫁できず、供給減の姿勢が強
まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税による駆け込み購入
の反動減から前年を下回ったとみられる。先行きは、
実質所得の増加から売上は上向きに。

も以前より難しくなっている。こうした状況を受けて、
中小企業でも、ベースアップの実施を検討する企業
が出始めていることから、賃金引上げに対応できな
い企業では、人手不足など雇用環境の悪化が進む
可能性もある。

(2)電気機械…前年をやや下回る
１～３月期の生産は、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったものの、前年をやや下回って推
移した。昨年の消費増税後の生産は、上期は増税
に伴う前倒し需要の反動から、停滞気味に推移した
ものの、下期からは持ち直しの傾向がみられる。
大手企業では、今春のベースアップを昨年以上

の上昇率で実施するようだが、県内の中堅・中小企
業では、収益の従業員への還元をベースアップでは
なくボーナスでと検討している企業が多い。ただ、
ベースアップか、ボーナスにするかは、ヒアリング実
施時点では各社とも未定としていた。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引

き続き順調に推移している。一部で、米国での自動
車ローンがサブプライム化しているという指摘が
あった。産業向けは、堅調に推移している。
インバータのエアコン、冷蔵庫、洗濯機などの白物
家電は、前年並みを計画していたが、海外向けは前
年を上回ったものの、国内向けが前年を下回って推
移した。
新興国向けの白物家電では、日本に比べて気象
条件などが過酷なため（高温、寒冷、高湿度、乾燥、

が提供してきたデジアナ変換のサービスの終了に
伴う特需が発生したためである。デジアナ変換サー
ビスを利用していた世帯は、テレビ画面は小さくても
いいとする高齢者世帯や、２台目以降の利用である
ため小型テレビでいいというケースが多い。
国内のテレビ生産は、フルハイビジョンの約４倍の
解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価値製品へシ
フトしている。ただ、４Ｋテレビは、放送される４Ｋ対
応のテレビ番組自体が未だ少なく、本格的な普及に
は時間がかかりそうである。
先行きは、新製品の投入などから、徐々に回復し

てくると期待されている。また、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…前年割れ続く
乗用車：１～３月期の県内の乗用車販売台数は、前
年比２ケタの減少となった。前年は消費増税前の駆
け込み購入が活発となり販売が増加したため、その
反動から大幅に減少した。しかし、販売台数は一昨
年の2013年１～３月期を上回っており、台数の水準
は極端に低いわけではない。内訳をみると、13年に
比べ登録車が減少し、軽自動車は増加している。ま
た、販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつ
きが大きかった。
県内の生産動向をみると、完成車メーカーの販
売が低調に推移しているため、１～３月期の県内生
産も前期に続き前年割れになったとみられる。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、昨年10～12月期が
前年比▲19.2％、１月が同▲27.3％と前年を大きく
下回り、生産は停滞気味で推移している。
先行きの県内生産については、４月にエコカー減
税の基準が厳格化されることから、慎重な見方が
あるものの、消費増税の影響が一巡することや新
型車投入効果もあり、徐々に持ち直していくと予想

反動から、マンションの着工は落ち込んでいる。建
設現場では、鉄筋工や型枠工など建設技能労働者
が不足し、施工可能な工事の量が限られていること
もあり、受注残にかかわらず、棒鋼の生産量が制約
される状況が続いている。
足元では、2020年の東京オリンピック開催に向

け、国立競技場の建て替えをはじめとする建築プロ
ジェクトが動き始めている。都心部の再開発案件も
相次いで立ち上がっていることから、棒鋼の需要は
当面底堅く推移しよう。
建設技能労働者の不足に対しては、接合に高度

な技術を要しないネジ節鉄筋の導入など、対応を進
める棒鋼メーカーもあるが、ゼネコンの側でも、設計
段階で、鉄筋コンクリート造から鉄骨造へシフトする
動きがみられる。当面、棒鋼の生産は現状程度の
ペースで進むとみられるが、鉄骨造へのシフトがこ
れまで以上のペースで進むようだと、生産が若干減
少する可能性もある。
１～３月期まで、スクラップ価格の下落が続いたこ
とで、製品価格とのスプレッドが拡大し、棒鋼メー
カーの収益は改善した。しかし、足元では製品価格
が弱含みで推移するなか、スクラップ価格は下げ止
まりの兆しをみせており、今後、スプレッドは縮小に
向かう可能性が高い。電力料金の引き上げに伴う
負担増が重い業種であり、先行きの収益について
は、楽観を許さない状況にある。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を若干下回って
推移している。国内設備投資の持ち直しを受けて、
工作機械向けは底堅く推移したが、輸出が弱含ん
でいる建設機械向けは弱含んでいる。
現状、一部ではそれなりの受注残を抱える企業も

みられるものの、短い納期の仕事をこなすのが精一
杯という企業が少なくない。鋳物についても、当面
は現状程度の生産量で推移するのではないか。
収益は引き続き厳しい。電気料金引き上げ分の
転嫁が進んでいない企業も多いものの、足元、銑鉄

やコークスが値下がりしていることもあって、価格改
訂交渉自体が難しい状況になっているようだ。 

(5)建設…順調に推移
１～３月期の建設は、労務費や建設資材価格、輸
送費などの建築コストが高止まりしているものの、公
共工事を中心に引き続き順調に推移している。
人手不足による労務費や建設資材価格の高騰は
落ち着いてきたが、水準自体は高止まりしている。
2020年のオリンピックまでは、逓増傾向が続くとみ
られている。
先行きは、受注残が高水準なことから、各社とも
選別受注を強めており、順調な動きが続くと見込ま
れている。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの工事を中心に順調。ただ、入札では不調が見
られる。
不調の要因として、現場監督者不足が指摘され

ている。現場監督者は、案件ごとに兼務不可で１名
が指定される。そのため、小口案件より大口案件を

受託した方が、現場監督者を有効に活用できるため、
小口案件で不調が発生しやすい状況にある。
現場監督者不足の解消や、若者の建設業への就
職を促す目的で、積極的に福利厚生を厚めにする
企業がみられた。
先行きは、受注残が高水準なことから、引き続き
順調に推移するとみられている。
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、足元での労務費や建設資材価格の上昇
が落ち着いてきたこと、様子見状態であった民間建
築の引き合いにそろそろ動きが見られそうだと期待
しているものの、契約・着工までにはまだまだ時間が
かかりそうだ。
先行きは、消費増税が延期されたことから、それ

に伴う前倒し需要が発生しないため、工場や倉庫、
ビルなどの民間建築需要の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：１～３月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の前倒し需要の反動から、前年水準を下回る。県内
建設業者は、一部地域を除いて、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
んで対応しているようだ。また、高齢者の住宅などで
手すりや浴槽、内装などのリフォームの需要は根強
くある。
首都圏の中でも地価が相対的に低い埼玉県では、
販売価格に占める建築コストの割合が高くなり、そ
のまま転嫁すると販売価格の大幅な値上げとなり、
地域に見合った価格を超え、苦戦を強いられている。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県におけるマ

ンション契約率は2014年12月47.8％（首都圏
69.9％）、2015年１月67.3％（同74.9％）、２月
71.1％（同74.5％）と、首都圏平均を下回っており、
かつ好不調の目安と言われている70％を下回って
推移することが多い。

埼玉県ではマンションの供給を抑えているにもか
かわらず、契約率は70％を下回ることが多く、販売
環境は数字以上に悪化している。ただ、ＪＲ京浜東北
線沿いの川口、浦和、大宮地域は立地条件が良く、
県内では販売が好調な地域である。
先行きは、顧客は購入意欲も一段落し、物件購入

には一段と慎重になっている。購入想定価格内で、
「要るもの」についてはこだわりを持って選別し、「要
らないもの」については予算との兼ね合いで選択す
る傾向が強まっている。
業者は、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で

きず、「集客はできるが、販売は難しい」と供給減の
姿勢が強まっている。
2017年４月の消費増税（８％→10％）については、
住宅業界では特別な対策を行っていない。マンショ
ン、分譲戸建とも、案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…駆け込みの反動で減少
百貨店：１～３月期の県内百貨店の売上は、前年を下
回ったとみられる。気温の上昇で春物の衣料品に動
きがあったが、前年同期は、消費増税に伴う駆け込
み購入があり、その反動で減少した。昨年の４月以
降、県内百貨店の売上は前年を上回る月もあったが、
消費増税後の落ち込みからの戻りは総じて鈍い。免
税対象が化粧品や食料品等の消耗品に広がったこ
ともあり、都心では訪日外国人客による免税品の売
上が増加し全体の売上を押し上げているが、県内で
は全体を押し上げるほどではないようだ。
一方、時計、宝飾品、高級ブランド品などの高額
品の販売は堅調に推移しており、富裕層を顧客と
した外商部門の売上も伸びている。株価が堅調に
推移したため、資産効果により高額品の購入に動
きが出ているようだ。富裕層の消費は比較的堅調
だが、ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢
いが欠けている。賃上げやボーナスの増加で消費

者の所得は改善方向にあるが、消費増税を含めた
物価上昇により実質所得が目減りしていることが
背景にあるとみられる。また、消費者は値段が安い
だけでは買わなくなり、買い物にメリハリをつけ、買
うものを選びながら堅実に買うのが特徴、との見方
もあった。
４月以降は、消費増税による物価押し上げ効果が
一巡する一方、賃上げの動きも広がるとみられ、低
下していた実質賃金が前年を上回るため、売上の
回復につながると予想される。
スーパー：県内スーパーの売上は、消費増税翌月の
昨年５月以降、前年比プラスに転じており、百貨店に
比べ堅調に推移している。ただ１～３月期の売上は、
前年の消費増税による駆け込み購入の反動があり、
前年を下回った模様である。肉や惣菜など主力の食
料品の売上は相場高の影響もあり堅調だったが、衣
料品の販売が振るわなかった。
消費増税後、中間層の家計への圧迫感が強まり、
消費者の節約志向が強まったようだ。品質にあまり
差のない日用品については、低価格・節約志向が強
まる傾向がみられている。一方、節約志向はあるも
のの、安いだけでは商品を買わなくなり、品質に納得
すれば多少高くても購入するという動きもある。
先行きをみると、消費増税が先送りになったこと

により、昨年のような消費増税による物価上昇がな
くなるため、減少が続いていた実質所得は増加に向
かうと予想される。所得環境の改善を背景に、スー
パーの売上も増加するだろう。
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経営者セミナー 

皆さまこんにちは。伊藤麻美と申します。本日はよ
ろしくお願い致します。
今日3月11日は、震災から4年経つ日です。戦争で

も、あの震災でも自分の夢や思いを達成できないまま
亡くなった方たちが沢山いらっしゃいます。私はいつも、
そういった方たちの分まで自分は頑張ろう。しっかり
生きて、よい日本にしていくことが、自分のやるべきこ
とかなと、そんな思いでずっと経営をしてきています。
今日は、経験してきたこと、そしてこれから会社をどう
していきたいかを、お話しさせていただきます。

当社は貴金属めっきを中心にやっており、9割くらい
が貴金属めっきで、それ以外は無電解めっき、イオン
プレーティングなどです。現在は多品種変量生産とい
うことでやっています。変量というのは、1点でもめっ
き加工を請負うということで、医療機器、管楽器のフ
ルート、サックス、世界的に著名な演奏家の楽器など

を手掛けています。その他、文房具、女性もののアク
セサリーや国宝級の美術品などもめっきさせて頂い
ております。めっきはローテクな分野に思われがちで
すが、携帯電話から飛行機など、全てめっきが無いと
現在のわれわれの便利な生活ができないほど、ハイ
テクを支える重要な技術分野だということはわかって
います。
このように多岐にわたるお客様とお取引をさせて
頂いておりますので、突出したメインのお取引先や業
種はありません。多品種変量生産にならざるを得な
かった事情であり、またそれが生きる道でもあったの
で、このような形で生産するようになりました。

当社は1958年に私の父が設立しました。父は弱
冠27～28歳でした。設立当初は腕時計のめっきが
メインです。当時腕時計は高価で、これから皆が持
ちたいと思う物の中に時計があり、時計、車、マイ
ホームと進んでいくと考え、父は時計のめっき会社
を創ろうと思ったのだと思います。当時ヨーロッパが
先端であっためっきの技術ですが、父は5、6人の技
術者を集めて研究を重ね、欧米の技術水準を超え
るほどの「高速度厚付めっき」の技術を開発し、セイ
コーさんをはじめ当時の大手ウオッチメーカーすべ
ての指定工場になっていきました。父の読み通り時

計の需要も増えていき、業績は好調に推移していき
ました。技術開発を重ね差別化を図りながら、めっき
会社以外にアクセサリー関連、眼鏡の製造など多角
化も図っていきました。

しかし1991年、父が急逝したことにより当社に経
営危機が訪れます。手遅れの大腸がんでした。父は
まさか自分の命がそんなに短いと思わず亡くなってし
まったので、経営者として本来やるべきことができな
かったと思います。私が23歳のときで、ラジオのディ
スクジョッキーの仕事をしておりました。
会社は業績的には当時ピークだったと思いますが、
父の死の翌年からガタンと経営状態が悪くなってい
きます。悪化の要因は腕時計のめっきへ依存してい
たことです。父はピークを迎えていた時計に代わる次
の事業の柱を多角化により模索していました。ところ
が残念なことに指導者が不在となり、残された社長
は業態を変えることに挑戦せず、また営業をかけてい
く努力も怠りました。国内で生産していたウオッチメー
カーは中国をはじめアジア諸国へ進出し、売り上げは
減っていきます。91年を境目にめまぐるしく会社の状
態は悪くなり、蓄えていた会社の資産の取崩しを続け
ていました。
当時私は、ディスクジョッキーの仕事が好きで、それ
を続けながら自分は生活を立てて行く考えでした。し
かし社会で学んでいく中で、若い女性を好む風土が
ある日本において、女性が一生涯活躍し続けていくこ
とは難しいなと感じました。そこで私は、手に職をつけ
ようと、アメリカに留学して、結果的に宝石の鑑定士
と鑑別士の資格を取り、アメリカを自分の拠点にしよ
うと思っていました。しかし、まさにアメリカで就職しよ
うとしていた矢先、日本から「会社が倒産しそうなの
で、戻って来てほしい」という電話が入ったのです。私
が住んでいた東京の自宅は会社名義でした。当時の
社長が会社資産である私の自宅を売却するに当たり、
私の荷物がまだあったので「売却のために引っ越して
くれ」とのことでした。引っ越しのために戻って来て、
会社の現状を知ることになります。

　　　　　　

予想以上に会社は深刻な状態でした。父が亡く
なって8年もたたない間に、借金が10億円以上に膨
れ上がり、約200名いた社員は48名に減っていました。
最初のうちは人ごとのようでしたが、大宮の工場で
いろんな会議に参画していく中で、会社は残さなけれ
ばいけないという思いが急に強くなりました。それは
自分の父がつくり上げたものの大きさです。スター
ターの凄い信念が詰まっているこの会社をいとも簡
単になくしてしまうのはどうなのか。また、社員の後ろ
に見える家族の存在、また自分自身がこの会社や、社
員たちの頑張りから受けてきた恩恵などを考えると、
この会社は絶対に残さなければいけないという思い
が強くなりました。しかし、まだ自分の力で残そうとい
う思いは出ず、誰かに助けてもらおうといろいろ模索
しますが、当然社員にはそんな人はおらず、周囲を探
しても絶対に手を出したくないというのが当社の状況
でした。
しかし、私は絶対にこの会社は甦ると勝手に思い
始めました。それは私が父を愛しているから、愛して
いる父がつくった会社だから絶対にこれは生きる。自
分が一番会社のファンだからこそ技術があるに違い
ない。数字だけで判断するのはいかがなものかと思
いました。私は人に頼らず、命がけの勝負として、やる
べきではないかと思い始めました。多くの方たちが、
私が会社経営をすることに反対されましたが、自分が
最後に死に際で振返ったときに、ここで会社を継がな
ければ絶対後悔すると思ったのです。
会社の10数億円の借金には、それを保証して行け
るのかすごく悩みました。私は分からないことは徹底
的に聞きます。弁護士の先生に自己破産についても
詳しく教えて頂き、命が残るのであれば10数億の借
金も怖くないと思いました。それで私は代表取締役に
就任することを決断しました。ちょうど15年前の3月
でした。

創業者の娘といっても、社員からの信用は全くなく、

経営者セミナー経営者セミナー経営者セミナー 埼玉りそな産業経済振興財団が主催する
企業経営者の方を対象としたトップセミナー
埼玉りそな産業経済振興財団が主催する
企業経営者の方を対象としたトップセミナー
埼玉りそな産業経済振興財団が主催する
企業経営者の方を対象としたトップセミナー

「2020年、2024年、そして2057年を目指して」

1967年東京都生まれ。1990年上智大学外国語学部卒業。約8年間のＦＭラジオ・ＴＶなどのパーソナリティを経て、
1999年米国カリフォルニアに留学。ＧＩＡを修了し宝石の鑑定士・鑑別士資格を取得。2000年日本電鍍工業㈱代表取締役
に就任。2012年日本アクセサリー㈱、㈱ジュリコの代表取締役社長に就任。現在に至る。

伊藤 麻美氏
日本電鍍工業株式会社　
代表取締役
プロフィール

はじめに

平成27年3月11日（水）、日本電鍍工業株式会社代表
取締役の伊藤麻美氏を講師にお迎えし「2020年、2024
年、そして2057年を目指して」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。

社員に挨拶をしても無視されたり、鼻で笑う社員さえ
いました。でも、とにかく一人ひとりが挨拶を交わして
くれるまで、無視する社員の後を追いかけながらこち
らから挨拶を続け、一週間以上たってやっと全員が挨
拶を交わしてくれるようになりました。
また、社員からの会社の愚痴、不平不満、父への悪
口などがどんどん噴出していました。会社の状況が悪
くなるのを目の前で見ているので、皆フラストレーショ
ンが溜っていたのだと思います。とにかく毎日不平不
満を聞き続け、信じてもらわなければいけない。信用
というのは一夜にしては築けないと痛感しました。
取引銀行からも冷たくあしらわれました。当時の
取引銀行は政府系金融機関とメガバンクだけでし
たが、メガバンクは特に厳しく、就任のあいさつに
行っても、まともに取り合ってくれない状態でした。
私は、とにかくこれを挽回しよう。今に銀行から「借
りてください」と言わせてみせると誓いました。社員
に対しても銀行やお取引先に対しても、代表取締役
である自分が結果を出さなければいけないと思いま
した。

当時、日産のカルロス・ゴーンさんがリストラを進め
ていました。しかし私は、社員は会社の財産、宝、社員
あっての会社と考え、現在の人員で黒字化することを
目標としました。
第一に、先ず手掛けたことは、やはり営業です。い
ろいろな営業をやりましたが、一番効果的だったのは、
インターネットを通じての営業でした。2000年当時は
中小企業でホームページを作成しているところは少
数だったのですが、ＮＣネットワークという製造業を中
心とする受発注のネットワークに登録し、たくさんの
問い合わせに接して行きながら、また同業者の社長
さん方にも意見を聞きながらめっきについて勉強しま
した。自分なりに自社のＳＷＯＴ分析をした結果、今ま
で社員が当たり前だと思っていた技術が、実は貴重な
難しい技術だったというミスマッチが生じていること
が分かりました。時計は肌に触れるめっきが必要で、
アレルギーを起こしてはいけないめっきの仕方を当社

は40～50年前から当たり前にできていた。この技術
をもっと打ち出して行けば、マーケットは広がるのでは
ないかと考えました。ではどの分野へ広げていくか。
世の中はＩＴブームでしたが、いつかは頂点が来るは
ずで、しかも設備投資が必要。手作業でめっきをする
当社に競争力があり、付加価値が高く、景気の変動
に左右されにくい分野は何かと自分なりに考えた結
果、医療と健康、そして女性なので美容という3品目
をメイン候補に挙げました。
当社の強みである、肌に触れる貴金属へ厚く、精
密にめっきをする技術に医療メーカーさんから引き合
いがありました。これは当社のオリジナルのめっき液
だからこそできる技術です。この案件に対して、当初
社内のミーティングでは、今までやったことがない等
の反対意見ばかりでした。私はここで諦めて、できな
いと言った瞬間に当社の未来は無くなると懸命に説
得し、やっと2人の技術者がやってみましょうというこ
とでスタートしました。結果的にその技術は数カ月後
には成功し、更に数カ月後には量産試作に入るほど
になりました。この成功で社員もやる気になり、自信を
もつことができました。付加価値の高い分野への営
業が、黒字転換への第一歩でした。
もう一つ心掛けたのは、会社の業績の開示です。
社員の皆が本気で働いて、経営に参画する意識をも
たなければ、会社は復活しないと思ったので、あえて
会社の業績を全部オープンにしました。コスト意識が
芽生え、社員の意識が変わっていきました。
さらにもう一つ心掛けたのは、選択と集中です。技
術を活かし、もっと小型のめっきに特化しようと思い、
溶射という表面処理の部門は閉鎖しました。時計の
割合は就任当初9割でしたが、3年後には3割に下
がって、医療、楽器、その他個人のお客様も増え、付
加価値の高い品目が増加しました。売上高は変わっ
ていないですが、構成が変わり、社員の意識が変わっ
たことなどで、3年で黒字になりました。

黒字になったのはよいのですが、増加運転資金が
必要になり資金繰りには苦労しました。税理士の先生

と相談し、税金、社会保険を止め、差押え寸前のとこ
ろまできました。しかし、政府系の金融機関は3年で
黒字化したことを評価して下さり、他行を含めた返済
の猶予を提案してくれました。交渉に苦労しましたが、
何とか全行で返済猶予が成立しました。政府系金融
機関からの次の宿題はメイン銀行探しです。いろんな
金融機関を回りましたが、どこからも断られ、沈む私を
見て、社員が励ましてくれました。
今から10数年前、埼玉県で女性経営者の殆ど
の方は、いろいろな会合には出席されていませんで
したが、私は自分の成長の場と考えて出席していま
した。
ある会合の懇親会の場で私は、銀行の社長さんと
ご挨拶をしました。交わした会話は社交辞令だと思っ
ていましたが、翌週に最寄り支店のご担当が、またそ
の後、支店長さんが来社されました。5回、6回と様々
なヒアリングをして、工場をご覧になり、決算書を10
期分提出した数週間後、「借換えが成立しました」と
いう嬉しいニュースを持ってきて下さいました。その
銀行は数字だけで当社を評価しませんでした。今まで
の流れ、現在そして将来を様々な角度から評価してく
れました。3年目で黒字になった後、当社は6年目で正
常化しました。資金繰りも少し楽になり、手形を廃止
することもできました。
　

私はこれまでの社員の献身的な頑張りに対して、何
とかして賞与で感謝の気持ちを表したかったのです。
2007年に正常化したことで、初めて何とか１カ月分
が出せました。翌年は2カ月分が出せまして、次は3カ
月分と思っていたら、2009年にリーマンショックが来
ました。しかし、お取引先が分散していた為、何とか3
割減で凌ぎ、一人のリストラもせず乗り切れました。
10名の新規採用を内定していた直後のリーマン
ショックで、予定どおり採用すべきか、すごく悩みまし
たが思い切って採用しました。今一番活躍しているの
は彼らです。何が大切か。「人として心のある決断」
が一番重要だったと思います。今までそれで間違った
ことは無いような気がします。

今、全社員で2020年のオリンピックのメダルめっき
の仕事を目標としています。東京開催が決定した時
から、どうしたらメダルのめっきの仕事ができるか考
えようということで、全員でわくわくしながら、いろいろ
なことに挑戦しています。
2024年というキーワードは、この年までに貴金属
めっきにおいての多品種変量生産の世界一になろう
という自主目標です。世界一というのも自分たちで決
めるのですが、まだまだこれからのところです。
職人気質の体質が残るめっきの仕事は更に標準
化が必要です。「５Ｓ」も更に徹底していきたいと思い
ます。これからの人口減少社会においては、女性でも
めっきができる現場をつくらなければなりません。温
故知新で次につながる百年企業を目指していきたい
と思います。
2057年が我が社にとってちょうど100年目です。
父が三十数年しか見届けられなかったので、私はこ
の目で会社の50年を見ていきたいと思います。私が
就任してから15年続いています。100年を迎えるに
あたって様々な試練がやってくるかもしれませんが、
常に前向きに物事をとらえ、試練を試練と思わずに
やっていきたいと思います。

直訳すると「地球と仲良く」という意味ですが、これ
を思い立ったのは、やはり愛だと思います。経営者の私
が、社員に与える愛が重要だと思います。そうすれば社
員はいい仕事をします。お客様はそれを喜んで下さり、
結果、利益につながります。それはまた社員に還元しま
す。社員は心も豊かになります。大げさかもしれません
が、日本電鍍から日本を良くして、ゆくゆくは地球を良く
するかもしれない。次の世代にいい日本を残していきた
い。そんな思いで日々経営しています。これからもご縁
を大切にしながらいい会社をつくり続け、次の世代へと
受け継ぎながら、日本電鍍の魂はこれからも継続でき
るような、そんな会社にしていきたいと思っております。
ご清聴、ありがとうございました。

日本電鍍工業について

父の経営

経営危機の訪れ

代表取締役に就任直後

受け継ぐ決意

わが国経済は、企業部門に改善がみられるなど、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じて
みれば底堅い動き、生産は持ち直し、企業収益は改
善の動きがみられ、雇用情勢は改善傾向にある。先
行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、原
油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
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。先行きは、緩やかな回復が期待され
ている。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
４～６月期の天気図は、薄日が建設、大型小売店、
曇が一般機械、電気機械、輸送機械、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、10～12月期より減少したもの
の、これには高い伸びとなった前期からの反動減が
含まれており、基調としては緩やかながらも回復して
いる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回った。産業向け
や北米向けの自動車関連が順調だったものの、前
年の反動がみられた。先行きは、徐々に回復してくる
と期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、消費増税の影響が一巡することな
どから、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前期比横ばい程度の水準で推移し
た。先行きについても、生産は現状程度のペースで
進むとみられる。

○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行きも
順調な動きが続くと見込まれている。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が高水準なことから

(1)一般機械…緩やかながらも回復基調
一般機械の１～３月期の生産は、10～12月期より
減少となったものの、これには高い伸びとなった前
期からの反動減が含まれており、基調としては緩や
かながらも回復している。
農業用機械や発電用ガスタービン、医療用機械

などは比較的堅調に推移したものの、資源国向け
の輸出が伸び悩む建設機械はやや低調で、比較的
堅調だった太陽光発電用パネルやスマホ関連部品
なども、動きが一服している。旋盤やプレス機など金
属加工機械は総じてみれば底堅いものの、メーカー
ごとの業績にばらつきがみられる。
為替の円安基調を受けて、事務用機械など、ごく
一部ながら生産拠点の国内回帰を目指す動きが出
始めている。しかし、こうした企業から、部品や金型
などの新規取引の打診があっても、提示される価格
条件は大変厳しい。また、過去の生産拠点の海外
移転に伴い、仕事量が減少してきた金型メーカーな
どでは、最低限の設備・人員で運営している先も多
いことから、急に増産を求められても、対応はそれほ
ど簡単ではないようだ。
ものづくり補助金などの効果もあり、先行きも、一
般機械の生産は、緩やかながらも持ち直していくと
みられる。しかし、製造業の現場では、パート・アルバ
イトなどの時給が上昇しており、新規学卒者の採用

砂漠などからの砂埃）、国内向け製品より、より耐久
性が求められている。家電製品の多くは国内での
生産を縮小しており、海外の工場からの輸入に依存
しているケースが多く、円安は収益的にはマイナス
に働いている。
テレビ関連は、消費増税の反動減もあり前年を下
回って推移している。ただ、20型未満の小型テレビ
の販売は好調だったようだ。１～３月期は例年１人暮
らしを始める学生、社会人が増加することに加えて、
今年は３月末頃に期限となるケーブルテレビ事業者

される。
トラック関連：１～３月期のトラックの生産は堅調に
推移したようだ。震災の復興需要や2020年の東京
オリンピック関連の建設需要、都市部の再開発需
要などで国内販売が好調だった。
先行きも、建設需要の高まりから国内のトラック
需要は堅調に推移すると予想され、高い水準での
生産が続くだろう。懸念材料としては、国内では公
共投資が徐々に減衰することや、原油価格の下落
による海外でのインフラ需要の低下など海外景気
の減速があげられる。
部品メーカー：１～３月期の生産は、トラック部品メー
カーでは工場のフル稼働が続いたところがあったが、
乗用車部品メーカーの生産は、乗用車生産が低調
に推移しているため前年を下回ったとみられる。ま
た、乗用車ではこのところ軽自動車や小型車の割合
が高まっているため、利幅が小さくなり部品メーカー
では収益面で厳しくなっているようだ。
先行きについては、完成車メーカーの生産が徐々

に持ち直すことから、部品メーカーの生産も減少に
歯止めがかかるだろう。

(4) 鉄鋼…横ばい程度で推移
１～３月期の棒鋼の生産は、前期比横ばい程度の
水準で推移したとみられる。
首都圏では、物流倉庫や介護施設の新設が続き、
高速道路建設や公共施設の耐震工事なども底堅く
推移しているが、消費増税に伴う駆け込み需要の

順調に推移するとみられている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。先行き
は、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくると期
待している。

　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減な
どから前年を下回る。先行きは、建築コストの上昇
分を販売価格に転嫁できず、供給減の姿勢が強
まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税による駆け込み購入
の反動減から前年を下回ったとみられる。先行きは、
実質所得の増加から売上は上向きに。

も以前より難しくなっている。こうした状況を受けて、
中小企業でも、ベースアップの実施を検討する企業
が出始めていることから、賃金引上げに対応できな
い企業では、人手不足など雇用環境の悪化が進む
可能性もある。

(2)電気機械…前年をやや下回る
１～３月期の生産は、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったものの、前年をやや下回って推
移した。昨年の消費増税後の生産は、上期は増税
に伴う前倒し需要の反動から、停滞気味に推移した
ものの、下期からは持ち直しの傾向がみられる。
大手企業では、今春のベースアップを昨年以上

の上昇率で実施するようだが、県内の中堅・中小企
業では、収益の従業員への還元をベースアップでは
なくボーナスでと検討している企業が多い。ただ、
ベースアップか、ボーナスにするかは、ヒアリング実
施時点では各社とも未定としていた。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引

き続き順調に推移している。一部で、米国での自動
車ローンがサブプライム化しているという指摘が
あった。産業向けは、堅調に推移している。
インバータのエアコン、冷蔵庫、洗濯機などの白物
家電は、前年並みを計画していたが、海外向けは前
年を上回ったものの、国内向けが前年を下回って推
移した。
新興国向けの白物家電では、日本に比べて気象
条件などが過酷なため（高温、寒冷、高湿度、乾燥、

が提供してきたデジアナ変換のサービスの終了に
伴う特需が発生したためである。デジアナ変換サー
ビスを利用していた世帯は、テレビ画面は小さくても
いいとする高齢者世帯や、２台目以降の利用である
ため小型テレビでいいというケースが多い。
国内のテレビ生産は、フルハイビジョンの約４倍の
解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価値製品へシ
フトしている。ただ、４Ｋテレビは、放送される４Ｋ対
応のテレビ番組自体が未だ少なく、本格的な普及に
は時間がかかりそうである。
先行きは、新製品の投入などから、徐々に回復し

てくると期待されている。また、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…前年割れ続く
乗用車：１～３月期の県内の乗用車販売台数は、前
年比２ケタの減少となった。前年は消費増税前の駆
け込み購入が活発となり販売が増加したため、その
反動から大幅に減少した。しかし、販売台数は一昨
年の2013年１～３月期を上回っており、台数の水準
は極端に低いわけではない。内訳をみると、13年に
比べ登録車が減少し、軽自動車は増加している。ま
た、販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつ
きが大きかった。
県内の生産動向をみると、完成車メーカーの販
売が低調に推移しているため、１～３月期の県内生
産も前期に続き前年割れになったとみられる。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、昨年10～12月期が
前年比▲19.2％、１月が同▲27.3％と前年を大きく
下回り、生産は停滞気味で推移している。
先行きの県内生産については、４月にエコカー減
税の基準が厳格化されることから、慎重な見方が
あるものの、消費増税の影響が一巡することや新
型車投入効果もあり、徐々に持ち直していくと予想

反動から、マンションの着工は落ち込んでいる。建
設現場では、鉄筋工や型枠工など建設技能労働者
が不足し、施工可能な工事の量が限られていること
もあり、受注残にかかわらず、棒鋼の生産量が制約
される状況が続いている。
足元では、2020年の東京オリンピック開催に向

け、国立競技場の建て替えをはじめとする建築プロ
ジェクトが動き始めている。都心部の再開発案件も
相次いで立ち上がっていることから、棒鋼の需要は
当面底堅く推移しよう。
建設技能労働者の不足に対しては、接合に高度

な技術を要しないネジ節鉄筋の導入など、対応を進
める棒鋼メーカーもあるが、ゼネコンの側でも、設計
段階で、鉄筋コンクリート造から鉄骨造へシフトする
動きがみられる。当面、棒鋼の生産は現状程度の
ペースで進むとみられるが、鉄骨造へのシフトがこ
れまで以上のペースで進むようだと、生産が若干減
少する可能性もある。
１～３月期まで、スクラップ価格の下落が続いたこ
とで、製品価格とのスプレッドが拡大し、棒鋼メー
カーの収益は改善した。しかし、足元では製品価格
が弱含みで推移するなか、スクラップ価格は下げ止
まりの兆しをみせており、今後、スプレッドは縮小に
向かう可能性が高い。電力料金の引き上げに伴う
負担増が重い業種であり、先行きの収益について
は、楽観を許さない状況にある。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を若干下回って
推移している。国内設備投資の持ち直しを受けて、
工作機械向けは底堅く推移したが、輸出が弱含ん
でいる建設機械向けは弱含んでいる。
現状、一部ではそれなりの受注残を抱える企業も

みられるものの、短い納期の仕事をこなすのが精一
杯という企業が少なくない。鋳物についても、当面
は現状程度の生産量で推移するのではないか。
収益は引き続き厳しい。電気料金引き上げ分の
転嫁が進んでいない企業も多いものの、足元、銑鉄

やコークスが値下がりしていることもあって、価格改
訂交渉自体が難しい状況になっているようだ。 

(5)建設…順調に推移
１～３月期の建設は、労務費や建設資材価格、輸
送費などの建築コストが高止まりしているものの、公
共工事を中心に引き続き順調に推移している。
人手不足による労務費や建設資材価格の高騰は
落ち着いてきたが、水準自体は高止まりしている。
2020年のオリンピックまでは、逓増傾向が続くとみ
られている。
先行きは、受注残が高水準なことから、各社とも
選別受注を強めており、順調な動きが続くと見込ま
れている。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの工事を中心に順調。ただ、入札では不調が見
られる。
不調の要因として、現場監督者不足が指摘され

ている。現場監督者は、案件ごとに兼務不可で１名
が指定される。そのため、小口案件より大口案件を

受託した方が、現場監督者を有効に活用できるため、
小口案件で不調が発生しやすい状況にある。
現場監督者不足の解消や、若者の建設業への就
職を促す目的で、積極的に福利厚生を厚めにする
企業がみられた。
先行きは、受注残が高水準なことから、引き続き
順調に推移するとみられている。
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、足元での労務費や建設資材価格の上昇
が落ち着いてきたこと、様子見状態であった民間建
築の引き合いにそろそろ動きが見られそうだと期待
しているものの、契約・着工までにはまだまだ時間が
かかりそうだ。
先行きは、消費増税が延期されたことから、それ

に伴う前倒し需要が発生しないため、工場や倉庫、
ビルなどの民間建築需要の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：１～３月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の前倒し需要の反動から、前年水準を下回る。県内
建設業者は、一部地域を除いて、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
んで対応しているようだ。また、高齢者の住宅などで
手すりや浴槽、内装などのリフォームの需要は根強
くある。
首都圏の中でも地価が相対的に低い埼玉県では、
販売価格に占める建築コストの割合が高くなり、そ
のまま転嫁すると販売価格の大幅な値上げとなり、
地域に見合った価格を超え、苦戦を強いられている。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県におけるマ

ンション契約率は2014年12月47.8％（首都圏
69.9％）、2015年１月67.3％（同74.9％）、２月
71.1％（同74.5％）と、首都圏平均を下回っており、
かつ好不調の目安と言われている70％を下回って
推移することが多い。

埼玉県ではマンションの供給を抑えているにもか
かわらず、契約率は70％を下回ることが多く、販売
環境は数字以上に悪化している。ただ、ＪＲ京浜東北
線沿いの川口、浦和、大宮地域は立地条件が良く、
県内では販売が好調な地域である。
先行きは、顧客は購入意欲も一段落し、物件購入

には一段と慎重になっている。購入想定価格内で、
「要るもの」についてはこだわりを持って選別し、「要
らないもの」については予算との兼ね合いで選択す
る傾向が強まっている。
業者は、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で

きず、「集客はできるが、販売は難しい」と供給減の
姿勢が強まっている。
2017年４月の消費増税（８％→10％）については、
住宅業界では特別な対策を行っていない。マンショ
ン、分譲戸建とも、案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…駆け込みの反動で減少
百貨店：１～３月期の県内百貨店の売上は、前年を下
回ったとみられる。気温の上昇で春物の衣料品に動
きがあったが、前年同期は、消費増税に伴う駆け込
み購入があり、その反動で減少した。昨年の４月以
降、県内百貨店の売上は前年を上回る月もあったが、
消費増税後の落ち込みからの戻りは総じて鈍い。免
税対象が化粧品や食料品等の消耗品に広がったこ
ともあり、都心では訪日外国人客による免税品の売
上が増加し全体の売上を押し上げているが、県内で
は全体を押し上げるほどではないようだ。
一方、時計、宝飾品、高級ブランド品などの高額
品の販売は堅調に推移しており、富裕層を顧客と
した外商部門の売上も伸びている。株価が堅調に
推移したため、資産効果により高額品の購入に動
きが出ているようだ。富裕層の消費は比較的堅調
だが、ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢
いが欠けている。賃上げやボーナスの増加で消費

者の所得は改善方向にあるが、消費増税を含めた
物価上昇により実質所得が目減りしていることが
背景にあるとみられる。また、消費者は値段が安い
だけでは買わなくなり、買い物にメリハリをつけ、買
うものを選びながら堅実に買うのが特徴、との見方
もあった。
４月以降は、消費増税による物価押し上げ効果が
一巡する一方、賃上げの動きも広がるとみられ、低
下していた実質賃金が前年を上回るため、売上の
回復につながると予想される。
スーパー：県内スーパーの売上は、消費増税翌月の
昨年５月以降、前年比プラスに転じており、百貨店に
比べ堅調に推移している。ただ１～３月期の売上は、
前年の消費増税による駆け込み購入の反動があり、
前年を下回った模様である。肉や惣菜など主力の食
料品の売上は相場高の影響もあり堅調だったが、衣
料品の販売が振るわなかった。
消費増税後、中間層の家計への圧迫感が強まり、
消費者の節約志向が強まったようだ。品質にあまり
差のない日用品については、低価格・節約志向が強
まる傾向がみられている。一方、節約志向はあるも
のの、安いだけでは商品を買わなくなり、品質に納得
すれば多少高くても購入するという動きもある。
先行きをみると、消費増税が先送りになったこと

により、昨年のような消費増税による物価上昇がな
くなるため、減少が続いていた実質所得は増加に向
かうと予想される。所得環境の改善を背景に、スー
パーの売上も増加するだろう。



7 8埼玉りそな経済情報2015.5埼玉りそな経済情報2015.5

経営者セミナー

皆さまこんにちは。伊藤麻美と申します。本日はよ
ろしくお願い致します。
今日3月11日は、震災から4年経つ日です。戦争で

も、あの震災でも自分の夢や思いを達成できないまま
亡くなった方たちが沢山いらっしゃいます。私はいつも、
そういった方たちの分まで自分は頑張ろう。しっかり
生きて、よい日本にしていくことが、自分のやるべきこ
とかなと、そんな思いでずっと経営をしてきています。
今日は、経験してきたこと、そしてこれから会社をどう
していきたいかを、お話しさせていただきます。

当社は貴金属めっきを中心にやっており、9割くらい
が貴金属めっきで、それ以外は無電解めっき、イオン
プレーティングなどです。現在は多品種変量生産とい
うことでやっています。変量というのは、1点でもめっ
き加工を請負うということで、医療機器、管楽器のフ
ルート、サックス、世界的に著名な演奏家の楽器など

を手掛けています。その他、文房具、女性もののアク
セサリーや国宝級の美術品などもめっきさせて頂い
ております。めっきはローテクな分野に思われがちで
すが、携帯電話から飛行機など、全てめっきが無いと
現在のわれわれの便利な生活ができないほど、ハイ
テクを支える重要な技術分野だということはわかって
います。
このように多岐にわたるお客様とお取引をさせて
頂いておりますので、突出したメインのお取引先や業
種はありません。多品種変量生産にならざるを得な
かった事情であり、またそれが生きる道でもあったの
で、このような形で生産するようになりました。

当社は1958年に私の父が設立しました。父は弱
冠27～28歳でした。設立当初は腕時計のめっきが
メインです。当時腕時計は高価で、これから皆が持
ちたいと思う物の中に時計があり、時計、車、マイ
ホームと進んでいくと考え、父は時計のめっき会社
を創ろうと思ったのだと思います。当時ヨーロッパが
先端であっためっきの技術ですが、父は5、6人の技
術者を集めて研究を重ね、欧米の技術水準を超え
るほどの「高速度厚付めっき」の技術を開発し、セイ
コーさんをはじめ当時の大手ウオッチメーカーすべ
ての指定工場になっていきました。父の読み通り時

計の需要も増えていき、業績は好調に推移していき
ました。技術開発を重ね差別化を図りながら、めっき
会社以外にアクセサリー関連、眼鏡の製造など多角
化も図っていきました。

しかし1991年、父が急逝したことにより当社に経
営危機が訪れます。手遅れの大腸がんでした。父は
まさか自分の命がそんなに短いと思わず亡くなってし
まったので、経営者として本来やるべきことができな
かったと思います。私が23歳のときで、ラジオのディ
スクジョッキーの仕事をしておりました。
会社は業績的には当時ピークだったと思いますが、
父の死の翌年からガタンと経営状態が悪くなってい
きます。悪化の要因は腕時計のめっきへ依存してい
たことです。父はピークを迎えていた時計に代わる次
の事業の柱を多角化により模索していました。ところ
が残念なことに指導者が不在となり、残された社長
は業態を変えることに挑戦せず、また営業をかけてい
く努力も怠りました。国内で生産していたウオッチメー
カーは中国をはじめアジア諸国へ進出し、売り上げは
減っていきます。91年を境目にめまぐるしく会社の状
態は悪くなり、蓄えていた会社の資産の取崩しを続け
ていました。
当時私は、ディスクジョッキーの仕事が好きで、それ
を続けながら自分は生活を立てて行く考えでした。し
かし社会で学んでいく中で、若い女性を好む風土が
ある日本において、女性が一生涯活躍し続けていくこ
とは難しいなと感じました。そこで私は、手に職をつけ
ようと、アメリカに留学して、結果的に宝石の鑑定士
と鑑別士の資格を取り、アメリカを自分の拠点にしよ
うと思っていました。しかし、まさにアメリカで就職しよ
うとしていた矢先、日本から「会社が倒産しそうなの
で、戻って来てほしい」という電話が入ったのです。私
が住んでいた東京の自宅は会社名義でした。当時の
社長が会社資産である私の自宅を売却するに当たり、
私の荷物がまだあったので「売却のために引っ越して
くれ」とのことでした。引っ越しのために戻って来て、
会社の現状を知ることになります。

　　　　　　

予想以上に会社は深刻な状態でした。父が亡く
なって8年もたたない間に、借金が10億円以上に膨
れ上がり、約200名いた社員は48名に減っていました。
最初のうちは人ごとのようでしたが、大宮の工場で
いろんな会議に参画していく中で、会社は残さなけれ
ばいけないという思いが急に強くなりました。それは
自分の父がつくり上げたものの大きさです。スター
ターの凄い信念が詰まっているこの会社をいとも簡
単になくしてしまうのはどうなのか。また、社員の後ろ
に見える家族の存在、また自分自身がこの会社や、社
員たちの頑張りから受けてきた恩恵などを考えると、
この会社は絶対に残さなければいけないという思い
が強くなりました。しかし、まだ自分の力で残そうとい
う思いは出ず、誰かに助けてもらおうといろいろ模索
しますが、当然社員にはそんな人はおらず、周囲を探
しても絶対に手を出したくないというのが当社の状況
でした。
しかし、私は絶対にこの会社は甦ると勝手に思い
始めました。それは私が父を愛しているから、愛して
いる父がつくった会社だから絶対にこれは生きる。自
分が一番会社のファンだからこそ技術があるに違い
ない。数字だけで判断するのはいかがなものかと思
いました。私は人に頼らず、命がけの勝負として、やる
べきではないかと思い始めました。多くの方たちが、
私が会社経営をすることに反対されましたが、自分が
最後に死に際で振返ったときに、ここで会社を継がな
ければ絶対後悔すると思ったのです。
会社の10数億円の借金には、それを保証して行け
るのかすごく悩みました。私は分からないことは徹底
的に聞きます。弁護士の先生に自己破産についても
詳しく教えて頂き、命が残るのであれば10数億の借
金も怖くないと思いました。それで私は代表取締役に
就任することを決断しました。ちょうど15年前の3月
でした。

創業者の娘といっても、社員からの信用は全くなく、

信頼回復に向けて、先ずは営業

金融機関との交渉

社員に挨拶をしても無視されたり、鼻で笑う社員さえ
いました。でも、とにかく一人ひとりが挨拶を交わして
くれるまで、無視する社員の後を追いかけながらこち
らから挨拶を続け、一週間以上たってやっと全員が挨
拶を交わしてくれるようになりました。
また、社員からの会社の愚痴、不平不満、父への悪
口などがどんどん噴出していました。会社の状況が悪
くなるのを目の前で見ているので、皆フラストレーショ
ンが溜っていたのだと思います。とにかく毎日不平不
満を聞き続け、信じてもらわなければいけない。信用
というのは一夜にしては築けないと痛感しました。
取引銀行からも冷たくあしらわれました。当時の
取引銀行は政府系金融機関とメガバンクだけでし
たが、メガバンクは特に厳しく、就任のあいさつに
行っても、まともに取り合ってくれない状態でした。
私は、とにかくこれを挽回しよう。今に銀行から「借
りてください」と言わせてみせると誓いました。社員
に対しても銀行やお取引先に対しても、代表取締役
である自分が結果を出さなければいけないと思いま
した。

当時、日産のカルロス・ゴーンさんがリストラを進め
ていました。しかし私は、社員は会社の財産、宝、社員
あっての会社と考え、現在の人員で黒字化することを
目標としました。
第一に、先ず手掛けたことは、やはり営業です。い
ろいろな営業をやりましたが、一番効果的だったのは、
インターネットを通じての営業でした。2000年当時は
中小企業でホームページを作成しているところは少
数だったのですが、ＮＣネットワークという製造業を中
心とする受発注のネットワークに登録し、たくさんの
問い合わせに接して行きながら、また同業者の社長
さん方にも意見を聞きながらめっきについて勉強しま
した。自分なりに自社のＳＷＯＴ分析をした結果、今ま
で社員が当たり前だと思っていた技術が、実は貴重な
難しい技術だったというミスマッチが生じていること
が分かりました。時計は肌に触れるめっきが必要で、
アレルギーを起こしてはいけないめっきの仕方を当社

は40～50年前から当たり前にできていた。この技術
をもっと打ち出して行けば、マーケットは広がるのでは
ないかと考えました。ではどの分野へ広げていくか。
世の中はＩＴブームでしたが、いつかは頂点が来るは
ずで、しかも設備投資が必要。手作業でめっきをする
当社に競争力があり、付加価値が高く、景気の変動
に左右されにくい分野は何かと自分なりに考えた結
果、医療と健康、そして女性なので美容という3品目
をメイン候補に挙げました。
当社の強みである、肌に触れる貴金属へ厚く、精
密にめっきをする技術に医療メーカーさんから引き合
いがありました。これは当社のオリジナルのめっき液
だからこそできる技術です。この案件に対して、当初
社内のミーティングでは、今までやったことがない等
の反対意見ばかりでした。私はここで諦めて、できな
いと言った瞬間に当社の未来は無くなると懸命に説
得し、やっと2人の技術者がやってみましょうというこ
とでスタートしました。結果的にその技術は数カ月後
には成功し、更に数カ月後には量産試作に入るほど
になりました。この成功で社員もやる気になり、自信を
もつことができました。付加価値の高い分野への営
業が、黒字転換への第一歩でした。
もう一つ心掛けたのは、会社の業績の開示です。
社員の皆が本気で働いて、経営に参画する意識をも
たなければ、会社は復活しないと思ったので、あえて
会社の業績を全部オープンにしました。コスト意識が
芽生え、社員の意識が変わっていきました。
さらにもう一つ心掛けたのは、選択と集中です。技
術を活かし、もっと小型のめっきに特化しようと思い、
溶射という表面処理の部門は閉鎖しました。時計の
割合は就任当初9割でしたが、3年後には3割に下
がって、医療、楽器、その他個人のお客様も増え、付
加価値の高い品目が増加しました。売上高は変わっ
ていないですが、構成が変わり、社員の意識が変わっ
たことなどで、3年で黒字になりました。

黒字になったのはよいのですが、増加運転資金が
必要になり資金繰りには苦労しました。税理士の先生

と相談し、税金、社会保険を止め、差押え寸前のとこ
ろまできました。しかし、政府系の金融機関は3年で
黒字化したことを評価して下さり、他行を含めた返済
の猶予を提案してくれました。交渉に苦労しましたが、
何とか全行で返済猶予が成立しました。政府系金融
機関からの次の宿題はメイン銀行探しです。いろんな
金融機関を回りましたが、どこからも断られ、沈む私を
見て、社員が励ましてくれました。
今から10数年前、埼玉県で女性経営者の殆ど
の方は、いろいろな会合には出席されていませんで
したが、私は自分の成長の場と考えて出席していま
した。
ある会合の懇親会の場で私は、銀行の社長さんと
ご挨拶をしました。交わした会話は社交辞令だと思っ
ていましたが、翌週に最寄り支店のご担当が、またそ
の後、支店長さんが来社されました。5回、6回と様々
なヒアリングをして、工場をご覧になり、決算書を10
期分提出した数週間後、「借換えが成立しました」と
いう嬉しいニュースを持ってきて下さいました。その
銀行は数字だけで当社を評価しませんでした。今まで
の流れ、現在そして将来を様々な角度から評価してく
れました。3年目で黒字になった後、当社は6年目で正
常化しました。資金繰りも少し楽になり、手形を廃止
することもできました。
　

私はこれまでの社員の献身的な頑張りに対して、何
とかして賞与で感謝の気持ちを表したかったのです。
2007年に正常化したことで、初めて何とか１カ月分
が出せました。翌年は2カ月分が出せまして、次は3カ
月分と思っていたら、2009年にリーマンショックが来
ました。しかし、お取引先が分散していた為、何とか3
割減で凌ぎ、一人のリストラもせず乗り切れました。
10名の新規採用を内定していた直後のリーマン
ショックで、予定どおり採用すべきか、すごく悩みまし
たが思い切って採用しました。今一番活躍しているの
は彼らです。何が大切か。「人として心のある決断」
が一番重要だったと思います。今までそれで間違った
ことは無いような気がします。

今、全社員で2020年のオリンピックのメダルめっき
の仕事を目標としています。東京開催が決定した時
から、どうしたらメダルのめっきの仕事ができるか考
えようということで、全員でわくわくしながら、いろいろ
なことに挑戦しています。
2024年というキーワードは、この年までに貴金属
めっきにおいての多品種変量生産の世界一になろう
という自主目標です。世界一というのも自分たちで決
めるのですが、まだまだこれからのところです。
職人気質の体質が残るめっきの仕事は更に標準
化が必要です。「５Ｓ」も更に徹底していきたいと思い
ます。これからの人口減少社会においては、女性でも
めっきができる現場をつくらなければなりません。温
故知新で次につながる百年企業を目指していきたい
と思います。
2057年が我が社にとってちょうど100年目です。
父が三十数年しか見届けられなかったので、私はこ
の目で会社の50年を見ていきたいと思います。私が
就任してから15年続いています。100年を迎えるに
あたって様々な試練がやってくるかもしれませんが、
常に前向きに物事をとらえ、試練を試練と思わずに
やっていきたいと思います。

直訳すると「地球と仲良く」という意味ですが、これ
を思い立ったのは、やはり愛だと思います。経営者の私
が、社員に与える愛が重要だと思います。そうすれば社
員はいい仕事をします。お客様はそれを喜んで下さり、
結果、利益につながります。それはまた社員に還元しま
す。社員は心も豊かになります。大げさかもしれません
が、日本電鍍から日本を良くして、ゆくゆくは地球を良く
するかもしれない。次の世代にいい日本を残していきた
い。そんな思いで日々経営しています。これからもご縁
を大切にしながらいい会社をつくり続け、次の世代へと
受け継ぎながら、日本電鍍の魂はこれからも継続でき
るような、そんな会社にしていきたいと思っております。
ご清聴、ありがとうございました。

社員への感謝 経営理念　Earth Friendlyについて

2020年、2024年、そして2057年を目指して

わが国経済は、企業部門に改善がみられるなど、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じて
みれば底堅い動き、生産は持ち直し、企業収益は改
善の動きがみられ、雇用情勢は改善傾向にある。先
行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、原
油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
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。先行きは、緩やかな回復が期待され
ている。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
４～６月期の天気図は、薄日が建設、大型小売店、
曇が一般機械、電気機械、輸送機械、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、10～12月期より減少したもの
の、これには高い伸びとなった前期からの反動減が
含まれており、基調としては緩やかながらも回復して
いる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回った。産業向け
や北米向けの自動車関連が順調だったものの、前
年の反動がみられた。先行きは、徐々に回復してくる
と期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、消費増税の影響が一巡することな
どから、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前期比横ばい程度の水準で推移し
た。先行きについても、生産は現状程度のペースで
進むとみられる。

○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行きも
順調な動きが続くと見込まれている。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が高水準なことから

(1)一般機械…緩やかながらも回復基調
一般機械の１～３月期の生産は、10～12月期より
減少となったものの、これには高い伸びとなった前
期からの反動減が含まれており、基調としては緩や
かながらも回復している。
農業用機械や発電用ガスタービン、医療用機械

などは比較的堅調に推移したものの、資源国向け
の輸出が伸び悩む建設機械はやや低調で、比較的
堅調だった太陽光発電用パネルやスマホ関連部品
なども、動きが一服している。旋盤やプレス機など金
属加工機械は総じてみれば底堅いものの、メーカー
ごとの業績にばらつきがみられる。
為替の円安基調を受けて、事務用機械など、ごく
一部ながら生産拠点の国内回帰を目指す動きが出
始めている。しかし、こうした企業から、部品や金型
などの新規取引の打診があっても、提示される価格
条件は大変厳しい。また、過去の生産拠点の海外
移転に伴い、仕事量が減少してきた金型メーカーな
どでは、最低限の設備・人員で運営している先も多
いことから、急に増産を求められても、対応はそれほ
ど簡単ではないようだ。
ものづくり補助金などの効果もあり、先行きも、一
般機械の生産は、緩やかながらも持ち直していくと
みられる。しかし、製造業の現場では、パート・アルバ
イトなどの時給が上昇しており、新規学卒者の採用

砂漠などからの砂埃）、国内向け製品より、より耐久
性が求められている。家電製品の多くは国内での
生産を縮小しており、海外の工場からの輸入に依存
しているケースが多く、円安は収益的にはマイナス
に働いている。
テレビ関連は、消費増税の反動減もあり前年を下
回って推移している。ただ、20型未満の小型テレビ
の販売は好調だったようだ。１～３月期は例年１人暮
らしを始める学生、社会人が増加することに加えて、
今年は３月末頃に期限となるケーブルテレビ事業者

される。
トラック関連：１～３月期のトラックの生産は堅調に
推移したようだ。震災の復興需要や2020年の東京
オリンピック関連の建設需要、都市部の再開発需
要などで国内販売が好調だった。
先行きも、建設需要の高まりから国内のトラック
需要は堅調に推移すると予想され、高い水準での
生産が続くだろう。懸念材料としては、国内では公
共投資が徐々に減衰することや、原油価格の下落
による海外でのインフラ需要の低下など海外景気
の減速があげられる。
部品メーカー：１～３月期の生産は、トラック部品メー
カーでは工場のフル稼働が続いたところがあったが、
乗用車部品メーカーの生産は、乗用車生産が低調
に推移しているため前年を下回ったとみられる。ま
た、乗用車ではこのところ軽自動車や小型車の割合
が高まっているため、利幅が小さくなり部品メーカー
では収益面で厳しくなっているようだ。
先行きについては、完成車メーカーの生産が徐々

に持ち直すことから、部品メーカーの生産も減少に
歯止めがかかるだろう。

(4) 鉄鋼…横ばい程度で推移
１～３月期の棒鋼の生産は、前期比横ばい程度の
水準で推移したとみられる。
首都圏では、物流倉庫や介護施設の新設が続き、
高速道路建設や公共施設の耐震工事なども底堅く
推移しているが、消費増税に伴う駆け込み需要の

順調に推移するとみられている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。先行き
は、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくると期
待している。

　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減な
どから前年を下回る。先行きは、建築コストの上昇
分を販売価格に転嫁できず、供給減の姿勢が強
まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税による駆け込み購入
の反動減から前年を下回ったとみられる。先行きは、
実質所得の増加から売上は上向きに。

も以前より難しくなっている。こうした状況を受けて、
中小企業でも、ベースアップの実施を検討する企業
が出始めていることから、賃金引上げに対応できな
い企業では、人手不足など雇用環境の悪化が進む
可能性もある。

(2)電気機械…前年をやや下回る
１～３月期の生産は、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったものの、前年をやや下回って推
移した。昨年の消費増税後の生産は、上期は増税
に伴う前倒し需要の反動から、停滞気味に推移した
ものの、下期からは持ち直しの傾向がみられる。
大手企業では、今春のベースアップを昨年以上

の上昇率で実施するようだが、県内の中堅・中小企
業では、収益の従業員への還元をベースアップでは
なくボーナスでと検討している企業が多い。ただ、
ベースアップか、ボーナスにするかは、ヒアリング実
施時点では各社とも未定としていた。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引

き続き順調に推移している。一部で、米国での自動
車ローンがサブプライム化しているという指摘が
あった。産業向けは、堅調に推移している。
インバータのエアコン、冷蔵庫、洗濯機などの白物
家電は、前年並みを計画していたが、海外向けは前
年を上回ったものの、国内向けが前年を下回って推
移した。
新興国向けの白物家電では、日本に比べて気象
条件などが過酷なため（高温、寒冷、高湿度、乾燥、

が提供してきたデジアナ変換のサービスの終了に
伴う特需が発生したためである。デジアナ変換サー
ビスを利用していた世帯は、テレビ画面は小さくても
いいとする高齢者世帯や、２台目以降の利用である
ため小型テレビでいいというケースが多い。
国内のテレビ生産は、フルハイビジョンの約４倍の
解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価値製品へシ
フトしている。ただ、４Ｋテレビは、放送される４Ｋ対
応のテレビ番組自体が未だ少なく、本格的な普及に
は時間がかかりそうである。
先行きは、新製品の投入などから、徐々に回復し

てくると期待されている。また、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…前年割れ続く
乗用車：１～３月期の県内の乗用車販売台数は、前
年比２ケタの減少となった。前年は消費増税前の駆
け込み購入が活発となり販売が増加したため、その
反動から大幅に減少した。しかし、販売台数は一昨
年の2013年１～３月期を上回っており、台数の水準
は極端に低いわけではない。内訳をみると、13年に
比べ登録車が減少し、軽自動車は増加している。ま
た、販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつ
きが大きかった。
県内の生産動向をみると、完成車メーカーの販
売が低調に推移しているため、１～３月期の県内生
産も前期に続き前年割れになったとみられる。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、昨年10～12月期が
前年比▲19.2％、１月が同▲27.3％と前年を大きく
下回り、生産は停滞気味で推移している。
先行きの県内生産については、４月にエコカー減
税の基準が厳格化されることから、慎重な見方が
あるものの、消費増税の影響が一巡することや新
型車投入効果もあり、徐々に持ち直していくと予想

反動から、マンションの着工は落ち込んでいる。建
設現場では、鉄筋工や型枠工など建設技能労働者
が不足し、施工可能な工事の量が限られていること
もあり、受注残にかかわらず、棒鋼の生産量が制約
される状況が続いている。
足元では、2020年の東京オリンピック開催に向

け、国立競技場の建て替えをはじめとする建築プロ
ジェクトが動き始めている。都心部の再開発案件も
相次いで立ち上がっていることから、棒鋼の需要は
当面底堅く推移しよう。
建設技能労働者の不足に対しては、接合に高度

な技術を要しないネジ節鉄筋の導入など、対応を進
める棒鋼メーカーもあるが、ゼネコンの側でも、設計
段階で、鉄筋コンクリート造から鉄骨造へシフトする
動きがみられる。当面、棒鋼の生産は現状程度の
ペースで進むとみられるが、鉄骨造へのシフトがこ
れまで以上のペースで進むようだと、生産が若干減
少する可能性もある。
１～３月期まで、スクラップ価格の下落が続いたこ
とで、製品価格とのスプレッドが拡大し、棒鋼メー
カーの収益は改善した。しかし、足元では製品価格
が弱含みで推移するなか、スクラップ価格は下げ止
まりの兆しをみせており、今後、スプレッドは縮小に
向かう可能性が高い。電力料金の引き上げに伴う
負担増が重い業種であり、先行きの収益について
は、楽観を許さない状況にある。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を若干下回って
推移している。国内設備投資の持ち直しを受けて、
工作機械向けは底堅く推移したが、輸出が弱含ん
でいる建設機械向けは弱含んでいる。
現状、一部ではそれなりの受注残を抱える企業も

みられるものの、短い納期の仕事をこなすのが精一
杯という企業が少なくない。鋳物についても、当面
は現状程度の生産量で推移するのではないか。
収益は引き続き厳しい。電気料金引き上げ分の
転嫁が進んでいない企業も多いものの、足元、銑鉄

やコークスが値下がりしていることもあって、価格改
訂交渉自体が難しい状況になっているようだ。 

(5)建設…順調に推移
１～３月期の建設は、労務費や建設資材価格、輸
送費などの建築コストが高止まりしているものの、公
共工事を中心に引き続き順調に推移している。
人手不足による労務費や建設資材価格の高騰は
落ち着いてきたが、水準自体は高止まりしている。
2020年のオリンピックまでは、逓増傾向が続くとみ
られている。
先行きは、受注残が高水準なことから、各社とも
選別受注を強めており、順調な動きが続くと見込ま
れている。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの工事を中心に順調。ただ、入札では不調が見
られる。
不調の要因として、現場監督者不足が指摘され

ている。現場監督者は、案件ごとに兼務不可で１名
が指定される。そのため、小口案件より大口案件を

受託した方が、現場監督者を有効に活用できるため、
小口案件で不調が発生しやすい状況にある。
現場監督者不足の解消や、若者の建設業への就
職を促す目的で、積極的に福利厚生を厚めにする
企業がみられた。
先行きは、受注残が高水準なことから、引き続き
順調に推移するとみられている。
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、足元での労務費や建設資材価格の上昇
が落ち着いてきたこと、様子見状態であった民間建
築の引き合いにそろそろ動きが見られそうだと期待
しているものの、契約・着工までにはまだまだ時間が
かかりそうだ。
先行きは、消費増税が延期されたことから、それ

に伴う前倒し需要が発生しないため、工場や倉庫、
ビルなどの民間建築需要の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：１～３月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の前倒し需要の反動から、前年水準を下回る。県内
建設業者は、一部地域を除いて、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
んで対応しているようだ。また、高齢者の住宅などで
手すりや浴槽、内装などのリフォームの需要は根強
くある。
首都圏の中でも地価が相対的に低い埼玉県では、
販売価格に占める建築コストの割合が高くなり、そ
のまま転嫁すると販売価格の大幅な値上げとなり、
地域に見合った価格を超え、苦戦を強いられている。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県におけるマ

ンション契約率は2014年12月47.8％（首都圏
69.9％）、2015年１月67.3％（同74.9％）、２月
71.1％（同74.5％）と、首都圏平均を下回っており、
かつ好不調の目安と言われている70％を下回って
推移することが多い。

埼玉県ではマンションの供給を抑えているにもか
かわらず、契約率は70％を下回ることが多く、販売
環境は数字以上に悪化している。ただ、ＪＲ京浜東北
線沿いの川口、浦和、大宮地域は立地条件が良く、
県内では販売が好調な地域である。
先行きは、顧客は購入意欲も一段落し、物件購入

には一段と慎重になっている。購入想定価格内で、
「要るもの」についてはこだわりを持って選別し、「要
らないもの」については予算との兼ね合いで選択す
る傾向が強まっている。
業者は、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で

きず、「集客はできるが、販売は難しい」と供給減の
姿勢が強まっている。
2017年４月の消費増税（８％→10％）については、
住宅業界では特別な対策を行っていない。マンショ
ン、分譲戸建とも、案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…駆け込みの反動で減少
百貨店：１～３月期の県内百貨店の売上は、前年を下
回ったとみられる。気温の上昇で春物の衣料品に動
きがあったが、前年同期は、消費増税に伴う駆け込
み購入があり、その反動で減少した。昨年の４月以
降、県内百貨店の売上は前年を上回る月もあったが、
消費増税後の落ち込みからの戻りは総じて鈍い。免
税対象が化粧品や食料品等の消耗品に広がったこ
ともあり、都心では訪日外国人客による免税品の売
上が増加し全体の売上を押し上げているが、県内で
は全体を押し上げるほどではないようだ。
一方、時計、宝飾品、高級ブランド品などの高額
品の販売は堅調に推移しており、富裕層を顧客と
した外商部門の売上も伸びている。株価が堅調に
推移したため、資産効果により高額品の購入に動
きが出ているようだ。富裕層の消費は比較的堅調
だが、ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢
いが欠けている。賃上げやボーナスの増加で消費

者の所得は改善方向にあるが、消費増税を含めた
物価上昇により実質所得が目減りしていることが
背景にあるとみられる。また、消費者は値段が安い
だけでは買わなくなり、買い物にメリハリをつけ、買
うものを選びながら堅実に買うのが特徴、との見方
もあった。
４月以降は、消費増税による物価押し上げ効果が
一巡する一方、賃上げの動きも広がるとみられ、低
下していた実質賃金が前年を上回るため、売上の
回復につながると予想される。
スーパー：県内スーパーの売上は、消費増税翌月の
昨年５月以降、前年比プラスに転じており、百貨店に
比べ堅調に推移している。ただ１～３月期の売上は、
前年の消費増税による駆け込み購入の反動があり、
前年を下回った模様である。肉や惣菜など主力の食
料品の売上は相場高の影響もあり堅調だったが、衣
料品の販売が振るわなかった。
消費増税後、中間層の家計への圧迫感が強まり、
消費者の節約志向が強まったようだ。品質にあまり
差のない日用品については、低価格・節約志向が強
まる傾向がみられている。一方、節約志向はあるも
のの、安いだけでは商品を買わなくなり、品質に納得
すれば多少高くても購入するという動きもある。
先行きをみると、消費増税が先送りになったこと

により、昨年のような消費増税による物価上昇がな
くなるため、減少が続いていた実質所得は増加に向
かうと予想される。所得環境の改善を背景に、スー
パーの売上も増加するだろう。
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経営者セミナー

皆さまこんにちは。伊藤麻美と申します。本日はよ
ろしくお願い致します。
今日3月11日は、震災から4年経つ日です。戦争で

も、あの震災でも自分の夢や思いを達成できないまま
亡くなった方たちが沢山いらっしゃいます。私はいつも、
そういった方たちの分まで自分は頑張ろう。しっかり
生きて、よい日本にしていくことが、自分のやるべきこ
とかなと、そんな思いでずっと経営をしてきています。
今日は、経験してきたこと、そしてこれから会社をどう
していきたいかを、お話しさせていただきます。

当社は貴金属めっきを中心にやっており、9割くらい
が貴金属めっきで、それ以外は無電解めっき、イオン
プレーティングなどです。現在は多品種変量生産とい
うことでやっています。変量というのは、1点でもめっ
き加工を請負うということで、医療機器、管楽器のフ
ルート、サックス、世界的に著名な演奏家の楽器など

を手掛けています。その他、文房具、女性もののアク
セサリーや国宝級の美術品などもめっきさせて頂い
ております。めっきはローテクな分野に思われがちで
すが、携帯電話から飛行機など、全てめっきが無いと
現在のわれわれの便利な生活ができないほど、ハイ
テクを支える重要な技術分野だということはわかって
います。
このように多岐にわたるお客様とお取引をさせて
頂いておりますので、突出したメインのお取引先や業
種はありません。多品種変量生産にならざるを得な
かった事情であり、またそれが生きる道でもあったの
で、このような形で生産するようになりました。

当社は1958年に私の父が設立しました。父は弱
冠27～28歳でした。設立当初は腕時計のめっきが
メインです。当時腕時計は高価で、これから皆が持
ちたいと思う物の中に時計があり、時計、車、マイ
ホームと進んでいくと考え、父は時計のめっき会社
を創ろうと思ったのだと思います。当時ヨーロッパが
先端であっためっきの技術ですが、父は5、6人の技
術者を集めて研究を重ね、欧米の技術水準を超え
るほどの「高速度厚付めっき」の技術を開発し、セイ
コーさんをはじめ当時の大手ウオッチメーカーすべ
ての指定工場になっていきました。父の読み通り時

計の需要も増えていき、業績は好調に推移していき
ました。技術開発を重ね差別化を図りながら、めっき
会社以外にアクセサリー関連、眼鏡の製造など多角
化も図っていきました。

しかし1991年、父が急逝したことにより当社に経
営危機が訪れます。手遅れの大腸がんでした。父は
まさか自分の命がそんなに短いと思わず亡くなってし
まったので、経営者として本来やるべきことができな
かったと思います。私が23歳のときで、ラジオのディ
スクジョッキーの仕事をしておりました。
会社は業績的には当時ピークだったと思いますが、
父の死の翌年からガタンと経営状態が悪くなってい
きます。悪化の要因は腕時計のめっきへ依存してい
たことです。父はピークを迎えていた時計に代わる次
の事業の柱を多角化により模索していました。ところ
が残念なことに指導者が不在となり、残された社長
は業態を変えることに挑戦せず、また営業をかけてい
く努力も怠りました。国内で生産していたウオッチメー
カーは中国をはじめアジア諸国へ進出し、売り上げは
減っていきます。91年を境目にめまぐるしく会社の状
態は悪くなり、蓄えていた会社の資産の取崩しを続け
ていました。
当時私は、ディスクジョッキーの仕事が好きで、それ
を続けながら自分は生活を立てて行く考えでした。し
かし社会で学んでいく中で、若い女性を好む風土が
ある日本において、女性が一生涯活躍し続けていくこ
とは難しいなと感じました。そこで私は、手に職をつけ
ようと、アメリカに留学して、結果的に宝石の鑑定士
と鑑別士の資格を取り、アメリカを自分の拠点にしよ
うと思っていました。しかし、まさにアメリカで就職しよ
うとしていた矢先、日本から「会社が倒産しそうなの
で、戻って来てほしい」という電話が入ったのです。私
が住んでいた東京の自宅は会社名義でした。当時の
社長が会社資産である私の自宅を売却するに当たり、
私の荷物がまだあったので「売却のために引っ越して
くれ」とのことでした。引っ越しのために戻って来て、
会社の現状を知ることになります。

　　　　　　

予想以上に会社は深刻な状態でした。父が亡く
なって8年もたたない間に、借金が10億円以上に膨
れ上がり、約200名いた社員は48名に減っていました。
最初のうちは人ごとのようでしたが、大宮の工場で
いろんな会議に参画していく中で、会社は残さなけれ
ばいけないという思いが急に強くなりました。それは
自分の父がつくり上げたものの大きさです。スター
ターの凄い信念が詰まっているこの会社をいとも簡
単になくしてしまうのはどうなのか。また、社員の後ろ
に見える家族の存在、また自分自身がこの会社や、社
員たちの頑張りから受けてきた恩恵などを考えると、
この会社は絶対に残さなければいけないという思い
が強くなりました。しかし、まだ自分の力で残そうとい
う思いは出ず、誰かに助けてもらおうといろいろ模索
しますが、当然社員にはそんな人はおらず、周囲を探
しても絶対に手を出したくないというのが当社の状況
でした。
しかし、私は絶対にこの会社は甦ると勝手に思い
始めました。それは私が父を愛しているから、愛して
いる父がつくった会社だから絶対にこれは生きる。自
分が一番会社のファンだからこそ技術があるに違い
ない。数字だけで判断するのはいかがなものかと思
いました。私は人に頼らず、命がけの勝負として、やる
べきではないかと思い始めました。多くの方たちが、
私が会社経営をすることに反対されましたが、自分が
最後に死に際で振返ったときに、ここで会社を継がな
ければ絶対後悔すると思ったのです。
会社の10数億円の借金には、それを保証して行け
るのかすごく悩みました。私は分からないことは徹底
的に聞きます。弁護士の先生に自己破産についても
詳しく教えて頂き、命が残るのであれば10数億の借
金も怖くないと思いました。それで私は代表取締役に
就任することを決断しました。ちょうど15年前の3月
でした。

創業者の娘といっても、社員からの信用は全くなく、

信頼回復に向けて、先ずは営業

金融機関との交渉

社員に挨拶をしても無視されたり、鼻で笑う社員さえ
いました。でも、とにかく一人ひとりが挨拶を交わして
くれるまで、無視する社員の後を追いかけながらこち
らから挨拶を続け、一週間以上たってやっと全員が挨
拶を交わしてくれるようになりました。
また、社員からの会社の愚痴、不平不満、父への悪
口などがどんどん噴出していました。会社の状況が悪
くなるのを目の前で見ているので、皆フラストレーショ
ンが溜っていたのだと思います。とにかく毎日不平不
満を聞き続け、信じてもらわなければいけない。信用
というのは一夜にしては築けないと痛感しました。
取引銀行からも冷たくあしらわれました。当時の
取引銀行は政府系金融機関とメガバンクだけでし
たが、メガバンクは特に厳しく、就任のあいさつに
行っても、まともに取り合ってくれない状態でした。
私は、とにかくこれを挽回しよう。今に銀行から「借
りてください」と言わせてみせると誓いました。社員
に対しても銀行やお取引先に対しても、代表取締役
である自分が結果を出さなければいけないと思いま
した。

当時、日産のカルロス・ゴーンさんがリストラを進め
ていました。しかし私は、社員は会社の財産、宝、社員
あっての会社と考え、現在の人員で黒字化することを
目標としました。
第一に、先ず手掛けたことは、やはり営業です。い
ろいろな営業をやりましたが、一番効果的だったのは、
インターネットを通じての営業でした。2000年当時は
中小企業でホームページを作成しているところは少
数だったのですが、ＮＣネットワークという製造業を中
心とする受発注のネットワークに登録し、たくさんの
問い合わせに接して行きながら、また同業者の社長
さん方にも意見を聞きながらめっきについて勉強しま
した。自分なりに自社のＳＷＯＴ分析をした結果、今ま
で社員が当たり前だと思っていた技術が、実は貴重な
難しい技術だったというミスマッチが生じていること
が分かりました。時計は肌に触れるめっきが必要で、
アレルギーを起こしてはいけないめっきの仕方を当社

は40～50年前から当たり前にできていた。この技術
をもっと打ち出して行けば、マーケットは広がるのでは
ないかと考えました。ではどの分野へ広げていくか。
世の中はＩＴブームでしたが、いつかは頂点が来るは
ずで、しかも設備投資が必要。手作業でめっきをする
当社に競争力があり、付加価値が高く、景気の変動
に左右されにくい分野は何かと自分なりに考えた結
果、医療と健康、そして女性なので美容という3品目
をメイン候補に挙げました。
当社の強みである、肌に触れる貴金属へ厚く、精
密にめっきをする技術に医療メーカーさんから引き合
いがありました。これは当社のオリジナルのめっき液
だからこそできる技術です。この案件に対して、当初
社内のミーティングでは、今までやったことがない等
の反対意見ばかりでした。私はここで諦めて、できな
いと言った瞬間に当社の未来は無くなると懸命に説
得し、やっと2人の技術者がやってみましょうというこ
とでスタートしました。結果的にその技術は数カ月後
には成功し、更に数カ月後には量産試作に入るほど
になりました。この成功で社員もやる気になり、自信を
もつことができました。付加価値の高い分野への営
業が、黒字転換への第一歩でした。
もう一つ心掛けたのは、会社の業績の開示です。
社員の皆が本気で働いて、経営に参画する意識をも
たなければ、会社は復活しないと思ったので、あえて
会社の業績を全部オープンにしました。コスト意識が
芽生え、社員の意識が変わっていきました。
さらにもう一つ心掛けたのは、選択と集中です。技
術を活かし、もっと小型のめっきに特化しようと思い、
溶射という表面処理の部門は閉鎖しました。時計の
割合は就任当初9割でしたが、3年後には3割に下
がって、医療、楽器、その他個人のお客様も増え、付
加価値の高い品目が増加しました。売上高は変わっ
ていないですが、構成が変わり、社員の意識が変わっ
たことなどで、3年で黒字になりました。

黒字になったのはよいのですが、増加運転資金が
必要になり資金繰りには苦労しました。税理士の先生

と相談し、税金、社会保険を止め、差押え寸前のとこ
ろまできました。しかし、政府系の金融機関は3年で
黒字化したことを評価して下さり、他行を含めた返済
の猶予を提案してくれました。交渉に苦労しましたが、
何とか全行で返済猶予が成立しました。政府系金融
機関からの次の宿題はメイン銀行探しです。いろんな
金融機関を回りましたが、どこからも断られ、沈む私を
見て、社員が励ましてくれました。
今から10数年前、埼玉県で女性経営者の殆ど
の方は、いろいろな会合には出席されていませんで
したが、私は自分の成長の場と考えて出席していま
した。
ある会合の懇親会の場で私は、銀行の社長さんと
ご挨拶をしました。交わした会話は社交辞令だと思っ
ていましたが、翌週に最寄り支店のご担当が、またそ
の後、支店長さんが来社されました。5回、6回と様々
なヒアリングをして、工場をご覧になり、決算書を10
期分提出した数週間後、「借換えが成立しました」と
いう嬉しいニュースを持ってきて下さいました。その
銀行は数字だけで当社を評価しませんでした。今まで
の流れ、現在そして将来を様々な角度から評価してく
れました。3年目で黒字になった後、当社は6年目で正
常化しました。資金繰りも少し楽になり、手形を廃止
することもできました。
　

私はこれまでの社員の献身的な頑張りに対して、何
とかして賞与で感謝の気持ちを表したかったのです。
2007年に正常化したことで、初めて何とか１カ月分
が出せました。翌年は2カ月分が出せまして、次は3カ
月分と思っていたら、2009年にリーマンショックが来
ました。しかし、お取引先が分散していた為、何とか3
割減で凌ぎ、一人のリストラもせず乗り切れました。
10名の新規採用を内定していた直後のリーマン
ショックで、予定どおり採用すべきか、すごく悩みまし
たが思い切って採用しました。今一番活躍しているの
は彼らです。何が大切か。「人として心のある決断」
が一番重要だったと思います。今までそれで間違った
ことは無いような気がします。

今、全社員で2020年のオリンピックのメダルめっき
の仕事を目標としています。東京開催が決定した時
から、どうしたらメダルのめっきの仕事ができるか考
えようということで、全員でわくわくしながら、いろいろ
なことに挑戦しています。
2024年というキーワードは、この年までに貴金属
めっきにおいての多品種変量生産の世界一になろう
という自主目標です。世界一というのも自分たちで決
めるのですが、まだまだこれからのところです。
職人気質の体質が残るめっきの仕事は更に標準
化が必要です。「５Ｓ」も更に徹底していきたいと思い
ます。これからの人口減少社会においては、女性でも
めっきができる現場をつくらなければなりません。温
故知新で次につながる百年企業を目指していきたい
と思います。
2057年が我が社にとってちょうど100年目です。
父が三十数年しか見届けられなかったので、私はこ
の目で会社の50年を見ていきたいと思います。私が
就任してから15年続いています。100年を迎えるに
あたって様々な試練がやってくるかもしれませんが、
常に前向きに物事をとらえ、試練を試練と思わずに
やっていきたいと思います。

直訳すると「地球と仲良く」という意味ですが、これ
を思い立ったのは、やはり愛だと思います。経営者の私
が、社員に与える愛が重要だと思います。そうすれば社
員はいい仕事をします。お客様はそれを喜んで下さり、
結果、利益につながります。それはまた社員に還元しま
す。社員は心も豊かになります。大げさかもしれません
が、日本電鍍から日本を良くして、ゆくゆくは地球を良く
するかもしれない。次の世代にいい日本を残していきた
い。そんな思いで日々経営しています。これからもご縁
を大切にしながらいい会社をつくり続け、次の世代へと
受け継ぎながら、日本電鍍の魂はこれからも継続でき
るような、そんな会社にしていきたいと思っております。
ご清聴、ありがとうございました。

社員への感謝 経営理念　Earth Friendlyについて

2020年、2024年、そして2057年を目指して

わが国経済は、企業部門に改善がみられるなど、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じて
みれば底堅い動き、生産は持ち直し、企業収益は改
善の動きがみられ、雇用情勢は改善傾向にある。先
行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、原
油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
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。先行きは、緩やかな回復が期待され
ている。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
４～６月期の天気図は、薄日が建設、大型小売店、
曇が一般機械、電気機械、輸送機械、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、10～12月期より減少したもの
の、これには高い伸びとなった前期からの反動減が
含まれており、基調としては緩やかながらも回復して
いる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回った。産業向け
や北米向けの自動車関連が順調だったものの、前
年の反動がみられた。先行きは、徐々に回復してくる
と期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、消費増税の影響が一巡することな
どから、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前期比横ばい程度の水準で推移し
た。先行きについても、生産は現状程度のペースで
進むとみられる。

○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行きも
順調な動きが続くと見込まれている。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が高水準なことから

(1)一般機械…緩やかながらも回復基調
一般機械の１～３月期の生産は、10～12月期より
減少となったものの、これには高い伸びとなった前
期からの反動減が含まれており、基調としては緩や
かながらも回復している。
農業用機械や発電用ガスタービン、医療用機械

などは比較的堅調に推移したものの、資源国向け
の輸出が伸び悩む建設機械はやや低調で、比較的
堅調だった太陽光発電用パネルやスマホ関連部品
なども、動きが一服している。旋盤やプレス機など金
属加工機械は総じてみれば底堅いものの、メーカー
ごとの業績にばらつきがみられる。
為替の円安基調を受けて、事務用機械など、ごく
一部ながら生産拠点の国内回帰を目指す動きが出
始めている。しかし、こうした企業から、部品や金型
などの新規取引の打診があっても、提示される価格
条件は大変厳しい。また、過去の生産拠点の海外
移転に伴い、仕事量が減少してきた金型メーカーな
どでは、最低限の設備・人員で運営している先も多
いことから、急に増産を求められても、対応はそれほ
ど簡単ではないようだ。
ものづくり補助金などの効果もあり、先行きも、一
般機械の生産は、緩やかながらも持ち直していくと
みられる。しかし、製造業の現場では、パート・アルバ
イトなどの時給が上昇しており、新規学卒者の採用

砂漠などからの砂埃）、国内向け製品より、より耐久
性が求められている。家電製品の多くは国内での
生産を縮小しており、海外の工場からの輸入に依存
しているケースが多く、円安は収益的にはマイナス
に働いている。
テレビ関連は、消費増税の反動減もあり前年を下
回って推移している。ただ、20型未満の小型テレビ
の販売は好調だったようだ。１～３月期は例年１人暮
らしを始める学生、社会人が増加することに加えて、
今年は３月末頃に期限となるケーブルテレビ事業者

される。
トラック関連：１～３月期のトラックの生産は堅調に
推移したようだ。震災の復興需要や2020年の東京
オリンピック関連の建設需要、都市部の再開発需
要などで国内販売が好調だった。
先行きも、建設需要の高まりから国内のトラック
需要は堅調に推移すると予想され、高い水準での
生産が続くだろう。懸念材料としては、国内では公
共投資が徐々に減衰することや、原油価格の下落
による海外でのインフラ需要の低下など海外景気
の減速があげられる。
部品メーカー：１～３月期の生産は、トラック部品メー
カーでは工場のフル稼働が続いたところがあったが、
乗用車部品メーカーの生産は、乗用車生産が低調
に推移しているため前年を下回ったとみられる。ま
た、乗用車ではこのところ軽自動車や小型車の割合
が高まっているため、利幅が小さくなり部品メーカー
では収益面で厳しくなっているようだ。
先行きについては、完成車メーカーの生産が徐々

に持ち直すことから、部品メーカーの生産も減少に
歯止めがかかるだろう。

(4) 鉄鋼…横ばい程度で推移
１～３月期の棒鋼の生産は、前期比横ばい程度の
水準で推移したとみられる。
首都圏では、物流倉庫や介護施設の新設が続き、
高速道路建設や公共施設の耐震工事なども底堅く
推移しているが、消費増税に伴う駆け込み需要の

順調に推移するとみられている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。先行き
は、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくると期
待している。

　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減な
どから前年を下回る。先行きは、建築コストの上昇
分を販売価格に転嫁できず、供給減の姿勢が強
まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税による駆け込み購入
の反動減から前年を下回ったとみられる。先行きは、
実質所得の増加から売上は上向きに。

も以前より難しくなっている。こうした状況を受けて、
中小企業でも、ベースアップの実施を検討する企業
が出始めていることから、賃金引上げに対応できな
い企業では、人手不足など雇用環境の悪化が進む
可能性もある。

(2)電気機械…前年をやや下回る
１～３月期の生産は、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったものの、前年をやや下回って推
移した。昨年の消費増税後の生産は、上期は増税
に伴う前倒し需要の反動から、停滞気味に推移した
ものの、下期からは持ち直しの傾向がみられる。
大手企業では、今春のベースアップを昨年以上

の上昇率で実施するようだが、県内の中堅・中小企
業では、収益の従業員への還元をベースアップでは
なくボーナスでと検討している企業が多い。ただ、
ベースアップか、ボーナスにするかは、ヒアリング実
施時点では各社とも未定としていた。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引

き続き順調に推移している。一部で、米国での自動
車ローンがサブプライム化しているという指摘が
あった。産業向けは、堅調に推移している。
インバータのエアコン、冷蔵庫、洗濯機などの白物
家電は、前年並みを計画していたが、海外向けは前
年を上回ったものの、国内向けが前年を下回って推
移した。
新興国向けの白物家電では、日本に比べて気象
条件などが過酷なため（高温、寒冷、高湿度、乾燥、

が提供してきたデジアナ変換のサービスの終了に
伴う特需が発生したためである。デジアナ変換サー
ビスを利用していた世帯は、テレビ画面は小さくても
いいとする高齢者世帯や、２台目以降の利用である
ため小型テレビでいいというケースが多い。
国内のテレビ生産は、フルハイビジョンの約４倍の
解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価値製品へシ
フトしている。ただ、４Ｋテレビは、放送される４Ｋ対
応のテレビ番組自体が未だ少なく、本格的な普及に
は時間がかかりそうである。
先行きは、新製品の投入などから、徐々に回復し

てくると期待されている。また、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…前年割れ続く
乗用車：１～３月期の県内の乗用車販売台数は、前
年比２ケタの減少となった。前年は消費増税前の駆
け込み購入が活発となり販売が増加したため、その
反動から大幅に減少した。しかし、販売台数は一昨
年の2013年１～３月期を上回っており、台数の水準
は極端に低いわけではない。内訳をみると、13年に
比べ登録車が減少し、軽自動車は増加している。ま
た、販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつ
きが大きかった。
県内の生産動向をみると、完成車メーカーの販
売が低調に推移しているため、１～３月期の県内生
産も前期に続き前年割れになったとみられる。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、昨年10～12月期が
前年比▲19.2％、１月が同▲27.3％と前年を大きく
下回り、生産は停滞気味で推移している。
先行きの県内生産については、４月にエコカー減
税の基準が厳格化されることから、慎重な見方が
あるものの、消費増税の影響が一巡することや新
型車投入効果もあり、徐々に持ち直していくと予想

反動から、マンションの着工は落ち込んでいる。建
設現場では、鉄筋工や型枠工など建設技能労働者
が不足し、施工可能な工事の量が限られていること
もあり、受注残にかかわらず、棒鋼の生産量が制約
される状況が続いている。
足元では、2020年の東京オリンピック開催に向

け、国立競技場の建て替えをはじめとする建築プロ
ジェクトが動き始めている。都心部の再開発案件も
相次いで立ち上がっていることから、棒鋼の需要は
当面底堅く推移しよう。
建設技能労働者の不足に対しては、接合に高度

な技術を要しないネジ節鉄筋の導入など、対応を進
める棒鋼メーカーもあるが、ゼネコンの側でも、設計
段階で、鉄筋コンクリート造から鉄骨造へシフトする
動きがみられる。当面、棒鋼の生産は現状程度の
ペースで進むとみられるが、鉄骨造へのシフトがこ
れまで以上のペースで進むようだと、生産が若干減
少する可能性もある。
１～３月期まで、スクラップ価格の下落が続いたこ
とで、製品価格とのスプレッドが拡大し、棒鋼メー
カーの収益は改善した。しかし、足元では製品価格
が弱含みで推移するなか、スクラップ価格は下げ止
まりの兆しをみせており、今後、スプレッドは縮小に
向かう可能性が高い。電力料金の引き上げに伴う
負担増が重い業種であり、先行きの収益について
は、楽観を許さない状況にある。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を若干下回って
推移している。国内設備投資の持ち直しを受けて、
工作機械向けは底堅く推移したが、輸出が弱含ん
でいる建設機械向けは弱含んでいる。
現状、一部ではそれなりの受注残を抱える企業も

みられるものの、短い納期の仕事をこなすのが精一
杯という企業が少なくない。鋳物についても、当面
は現状程度の生産量で推移するのではないか。
収益は引き続き厳しい。電気料金引き上げ分の
転嫁が進んでいない企業も多いものの、足元、銑鉄

やコークスが値下がりしていることもあって、価格改
訂交渉自体が難しい状況になっているようだ。 

(5)建設…順調に推移
１～３月期の建設は、労務費や建設資材価格、輸
送費などの建築コストが高止まりしているものの、公
共工事を中心に引き続き順調に推移している。
人手不足による労務費や建設資材価格の高騰は
落ち着いてきたが、水準自体は高止まりしている。
2020年のオリンピックまでは、逓増傾向が続くとみ
られている。
先行きは、受注残が高水準なことから、各社とも
選別受注を強めており、順調な動きが続くと見込ま
れている。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの工事を中心に順調。ただ、入札では不調が見
られる。
不調の要因として、現場監督者不足が指摘され

ている。現場監督者は、案件ごとに兼務不可で１名
が指定される。そのため、小口案件より大口案件を

受託した方が、現場監督者を有効に活用できるため、
小口案件で不調が発生しやすい状況にある。
現場監督者不足の解消や、若者の建設業への就
職を促す目的で、積極的に福利厚生を厚めにする
企業がみられた。
先行きは、受注残が高水準なことから、引き続き
順調に推移するとみられている。
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、足元での労務費や建設資材価格の上昇
が落ち着いてきたこと、様子見状態であった民間建
築の引き合いにそろそろ動きが見られそうだと期待
しているものの、契約・着工までにはまだまだ時間が
かかりそうだ。
先行きは、消費増税が延期されたことから、それ

に伴う前倒し需要が発生しないため、工場や倉庫、
ビルなどの民間建築需要の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：１～３月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の前倒し需要の反動から、前年水準を下回る。県内
建設業者は、一部地域を除いて、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
んで対応しているようだ。また、高齢者の住宅などで
手すりや浴槽、内装などのリフォームの需要は根強
くある。
首都圏の中でも地価が相対的に低い埼玉県では、
販売価格に占める建築コストの割合が高くなり、そ
のまま転嫁すると販売価格の大幅な値上げとなり、
地域に見合った価格を超え、苦戦を強いられている。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県におけるマ

ンション契約率は2014年12月47.8％（首都圏
69.9％）、2015年１月67.3％（同74.9％）、２月
71.1％（同74.5％）と、首都圏平均を下回っており、
かつ好不調の目安と言われている70％を下回って
推移することが多い。

埼玉県ではマンションの供給を抑えているにもか
かわらず、契約率は70％を下回ることが多く、販売
環境は数字以上に悪化している。ただ、ＪＲ京浜東北
線沿いの川口、浦和、大宮地域は立地条件が良く、
県内では販売が好調な地域である。
先行きは、顧客は購入意欲も一段落し、物件購入

には一段と慎重になっている。購入想定価格内で、
「要るもの」についてはこだわりを持って選別し、「要
らないもの」については予算との兼ね合いで選択す
る傾向が強まっている。
業者は、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で

きず、「集客はできるが、販売は難しい」と供給減の
姿勢が強まっている。
2017年４月の消費増税（８％→10％）については、
住宅業界では特別な対策を行っていない。マンショ
ン、分譲戸建とも、案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…駆け込みの反動で減少
百貨店：１～３月期の県内百貨店の売上は、前年を下
回ったとみられる。気温の上昇で春物の衣料品に動
きがあったが、前年同期は、消費増税に伴う駆け込
み購入があり、その反動で減少した。昨年の４月以
降、県内百貨店の売上は前年を上回る月もあったが、
消費増税後の落ち込みからの戻りは総じて鈍い。免
税対象が化粧品や食料品等の消耗品に広がったこ
ともあり、都心では訪日外国人客による免税品の売
上が増加し全体の売上を押し上げているが、県内で
は全体を押し上げるほどではないようだ。
一方、時計、宝飾品、高級ブランド品などの高額
品の販売は堅調に推移しており、富裕層を顧客と
した外商部門の売上も伸びている。株価が堅調に
推移したため、資産効果により高額品の購入に動
きが出ているようだ。富裕層の消費は比較的堅調
だが、ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢
いが欠けている。賃上げやボーナスの増加で消費

者の所得は改善方向にあるが、消費増税を含めた
物価上昇により実質所得が目減りしていることが
背景にあるとみられる。また、消費者は値段が安い
だけでは買わなくなり、買い物にメリハリをつけ、買
うものを選びながら堅実に買うのが特徴、との見方
もあった。
４月以降は、消費増税による物価押し上げ効果が
一巡する一方、賃上げの動きも広がるとみられ、低
下していた実質賃金が前年を上回るため、売上の
回復につながると予想される。
スーパー：県内スーパーの売上は、消費増税翌月の
昨年５月以降、前年比プラスに転じており、百貨店に
比べ堅調に推移している。ただ１～３月期の売上は、
前年の消費増税による駆け込み購入の反動があり、
前年を下回った模様である。肉や惣菜など主力の食
料品の売上は相場高の影響もあり堅調だったが、衣
料品の販売が振るわなかった。
消費増税後、中間層の家計への圧迫感が強まり、
消費者の節約志向が強まったようだ。品質にあまり
差のない日用品については、低価格・節約志向が強
まる傾向がみられている。一方、節約志向はあるも
のの、安いだけでは商品を買わなくなり、品質に納得
すれば多少高くても購入するという動きもある。
先行きをみると、消費増税が先送りになったこと

により、昨年のような消費増税による物価上昇がな
くなるため、減少が続いていた実質所得は増加に向
かうと予想される。所得環境の改善を背景に、スー
パーの売上も増加するだろう。
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埼玉県における産業動向と見通し
生産は持ち直し、先行きは緩やかな回復を期待

わが国経済は、企業部門に改善がみられるなど、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じて
みれば底堅い動き、生産は持ち直し、企業収益は改
善の動きがみられ、雇用情勢は改善傾向にある。先
行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、原
油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
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。先行きは、緩やかな回復が期待され
ている。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
４～６月期の天気図は、薄日が建設、大型小売店、
曇が一般機械、電気機械、輸送機械、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、10～12月期より減少したもの
の、これには高い伸びとなった前期からの反動減が
含まれており、基調としては緩やかながらも回復して
いる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回った。産業向け
や北米向けの自動車関連が順調だったものの、前
年の反動がみられた。先行きは、徐々に回復してくる
と期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、消費増税の影響が一巡することな
どから、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前期比横ばい程度の水準で推移し
た。先行きについても、生産は現状程度のペースで
進むとみられる。

○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行きも
順調な動きが続くと見込まれている。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が高水準なことから

(1)一般機械…緩やかながらも回復基調
一般機械の１～３月期の生産は、10～12月期より
減少となったものの、これには高い伸びとなった前
期からの反動減が含まれており、基調としては緩や
かながらも回復している。
農業用機械や発電用ガスタービン、医療用機械

などは比較的堅調に推移したものの、資源国向け
の輸出が伸び悩む建設機械はやや低調で、比較的
堅調だった太陽光発電用パネルやスマホ関連部品
なども、動きが一服している。旋盤やプレス機など金
属加工機械は総じてみれば底堅いものの、メーカー
ごとの業績にばらつきがみられる。
為替の円安基調を受けて、事務用機械など、ごく
一部ながら生産拠点の国内回帰を目指す動きが出
始めている。しかし、こうした企業から、部品や金型
などの新規取引の打診があっても、提示される価格
条件は大変厳しい。また、過去の生産拠点の海外
移転に伴い、仕事量が減少してきた金型メーカーな
どでは、最低限の設備・人員で運営している先も多
いことから、急に増産を求められても、対応はそれほ
ど簡単ではないようだ。
ものづくり補助金などの効果もあり、先行きも、一
般機械の生産は、緩やかながらも持ち直していくと
みられる。しかし、製造業の現場では、パート・アルバ
イトなどの時給が上昇しており、新規学卒者の採用

概況

主要産業の動向

砂漠などからの砂埃）、国内向け製品より、より耐久
性が求められている。家電製品の多くは国内での
生産を縮小しており、海外の工場からの輸入に依存
しているケースが多く、円安は収益的にはマイナス
に働いている。
テレビ関連は、消費増税の反動減もあり前年を下
回って推移している。ただ、20型未満の小型テレビ
の販売は好調だったようだ。１～３月期は例年１人暮
らしを始める学生、社会人が増加することに加えて、
今年は３月末頃に期限となるケーブルテレビ事業者

される。
トラック関連：１～３月期のトラックの生産は堅調に
推移したようだ。震災の復興需要や2020年の東京
オリンピック関連の建設需要、都市部の再開発需
要などで国内販売が好調だった。
先行きも、建設需要の高まりから国内のトラック
需要は堅調に推移すると予想され、高い水準での
生産が続くだろう。懸念材料としては、国内では公
共投資が徐々に減衰することや、原油価格の下落
による海外でのインフラ需要の低下など海外景気
の減速があげられる。
部品メーカー：１～３月期の生産は、トラック部品メー
カーでは工場のフル稼働が続いたところがあったが、
乗用車部品メーカーの生産は、乗用車生産が低調
に推移しているため前年を下回ったとみられる。ま
た、乗用車ではこのところ軽自動車や小型車の割合
が高まっているため、利幅が小さくなり部品メーカー
では収益面で厳しくなっているようだ。
先行きについては、完成車メーカーの生産が徐々

に持ち直すことから、部品メーカーの生産も減少に
歯止めがかかるだろう。

(4) 鉄鋼…横ばい程度で推移
１～３月期の棒鋼の生産は、前期比横ばい程度の
水準で推移したとみられる。
首都圏では、物流倉庫や介護施設の新設が続き、
高速道路建設や公共施設の耐震工事なども底堅く
推移しているが、消費増税に伴う駆け込み需要の

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

大型小売店

順調に推移するとみられている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。先行き
は、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくると期
待している。

　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減な
どから前年を下回る。先行きは、建築コストの上昇
分を販売価格に転嫁できず、供給減の姿勢が強
まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税による駆け込み購入
の反動減から前年を下回ったとみられる。先行きは、
実質所得の増加から売上は上向きに。

も以前より難しくなっている。こうした状況を受けて、
中小企業でも、ベースアップの実施を検討する企業
が出始めていることから、賃金引上げに対応できな
い企業では、人手不足など雇用環境の悪化が進む
可能性もある。

(2)電気機械…前年をやや下回る
１～３月期の生産は、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったものの、前年をやや下回って推
移した。昨年の消費増税後の生産は、上期は増税
に伴う前倒し需要の反動から、停滞気味に推移した
ものの、下期からは持ち直しの傾向がみられる。
大手企業では、今春のベースアップを昨年以上

の上昇率で実施するようだが、県内の中堅・中小企
業では、収益の従業員への還元をベースアップでは
なくボーナスでと検討している企業が多い。ただ、
ベースアップか、ボーナスにするかは、ヒアリング実
施時点では各社とも未定としていた。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引

き続き順調に推移している。一部で、米国での自動
車ローンがサブプライム化しているという指摘が
あった。産業向けは、堅調に推移している。
インバータのエアコン、冷蔵庫、洗濯機などの白物
家電は、前年並みを計画していたが、海外向けは前
年を上回ったものの、国内向けが前年を下回って推
移した。
新興国向けの白物家電では、日本に比べて気象
条件などが過酷なため（高温、寒冷、高湿度、乾燥、

が提供してきたデジアナ変換のサービスの終了に
伴う特需が発生したためである。デジアナ変換サー
ビスを利用していた世帯は、テレビ画面は小さくても
いいとする高齢者世帯や、２台目以降の利用である
ため小型テレビでいいというケースが多い。
国内のテレビ生産は、フルハイビジョンの約４倍の
解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価値製品へシ
フトしている。ただ、４Ｋテレビは、放送される４Ｋ対
応のテレビ番組自体が未だ少なく、本格的な普及に
は時間がかかりそうである。
先行きは、新製品の投入などから、徐々に回復し

てくると期待されている。また、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…前年割れ続く
乗用車：１～３月期の県内の乗用車販売台数は、前
年比２ケタの減少となった。前年は消費増税前の駆
け込み購入が活発となり販売が増加したため、その
反動から大幅に減少した。しかし、販売台数は一昨
年の2013年１～３月期を上回っており、台数の水準
は極端に低いわけではない。内訳をみると、13年に
比べ登録車が減少し、軽自動車は増加している。ま
た、販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつ
きが大きかった。
県内の生産動向をみると、完成車メーカーの販
売が低調に推移しているため、１～３月期の県内生
産も前期に続き前年割れになったとみられる。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、昨年10～12月期が
前年比▲19.2％、１月が同▲27.3％と前年を大きく
下回り、生産は停滞気味で推移している。
先行きの県内生産については、４月にエコカー減
税の基準が厳格化されることから、慎重な見方が
あるものの、消費増税の影響が一巡することや新
型車投入効果もあり、徐々に持ち直していくと予想

反動から、マンションの着工は落ち込んでいる。建
設現場では、鉄筋工や型枠工など建設技能労働者
が不足し、施工可能な工事の量が限られていること
もあり、受注残にかかわらず、棒鋼の生産量が制約
される状況が続いている。
足元では、2020年の東京オリンピック開催に向

け、国立競技場の建て替えをはじめとする建築プロ
ジェクトが動き始めている。都心部の再開発案件も
相次いで立ち上がっていることから、棒鋼の需要は
当面底堅く推移しよう。
建設技能労働者の不足に対しては、接合に高度

な技術を要しないネジ節鉄筋の導入など、対応を進
める棒鋼メーカーもあるが、ゼネコンの側でも、設計
段階で、鉄筋コンクリート造から鉄骨造へシフトする
動きがみられる。当面、棒鋼の生産は現状程度の
ペースで進むとみられるが、鉄骨造へのシフトがこ
れまで以上のペースで進むようだと、生産が若干減
少する可能性もある。
１～３月期まで、スクラップ価格の下落が続いたこ
とで、製品価格とのスプレッドが拡大し、棒鋼メー
カーの収益は改善した。しかし、足元では製品価格
が弱含みで推移するなか、スクラップ価格は下げ止
まりの兆しをみせており、今後、スプレッドは縮小に
向かう可能性が高い。電力料金の引き上げに伴う
負担増が重い業種であり、先行きの収益について
は、楽観を許さない状況にある。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を若干下回って
推移している。国内設備投資の持ち直しを受けて、
工作機械向けは底堅く推移したが、輸出が弱含ん
でいる建設機械向けは弱含んでいる。
現状、一部ではそれなりの受注残を抱える企業も

みられるものの、短い納期の仕事をこなすのが精一
杯という企業が少なくない。鋳物についても、当面
は現状程度の生産量で推移するのではないか。
収益は引き続き厳しい。電気料金引き上げ分の
転嫁が進んでいない企業も多いものの、足元、銑鉄

やコークスが値下がりしていることもあって、価格改
訂交渉自体が難しい状況になっているようだ。 

(5)建設…順調に推移
１～３月期の建設は、労務費や建設資材価格、輸
送費などの建築コストが高止まりしているものの、公
共工事を中心に引き続き順調に推移している。
人手不足による労務費や建設資材価格の高騰は
落ち着いてきたが、水準自体は高止まりしている。
2020年のオリンピックまでは、逓増傾向が続くとみ
られている。
先行きは、受注残が高水準なことから、各社とも
選別受注を強めており、順調な動きが続くと見込ま
れている。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの工事を中心に順調。ただ、入札では不調が見
られる。
不調の要因として、現場監督者不足が指摘され

ている。現場監督者は、案件ごとに兼務不可で１名
が指定される。そのため、小口案件より大口案件を

受託した方が、現場監督者を有効に活用できるため、
小口案件で不調が発生しやすい状況にある。
現場監督者不足の解消や、若者の建設業への就
職を促す目的で、積極的に福利厚生を厚めにする
企業がみられた。
先行きは、受注残が高水準なことから、引き続き
順調に推移するとみられている。
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、足元での労務費や建設資材価格の上昇
が落ち着いてきたこと、様子見状態であった民間建
築の引き合いにそろそろ動きが見られそうだと期待
しているものの、契約・着工までにはまだまだ時間が
かかりそうだ。
先行きは、消費増税が延期されたことから、それ

に伴う前倒し需要が発生しないため、工場や倉庫、
ビルなどの民間建築需要の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：１～３月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の前倒し需要の反動から、前年水準を下回る。県内
建設業者は、一部地域を除いて、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
んで対応しているようだ。また、高齢者の住宅などで
手すりや浴槽、内装などのリフォームの需要は根強
くある。
首都圏の中でも地価が相対的に低い埼玉県では、
販売価格に占める建築コストの割合が高くなり、そ
のまま転嫁すると販売価格の大幅な値上げとなり、
地域に見合った価格を超え、苦戦を強いられている。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県におけるマ

ンション契約率は2014年12月47.8％（首都圏
69.9％）、2015年１月67.3％（同74.9％）、２月
71.1％（同74.5％）と、首都圏平均を下回っており、
かつ好不調の目安と言われている70％を下回って
推移することが多い。

埼玉県ではマンションの供給を抑えているにもか
かわらず、契約率は70％を下回ることが多く、販売
環境は数字以上に悪化している。ただ、ＪＲ京浜東北
線沿いの川口、浦和、大宮地域は立地条件が良く、
県内では販売が好調な地域である。
先行きは、顧客は購入意欲も一段落し、物件購入

には一段と慎重になっている。購入想定価格内で、
「要るもの」についてはこだわりを持って選別し、「要
らないもの」については予算との兼ね合いで選択す
る傾向が強まっている。
業者は、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で

きず、「集客はできるが、販売は難しい」と供給減の
姿勢が強まっている。
2017年４月の消費増税（８％→10％）については、
住宅業界では特別な対策を行っていない。マンショ
ン、分譲戸建とも、案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…駆け込みの反動で減少
百貨店：１～３月期の県内百貨店の売上は、前年を下
回ったとみられる。気温の上昇で春物の衣料品に動
きがあったが、前年同期は、消費増税に伴う駆け込
み購入があり、その反動で減少した。昨年の４月以
降、県内百貨店の売上は前年を上回る月もあったが、
消費増税後の落ち込みからの戻りは総じて鈍い。免
税対象が化粧品や食料品等の消耗品に広がったこ
ともあり、都心では訪日外国人客による免税品の売
上が増加し全体の売上を押し上げているが、県内で
は全体を押し上げるほどではないようだ。
一方、時計、宝飾品、高級ブランド品などの高額
品の販売は堅調に推移しており、富裕層を顧客と
した外商部門の売上も伸びている。株価が堅調に
推移したため、資産効果により高額品の購入に動
きが出ているようだ。富裕層の消費は比較的堅調
だが、ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢
いが欠けている。賃上げやボーナスの増加で消費

者の所得は改善方向にあるが、消費増税を含めた
物価上昇により実質所得が目減りしていることが
背景にあるとみられる。また、消費者は値段が安い
だけでは買わなくなり、買い物にメリハリをつけ、買
うものを選びながら堅実に買うのが特徴、との見方
もあった。
４月以降は、消費増税による物価押し上げ効果が
一巡する一方、賃上げの動きも広がるとみられ、低
下していた実質賃金が前年を上回るため、売上の
回復につながると予想される。
スーパー：県内スーパーの売上は、消費増税翌月の
昨年５月以降、前年比プラスに転じており、百貨店に
比べ堅調に推移している。ただ１～３月期の売上は、
前年の消費増税による駆け込み購入の反動があり、
前年を下回った模様である。肉や惣菜など主力の食
料品の売上は相場高の影響もあり堅調だったが、衣
料品の販売が振るわなかった。
消費増税後、中間層の家計への圧迫感が強まり、
消費者の節約志向が強まったようだ。品質にあまり
差のない日用品については、低価格・節約志向が強
まる傾向がみられている。一方、節約志向はあるも
のの、安いだけでは商品を買わなくなり、品質に納得
すれば多少高くても購入するという動きもある。
先行きをみると、消費増税が先送りになったこと

により、昨年のような消費増税による物価上昇がな
くなるため、減少が続いていた実質所得は増加に向
かうと予想される。所得環境の改善を背景に、スー
パーの売上も増加するだろう。

●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
生産は持ち直し、先行きは緩やかな回復を期待

わが国経済は、企業部門に改善がみられるなど、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じて
みれば底堅い動き、生産は持ち直し、企業収益は改
善の動きがみられ、雇用情勢は改善傾向にある。先
行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、原
油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
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。先行きは、緩やかな回復が期待され
ている。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
４～６月期の天気図は、薄日が建設、大型小売店、
曇が一般機械、電気機械、輸送機械、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、10～12月期より減少したもの
の、これには高い伸びとなった前期からの反動減が
含まれており、基調としては緩やかながらも回復して
いる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回った。産業向け
や北米向けの自動車関連が順調だったものの、前
年の反動がみられた。先行きは、徐々に回復してくる
と期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、消費増税の影響が一巡することな
どから、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前期比横ばい程度の水準で推移し
た。先行きについても、生産は現状程度のペースで
進むとみられる。

○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行きも
順調な動きが続くと見込まれている。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が高水準なことから

(1)一般機械…緩やかながらも回復基調
一般機械の１～３月期の生産は、10～12月期より
減少となったものの、これには高い伸びとなった前
期からの反動減が含まれており、基調としては緩や
かながらも回復している。
農業用機械や発電用ガスタービン、医療用機械

などは比較的堅調に推移したものの、資源国向け
の輸出が伸び悩む建設機械はやや低調で、比較的
堅調だった太陽光発電用パネルやスマホ関連部品
なども、動きが一服している。旋盤やプレス機など金
属加工機械は総じてみれば底堅いものの、メーカー
ごとの業績にばらつきがみられる。
為替の円安基調を受けて、事務用機械など、ごく
一部ながら生産拠点の国内回帰を目指す動きが出
始めている。しかし、こうした企業から、部品や金型
などの新規取引の打診があっても、提示される価格
条件は大変厳しい。また、過去の生産拠点の海外
移転に伴い、仕事量が減少してきた金型メーカーな
どでは、最低限の設備・人員で運営している先も多
いことから、急に増産を求められても、対応はそれほ
ど簡単ではないようだ。
ものづくり補助金などの効果もあり、先行きも、一
般機械の生産は、緩やかながらも持ち直していくと
みられる。しかし、製造業の現場では、パート・アルバ
イトなどの時給が上昇しており、新規学卒者の採用

概況

主要産業の動向

砂漠などからの砂埃）、国内向け製品より、より耐久
性が求められている。家電製品の多くは国内での
生産を縮小しており、海外の工場からの輸入に依存
しているケースが多く、円安は収益的にはマイナス
に働いている。
テレビ関連は、消費増税の反動減もあり前年を下
回って推移している。ただ、20型未満の小型テレビ
の販売は好調だったようだ。１～３月期は例年１人暮
らしを始める学生、社会人が増加することに加えて、
今年は３月末頃に期限となるケーブルテレビ事業者

される。
トラック関連：１～３月期のトラックの生産は堅調に
推移したようだ。震災の復興需要や2020年の東京
オリンピック関連の建設需要、都市部の再開発需
要などで国内販売が好調だった。
先行きも、建設需要の高まりから国内のトラック
需要は堅調に推移すると予想され、高い水準での
生産が続くだろう。懸念材料としては、国内では公
共投資が徐々に減衰することや、原油価格の下落
による海外でのインフラ需要の低下など海外景気
の減速があげられる。
部品メーカー：１～３月期の生産は、トラック部品メー
カーでは工場のフル稼働が続いたところがあったが、
乗用車部品メーカーの生産は、乗用車生産が低調
に推移しているため前年を下回ったとみられる。ま
た、乗用車ではこのところ軽自動車や小型車の割合
が高まっているため、利幅が小さくなり部品メーカー
では収益面で厳しくなっているようだ。
先行きについては、完成車メーカーの生産が徐々

に持ち直すことから、部品メーカーの生産も減少に
歯止めがかかるだろう。

(4) 鉄鋼…横ばい程度で推移
１～３月期の棒鋼の生産は、前期比横ばい程度の
水準で推移したとみられる。
首都圏では、物流倉庫や介護施設の新設が続き、
高速道路建設や公共施設の耐震工事なども底堅く
推移しているが、消費増税に伴う駆け込み需要の

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

大型小売店

順調に推移するとみられている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。先行き
は、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくると期
待している。

　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減な
どから前年を下回る。先行きは、建築コストの上昇
分を販売価格に転嫁できず、供給減の姿勢が強
まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税による駆け込み購入
の反動減から前年を下回ったとみられる。先行きは、
実質所得の増加から売上は上向きに。

も以前より難しくなっている。こうした状況を受けて、
中小企業でも、ベースアップの実施を検討する企業
が出始めていることから、賃金引上げに対応できな
い企業では、人手不足など雇用環境の悪化が進む
可能性もある。

(2)電気機械…前年をやや下回る
１～３月期の生産は、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったものの、前年をやや下回って推
移した。昨年の消費増税後の生産は、上期は増税
に伴う前倒し需要の反動から、停滞気味に推移した
ものの、下期からは持ち直しの傾向がみられる。
大手企業では、今春のベースアップを昨年以上

の上昇率で実施するようだが、県内の中堅・中小企
業では、収益の従業員への還元をベースアップでは
なくボーナスでと検討している企業が多い。ただ、
ベースアップか、ボーナスにするかは、ヒアリング実
施時点では各社とも未定としていた。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引

き続き順調に推移している。一部で、米国での自動
車ローンがサブプライム化しているという指摘が
あった。産業向けは、堅調に推移している。
インバータのエアコン、冷蔵庫、洗濯機などの白物
家電は、前年並みを計画していたが、海外向けは前
年を上回ったものの、国内向けが前年を下回って推
移した。
新興国向けの白物家電では、日本に比べて気象
条件などが過酷なため（高温、寒冷、高湿度、乾燥、

が提供してきたデジアナ変換のサービスの終了に
伴う特需が発生したためである。デジアナ変換サー
ビスを利用していた世帯は、テレビ画面は小さくても
いいとする高齢者世帯や、２台目以降の利用である
ため小型テレビでいいというケースが多い。
国内のテレビ生産は、フルハイビジョンの約４倍の
解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価値製品へシ
フトしている。ただ、４Ｋテレビは、放送される４Ｋ対
応のテレビ番組自体が未だ少なく、本格的な普及に
は時間がかかりそうである。
先行きは、新製品の投入などから、徐々に回復し

てくると期待されている。また、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…前年割れ続く
乗用車：１～３月期の県内の乗用車販売台数は、前
年比２ケタの減少となった。前年は消費増税前の駆
け込み購入が活発となり販売が増加したため、その
反動から大幅に減少した。しかし、販売台数は一昨
年の2013年１～３月期を上回っており、台数の水準
は極端に低いわけではない。内訳をみると、13年に
比べ登録車が減少し、軽自動車は増加している。ま
た、販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつ
きが大きかった。
県内の生産動向をみると、完成車メーカーの販
売が低調に推移しているため、１～３月期の県内生
産も前期に続き前年割れになったとみられる。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、昨年10～12月期が
前年比▲19.2％、１月が同▲27.3％と前年を大きく
下回り、生産は停滞気味で推移している。
先行きの県内生産については、４月にエコカー減
税の基準が厳格化されることから、慎重な見方が
あるものの、消費増税の影響が一巡することや新
型車投入効果もあり、徐々に持ち直していくと予想

反動から、マンションの着工は落ち込んでいる。建
設現場では、鉄筋工や型枠工など建設技能労働者
が不足し、施工可能な工事の量が限られていること
もあり、受注残にかかわらず、棒鋼の生産量が制約
される状況が続いている。
足元では、2020年の東京オリンピック開催に向

け、国立競技場の建て替えをはじめとする建築プロ
ジェクトが動き始めている。都心部の再開発案件も
相次いで立ち上がっていることから、棒鋼の需要は
当面底堅く推移しよう。
建設技能労働者の不足に対しては、接合に高度

な技術を要しないネジ節鉄筋の導入など、対応を進
める棒鋼メーカーもあるが、ゼネコンの側でも、設計
段階で、鉄筋コンクリート造から鉄骨造へシフトする
動きがみられる。当面、棒鋼の生産は現状程度の
ペースで進むとみられるが、鉄骨造へのシフトがこ
れまで以上のペースで進むようだと、生産が若干減
少する可能性もある。
１～３月期まで、スクラップ価格の下落が続いたこ
とで、製品価格とのスプレッドが拡大し、棒鋼メー
カーの収益は改善した。しかし、足元では製品価格
が弱含みで推移するなか、スクラップ価格は下げ止
まりの兆しをみせており、今後、スプレッドは縮小に
向かう可能性が高い。電力料金の引き上げに伴う
負担増が重い業種であり、先行きの収益について
は、楽観を許さない状況にある。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を若干下回って
推移している。国内設備投資の持ち直しを受けて、
工作機械向けは底堅く推移したが、輸出が弱含ん
でいる建設機械向けは弱含んでいる。
現状、一部ではそれなりの受注残を抱える企業も

みられるものの、短い納期の仕事をこなすのが精一
杯という企業が少なくない。鋳物についても、当面
は現状程度の生産量で推移するのではないか。
収益は引き続き厳しい。電気料金引き上げ分の
転嫁が進んでいない企業も多いものの、足元、銑鉄

やコークスが値下がりしていることもあって、価格改
訂交渉自体が難しい状況になっているようだ。 

(5)建設…順調に推移
１～３月期の建設は、労務費や建設資材価格、輸
送費などの建築コストが高止まりしているものの、公
共工事を中心に引き続き順調に推移している。
人手不足による労務費や建設資材価格の高騰は
落ち着いてきたが、水準自体は高止まりしている。
2020年のオリンピックまでは、逓増傾向が続くとみ
られている。
先行きは、受注残が高水準なことから、各社とも
選別受注を強めており、順調な動きが続くと見込ま
れている。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの工事を中心に順調。ただ、入札では不調が見
られる。
不調の要因として、現場監督者不足が指摘され

ている。現場監督者は、案件ごとに兼務不可で１名
が指定される。そのため、小口案件より大口案件を

受託した方が、現場監督者を有効に活用できるため、
小口案件で不調が発生しやすい状況にある。
現場監督者不足の解消や、若者の建設業への就
職を促す目的で、積極的に福利厚生を厚めにする
企業がみられた。
先行きは、受注残が高水準なことから、引き続き
順調に推移するとみられている。
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、足元での労務費や建設資材価格の上昇
が落ち着いてきたこと、様子見状態であった民間建
築の引き合いにそろそろ動きが見られそうだと期待
しているものの、契約・着工までにはまだまだ時間が
かかりそうだ。
先行きは、消費増税が延期されたことから、それ

に伴う前倒し需要が発生しないため、工場や倉庫、
ビルなどの民間建築需要の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：１～３月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の前倒し需要の反動から、前年水準を下回る。県内
建設業者は、一部地域を除いて、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
んで対応しているようだ。また、高齢者の住宅などで
手すりや浴槽、内装などのリフォームの需要は根強
くある。
首都圏の中でも地価が相対的に低い埼玉県では、
販売価格に占める建築コストの割合が高くなり、そ
のまま転嫁すると販売価格の大幅な値上げとなり、
地域に見合った価格を超え、苦戦を強いられている。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県におけるマ

ンション契約率は2014年12月47.8％（首都圏
69.9％）、2015年１月67.3％（同74.9％）、２月
71.1％（同74.5％）と、首都圏平均を下回っており、
かつ好不調の目安と言われている70％を下回って
推移することが多い。

埼玉県ではマンションの供給を抑えているにもか
かわらず、契約率は70％を下回ることが多く、販売
環境は数字以上に悪化している。ただ、ＪＲ京浜東北
線沿いの川口、浦和、大宮地域は立地条件が良く、
県内では販売が好調な地域である。
先行きは、顧客は購入意欲も一段落し、物件購入

には一段と慎重になっている。購入想定価格内で、
「要るもの」についてはこだわりを持って選別し、「要
らないもの」については予算との兼ね合いで選択す
る傾向が強まっている。
業者は、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で

きず、「集客はできるが、販売は難しい」と供給減の
姿勢が強まっている。
2017年４月の消費増税（８％→10％）については、
住宅業界では特別な対策を行っていない。マンショ
ン、分譲戸建とも、案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…駆け込みの反動で減少
百貨店：１～３月期の県内百貨店の売上は、前年を下
回ったとみられる。気温の上昇で春物の衣料品に動
きがあったが、前年同期は、消費増税に伴う駆け込
み購入があり、その反動で減少した。昨年の４月以
降、県内百貨店の売上は前年を上回る月もあったが、
消費増税後の落ち込みからの戻りは総じて鈍い。免
税対象が化粧品や食料品等の消耗品に広がったこ
ともあり、都心では訪日外国人客による免税品の売
上が増加し全体の売上を押し上げているが、県内で
は全体を押し上げるほどではないようだ。
一方、時計、宝飾品、高級ブランド品などの高額
品の販売は堅調に推移しており、富裕層を顧客と
した外商部門の売上も伸びている。株価が堅調に
推移したため、資産効果により高額品の購入に動
きが出ているようだ。富裕層の消費は比較的堅調
だが、ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢
いが欠けている。賃上げやボーナスの増加で消費

者の所得は改善方向にあるが、消費増税を含めた
物価上昇により実質所得が目減りしていることが
背景にあるとみられる。また、消費者は値段が安い
だけでは買わなくなり、買い物にメリハリをつけ、買
うものを選びながら堅実に買うのが特徴、との見方
もあった。
４月以降は、消費増税による物価押し上げ効果が
一巡する一方、賃上げの動きも広がるとみられ、低
下していた実質賃金が前年を上回るため、売上の
回復につながると予想される。
スーパー：県内スーパーの売上は、消費増税翌月の
昨年５月以降、前年比プラスに転じており、百貨店に
比べ堅調に推移している。ただ１～３月期の売上は、
前年の消費増税による駆け込み購入の反動があり、
前年を下回った模様である。肉や惣菜など主力の食
料品の売上は相場高の影響もあり堅調だったが、衣
料品の販売が振るわなかった。
消費増税後、中間層の家計への圧迫感が強まり、
消費者の節約志向が強まったようだ。品質にあまり
差のない日用品については、低価格・節約志向が強
まる傾向がみられている。一方、節約志向はあるも
のの、安いだけでは商品を買わなくなり、品質に納得
すれば多少高くても購入するという動きもある。
先行きをみると、消費増税が先送りになったこと

により、昨年のような消費増税による物価上昇がな
くなるため、減少が続いていた実質所得は増加に向
かうと予想される。所得環境の改善を背景に、スー
パーの売上も増加するだろう。

●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」

前年比（%）

-10

10

20

0

14年Ⅰ期 Ⅱ期2013年Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅳ期Ⅲ期 15年1月

14年Ⅰ期 Ⅱ期2013年Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅳ期Ⅲ期 15年1月

●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、企業部門に改善がみられるなど、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じて
みれば底堅い動き、生産は持ち直し、企業収益は改
善の動きがみられ、雇用情勢は改善傾向にある。先
行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、原
油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
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。先行きは、緩やかな回復が期待され
ている。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
４～６月期の天気図は、薄日が建設、大型小売店、
曇が一般機械、電気機械、輸送機械、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、10～12月期より減少したもの
の、これには高い伸びとなった前期からの反動減が
含まれており、基調としては緩やかながらも回復して
いる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回った。産業向け
や北米向けの自動車関連が順調だったものの、前
年の反動がみられた。先行きは、徐々に回復してくる
と期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、消費増税の影響が一巡することな
どから、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前期比横ばい程度の水準で推移し
た。先行きについても、生産は現状程度のペースで
進むとみられる。

○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行きも
順調な動きが続くと見込まれている。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が高水準なことから

(1)一般機械…緩やかながらも回復基調
一般機械の１～３月期の生産は、10～12月期より
減少となったものの、これには高い伸びとなった前
期からの反動減が含まれており、基調としては緩や
かながらも回復している。
農業用機械や発電用ガスタービン、医療用機械

などは比較的堅調に推移したものの、資源国向け
の輸出が伸び悩む建設機械はやや低調で、比較的
堅調だった太陽光発電用パネルやスマホ関連部品
なども、動きが一服している。旋盤やプレス機など金
属加工機械は総じてみれば底堅いものの、メーカー
ごとの業績にばらつきがみられる。
為替の円安基調を受けて、事務用機械など、ごく
一部ながら生産拠点の国内回帰を目指す動きが出
始めている。しかし、こうした企業から、部品や金型
などの新規取引の打診があっても、提示される価格
条件は大変厳しい。また、過去の生産拠点の海外
移転に伴い、仕事量が減少してきた金型メーカーな
どでは、最低限の設備・人員で運営している先も多
いことから、急に増産を求められても、対応はそれほ
ど簡単ではないようだ。
ものづくり補助金などの効果もあり、先行きも、一
般機械の生産は、緩やかながらも持ち直していくと
みられる。しかし、製造業の現場では、パート・アルバ
イトなどの時給が上昇しており、新規学卒者の採用

砂漠などからの砂埃）、国内向け製品より、より耐久
性が求められている。家電製品の多くは国内での
生産を縮小しており、海外の工場からの輸入に依存
しているケースが多く、円安は収益的にはマイナス
に働いている。
テレビ関連は、消費増税の反動減もあり前年を下
回って推移している。ただ、20型未満の小型テレビ
の販売は好調だったようだ。１～３月期は例年１人暮
らしを始める学生、社会人が増加することに加えて、
今年は３月末頃に期限となるケーブルテレビ事業者

される。
トラック関連：１～３月期のトラックの生産は堅調に
推移したようだ。震災の復興需要や2020年の東京
オリンピック関連の建設需要、都市部の再開発需
要などで国内販売が好調だった。
先行きも、建設需要の高まりから国内のトラック
需要は堅調に推移すると予想され、高い水準での
生産が続くだろう。懸念材料としては、国内では公
共投資が徐々に減衰することや、原油価格の下落
による海外でのインフラ需要の低下など海外景気
の減速があげられる。
部品メーカー：１～３月期の生産は、トラック部品メー
カーでは工場のフル稼働が続いたところがあったが、
乗用車部品メーカーの生産は、乗用車生産が低調
に推移しているため前年を下回ったとみられる。ま
た、乗用車ではこのところ軽自動車や小型車の割合
が高まっているため、利幅が小さくなり部品メーカー
では収益面で厳しくなっているようだ。
先行きについては、完成車メーカーの生産が徐々

に持ち直すことから、部品メーカーの生産も減少に
歯止めがかかるだろう。

(4) 鉄鋼…横ばい程度で推移
１～３月期の棒鋼の生産は、前期比横ばい程度の
水準で推移したとみられる。
首都圏では、物流倉庫や介護施設の新設が続き、
高速道路建設や公共施設の耐震工事なども底堅く
推移しているが、消費増税に伴う駆け込み需要の

順調に推移するとみられている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。先行き
は、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくると期
待している。

　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減な
どから前年を下回る。先行きは、建築コストの上昇
分を販売価格に転嫁できず、供給減の姿勢が強
まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税による駆け込み購入
の反動減から前年を下回ったとみられる。先行きは、
実質所得の増加から売上は上向きに。

も以前より難しくなっている。こうした状況を受けて、
中小企業でも、ベースアップの実施を検討する企業
が出始めていることから、賃金引上げに対応できな
い企業では、人手不足など雇用環境の悪化が進む
可能性もある。

(2)電気機械…前年をやや下回る
１～３月期の生産は、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったものの、前年をやや下回って推
移した。昨年の消費増税後の生産は、上期は増税
に伴う前倒し需要の反動から、停滞気味に推移した
ものの、下期からは持ち直しの傾向がみられる。
大手企業では、今春のベースアップを昨年以上

の上昇率で実施するようだが、県内の中堅・中小企
業では、収益の従業員への還元をベースアップでは
なくボーナスでと検討している企業が多い。ただ、
ベースアップか、ボーナスにするかは、ヒアリング実
施時点では各社とも未定としていた。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引

き続き順調に推移している。一部で、米国での自動
車ローンがサブプライム化しているという指摘が
あった。産業向けは、堅調に推移している。
インバータのエアコン、冷蔵庫、洗濯機などの白物
家電は、前年並みを計画していたが、海外向けは前
年を上回ったものの、国内向けが前年を下回って推
移した。
新興国向けの白物家電では、日本に比べて気象
条件などが過酷なため（高温、寒冷、高湿度、乾燥、

が提供してきたデジアナ変換のサービスの終了に
伴う特需が発生したためである。デジアナ変換サー
ビスを利用していた世帯は、テレビ画面は小さくても
いいとする高齢者世帯や、２台目以降の利用である
ため小型テレビでいいというケースが多い。
国内のテレビ生産は、フルハイビジョンの約４倍の
解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価値製品へシ
フトしている。ただ、４Ｋテレビは、放送される４Ｋ対
応のテレビ番組自体が未だ少なく、本格的な普及に
は時間がかかりそうである。
先行きは、新製品の投入などから、徐々に回復し

てくると期待されている。また、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…前年割れ続く
乗用車：１～３月期の県内の乗用車販売台数は、前
年比２ケタの減少となった。前年は消費増税前の駆
け込み購入が活発となり販売が増加したため、その
反動から大幅に減少した。しかし、販売台数は一昨
年の2013年１～３月期を上回っており、台数の水準
は極端に低いわけではない。内訳をみると、13年に
比べ登録車が減少し、軽自動車は増加している。ま
た、販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつ
きが大きかった。
県内の生産動向をみると、完成車メーカーの販
売が低調に推移しているため、１～３月期の県内生
産も前期に続き前年割れになったとみられる。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、昨年10～12月期が
前年比▲19.2％、１月が同▲27.3％と前年を大きく
下回り、生産は停滞気味で推移している。
先行きの県内生産については、４月にエコカー減
税の基準が厳格化されることから、慎重な見方が
あるものの、消費増税の影響が一巡することや新
型車投入効果もあり、徐々に持ち直していくと予想

反動から、マンションの着工は落ち込んでいる。建
設現場では、鉄筋工や型枠工など建設技能労働者
が不足し、施工可能な工事の量が限られていること
もあり、受注残にかかわらず、棒鋼の生産量が制約
される状況が続いている。
足元では、2020年の東京オリンピック開催に向

け、国立競技場の建て替えをはじめとする建築プロ
ジェクトが動き始めている。都心部の再開発案件も
相次いで立ち上がっていることから、棒鋼の需要は
当面底堅く推移しよう。
建設技能労働者の不足に対しては、接合に高度

な技術を要しないネジ節鉄筋の導入など、対応を進
める棒鋼メーカーもあるが、ゼネコンの側でも、設計
段階で、鉄筋コンクリート造から鉄骨造へシフトする
動きがみられる。当面、棒鋼の生産は現状程度の
ペースで進むとみられるが、鉄骨造へのシフトがこ
れまで以上のペースで進むようだと、生産が若干減
少する可能性もある。
１～３月期まで、スクラップ価格の下落が続いたこ
とで、製品価格とのスプレッドが拡大し、棒鋼メー
カーの収益は改善した。しかし、足元では製品価格
が弱含みで推移するなか、スクラップ価格は下げ止
まりの兆しをみせており、今後、スプレッドは縮小に
向かう可能性が高い。電力料金の引き上げに伴う
負担増が重い業種であり、先行きの収益について
は、楽観を許さない状況にある。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を若干下回って
推移している。国内設備投資の持ち直しを受けて、
工作機械向けは底堅く推移したが、輸出が弱含ん
でいる建設機械向けは弱含んでいる。
現状、一部ではそれなりの受注残を抱える企業も

みられるものの、短い納期の仕事をこなすのが精一
杯という企業が少なくない。鋳物についても、当面
は現状程度の生産量で推移するのではないか。
収益は引き続き厳しい。電気料金引き上げ分の
転嫁が進んでいない企業も多いものの、足元、銑鉄

やコークスが値下がりしていることもあって、価格改
訂交渉自体が難しい状況になっているようだ。 

(5)建設…順調に推移
１～３月期の建設は、労務費や建設資材価格、輸
送費などの建築コストが高止まりしているものの、公
共工事を中心に引き続き順調に推移している。
人手不足による労務費や建設資材価格の高騰は
落ち着いてきたが、水準自体は高止まりしている。
2020年のオリンピックまでは、逓増傾向が続くとみ
られている。
先行きは、受注残が高水準なことから、各社とも
選別受注を強めており、順調な動きが続くと見込ま
れている。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの工事を中心に順調。ただ、入札では不調が見
られる。
不調の要因として、現場監督者不足が指摘され

ている。現場監督者は、案件ごとに兼務不可で１名
が指定される。そのため、小口案件より大口案件を

受託した方が、現場監督者を有効に活用できるため、
小口案件で不調が発生しやすい状況にある。
現場監督者不足の解消や、若者の建設業への就
職を促す目的で、積極的に福利厚生を厚めにする
企業がみられた。
先行きは、受注残が高水準なことから、引き続き
順調に推移するとみられている。
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、足元での労務費や建設資材価格の上昇
が落ち着いてきたこと、様子見状態であった民間建
築の引き合いにそろそろ動きが見られそうだと期待
しているものの、契約・着工までにはまだまだ時間が
かかりそうだ。
先行きは、消費増税が延期されたことから、それ

に伴う前倒し需要が発生しないため、工場や倉庫、
ビルなどの民間建築需要の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：１～３月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の前倒し需要の反動から、前年水準を下回る。県内
建設業者は、一部地域を除いて、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
んで対応しているようだ。また、高齢者の住宅などで
手すりや浴槽、内装などのリフォームの需要は根強
くある。
首都圏の中でも地価が相対的に低い埼玉県では、
販売価格に占める建築コストの割合が高くなり、そ
のまま転嫁すると販売価格の大幅な値上げとなり、
地域に見合った価格を超え、苦戦を強いられている。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県におけるマ

ンション契約率は2014年12月47.8％（首都圏
69.9％）、2015年１月67.3％（同74.9％）、２月
71.1％（同74.5％）と、首都圏平均を下回っており、
かつ好不調の目安と言われている70％を下回って
推移することが多い。

埼玉県ではマンションの供給を抑えているにもか
かわらず、契約率は70％を下回ることが多く、販売
環境は数字以上に悪化している。ただ、ＪＲ京浜東北
線沿いの川口、浦和、大宮地域は立地条件が良く、
県内では販売が好調な地域である。
先行きは、顧客は購入意欲も一段落し、物件購入

には一段と慎重になっている。購入想定価格内で、
「要るもの」についてはこだわりを持って選別し、「要
らないもの」については予算との兼ね合いで選択す
る傾向が強まっている。
業者は、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で

きず、「集客はできるが、販売は難しい」と供給減の
姿勢が強まっている。
2017年４月の消費増税（８％→10％）については、
住宅業界では特別な対策を行っていない。マンショ
ン、分譲戸建とも、案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…駆け込みの反動で減少
百貨店：１～３月期の県内百貨店の売上は、前年を下
回ったとみられる。気温の上昇で春物の衣料品に動
きがあったが、前年同期は、消費増税に伴う駆け込
み購入があり、その反動で減少した。昨年の４月以
降、県内百貨店の売上は前年を上回る月もあったが、
消費増税後の落ち込みからの戻りは総じて鈍い。免
税対象が化粧品や食料品等の消耗品に広がったこ
ともあり、都心では訪日外国人客による免税品の売
上が増加し全体の売上を押し上げているが、県内で
は全体を押し上げるほどではないようだ。
一方、時計、宝飾品、高級ブランド品などの高額
品の販売は堅調に推移しており、富裕層を顧客と
した外商部門の売上も伸びている。株価が堅調に
推移したため、資産効果により高額品の購入に動
きが出ているようだ。富裕層の消費は比較的堅調
だが、ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢
いが欠けている。賃上げやボーナスの増加で消費

者の所得は改善方向にあるが、消費増税を含めた
物価上昇により実質所得が目減りしていることが
背景にあるとみられる。また、消費者は値段が安い
だけでは買わなくなり、買い物にメリハリをつけ、買
うものを選びながら堅実に買うのが特徴、との見方
もあった。
４月以降は、消費増税による物価押し上げ効果が
一巡する一方、賃上げの動きも広がるとみられ、低
下していた実質賃金が前年を上回るため、売上の
回復につながると予想される。
スーパー：県内スーパーの売上は、消費増税翌月の
昨年５月以降、前年比プラスに転じており、百貨店に
比べ堅調に推移している。ただ１～３月期の売上は、
前年の消費増税による駆け込み購入の反動があり、
前年を下回った模様である。肉や惣菜など主力の食
料品の売上は相場高の影響もあり堅調だったが、衣
料品の販売が振るわなかった。
消費増税後、中間層の家計への圧迫感が強まり、
消費者の節約志向が強まったようだ。品質にあまり
差のない日用品については、低価格・節約志向が強
まる傾向がみられている。一方、節約志向はあるも
のの、安いだけでは商品を買わなくなり、品質に納得
すれば多少高くても購入するという動きもある。
先行きをみると、消費増税が先送りになったこと

により、昨年のような消費増税による物価上昇がな
くなるため、減少が続いていた実質所得は増加に向
かうと予想される。所得環境の改善を背景に、スー
パーの売上も増加するだろう。

●電子部品・デバイスの生産指数（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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●電気機械の生産指数（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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●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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●情報通信機械の生産指数（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、企業部門に改善がみられるなど、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じて
みれば底堅い動き、生産は持ち直し、企業収益は改
善の動きがみられ、雇用情勢は改善傾向にある。先
行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、原
油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
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。先行きは、緩やかな回復が期待され
ている。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
４～６月期の天気図は、薄日が建設、大型小売店、
曇が一般機械、電気機械、輸送機械、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、10～12月期より減少したもの
の、これには高い伸びとなった前期からの反動減が
含まれており、基調としては緩やかながらも回復して
いる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回った。産業向け
や北米向けの自動車関連が順調だったものの、前
年の反動がみられた。先行きは、徐々に回復してくる
と期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、消費増税の影響が一巡することな
どから、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前期比横ばい程度の水準で推移し
た。先行きについても、生産は現状程度のペースで
進むとみられる。

○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行きも
順調な動きが続くと見込まれている。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が高水準なことから

(1)一般機械…緩やかながらも回復基調
一般機械の１～３月期の生産は、10～12月期より
減少となったものの、これには高い伸びとなった前
期からの反動減が含まれており、基調としては緩や
かながらも回復している。
農業用機械や発電用ガスタービン、医療用機械

などは比較的堅調に推移したものの、資源国向け
の輸出が伸び悩む建設機械はやや低調で、比較的
堅調だった太陽光発電用パネルやスマホ関連部品
なども、動きが一服している。旋盤やプレス機など金
属加工機械は総じてみれば底堅いものの、メーカー
ごとの業績にばらつきがみられる。
為替の円安基調を受けて、事務用機械など、ごく
一部ながら生産拠点の国内回帰を目指す動きが出
始めている。しかし、こうした企業から、部品や金型
などの新規取引の打診があっても、提示される価格
条件は大変厳しい。また、過去の生産拠点の海外
移転に伴い、仕事量が減少してきた金型メーカーな
どでは、最低限の設備・人員で運営している先も多
いことから、急に増産を求められても、対応はそれほ
ど簡単ではないようだ。
ものづくり補助金などの効果もあり、先行きも、一
般機械の生産は、緩やかながらも持ち直していくと
みられる。しかし、製造業の現場では、パート・アルバ
イトなどの時給が上昇しており、新規学卒者の採用

砂漠などからの砂埃）、国内向け製品より、より耐久
性が求められている。家電製品の多くは国内での
生産を縮小しており、海外の工場からの輸入に依存
しているケースが多く、円安は収益的にはマイナス
に働いている。
テレビ関連は、消費増税の反動減もあり前年を下
回って推移している。ただ、20型未満の小型テレビ
の販売は好調だったようだ。１～３月期は例年１人暮
らしを始める学生、社会人が増加することに加えて、
今年は３月末頃に期限となるケーブルテレビ事業者

される。
トラック関連：１～３月期のトラックの生産は堅調に
推移したようだ。震災の復興需要や2020年の東京
オリンピック関連の建設需要、都市部の再開発需
要などで国内販売が好調だった。
先行きも、建設需要の高まりから国内のトラック
需要は堅調に推移すると予想され、高い水準での
生産が続くだろう。懸念材料としては、国内では公
共投資が徐々に減衰することや、原油価格の下落
による海外でのインフラ需要の低下など海外景気
の減速があげられる。
部品メーカー：１～３月期の生産は、トラック部品メー
カーでは工場のフル稼働が続いたところがあったが、
乗用車部品メーカーの生産は、乗用車生産が低調
に推移しているため前年を下回ったとみられる。ま
た、乗用車ではこのところ軽自動車や小型車の割合
が高まっているため、利幅が小さくなり部品メーカー
では収益面で厳しくなっているようだ。
先行きについては、完成車メーカーの生産が徐々

に持ち直すことから、部品メーカーの生産も減少に
歯止めがかかるだろう。

(4) 鉄鋼…横ばい程度で推移
１～３月期の棒鋼の生産は、前期比横ばい程度の
水準で推移したとみられる。
首都圏では、物流倉庫や介護施設の新設が続き、
高速道路建設や公共施設の耐震工事なども底堅く
推移しているが、消費増税に伴う駆け込み需要の

順調に推移するとみられている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。先行き
は、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくると期
待している。

　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減な
どから前年を下回る。先行きは、建築コストの上昇
分を販売価格に転嫁できず、供給減の姿勢が強
まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税による駆け込み購入
の反動減から前年を下回ったとみられる。先行きは、
実質所得の増加から売上は上向きに。

も以前より難しくなっている。こうした状況を受けて、
中小企業でも、ベースアップの実施を検討する企業
が出始めていることから、賃金引上げに対応できな
い企業では、人手不足など雇用環境の悪化が進む
可能性もある。

(2)電気機械…前年をやや下回る
１～３月期の生産は、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったものの、前年をやや下回って推
移した。昨年の消費増税後の生産は、上期は増税
に伴う前倒し需要の反動から、停滞気味に推移した
ものの、下期からは持ち直しの傾向がみられる。
大手企業では、今春のベースアップを昨年以上

の上昇率で実施するようだが、県内の中堅・中小企
業では、収益の従業員への還元をベースアップでは
なくボーナスでと検討している企業が多い。ただ、
ベースアップか、ボーナスにするかは、ヒアリング実
施時点では各社とも未定としていた。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引

き続き順調に推移している。一部で、米国での自動
車ローンがサブプライム化しているという指摘が
あった。産業向けは、堅調に推移している。
インバータのエアコン、冷蔵庫、洗濯機などの白物
家電は、前年並みを計画していたが、海外向けは前
年を上回ったものの、国内向けが前年を下回って推
移した。
新興国向けの白物家電では、日本に比べて気象
条件などが過酷なため（高温、寒冷、高湿度、乾燥、

が提供してきたデジアナ変換のサービスの終了に
伴う特需が発生したためである。デジアナ変換サー
ビスを利用していた世帯は、テレビ画面は小さくても
いいとする高齢者世帯や、２台目以降の利用である
ため小型テレビでいいというケースが多い。
国内のテレビ生産は、フルハイビジョンの約４倍の
解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価値製品へシ
フトしている。ただ、４Ｋテレビは、放送される４Ｋ対
応のテレビ番組自体が未だ少なく、本格的な普及に
は時間がかかりそうである。
先行きは、新製品の投入などから、徐々に回復し

てくると期待されている。また、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…前年割れ続く
乗用車：１～３月期の県内の乗用車販売台数は、前
年比２ケタの減少となった。前年は消費増税前の駆
け込み購入が活発となり販売が増加したため、その
反動から大幅に減少した。しかし、販売台数は一昨
年の2013年１～３月期を上回っており、台数の水準
は極端に低いわけではない。内訳をみると、13年に
比べ登録車が減少し、軽自動車は増加している。ま
た、販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつ
きが大きかった。
県内の生産動向をみると、完成車メーカーの販
売が低調に推移しているため、１～３月期の県内生
産も前期に続き前年割れになったとみられる。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、昨年10～12月期が
前年比▲19.2％、１月が同▲27.3％と前年を大きく
下回り、生産は停滞気味で推移している。
先行きの県内生産については、４月にエコカー減
税の基準が厳格化されることから、慎重な見方が
あるものの、消費増税の影響が一巡することや新
型車投入効果もあり、徐々に持ち直していくと予想

反動から、マンションの着工は落ち込んでいる。建
設現場では、鉄筋工や型枠工など建設技能労働者
が不足し、施工可能な工事の量が限られていること
もあり、受注残にかかわらず、棒鋼の生産量が制約
される状況が続いている。
足元では、2020年の東京オリンピック開催に向

け、国立競技場の建て替えをはじめとする建築プロ
ジェクトが動き始めている。都心部の再開発案件も
相次いで立ち上がっていることから、棒鋼の需要は
当面底堅く推移しよう。
建設技能労働者の不足に対しては、接合に高度

な技術を要しないネジ節鉄筋の導入など、対応を進
める棒鋼メーカーもあるが、ゼネコンの側でも、設計
段階で、鉄筋コンクリート造から鉄骨造へシフトする
動きがみられる。当面、棒鋼の生産は現状程度の
ペースで進むとみられるが、鉄骨造へのシフトがこ
れまで以上のペースで進むようだと、生産が若干減
少する可能性もある。
１～３月期まで、スクラップ価格の下落が続いたこ
とで、製品価格とのスプレッドが拡大し、棒鋼メー
カーの収益は改善した。しかし、足元では製品価格
が弱含みで推移するなか、スクラップ価格は下げ止
まりの兆しをみせており、今後、スプレッドは縮小に
向かう可能性が高い。電力料金の引き上げに伴う
負担増が重い業種であり、先行きの収益について
は、楽観を許さない状況にある。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を若干下回って
推移している。国内設備投資の持ち直しを受けて、
工作機械向けは底堅く推移したが、輸出が弱含ん
でいる建設機械向けは弱含んでいる。
現状、一部ではそれなりの受注残を抱える企業も

みられるものの、短い納期の仕事をこなすのが精一
杯という企業が少なくない。鋳物についても、当面
は現状程度の生産量で推移するのではないか。
収益は引き続き厳しい。電気料金引き上げ分の
転嫁が進んでいない企業も多いものの、足元、銑鉄

やコークスが値下がりしていることもあって、価格改
訂交渉自体が難しい状況になっているようだ。 

(5)建設…順調に推移
１～３月期の建設は、労務費や建設資材価格、輸
送費などの建築コストが高止まりしているものの、公
共工事を中心に引き続き順調に推移している。
人手不足による労務費や建設資材価格の高騰は
落ち着いてきたが、水準自体は高止まりしている。
2020年のオリンピックまでは、逓増傾向が続くとみ
られている。
先行きは、受注残が高水準なことから、各社とも
選別受注を強めており、順調な動きが続くと見込ま
れている。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの工事を中心に順調。ただ、入札では不調が見
られる。
不調の要因として、現場監督者不足が指摘され

ている。現場監督者は、案件ごとに兼務不可で１名
が指定される。そのため、小口案件より大口案件を

受託した方が、現場監督者を有効に活用できるため、
小口案件で不調が発生しやすい状況にある。
現場監督者不足の解消や、若者の建設業への就
職を促す目的で、積極的に福利厚生を厚めにする
企業がみられた。
先行きは、受注残が高水準なことから、引き続き
順調に推移するとみられている。
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、足元での労務費や建設資材価格の上昇
が落ち着いてきたこと、様子見状態であった民間建
築の引き合いにそろそろ動きが見られそうだと期待
しているものの、契約・着工までにはまだまだ時間が
かかりそうだ。
先行きは、消費増税が延期されたことから、それ

に伴う前倒し需要が発生しないため、工場や倉庫、
ビルなどの民間建築需要の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：１～３月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の前倒し需要の反動から、前年水準を下回る。県内
建設業者は、一部地域を除いて、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
んで対応しているようだ。また、高齢者の住宅などで
手すりや浴槽、内装などのリフォームの需要は根強
くある。
首都圏の中でも地価が相対的に低い埼玉県では、
販売価格に占める建築コストの割合が高くなり、そ
のまま転嫁すると販売価格の大幅な値上げとなり、
地域に見合った価格を超え、苦戦を強いられている。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県におけるマ

ンション契約率は2014年12月47.8％（首都圏
69.9％）、2015年１月67.3％（同74.9％）、２月
71.1％（同74.5％）と、首都圏平均を下回っており、
かつ好不調の目安と言われている70％を下回って
推移することが多い。

埼玉県ではマンションの供給を抑えているにもか
かわらず、契約率は70％を下回ることが多く、販売
環境は数字以上に悪化している。ただ、ＪＲ京浜東北
線沿いの川口、浦和、大宮地域は立地条件が良く、
県内では販売が好調な地域である。
先行きは、顧客は購入意欲も一段落し、物件購入

には一段と慎重になっている。購入想定価格内で、
「要るもの」についてはこだわりを持って選別し、「要
らないもの」については予算との兼ね合いで選択す
る傾向が強まっている。
業者は、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で

きず、「集客はできるが、販売は難しい」と供給減の
姿勢が強まっている。
2017年４月の消費増税（８％→10％）については、
住宅業界では特別な対策を行っていない。マンショ
ン、分譲戸建とも、案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…駆け込みの反動で減少
百貨店：１～３月期の県内百貨店の売上は、前年を下
回ったとみられる。気温の上昇で春物の衣料品に動
きがあったが、前年同期は、消費増税に伴う駆け込
み購入があり、その反動で減少した。昨年の４月以
降、県内百貨店の売上は前年を上回る月もあったが、
消費増税後の落ち込みからの戻りは総じて鈍い。免
税対象が化粧品や食料品等の消耗品に広がったこ
ともあり、都心では訪日外国人客による免税品の売
上が増加し全体の売上を押し上げているが、県内で
は全体を押し上げるほどではないようだ。
一方、時計、宝飾品、高級ブランド品などの高額
品の販売は堅調に推移しており、富裕層を顧客と
した外商部門の売上も伸びている。株価が堅調に
推移したため、資産効果により高額品の購入に動
きが出ているようだ。富裕層の消費は比較的堅調
だが、ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢
いが欠けている。賃上げやボーナスの増加で消費

者の所得は改善方向にあるが、消費増税を含めた
物価上昇により実質所得が目減りしていることが
背景にあるとみられる。また、消費者は値段が安い
だけでは買わなくなり、買い物にメリハリをつけ、買
うものを選びながら堅実に買うのが特徴、との見方
もあった。
４月以降は、消費増税による物価押し上げ効果が
一巡する一方、賃上げの動きも広がるとみられ、低
下していた実質賃金が前年を上回るため、売上の
回復につながると予想される。
スーパー：県内スーパーの売上は、消費増税翌月の
昨年５月以降、前年比プラスに転じており、百貨店に
比べ堅調に推移している。ただ１～３月期の売上は、
前年の消費増税による駆け込み購入の反動があり、
前年を下回った模様である。肉や惣菜など主力の食
料品の売上は相場高の影響もあり堅調だったが、衣
料品の販売が振るわなかった。
消費増税後、中間層の家計への圧迫感が強まり、
消費者の節約志向が強まったようだ。品質にあまり
差のない日用品については、低価格・節約志向が強
まる傾向がみられている。一方、節約志向はあるも
のの、安いだけでは商品を買わなくなり、品質に納得
すれば多少高くても購入するという動きもある。
先行きをみると、消費増税が先送りになったこと

により、昨年のような消費増税による物価上昇がな
くなるため、減少が続いていた実質所得は増加に向
かうと予想される。所得環境の改善を背景に、スー
パーの売上も増加するだろう。

●電子部品・デバイスの生産指数（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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●電気機械の生産指数（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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●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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●情報通信機械の生産指数（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、企業部門に改善がみられるなど、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じて
みれば底堅い動き、生産は持ち直し、企業収益は改
善の動きがみられ、雇用情勢は改善傾向にある。先
行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、原
油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
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。先行きは、緩やかな回復が期待され
ている。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
４～６月期の天気図は、薄日が建設、大型小売店、
曇が一般機械、電気機械、輸送機械、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、10～12月期より減少したもの
の、これには高い伸びとなった前期からの反動減が
含まれており、基調としては緩やかながらも回復して
いる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回った。産業向け
や北米向けの自動車関連が順調だったものの、前
年の反動がみられた。先行きは、徐々に回復してくる
と期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、消費増税の影響が一巡することな
どから、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前期比横ばい程度の水準で推移し
た。先行きについても、生産は現状程度のペースで
進むとみられる。

○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行きも
順調な動きが続くと見込まれている。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が高水準なことから

(1)一般機械…緩やかながらも回復基調
一般機械の１～３月期の生産は、10～12月期より
減少となったものの、これには高い伸びとなった前
期からの反動減が含まれており、基調としては緩や
かながらも回復している。
農業用機械や発電用ガスタービン、医療用機械

などは比較的堅調に推移したものの、資源国向け
の輸出が伸び悩む建設機械はやや低調で、比較的
堅調だった太陽光発電用パネルやスマホ関連部品
なども、動きが一服している。旋盤やプレス機など金
属加工機械は総じてみれば底堅いものの、メーカー
ごとの業績にばらつきがみられる。
為替の円安基調を受けて、事務用機械など、ごく
一部ながら生産拠点の国内回帰を目指す動きが出
始めている。しかし、こうした企業から、部品や金型
などの新規取引の打診があっても、提示される価格
条件は大変厳しい。また、過去の生産拠点の海外
移転に伴い、仕事量が減少してきた金型メーカーな
どでは、最低限の設備・人員で運営している先も多
いことから、急に増産を求められても、対応はそれほ
ど簡単ではないようだ。
ものづくり補助金などの効果もあり、先行きも、一
般機械の生産は、緩やかながらも持ち直していくと
みられる。しかし、製造業の現場では、パート・アルバ
イトなどの時給が上昇しており、新規学卒者の採用

砂漠などからの砂埃）、国内向け製品より、より耐久
性が求められている。家電製品の多くは国内での
生産を縮小しており、海外の工場からの輸入に依存
しているケースが多く、円安は収益的にはマイナス
に働いている。
テレビ関連は、消費増税の反動減もあり前年を下
回って推移している。ただ、20型未満の小型テレビ
の販売は好調だったようだ。１～３月期は例年１人暮
らしを始める学生、社会人が増加することに加えて、
今年は３月末頃に期限となるケーブルテレビ事業者

される。
トラック関連：１～３月期のトラックの生産は堅調に
推移したようだ。震災の復興需要や2020年の東京
オリンピック関連の建設需要、都市部の再開発需
要などで国内販売が好調だった。
先行きも、建設需要の高まりから国内のトラック
需要は堅調に推移すると予想され、高い水準での
生産が続くだろう。懸念材料としては、国内では公
共投資が徐々に減衰することや、原油価格の下落
による海外でのインフラ需要の低下など海外景気
の減速があげられる。
部品メーカー：１～３月期の生産は、トラック部品メー
カーでは工場のフル稼働が続いたところがあったが、
乗用車部品メーカーの生産は、乗用車生産が低調
に推移しているため前年を下回ったとみられる。ま
た、乗用車ではこのところ軽自動車や小型車の割合
が高まっているため、利幅が小さくなり部品メーカー
では収益面で厳しくなっているようだ。
先行きについては、完成車メーカーの生産が徐々

に持ち直すことから、部品メーカーの生産も減少に
歯止めがかかるだろう。

(4) 鉄鋼…横ばい程度で推移
１～３月期の棒鋼の生産は、前期比横ばい程度の
水準で推移したとみられる。
首都圏では、物流倉庫や介護施設の新設が続き、
高速道路建設や公共施設の耐震工事なども底堅く
推移しているが、消費増税に伴う駆け込み需要の

順調に推移するとみられている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。先行き
は、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくると期
待している。

　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減な
どから前年を下回る。先行きは、建築コストの上昇
分を販売価格に転嫁できず、供給減の姿勢が強
まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税による駆け込み購入
の反動減から前年を下回ったとみられる。先行きは、
実質所得の増加から売上は上向きに。

も以前より難しくなっている。こうした状況を受けて、
中小企業でも、ベースアップの実施を検討する企業
が出始めていることから、賃金引上げに対応できな
い企業では、人手不足など雇用環境の悪化が進む
可能性もある。

(2)電気機械…前年をやや下回る
１～３月期の生産は、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったものの、前年をやや下回って推
移した。昨年の消費増税後の生産は、上期は増税
に伴う前倒し需要の反動から、停滞気味に推移した
ものの、下期からは持ち直しの傾向がみられる。
大手企業では、今春のベースアップを昨年以上

の上昇率で実施するようだが、県内の中堅・中小企
業では、収益の従業員への還元をベースアップでは
なくボーナスでと検討している企業が多い。ただ、
ベースアップか、ボーナスにするかは、ヒアリング実
施時点では各社とも未定としていた。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引

き続き順調に推移している。一部で、米国での自動
車ローンがサブプライム化しているという指摘が
あった。産業向けは、堅調に推移している。
インバータのエアコン、冷蔵庫、洗濯機などの白物
家電は、前年並みを計画していたが、海外向けは前
年を上回ったものの、国内向けが前年を下回って推
移した。
新興国向けの白物家電では、日本に比べて気象
条件などが過酷なため（高温、寒冷、高湿度、乾燥、

が提供してきたデジアナ変換のサービスの終了に
伴う特需が発生したためである。デジアナ変換サー
ビスを利用していた世帯は、テレビ画面は小さくても
いいとする高齢者世帯や、２台目以降の利用である
ため小型テレビでいいというケースが多い。
国内のテレビ生産は、フルハイビジョンの約４倍の
解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価値製品へシ
フトしている。ただ、４Ｋテレビは、放送される４Ｋ対
応のテレビ番組自体が未だ少なく、本格的な普及に
は時間がかかりそうである。
先行きは、新製品の投入などから、徐々に回復し

てくると期待されている。また、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…前年割れ続く
乗用車：１～３月期の県内の乗用車販売台数は、前
年比２ケタの減少となった。前年は消費増税前の駆
け込み購入が活発となり販売が増加したため、その
反動から大幅に減少した。しかし、販売台数は一昨
年の2013年１～３月期を上回っており、台数の水準
は極端に低いわけではない。内訳をみると、13年に
比べ登録車が減少し、軽自動車は増加している。ま
た、販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつ
きが大きかった。
県内の生産動向をみると、完成車メーカーの販
売が低調に推移しているため、１～３月期の県内生
産も前期に続き前年割れになったとみられる。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、昨年10～12月期が
前年比▲19.2％、１月が同▲27.3％と前年を大きく
下回り、生産は停滞気味で推移している。
先行きの県内生産については、４月にエコカー減
税の基準が厳格化されることから、慎重な見方が
あるものの、消費増税の影響が一巡することや新
型車投入効果もあり、徐々に持ち直していくと予想

反動から、マンションの着工は落ち込んでいる。建
設現場では、鉄筋工や型枠工など建設技能労働者
が不足し、施工可能な工事の量が限られていること
もあり、受注残にかかわらず、棒鋼の生産量が制約
される状況が続いている。
足元では、2020年の東京オリンピック開催に向

け、国立競技場の建て替えをはじめとする建築プロ
ジェクトが動き始めている。都心部の再開発案件も
相次いで立ち上がっていることから、棒鋼の需要は
当面底堅く推移しよう。
建設技能労働者の不足に対しては、接合に高度

な技術を要しないネジ節鉄筋の導入など、対応を進
める棒鋼メーカーもあるが、ゼネコンの側でも、設計
段階で、鉄筋コンクリート造から鉄骨造へシフトする
動きがみられる。当面、棒鋼の生産は現状程度の
ペースで進むとみられるが、鉄骨造へのシフトがこ
れまで以上のペースで進むようだと、生産が若干減
少する可能性もある。
１～３月期まで、スクラップ価格の下落が続いたこ
とで、製品価格とのスプレッドが拡大し、棒鋼メー
カーの収益は改善した。しかし、足元では製品価格
が弱含みで推移するなか、スクラップ価格は下げ止
まりの兆しをみせており、今後、スプレッドは縮小に
向かう可能性が高い。電力料金の引き上げに伴う
負担増が重い業種であり、先行きの収益について
は、楽観を許さない状況にある。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を若干下回って
推移している。国内設備投資の持ち直しを受けて、
工作機械向けは底堅く推移したが、輸出が弱含ん
でいる建設機械向けは弱含んでいる。
現状、一部ではそれなりの受注残を抱える企業も

みられるものの、短い納期の仕事をこなすのが精一
杯という企業が少なくない。鋳物についても、当面
は現状程度の生産量で推移するのではないか。
収益は引き続き厳しい。電気料金引き上げ分の
転嫁が進んでいない企業も多いものの、足元、銑鉄

やコークスが値下がりしていることもあって、価格改
訂交渉自体が難しい状況になっているようだ。 

(5)建設…順調に推移
１～３月期の建設は、労務費や建設資材価格、輸
送費などの建築コストが高止まりしているものの、公
共工事を中心に引き続き順調に推移している。
人手不足による労務費や建設資材価格の高騰は
落ち着いてきたが、水準自体は高止まりしている。
2020年のオリンピックまでは、逓増傾向が続くとみ
られている。
先行きは、受注残が高水準なことから、各社とも
選別受注を強めており、順調な動きが続くと見込ま
れている。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの工事を中心に順調。ただ、入札では不調が見
られる。
不調の要因として、現場監督者不足が指摘され

ている。現場監督者は、案件ごとに兼務不可で１名
が指定される。そのため、小口案件より大口案件を

受託した方が、現場監督者を有効に活用できるため、
小口案件で不調が発生しやすい状況にある。
現場監督者不足の解消や、若者の建設業への就
職を促す目的で、積極的に福利厚生を厚めにする
企業がみられた。
先行きは、受注残が高水準なことから、引き続き
順調に推移するとみられている。
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、足元での労務費や建設資材価格の上昇
が落ち着いてきたこと、様子見状態であった民間建
築の引き合いにそろそろ動きが見られそうだと期待
しているものの、契約・着工までにはまだまだ時間が
かかりそうだ。
先行きは、消費増税が延期されたことから、それ

に伴う前倒し需要が発生しないため、工場や倉庫、
ビルなどの民間建築需要の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：１～３月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の前倒し需要の反動から、前年水準を下回る。県内
建設業者は、一部地域を除いて、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
んで対応しているようだ。また、高齢者の住宅などで
手すりや浴槽、内装などのリフォームの需要は根強
くある。
首都圏の中でも地価が相対的に低い埼玉県では、
販売価格に占める建築コストの割合が高くなり、そ
のまま転嫁すると販売価格の大幅な値上げとなり、
地域に見合った価格を超え、苦戦を強いられている。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県におけるマ

ンション契約率は2014年12月47.8％（首都圏
69.9％）、2015年１月67.3％（同74.9％）、２月
71.1％（同74.5％）と、首都圏平均を下回っており、
かつ好不調の目安と言われている70％を下回って
推移することが多い。

埼玉県ではマンションの供給を抑えているにもか
かわらず、契約率は70％を下回ることが多く、販売
環境は数字以上に悪化している。ただ、ＪＲ京浜東北
線沿いの川口、浦和、大宮地域は立地条件が良く、
県内では販売が好調な地域である。
先行きは、顧客は購入意欲も一段落し、物件購入

には一段と慎重になっている。購入想定価格内で、
「要るもの」についてはこだわりを持って選別し、「要
らないもの」については予算との兼ね合いで選択す
る傾向が強まっている。
業者は、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で

きず、「集客はできるが、販売は難しい」と供給減の
姿勢が強まっている。
2017年４月の消費増税（８％→10％）については、
住宅業界では特別な対策を行っていない。マンショ
ン、分譲戸建とも、案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…駆け込みの反動で減少
百貨店：１～３月期の県内百貨店の売上は、前年を下
回ったとみられる。気温の上昇で春物の衣料品に動
きがあったが、前年同期は、消費増税に伴う駆け込
み購入があり、その反動で減少した。昨年の４月以
降、県内百貨店の売上は前年を上回る月もあったが、
消費増税後の落ち込みからの戻りは総じて鈍い。免
税対象が化粧品や食料品等の消耗品に広がったこ
ともあり、都心では訪日外国人客による免税品の売
上が増加し全体の売上を押し上げているが、県内で
は全体を押し上げるほどではないようだ。
一方、時計、宝飾品、高級ブランド品などの高額
品の販売は堅調に推移しており、富裕層を顧客と
した外商部門の売上も伸びている。株価が堅調に
推移したため、資産効果により高額品の購入に動
きが出ているようだ。富裕層の消費は比較的堅調
だが、ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢
いが欠けている。賃上げやボーナスの増加で消費

者の所得は改善方向にあるが、消費増税を含めた
物価上昇により実質所得が目減りしていることが
背景にあるとみられる。また、消費者は値段が安い
だけでは買わなくなり、買い物にメリハリをつけ、買
うものを選びながら堅実に買うのが特徴、との見方
もあった。
４月以降は、消費増税による物価押し上げ効果が
一巡する一方、賃上げの動きも広がるとみられ、低
下していた実質賃金が前年を上回るため、売上の
回復につながると予想される。
スーパー：県内スーパーの売上は、消費増税翌月の
昨年５月以降、前年比プラスに転じており、百貨店に
比べ堅調に推移している。ただ１～３月期の売上は、
前年の消費増税による駆け込み購入の反動があり、
前年を下回った模様である。肉や惣菜など主力の食
料品の売上は相場高の影響もあり堅調だったが、衣
料品の販売が振るわなかった。
消費増税後、中間層の家計への圧迫感が強まり、
消費者の節約志向が強まったようだ。品質にあまり
差のない日用品については、低価格・節約志向が強
まる傾向がみられている。一方、節約志向はあるも
のの、安いだけでは商品を買わなくなり、品質に納得
すれば多少高くても購入するという動きもある。
先行きをみると、消費増税が先送りになったこと

により、昨年のような消費増税による物価上昇がな
くなるため、減少が続いていた実質所得は増加に向
かうと予想される。所得環境の改善を背景に、スー
パーの売上も増加するだろう。

●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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●大型小売店販売額（前年比）の推移（埼玉県、既存店）

資料:関東経済産業局「管内大型小売店販売の動向」
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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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Research

わが国経済は、企業部門に改善がみられるなど、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じて
みれば底堅い動き、生産は持ち直し、企業収益は改
善の動きがみられ、雇用情勢は改善傾向にある。先
行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、原
油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
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。先行きは、緩やかな回復が期待され
ている。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
４～６月期の天気図は、薄日が建設、大型小売店、
曇が一般機械、電気機械、輸送機械、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、10～12月期より減少したもの
の、これには高い伸びとなった前期からの反動減が
含まれており、基調としては緩やかながらも回復して
いる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回った。産業向け
や北米向けの自動車関連が順調だったものの、前
年の反動がみられた。先行きは、徐々に回復してくる
と期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、消費増税の影響が一巡することな
どから、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前期比横ばい程度の水準で推移し
た。先行きについても、生産は現状程度のペースで
進むとみられる。

○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行きも
順調な動きが続くと見込まれている。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が高水準なことから

(1)一般機械…緩やかながらも回復基調
一般機械の１～３月期の生産は、10～12月期より
減少となったものの、これには高い伸びとなった前
期からの反動減が含まれており、基調としては緩や
かながらも回復している。
農業用機械や発電用ガスタービン、医療用機械

などは比較的堅調に推移したものの、資源国向け
の輸出が伸び悩む建設機械はやや低調で、比較的
堅調だった太陽光発電用パネルやスマホ関連部品
なども、動きが一服している。旋盤やプレス機など金
属加工機械は総じてみれば底堅いものの、メーカー
ごとの業績にばらつきがみられる。
為替の円安基調を受けて、事務用機械など、ごく
一部ながら生産拠点の国内回帰を目指す動きが出
始めている。しかし、こうした企業から、部品や金型
などの新規取引の打診があっても、提示される価格
条件は大変厳しい。また、過去の生産拠点の海外
移転に伴い、仕事量が減少してきた金型メーカーな
どでは、最低限の設備・人員で運営している先も多
いことから、急に増産を求められても、対応はそれほ
ど簡単ではないようだ。
ものづくり補助金などの効果もあり、先行きも、一
般機械の生産は、緩やかながらも持ち直していくと
みられる。しかし、製造業の現場では、パート・アルバ
イトなどの時給が上昇しており、新規学卒者の採用

砂漠などからの砂埃）、国内向け製品より、より耐久
性が求められている。家電製品の多くは国内での
生産を縮小しており、海外の工場からの輸入に依存
しているケースが多く、円安は収益的にはマイナス
に働いている。
テレビ関連は、消費増税の反動減もあり前年を下
回って推移している。ただ、20型未満の小型テレビ
の販売は好調だったようだ。１～３月期は例年１人暮
らしを始める学生、社会人が増加することに加えて、
今年は３月末頃に期限となるケーブルテレビ事業者

される。
トラック関連：１～３月期のトラックの生産は堅調に
推移したようだ。震災の復興需要や2020年の東京
オリンピック関連の建設需要、都市部の再開発需
要などで国内販売が好調だった。
先行きも、建設需要の高まりから国内のトラック
需要は堅調に推移すると予想され、高い水準での
生産が続くだろう。懸念材料としては、国内では公
共投資が徐々に減衰することや、原油価格の下落
による海外でのインフラ需要の低下など海外景気
の減速があげられる。
部品メーカー：１～３月期の生産は、トラック部品メー
カーでは工場のフル稼働が続いたところがあったが、
乗用車部品メーカーの生産は、乗用車生産が低調
に推移しているため前年を下回ったとみられる。ま
た、乗用車ではこのところ軽自動車や小型車の割合
が高まっているため、利幅が小さくなり部品メーカー
では収益面で厳しくなっているようだ。
先行きについては、完成車メーカーの生産が徐々

に持ち直すことから、部品メーカーの生産も減少に
歯止めがかかるだろう。

(4) 鉄鋼…横ばい程度で推移
１～３月期の棒鋼の生産は、前期比横ばい程度の
水準で推移したとみられる。
首都圏では、物流倉庫や介護施設の新設が続き、
高速道路建設や公共施設の耐震工事なども底堅く
推移しているが、消費増税に伴う駆け込み需要の

順調に推移するとみられている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。先行き
は、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくると期
待している。

　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減な
どから前年を下回る。先行きは、建築コストの上昇
分を販売価格に転嫁できず、供給減の姿勢が強
まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税による駆け込み購入
の反動減から前年を下回ったとみられる。先行きは、
実質所得の増加から売上は上向きに。

も以前より難しくなっている。こうした状況を受けて、
中小企業でも、ベースアップの実施を検討する企業
が出始めていることから、賃金引上げに対応できな
い企業では、人手不足など雇用環境の悪化が進む
可能性もある。

(2)電気機械…前年をやや下回る
１～３月期の生産は、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったものの、前年をやや下回って推
移した。昨年の消費増税後の生産は、上期は増税
に伴う前倒し需要の反動から、停滞気味に推移した
ものの、下期からは持ち直しの傾向がみられる。
大手企業では、今春のベースアップを昨年以上

の上昇率で実施するようだが、県内の中堅・中小企
業では、収益の従業員への還元をベースアップでは
なくボーナスでと検討している企業が多い。ただ、
ベースアップか、ボーナスにするかは、ヒアリング実
施時点では各社とも未定としていた。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引

き続き順調に推移している。一部で、米国での自動
車ローンがサブプライム化しているという指摘が
あった。産業向けは、堅調に推移している。
インバータのエアコン、冷蔵庫、洗濯機などの白物
家電は、前年並みを計画していたが、海外向けは前
年を上回ったものの、国内向けが前年を下回って推
移した。
新興国向けの白物家電では、日本に比べて気象
条件などが過酷なため（高温、寒冷、高湿度、乾燥、

が提供してきたデジアナ変換のサービスの終了に
伴う特需が発生したためである。デジアナ変換サー
ビスを利用していた世帯は、テレビ画面は小さくても
いいとする高齢者世帯や、２台目以降の利用である
ため小型テレビでいいというケースが多い。
国内のテレビ生産は、フルハイビジョンの約４倍の
解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価値製品へシ
フトしている。ただ、４Ｋテレビは、放送される４Ｋ対
応のテレビ番組自体が未だ少なく、本格的な普及に
は時間がかかりそうである。
先行きは、新製品の投入などから、徐々に回復し

てくると期待されている。また、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…前年割れ続く
乗用車：１～３月期の県内の乗用車販売台数は、前
年比２ケタの減少となった。前年は消費増税前の駆
け込み購入が活発となり販売が増加したため、その
反動から大幅に減少した。しかし、販売台数は一昨
年の2013年１～３月期を上回っており、台数の水準
は極端に低いわけではない。内訳をみると、13年に
比べ登録車が減少し、軽自動車は増加している。ま
た、販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつ
きが大きかった。
県内の生産動向をみると、完成車メーカーの販
売が低調に推移しているため、１～３月期の県内生
産も前期に続き前年割れになったとみられる。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、昨年10～12月期が
前年比▲19.2％、１月が同▲27.3％と前年を大きく
下回り、生産は停滞気味で推移している。
先行きの県内生産については、４月にエコカー減
税の基準が厳格化されることから、慎重な見方が
あるものの、消費増税の影響が一巡することや新
型車投入効果もあり、徐々に持ち直していくと予想

反動から、マンションの着工は落ち込んでいる。建
設現場では、鉄筋工や型枠工など建設技能労働者
が不足し、施工可能な工事の量が限られていること
もあり、受注残にかかわらず、棒鋼の生産量が制約
される状況が続いている。
足元では、2020年の東京オリンピック開催に向

け、国立競技場の建て替えをはじめとする建築プロ
ジェクトが動き始めている。都心部の再開発案件も
相次いで立ち上がっていることから、棒鋼の需要は
当面底堅く推移しよう。
建設技能労働者の不足に対しては、接合に高度

な技術を要しないネジ節鉄筋の導入など、対応を進
める棒鋼メーカーもあるが、ゼネコンの側でも、設計
段階で、鉄筋コンクリート造から鉄骨造へシフトする
動きがみられる。当面、棒鋼の生産は現状程度の
ペースで進むとみられるが、鉄骨造へのシフトがこ
れまで以上のペースで進むようだと、生産が若干減
少する可能性もある。
１～３月期まで、スクラップ価格の下落が続いたこ
とで、製品価格とのスプレッドが拡大し、棒鋼メー
カーの収益は改善した。しかし、足元では製品価格
が弱含みで推移するなか、スクラップ価格は下げ止
まりの兆しをみせており、今後、スプレッドは縮小に
向かう可能性が高い。電力料金の引き上げに伴う
負担増が重い業種であり、先行きの収益について
は、楽観を許さない状況にある。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を若干下回って
推移している。国内設備投資の持ち直しを受けて、
工作機械向けは底堅く推移したが、輸出が弱含ん
でいる建設機械向けは弱含んでいる。
現状、一部ではそれなりの受注残を抱える企業も

みられるものの、短い納期の仕事をこなすのが精一
杯という企業が少なくない。鋳物についても、当面
は現状程度の生産量で推移するのではないか。
収益は引き続き厳しい。電気料金引き上げ分の
転嫁が進んでいない企業も多いものの、足元、銑鉄

やコークスが値下がりしていることもあって、価格改
訂交渉自体が難しい状況になっているようだ。 

(5)建設…順調に推移
１～３月期の建設は、労務費や建設資材価格、輸
送費などの建築コストが高止まりしているものの、公
共工事を中心に引き続き順調に推移している。
人手不足による労務費や建設資材価格の高騰は
落ち着いてきたが、水準自体は高止まりしている。
2020年のオリンピックまでは、逓増傾向が続くとみ
られている。
先行きは、受注残が高水準なことから、各社とも
選別受注を強めており、順調な動きが続くと見込ま
れている。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの工事を中心に順調。ただ、入札では不調が見
られる。
不調の要因として、現場監督者不足が指摘され

ている。現場監督者は、案件ごとに兼務不可で１名
が指定される。そのため、小口案件より大口案件を

受託した方が、現場監督者を有効に活用できるため、
小口案件で不調が発生しやすい状況にある。
現場監督者不足の解消や、若者の建設業への就
職を促す目的で、積極的に福利厚生を厚めにする
企業がみられた。
先行きは、受注残が高水準なことから、引き続き
順調に推移するとみられている。
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、足元での労務費や建設資材価格の上昇
が落ち着いてきたこと、様子見状態であった民間建
築の引き合いにそろそろ動きが見られそうだと期待
しているものの、契約・着工までにはまだまだ時間が
かかりそうだ。
先行きは、消費増税が延期されたことから、それ

に伴う前倒し需要が発生しないため、工場や倉庫、
ビルなどの民間建築需要の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：１～３月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の前倒し需要の反動から、前年水準を下回る。県内
建設業者は、一部地域を除いて、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
んで対応しているようだ。また、高齢者の住宅などで
手すりや浴槽、内装などのリフォームの需要は根強
くある。
首都圏の中でも地価が相対的に低い埼玉県では、
販売価格に占める建築コストの割合が高くなり、そ
のまま転嫁すると販売価格の大幅な値上げとなり、
地域に見合った価格を超え、苦戦を強いられている。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県におけるマ

ンション契約率は2014年12月47.8％（首都圏
69.9％）、2015年１月67.3％（同74.9％）、２月
71.1％（同74.5％）と、首都圏平均を下回っており、
かつ好不調の目安と言われている70％を下回って
推移することが多い。

埼玉県ではマンションの供給を抑えているにもか
かわらず、契約率は70％を下回ることが多く、販売
環境は数字以上に悪化している。ただ、ＪＲ京浜東北
線沿いの川口、浦和、大宮地域は立地条件が良く、
県内では販売が好調な地域である。
先行きは、顧客は購入意欲も一段落し、物件購入

には一段と慎重になっている。購入想定価格内で、
「要るもの」についてはこだわりを持って選別し、「要
らないもの」については予算との兼ね合いで選択す
る傾向が強まっている。
業者は、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で

きず、「集客はできるが、販売は難しい」と供給減の
姿勢が強まっている。
2017年４月の消費増税（８％→10％）については、
住宅業界では特別な対策を行っていない。マンショ
ン、分譲戸建とも、案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…駆け込みの反動で減少
百貨店：１～３月期の県内百貨店の売上は、前年を下
回ったとみられる。気温の上昇で春物の衣料品に動
きがあったが、前年同期は、消費増税に伴う駆け込
み購入があり、その反動で減少した。昨年の４月以
降、県内百貨店の売上は前年を上回る月もあったが、
消費増税後の落ち込みからの戻りは総じて鈍い。免
税対象が化粧品や食料品等の消耗品に広がったこ
ともあり、都心では訪日外国人客による免税品の売
上が増加し全体の売上を押し上げているが、県内で
は全体を押し上げるほどではないようだ。
一方、時計、宝飾品、高級ブランド品などの高額
品の販売は堅調に推移しており、富裕層を顧客と
した外商部門の売上も伸びている。株価が堅調に
推移したため、資産効果により高額品の購入に動
きが出ているようだ。富裕層の消費は比較的堅調
だが、ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢
いが欠けている。賃上げやボーナスの増加で消費

者の所得は改善方向にあるが、消費増税を含めた
物価上昇により実質所得が目減りしていることが
背景にあるとみられる。また、消費者は値段が安い
だけでは買わなくなり、買い物にメリハリをつけ、買
うものを選びながら堅実に買うのが特徴、との見方
もあった。
４月以降は、消費増税による物価押し上げ効果が
一巡する一方、賃上げの動きも広がるとみられ、低
下していた実質賃金が前年を上回るため、売上の
回復につながると予想される。
スーパー：県内スーパーの売上は、消費増税翌月の
昨年５月以降、前年比プラスに転じており、百貨店に
比べ堅調に推移している。ただ１～３月期の売上は、
前年の消費増税による駆け込み購入の反動があり、
前年を下回った模様である。肉や惣菜など主力の食
料品の売上は相場高の影響もあり堅調だったが、衣
料品の販売が振るわなかった。
消費増税後、中間層の家計への圧迫感が強まり、
消費者の節約志向が強まったようだ。品質にあまり
差のない日用品については、低価格・節約志向が強
まる傾向がみられている。一方、節約志向はあるも
のの、安いだけでは商品を買わなくなり、品質に納得
すれば多少高くても購入するという動きもある。
先行きをみると、消費増税が先送りになったこと

により、昨年のような消費増税による物価上昇がな
くなるため、減少が続いていた実質所得は増加に向
かうと予想される。所得環境の改善を背景に、スー
パーの売上も増加するだろう。

●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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●大型小売店販売額（前年比）の推移（埼玉県、既存店）

資料:関東経済産業局「管内大型小売店販売の動向」
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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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アンケート調査

わが国経済は、企業部門に改善がみられるなど、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じて
みれば底堅い動き、生産は持ち直し、企業収益は改
善の動きがみられ、雇用情勢は改善傾向にある。先
行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、原
油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
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。先行きは、緩やかな回復が期待され
ている。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
４～６月期の天気図は、薄日が建設、大型小売店、
曇が一般機械、電気機械、輸送機械、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、10～12月期より減少したもの
の、これには高い伸びとなった前期からの反動減が
含まれており、基調としては緩やかながらも回復して
いる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回った。産業向け
や北米向けの自動車関連が順調だったものの、前
年の反動がみられた。先行きは、徐々に回復してくる
と期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、消費増税の影響が一巡することな
どから、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前期比横ばい程度の水準で推移し
た。先行きについても、生産は現状程度のペースで
進むとみられる。

○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行きも
順調な動きが続くと見込まれている。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が高水準なことから

(1)一般機械…緩やかながらも回復基調
一般機械の１～３月期の生産は、10～12月期より
減少となったものの、これには高い伸びとなった前
期からの反動減が含まれており、基調としては緩や
かながらも回復している。
農業用機械や発電用ガスタービン、医療用機械

などは比較的堅調に推移したものの、資源国向け
の輸出が伸び悩む建設機械はやや低調で、比較的
堅調だった太陽光発電用パネルやスマホ関連部品
なども、動きが一服している。旋盤やプレス機など金
属加工機械は総じてみれば底堅いものの、メーカー
ごとの業績にばらつきがみられる。
為替の円安基調を受けて、事務用機械など、ごく
一部ながら生産拠点の国内回帰を目指す動きが出
始めている。しかし、こうした企業から、部品や金型
などの新規取引の打診があっても、提示される価格
条件は大変厳しい。また、過去の生産拠点の海外
移転に伴い、仕事量が減少してきた金型メーカーな
どでは、最低限の設備・人員で運営している先も多
いことから、急に増産を求められても、対応はそれほ
ど簡単ではないようだ。
ものづくり補助金などの効果もあり、先行きも、一
般機械の生産は、緩やかながらも持ち直していくと
みられる。しかし、製造業の現場では、パート・アルバ
イトなどの時給が上昇しており、新規学卒者の採用

砂漠などからの砂埃）、国内向け製品より、より耐久
性が求められている。家電製品の多くは国内での
生産を縮小しており、海外の工場からの輸入に依存
しているケースが多く、円安は収益的にはマイナス
に働いている。
テレビ関連は、消費増税の反動減もあり前年を下
回って推移している。ただ、20型未満の小型テレビ
の販売は好調だったようだ。１～３月期は例年１人暮
らしを始める学生、社会人が増加することに加えて、
今年は３月末頃に期限となるケーブルテレビ事業者

される。
トラック関連：１～３月期のトラックの生産は堅調に
推移したようだ。震災の復興需要や2020年の東京
オリンピック関連の建設需要、都市部の再開発需
要などで国内販売が好調だった。
先行きも、建設需要の高まりから国内のトラック
需要は堅調に推移すると予想され、高い水準での
生産が続くだろう。懸念材料としては、国内では公
共投資が徐々に減衰することや、原油価格の下落
による海外でのインフラ需要の低下など海外景気
の減速があげられる。
部品メーカー：１～３月期の生産は、トラック部品メー
カーでは工場のフル稼働が続いたところがあったが、
乗用車部品メーカーの生産は、乗用車生産が低調
に推移しているため前年を下回ったとみられる。ま
た、乗用車ではこのところ軽自動車や小型車の割合
が高まっているため、利幅が小さくなり部品メーカー
では収益面で厳しくなっているようだ。
先行きについては、完成車メーカーの生産が徐々

に持ち直すことから、部品メーカーの生産も減少に
歯止めがかかるだろう。

(4) 鉄鋼…横ばい程度で推移
１～３月期の棒鋼の生産は、前期比横ばい程度の
水準で推移したとみられる。
首都圏では、物流倉庫や介護施設の新設が続き、
高速道路建設や公共施設の耐震工事なども底堅く
推移しているが、消費増税に伴う駆け込み需要の

順調に推移するとみられている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。先行き
は、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくると期
待している。

　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減な
どから前年を下回る。先行きは、建築コストの上昇
分を販売価格に転嫁できず、供給減の姿勢が強
まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税による駆け込み購入
の反動減から前年を下回ったとみられる。先行きは、
実質所得の増加から売上は上向きに。

も以前より難しくなっている。こうした状況を受けて、
中小企業でも、ベースアップの実施を検討する企業
が出始めていることから、賃金引上げに対応できな
い企業では、人手不足など雇用環境の悪化が進む
可能性もある。

(2)電気機械…前年をやや下回る
１～３月期の生産は、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったものの、前年をやや下回って推
移した。昨年の消費増税後の生産は、上期は増税
に伴う前倒し需要の反動から、停滞気味に推移した
ものの、下期からは持ち直しの傾向がみられる。
大手企業では、今春のベースアップを昨年以上

の上昇率で実施するようだが、県内の中堅・中小企
業では、収益の従業員への還元をベースアップでは
なくボーナスでと検討している企業が多い。ただ、
ベースアップか、ボーナスにするかは、ヒアリング実
施時点では各社とも未定としていた。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引

き続き順調に推移している。一部で、米国での自動
車ローンがサブプライム化しているという指摘が
あった。産業向けは、堅調に推移している。
インバータのエアコン、冷蔵庫、洗濯機などの白物
家電は、前年並みを計画していたが、海外向けは前
年を上回ったものの、国内向けが前年を下回って推
移した。
新興国向けの白物家電では、日本に比べて気象
条件などが過酷なため（高温、寒冷、高湿度、乾燥、

が提供してきたデジアナ変換のサービスの終了に
伴う特需が発生したためである。デジアナ変換サー
ビスを利用していた世帯は、テレビ画面は小さくても
いいとする高齢者世帯や、２台目以降の利用である
ため小型テレビでいいというケースが多い。
国内のテレビ生産は、フルハイビジョンの約４倍の
解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価値製品へシ
フトしている。ただ、４Ｋテレビは、放送される４Ｋ対
応のテレビ番組自体が未だ少なく、本格的な普及に
は時間がかかりそうである。
先行きは、新製品の投入などから、徐々に回復し

てくると期待されている。また、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…前年割れ続く
乗用車：１～３月期の県内の乗用車販売台数は、前
年比２ケタの減少となった。前年は消費増税前の駆
け込み購入が活発となり販売が増加したため、その
反動から大幅に減少した。しかし、販売台数は一昨
年の2013年１～３月期を上回っており、台数の水準
は極端に低いわけではない。内訳をみると、13年に
比べ登録車が減少し、軽自動車は増加している。ま
た、販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつ
きが大きかった。
県内の生産動向をみると、完成車メーカーの販
売が低調に推移しているため、１～３月期の県内生
産も前期に続き前年割れになったとみられる。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、昨年10～12月期が
前年比▲19.2％、１月が同▲27.3％と前年を大きく
下回り、生産は停滞気味で推移している。
先行きの県内生産については、４月にエコカー減
税の基準が厳格化されることから、慎重な見方が
あるものの、消費増税の影響が一巡することや新
型車投入効果もあり、徐々に持ち直していくと予想

反動から、マンションの着工は落ち込んでいる。建
設現場では、鉄筋工や型枠工など建設技能労働者
が不足し、施工可能な工事の量が限られていること
もあり、受注残にかかわらず、棒鋼の生産量が制約
される状況が続いている。
足元では、2020年の東京オリンピック開催に向

け、国立競技場の建て替えをはじめとする建築プロ
ジェクトが動き始めている。都心部の再開発案件も
相次いで立ち上がっていることから、棒鋼の需要は
当面底堅く推移しよう。
建設技能労働者の不足に対しては、接合に高度

な技術を要しないネジ節鉄筋の導入など、対応を進
める棒鋼メーカーもあるが、ゼネコンの側でも、設計
段階で、鉄筋コンクリート造から鉄骨造へシフトする
動きがみられる。当面、棒鋼の生産は現状程度の
ペースで進むとみられるが、鉄骨造へのシフトがこ
れまで以上のペースで進むようだと、生産が若干減
少する可能性もある。
１～３月期まで、スクラップ価格の下落が続いたこ
とで、製品価格とのスプレッドが拡大し、棒鋼メー
カーの収益は改善した。しかし、足元では製品価格
が弱含みで推移するなか、スクラップ価格は下げ止
まりの兆しをみせており、今後、スプレッドは縮小に
向かう可能性が高い。電力料金の引き上げに伴う
負担増が重い業種であり、先行きの収益について
は、楽観を許さない状況にある。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を若干下回って
推移している。国内設備投資の持ち直しを受けて、
工作機械向けは底堅く推移したが、輸出が弱含ん
でいる建設機械向けは弱含んでいる。
現状、一部ではそれなりの受注残を抱える企業も

みられるものの、短い納期の仕事をこなすのが精一
杯という企業が少なくない。鋳物についても、当面
は現状程度の生産量で推移するのではないか。
収益は引き続き厳しい。電気料金引き上げ分の
転嫁が進んでいない企業も多いものの、足元、銑鉄

やコークスが値下がりしていることもあって、価格改
訂交渉自体が難しい状況になっているようだ。 

(5)建設…順調に推移
１～３月期の建設は、労務費や建設資材価格、輸
送費などの建築コストが高止まりしているものの、公
共工事を中心に引き続き順調に推移している。
人手不足による労務費や建設資材価格の高騰は
落ち着いてきたが、水準自体は高止まりしている。
2020年のオリンピックまでは、逓増傾向が続くとみ
られている。
先行きは、受注残が高水準なことから、各社とも
選別受注を強めており、順調な動きが続くと見込ま
れている。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの工事を中心に順調。ただ、入札では不調が見
られる。
不調の要因として、現場監督者不足が指摘され

ている。現場監督者は、案件ごとに兼務不可で１名
が指定される。そのため、小口案件より大口案件を

受託した方が、現場監督者を有効に活用できるため、
小口案件で不調が発生しやすい状況にある。
現場監督者不足の解消や、若者の建設業への就
職を促す目的で、積極的に福利厚生を厚めにする
企業がみられた。
先行きは、受注残が高水準なことから、引き続き
順調に推移するとみられている。
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、足元での労務費や建設資材価格の上昇
が落ち着いてきたこと、様子見状態であった民間建
築の引き合いにそろそろ動きが見られそうだと期待
しているものの、契約・着工までにはまだまだ時間が
かかりそうだ。
先行きは、消費増税が延期されたことから、それ

に伴う前倒し需要が発生しないため、工場や倉庫、
ビルなどの民間建築需要の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：１～３月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の前倒し需要の反動から、前年水準を下回る。県内
建設業者は、一部地域を除いて、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
んで対応しているようだ。また、高齢者の住宅などで
手すりや浴槽、内装などのリフォームの需要は根強
くある。
首都圏の中でも地価が相対的に低い埼玉県では、
販売価格に占める建築コストの割合が高くなり、そ
のまま転嫁すると販売価格の大幅な値上げとなり、
地域に見合った価格を超え、苦戦を強いられている。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県におけるマ

ンション契約率は2014年12月47.8％（首都圏
69.9％）、2015年１月67.3％（同74.9％）、２月
71.1％（同74.5％）と、首都圏平均を下回っており、
かつ好不調の目安と言われている70％を下回って
推移することが多い。

埼玉県ではマンションの供給を抑えているにもか
かわらず、契約率は70％を下回ることが多く、販売
環境は数字以上に悪化している。ただ、ＪＲ京浜東北
線沿いの川口、浦和、大宮地域は立地条件が良く、
県内では販売が好調な地域である。
先行きは、顧客は購入意欲も一段落し、物件購入

には一段と慎重になっている。購入想定価格内で、
「要るもの」についてはこだわりを持って選別し、「要
らないもの」については予算との兼ね合いで選択す
る傾向が強まっている。
業者は、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で

きず、「集客はできるが、販売は難しい」と供給減の
姿勢が強まっている。
2017年４月の消費増税（８％→10％）については、
住宅業界では特別な対策を行っていない。マンショ
ン、分譲戸建とも、案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…駆け込みの反動で減少
百貨店：１～３月期の県内百貨店の売上は、前年を下
回ったとみられる。気温の上昇で春物の衣料品に動
きがあったが、前年同期は、消費増税に伴う駆け込
み購入があり、その反動で減少した。昨年の４月以
降、県内百貨店の売上は前年を上回る月もあったが、
消費増税後の落ち込みからの戻りは総じて鈍い。免
税対象が化粧品や食料品等の消耗品に広がったこ
ともあり、都心では訪日外国人客による免税品の売
上が増加し全体の売上を押し上げているが、県内で
は全体を押し上げるほどではないようだ。
一方、時計、宝飾品、高級ブランド品などの高額
品の販売は堅調に推移しており、富裕層を顧客と
した外商部門の売上も伸びている。株価が堅調に
推移したため、資産効果により高額品の購入に動
きが出ているようだ。富裕層の消費は比較的堅調
だが、ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢
いが欠けている。賃上げやボーナスの増加で消費

者の所得は改善方向にあるが、消費増税を含めた
物価上昇により実質所得が目減りしていることが
背景にあるとみられる。また、消費者は値段が安い
だけでは買わなくなり、買い物にメリハリをつけ、買
うものを選びながら堅実に買うのが特徴、との見方
もあった。
４月以降は、消費増税による物価押し上げ効果が
一巡する一方、賃上げの動きも広がるとみられ、低
下していた実質賃金が前年を上回るため、売上の
回復につながると予想される。
スーパー：県内スーパーの売上は、消費増税翌月の
昨年５月以降、前年比プラスに転じており、百貨店に
比べ堅調に推移している。ただ１～３月期の売上は、
前年の消費増税による駆け込み購入の反動があり、
前年を下回った模様である。肉や惣菜など主力の食
料品の売上は相場高の影響もあり堅調だったが、衣
料品の販売が振るわなかった。
消費増税後、中間層の家計への圧迫感が強まり、
消費者の節約志向が強まったようだ。品質にあまり
差のない日用品については、低価格・節約志向が強
まる傾向がみられている。一方、節約志向はあるも
のの、安いだけでは商品を買わなくなり、品質に納得
すれば多少高くても購入するという動きもある。
先行きをみると、消費増税が先送りになったこと

により、昨年のような消費増税による物価上昇がな
くなるため、減少が続いていた実質所得は増加に向
かうと予想される。所得環境の改善を背景に、スー
パーの売上も増加するだろう。

2014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
2014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52.1％、
「正社員のみ支給」とした企業は37.4％、「支給しな
い」とした企業は10.6％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2.1ポイント増加し、「支給しない」とした企業
が1.4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割近くの企業でボーナスを支給している。
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62.5％、非製造業では46.2％
である。「正社員のみ支給」は製造業で27.1％、非製
造業で43 .2％。また、「支給しない」は製造業で
10.4％、非製造業で10.7％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」とするところは業種別で大きな
差は見られなかった。

 

一人当たりボーナス支給額
2014年冬のボーナスの支給総額を支給対象人員

で割った、一人当たり支給額は400千円となり、前年
実績の397千円に比べ0.8％の増加となった（ボーナ
ス支給実額を記入いただいた企業192社を集計）。
冬のボーナスとしては2013年の前年比＋2.1％に

続き２年連続のプラスとなった。ただ、増加率は2013
年冬に比べ小さく、2014年夏の前年比＋3.5％と比
べても小さくなっている。
景気回復に伴い、一人当たりボーナス支給額も増
加してきたが、消費増税による消費低迷が長引いたこ
となどから、2014年後半にかけて景気に弱い動きが
みられ、ボーナス増加の勢いは今回弱まった。
業種別にみると、製造業では416千円と前年の
405千円から2.7％の増加、非製造業では392千円で
前年の394千円から0.5％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年にリーマンショックなどによる企業収益、
雇用環境の悪化から２ケタ減と大幅な落ち込みとなった。

2011年、2012年と２年連続の減少になった。
2013年は一人当たり支給額同様、2010年以来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、支給対象人員が増
加したことから、支給総額は前年比＋4.4％と比較的
大きな増加となり、前年の増加率を上回った。

2015年夏のボーナス支給予定
2015年夏のボーナス支給予定については、2014
年夏に比べて、「増加」14.6％、「変わらない」67.3％、
「減少」10.6％、「支給しない」7.5％となり、「増加」
が「減少」をやや上回った。
景気については持ち直しの動きがみられるものの、勢

いは弱く、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、やや不透明な状況にある。 （吉嶺暢嗣）

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年は円高や海外経済の減速、タイの洪水
などもあり、製造業を中心に再び減少となった。
2013年は景気の持ち直しにより、企業収益にも改
善の動きがみられ、冬のボーナスは2010年以来３年
ぶりに前年を上回った。2014年は年後半にかけ景気
に弱い動きがみられたことなどから、前年比＋0.8％と
２年連続の増加ながら低い伸びにとどまった。
 
ボーナス支給総額と支給対象人員
アンケート回答企業の2014年冬のボーナス支給
総額は107億67百万円で、当該企業の前年実績103
億13百万円から4.4％の増加となった。また、支給対
象人員は前年比3.7％の増加となった。
業種別の支給総額の前年比をみると、製造業が前
年比2.2％の増加、非製造業が同5.6％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0.7％
の減少、非製造業で同6.0％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かった。

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年に大きな落ち込みとなった後、2010年は製
造業を中心に大きく落ち込んだ前年からボーナスを回
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経営環境は厳しくなり、

●2014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

52.1
(50.0)
37.4
(38.0)
10.6
(12.0)

62.5
(58.3)
27.1
(28.1)
10.4
(13.5)

46.2
(45.3)
43.2
(43.5)
10.7
(11.2)

(%)

※（　　）内は2013年実績

●2014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

192

66

126

400

416

392

一人当たり支給額
2014年 2013年

397

405

394

0.8

2.7

▲ 0.5

（社、千円、％）

●2015年夏のボーナス支給予定

全産業

製造業

非製造業

14.6

8.8

17.8

増加

67.3

67.0

67.5

変わらない

10.6

19.8

5.5

減少

7.5

4.4

9.2

支給しない

（％）

前年比

全産業

製造業

非製造業

26,900

9,064

17,836

支給対象人員支給総額
2014年 2013年

25,947

9,126

16,821

3.7

▲ 0.7

6.0

前年比

10,767

3,773

6,994

2014年 2013年

10,313

3,692

6,621

4.4

2.2

5.6

●2014年冬のボーナス支給総額と支給対象人員
（百万円、人、％）

●冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
（％）

2008年 2009年 2010年 2011年 2013年 2014年2012年

▲30

▲40

▲20

▲10

0

10

20
全体
製造業
非製造業

●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

2015年１月中旬実施。対象企業数1,004社。
回答企業数272社。回答率27.1％。▲0.5

▲4.0
▲6.4

▲1.6

▲16.9

▲29.8

▲8.9

15.4

5.1
1.8

▲3.7

▲7.9

▲1.8▲2.8

▲0.1

▲4.4

2.1
5.3

▲0.5
0.8
2.7

5.6

▲4.3
▲6.0

▲2.4

▲18.0

▲32.4

▲8.9

6.1

21.1

1.4

▲2.9

▲8.9

0.3
▲1.2▲1.4 ▲1.1

3.34.7 2.1
4.4

2.2

埼玉県内企業の2014年冬の ボーナス支給状況
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▲40

▲30

▲20

▲10

0

10

30

20



15 16埼玉りそな経済情報2015.5埼玉りそな経済情報2015.5

アンケート調査

わが国経済は、企業部門に改善がみられるなど、
緩やかな回復基調が続いている。個人消費は総じて
みれば底堅い動き、生産は持ち直し、企業収益は改
善の動きがみられ、雇用情勢は改善傾向にある。先
行きは、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、原
油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩や
かに回復していくことが期待される。
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。先行きは、緩やかな回復が期待され
ている。
聞き取り調査の結果、１～３月期の天気図は、薄日

が建設、曇が一般機械、電気機械、輸送機械、鉄鋼、
大型小売店であった。
４～６月期の天気図は、薄日が建設、大型小売店、
曇が一般機械、電気機械、輸送機械、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、10～12月期より減少したもの
の、これには高い伸びとなった前期からの反動減が
含まれており、基調としては緩やかながらも回復して
いる。
〇電気機械の生産は、前年をやや下回った。産業向け
や北米向けの自動車関連が順調だったものの、前
年の反動がみられた。先行きは、徐々に回復してくる
と期待されている。
〇輸送機械の生産は、前年割れが続いた。先行きの
乗用車生産は、消費増税の影響が一巡することな
どから、徐 に々持ち直していくと予想される。
〇鉄鋼の生産は、前期比横ばい程度の水準で推移し
た。先行きについても、生産は現状程度のペースで
進むとみられる。

○建設は、公共工事を中心に引き続き順調。先行きも
順調な動きが続くと見込まれている。
　公共工事は、河川、橋梁の改修・補修の工事などを
中心に順調。先行きは、受注残が高水準なことから

(1)一般機械…緩やかながらも回復基調
一般機械の１～３月期の生産は、10～12月期より
減少となったものの、これには高い伸びとなった前
期からの反動減が含まれており、基調としては緩や
かながらも回復している。
農業用機械や発電用ガスタービン、医療用機械

などは比較的堅調に推移したものの、資源国向け
の輸出が伸び悩む建設機械はやや低調で、比較的
堅調だった太陽光発電用パネルやスマホ関連部品
なども、動きが一服している。旋盤やプレス機など金
属加工機械は総じてみれば底堅いものの、メーカー
ごとの業績にばらつきがみられる。
為替の円安基調を受けて、事務用機械など、ごく
一部ながら生産拠点の国内回帰を目指す動きが出
始めている。しかし、こうした企業から、部品や金型
などの新規取引の打診があっても、提示される価格
条件は大変厳しい。また、過去の生産拠点の海外
移転に伴い、仕事量が減少してきた金型メーカーな
どでは、最低限の設備・人員で運営している先も多
いことから、急に増産を求められても、対応はそれほ
ど簡単ではないようだ。
ものづくり補助金などの効果もあり、先行きも、一
般機械の生産は、緩やかながらも持ち直していくと
みられる。しかし、製造業の現場では、パート・アルバ
イトなどの時給が上昇しており、新規学卒者の採用

砂漠などからの砂埃）、国内向け製品より、より耐久
性が求められている。家電製品の多くは国内での
生産を縮小しており、海外の工場からの輸入に依存
しているケースが多く、円安は収益的にはマイナス
に働いている。
テレビ関連は、消費増税の反動減もあり前年を下
回って推移している。ただ、20型未満の小型テレビ
の販売は好調だったようだ。１～３月期は例年１人暮
らしを始める学生、社会人が増加することに加えて、
今年は３月末頃に期限となるケーブルテレビ事業者

される。
トラック関連：１～３月期のトラックの生産は堅調に
推移したようだ。震災の復興需要や2020年の東京
オリンピック関連の建設需要、都市部の再開発需
要などで国内販売が好調だった。
先行きも、建設需要の高まりから国内のトラック
需要は堅調に推移すると予想され、高い水準での
生産が続くだろう。懸念材料としては、国内では公
共投資が徐々に減衰することや、原油価格の下落
による海外でのインフラ需要の低下など海外景気
の減速があげられる。
部品メーカー：１～３月期の生産は、トラック部品メー
カーでは工場のフル稼働が続いたところがあったが、
乗用車部品メーカーの生産は、乗用車生産が低調
に推移しているため前年を下回ったとみられる。ま
た、乗用車ではこのところ軽自動車や小型車の割合
が高まっているため、利幅が小さくなり部品メーカー
では収益面で厳しくなっているようだ。
先行きについては、完成車メーカーの生産が徐々

に持ち直すことから、部品メーカーの生産も減少に
歯止めがかかるだろう。

(4) 鉄鋼…横ばい程度で推移
１～３月期の棒鋼の生産は、前期比横ばい程度の
水準で推移したとみられる。
首都圏では、物流倉庫や介護施設の新設が続き、
高速道路建設や公共施設の耐震工事なども底堅く
推移しているが、消費増税に伴う駆け込み需要の

順調に推移するとみられている。
　民間工事は、福祉施設を中心に底堅く推移。先行き
は、民間工事の引き合いが、徐々に増加してくると期
待している。

　住宅は、マンション、戸建とも、消費増税の反動減な
どから前年を下回る。先行きは、建築コストの上昇
分を販売価格に転嫁できず、供給減の姿勢が強
まっている。
〇大型小売店販売は、消費増税による駆け込み購入
の反動減から前年を下回ったとみられる。先行きは、
実質所得の増加から売上は上向きに。

も以前より難しくなっている。こうした状況を受けて、
中小企業でも、ベースアップの実施を検討する企業
が出始めていることから、賃金引上げに対応できな
い企業では、人手不足など雇用環境の悪化が進む
可能性もある。

(2)電気機械…前年をやや下回る
１～３月期の生産は、産業向けや北米向けの自動
車関連が順調だったものの、前年をやや下回って推
移した。昨年の消費増税後の生産は、上期は増税
に伴う前倒し需要の反動から、停滞気味に推移した
ものの、下期からは持ち直しの傾向がみられる。
大手企業では、今春のベースアップを昨年以上

の上昇率で実施するようだが、県内の中堅・中小企
業では、収益の従業員への還元をベースアップでは
なくボーナスでと検討している企業が多い。ただ、
ベースアップか、ボーナスにするかは、ヒアリング実
施時点では各社とも未定としていた。
品目別では、北米向けを中心に自動車関連が引

き続き順調に推移している。一部で、米国での自動
車ローンがサブプライム化しているという指摘が
あった。産業向けは、堅調に推移している。
インバータのエアコン、冷蔵庫、洗濯機などの白物
家電は、前年並みを計画していたが、海外向けは前
年を上回ったものの、国内向けが前年を下回って推
移した。
新興国向けの白物家電では、日本に比べて気象
条件などが過酷なため（高温、寒冷、高湿度、乾燥、

が提供してきたデジアナ変換のサービスの終了に
伴う特需が発生したためである。デジアナ変換サー
ビスを利用していた世帯は、テレビ画面は小さくても
いいとする高齢者世帯や、２台目以降の利用である
ため小型テレビでいいというケースが多い。
国内のテレビ生産は、フルハイビジョンの約４倍の
解像度がある４Ｋテレビなどの高付加価値製品へシ
フトしている。ただ、４Ｋテレビは、放送される４Ｋ対
応のテレビ番組自体が未だ少なく、本格的な普及に
は時間がかかりそうである。
先行きは、新製品の投入などから、徐々に回復し

てくると期待されている。また、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…前年割れ続く
乗用車：１～３月期の県内の乗用車販売台数は、前
年比２ケタの減少となった。前年は消費増税前の駆
け込み購入が活発となり販売が増加したため、その
反動から大幅に減少した。しかし、販売台数は一昨
年の2013年１～３月期を上回っており、台数の水準
は極端に低いわけではない。内訳をみると、13年に
比べ登録車が減少し、軽自動車は増加している。ま
た、販売台数の増減は自動車メーカーによるばらつ
きが大きかった。
県内の生産動向をみると、完成車メーカーの販
売が低調に推移しているため、１～３月期の県内生
産も前期に続き前年割れになったとみられる。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、昨年10～12月期が
前年比▲19.2％、１月が同▲27.3％と前年を大きく
下回り、生産は停滞気味で推移している。
先行きの県内生産については、４月にエコカー減
税の基準が厳格化されることから、慎重な見方が
あるものの、消費増税の影響が一巡することや新
型車投入効果もあり、徐々に持ち直していくと予想

反動から、マンションの着工は落ち込んでいる。建
設現場では、鉄筋工や型枠工など建設技能労働者
が不足し、施工可能な工事の量が限られていること
もあり、受注残にかかわらず、棒鋼の生産量が制約
される状況が続いている。
足元では、2020年の東京オリンピック開催に向

け、国立競技場の建て替えをはじめとする建築プロ
ジェクトが動き始めている。都心部の再開発案件も
相次いで立ち上がっていることから、棒鋼の需要は
当面底堅く推移しよう。
建設技能労働者の不足に対しては、接合に高度

な技術を要しないネジ節鉄筋の導入など、対応を進
める棒鋼メーカーもあるが、ゼネコンの側でも、設計
段階で、鉄筋コンクリート造から鉄骨造へシフトする
動きがみられる。当面、棒鋼の生産は現状程度の
ペースで進むとみられるが、鉄骨造へのシフトがこ
れまで以上のペースで進むようだと、生産が若干減
少する可能性もある。
１～３月期まで、スクラップ価格の下落が続いたこ
とで、製品価格とのスプレッドが拡大し、棒鋼メー
カーの収益は改善した。しかし、足元では製品価格
が弱含みで推移するなか、スクラップ価格は下げ止
まりの兆しをみせており、今後、スプレッドは縮小に
向かう可能性が高い。電力料金の引き上げに伴う
負担増が重い業種であり、先行きの収益について
は、楽観を許さない状況にある。
１～３月期の鋳物の生産は、前年を若干下回って
推移している。国内設備投資の持ち直しを受けて、
工作機械向けは底堅く推移したが、輸出が弱含ん
でいる建設機械向けは弱含んでいる。
現状、一部ではそれなりの受注残を抱える企業も

みられるものの、短い納期の仕事をこなすのが精一
杯という企業が少なくない。鋳物についても、当面
は現状程度の生産量で推移するのではないか。
収益は引き続き厳しい。電気料金引き上げ分の
転嫁が進んでいない企業も多いものの、足元、銑鉄

やコークスが値下がりしていることもあって、価格改
訂交渉自体が難しい状況になっているようだ。 

(5)建設…順調に推移
１～３月期の建設は、労務費や建設資材価格、輸
送費などの建築コストが高止まりしているものの、公
共工事を中心に引き続き順調に推移している。
人手不足による労務費や建設資材価格の高騰は
落ち着いてきたが、水準自体は高止まりしている。
2020年のオリンピックまでは、逓増傾向が続くとみ
られている。
先行きは、受注残が高水準なことから、各社とも
選別受注を強めており、順調な動きが続くと見込ま
れている。
公共工事：公共工事は、河川、橋梁の改修・補修な
どの工事を中心に順調。ただ、入札では不調が見
られる。
不調の要因として、現場監督者不足が指摘され

ている。現場監督者は、案件ごとに兼務不可で１名
が指定される。そのため、小口案件より大口案件を

受託した方が、現場監督者を有効に活用できるため、
小口案件で不調が発生しやすい状況にある。
現場監督者不足の解消や、若者の建設業への就
職を促す目的で、積極的に福利厚生を厚めにする
企業がみられた。
先行きは、受注残が高水準なことから、引き続き
順調に推移するとみられている。
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、足元での労務費や建設資材価格の上昇
が落ち着いてきたこと、様子見状態であった民間建
築の引き合いにそろそろ動きが見られそうだと期待
しているものの、契約・着工までにはまだまだ時間が
かかりそうだ。
先行きは、消費増税が延期されたことから、それ

に伴う前倒し需要が発生しないため、工場や倉庫、
ビルなどの民間建築需要の引き合いが、徐々に増加
してくると期待している。
住宅：１～３月期は、マンション、戸建とも、消費増税
の前倒し需要の反動から、前年水準を下回る。県内
建設業者は、一部地域を除いて、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
んで対応しているようだ。また、高齢者の住宅などで
手すりや浴槽、内装などのリフォームの需要は根強
くある。
首都圏の中でも地価が相対的に低い埼玉県では、
販売価格に占める建築コストの割合が高くなり、そ
のまま転嫁すると販売価格の大幅な値上げとなり、
地域に見合った価格を超え、苦戦を強いられている。
㈱不動産経済研究所によると、埼玉県におけるマ

ンション契約率は2014年12月47.8％（首都圏
69.9％）、2015年１月67.3％（同74.9％）、２月
71.1％（同74.5％）と、首都圏平均を下回っており、
かつ好不調の目安と言われている70％を下回って
推移することが多い。

埼玉県ではマンションの供給を抑えているにもか
かわらず、契約率は70％を下回ることが多く、販売
環境は数字以上に悪化している。ただ、ＪＲ京浜東北
線沿いの川口、浦和、大宮地域は立地条件が良く、
県内では販売が好調な地域である。
先行きは、顧客は購入意欲も一段落し、物件購入

には一段と慎重になっている。購入想定価格内で、
「要るもの」についてはこだわりを持って選別し、「要
らないもの」については予算との兼ね合いで選択す
る傾向が強まっている。
業者は、建築コストの上昇分を販売価格に転嫁で

きず、「集客はできるが、販売は難しい」と供給減の
姿勢が強まっている。
2017年４月の消費増税（８％→10％）については、
住宅業界では特別な対策を行っていない。マンショ
ン、分譲戸建とも、案件次第で個別対応していくとし
ている。

（6）大型小売店販売…駆け込みの反動で減少
百貨店：１～３月期の県内百貨店の売上は、前年を下
回ったとみられる。気温の上昇で春物の衣料品に動
きがあったが、前年同期は、消費増税に伴う駆け込
み購入があり、その反動で減少した。昨年の４月以
降、県内百貨店の売上は前年を上回る月もあったが、
消費増税後の落ち込みからの戻りは総じて鈍い。免
税対象が化粧品や食料品等の消耗品に広がったこ
ともあり、都心では訪日外国人客による免税品の売
上が増加し全体の売上を押し上げているが、県内で
は全体を押し上げるほどではないようだ。
一方、時計、宝飾品、高級ブランド品などの高額
品の販売は堅調に推移しており、富裕層を顧客と
した外商部門の売上も伸びている。株価が堅調に
推移したため、資産効果により高額品の購入に動
きが出ているようだ。富裕層の消費は比較的堅調
だが、ボリュームゾーンの中間層の消費はやや勢
いが欠けている。賃上げやボーナスの増加で消費

者の所得は改善方向にあるが、消費増税を含めた
物価上昇により実質所得が目減りしていることが
背景にあるとみられる。また、消費者は値段が安い
だけでは買わなくなり、買い物にメリハリをつけ、買
うものを選びながら堅実に買うのが特徴、との見方
もあった。
４月以降は、消費増税による物価押し上げ効果が
一巡する一方、賃上げの動きも広がるとみられ、低
下していた実質賃金が前年を上回るため、売上の
回復につながると予想される。
スーパー：県内スーパーの売上は、消費増税翌月の
昨年５月以降、前年比プラスに転じており、百貨店に
比べ堅調に推移している。ただ１～３月期の売上は、
前年の消費増税による駆け込み購入の反動があり、
前年を下回った模様である。肉や惣菜など主力の食
料品の売上は相場高の影響もあり堅調だったが、衣
料品の販売が振るわなかった。
消費増税後、中間層の家計への圧迫感が強まり、
消費者の節約志向が強まったようだ。品質にあまり
差のない日用品については、低価格・節約志向が強
まる傾向がみられている。一方、節約志向はあるも
のの、安いだけでは商品を買わなくなり、品質に納得
すれば多少高くても購入するという動きもある。
先行きをみると、消費増税が先送りになったこと

により、昨年のような消費増税による物価上昇がな
くなるため、減少が続いていた実質所得は増加に向
かうと予想される。所得環境の改善を背景に、スー
パーの売上も増加するだろう。

2014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
2014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52.1％、
「正社員のみ支給」とした企業は37.4％、「支給しな
い」とした企業は10.6％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2.1ポイント増加し、「支給しない」とした企業
が1.4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割近くの企業でボーナスを支給している。
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62.5％、非製造業では46.2％
である。「正社員のみ支給」は製造業で27.1％、非製
造業で43 .2％。また、「支給しない」は製造業で
10.4％、非製造業で10.7％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」とするところは業種別で大きな
差は見られなかった。

 

一人当たりボーナス支給額
2014年冬のボーナスの支給総額を支給対象人員

で割った、一人当たり支給額は400千円となり、前年
実績の397千円に比べ0.8％の増加となった（ボーナ
ス支給実額を記入いただいた企業192社を集計）。
冬のボーナスとしては2013年の前年比＋2.1％に

続き２年連続のプラスとなった。ただ、増加率は2013
年冬に比べ小さく、2014年夏の前年比＋3.5％と比
べても小さくなっている。
景気回復に伴い、一人当たりボーナス支給額も増
加してきたが、消費増税による消費低迷が長引いたこ
となどから、2014年後半にかけて景気に弱い動きが
みられ、ボーナス増加の勢いは今回弱まった。
業種別にみると、製造業では416千円と前年の
405千円から2.7％の増加、非製造業では392千円で
前年の394千円から0.5％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年にリーマンショックなどによる企業収益、
雇用環境の悪化から２ケタ減と大幅な落ち込みとなった。

2011年、2012年と２年連続の減少になった。
2013年は一人当たり支給額同様、2010年以来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、支給対象人員が増
加したことから、支給総額は前年比＋4.4％と比較的
大きな増加となり、前年の増加率を上回った。

2015年夏のボーナス支給予定
2015年夏のボーナス支給予定については、2014
年夏に比べて、「増加」14.6％、「変わらない」67.3％、
「減少」10.6％、「支給しない」7.5％となり、「増加」
が「減少」をやや上回った。
景気については持ち直しの動きがみられるものの、勢

いは弱く、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、やや不透明な状況にある。 （吉嶺暢嗣）

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年は円高や海外経済の減速、タイの洪水
などもあり、製造業を中心に再び減少となった。
2013年は景気の持ち直しにより、企業収益にも改
善の動きがみられ、冬のボーナスは2010年以来３年
ぶりに前年を上回った。2014年は年後半にかけ景気
に弱い動きがみられたことなどから、前年比＋0.8％と
２年連続の増加ながら低い伸びにとどまった。
 
ボーナス支給総額と支給対象人員
アンケート回答企業の2014年冬のボーナス支給
総額は107億67百万円で、当該企業の前年実績103
億13百万円から4.4％の増加となった。また、支給対
象人員は前年比3.7％の増加となった。
業種別の支給総額の前年比をみると、製造業が前
年比2.2％の増加、非製造業が同5.6％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0.7％
の減少、非製造業で同6.0％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かった。

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年に大きな落ち込みとなった後、2010年は製
造業を中心に大きく落ち込んだ前年からボーナスを回
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経営環境は厳しくなり、

●2014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

52.1
(50.0)
37.4
(38.0)
10.6
(12.0)

62.5
(58.3)
27.1
(28.1)
10.4
(13.5)

46.2
(45.3)
43.2
(43.5)
10.7
(11.2)

(%)

※（　　）内は2013年実績

●2014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

192
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400
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392

一人当たり支給額
2014年 2013年

397
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0.8

2.7

▲ 0.5

（社、千円、％）

●2015年夏のボーナス支給予定
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10.6
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支給しない

（％）

前年比
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製造業

非製造業
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支給対象人員支給総額
2014年 2013年
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3.7

▲ 0.7

6.0

前年比

10,767
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●2014年冬のボーナス支給総額と支給対象人員
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●冬のボーナス一人当たり支給額（前年比）の推移
（％）
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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。

景気動向指数 改善を示している

１月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：92.0（前月比▲5.9ポイント）、一致指数：155.1
（同＋2.9ポイント）、遅行指数：101.9（同＋2.8ポイン
ト）となった。
先行指数は２カ月連続で下降した。
一致指数は２カ月ぶりの上昇となった。基調判断と

なる３カ月後方移動平均は、前月比＋1.47ポイント
と、４カ月連続で上昇した。埼玉県は、景気の基調判
断を６カ月ぶりに上方修正し「改善を示している」と
している。
遅行指数は２カ月連続の上昇となった。

個人消費 大型小売店販売が増加

２月の大型小売店販売額は799億円、前年比＋
1.2％（既存店）と2カ月ぶりに増加した。業態別で
は、百貨店（同＋3.2％）は2カ月ぶりに増加、スー
パー（同＋0.7％）は10カ月連続で増加した。新設店
を含む全店ベースの販売額は同＋3.3％と7カ月連
続で増加した。
３月の新車販売台数（乗用車）は18,593台、前年
比▲13.9％と8カ月連続で減少した。車種別では普
通乗用車が10,159台（同▲8.7％）、小型乗用車は
8,434台（同▲19.5％）だった。

住 宅 前年を下回る動き続く

２月の新設住宅着工戸数は4,494戸、前年比▲
12.1％と15カ月連続して前年を下回った。消費増
税に伴う駆け込み需要の反動減が続いている。
利用関係別では、持家が1,325戸（前年比▲

6.8％）、貸家が1,677戸（同▲7.9％）、分譲住宅が
1,483戸（同▲20.4％）と減少した。
分譲住宅は、戸建が1,074戸（前年比＋0.7％）と

10カ月ぶりに増加し、マンションが409戸（同▲
48.6％）と２カ月連続して減少した。
雇用・所得環境が改善されているものの、建設資

材価格や人件費などの高止まりから、弱含みの動き
が続くと見込まれる。

公共工事 ３カ月ぶりに前年を上回る

３月の公共工事請負金額は259億円（前年比＋
52.2％）と、３カ月ぶりに前年を上回った。その結果、
2014年度累計では同＋6.4％となった。
発注者別では、国（前年比▲48.9％）が減少した

ものの、独立行政法人等（同＋10.8％）、埼玉県（同
＋31.5％）、市町村（同＋192.4％）が増加した。
公共工事は、建設資材の高止まりや人手不足が
懸念されること、経済対策の効果が一巡しつつある
ことなどから、先行き、弱含みの動きで推移するとみ
られる。

生 産 ２カ月ぶりに増加

１月の鉱工業指数をみると、生産指数は102.5
（前月比＋13.5％）と２カ月ぶりに増加した。
業種別では、業務用機械、窯業・土石製品、プラス

チック製品などが減少したものの、化学（同＋
31.2％）、生産用機械（同＋30.0％）、はん用機械な
どが増加した。
在庫指数は前月比＋0.3％の158.7と、２カ月連続

して増加した。
業種別では、輸送機械、電気機械、鉄鋼などが減
少したものの、はん用機械（同＋40.9％）、金属製
品、生産用機械などが増加した。

雇 用 有効求人倍率は0.80倍

２月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.01ポイント下降して0.80倍となった。　
有効求職者数が86,862人（前年比▲4.9％）と、
57カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
76,513人（同＋10.2％）と、20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
0.07ポイント下降の1.20倍となっている。
２月の有効求人倍率は0.80倍と、６カ月ぶりに前
月の水準を下回った。県内の雇用情勢は、基調とし
ては持ち直しているものの、依然として厳しい状況に
ある。
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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。

景気動向指数 改善を示している

１月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：92.0（前月比▲5.9ポイント）、一致指数：155.1
（同＋2.9ポイント）、遅行指数：101.9（同＋2.8ポイン
ト）となった。
先行指数は２カ月連続で下降した。
一致指数は２カ月ぶりの上昇となった。基調判断と

なる３カ月後方移動平均は、前月比＋1.47ポイント
と、４カ月連続で上昇した。埼玉県は、景気の基調判
断を６カ月ぶりに上方修正し「改善を示している」と
している。
遅行指数は２カ月連続の上昇となった。

個人消費 大型小売店販売が増加

２月の大型小売店販売額は799億円、前年比＋
1.2％（既存店）と2カ月ぶりに増加した。業態別で
は、百貨店（同＋3.2％）は2カ月ぶりに増加、スー
パー（同＋0.7％）は10カ月連続で増加した。新設店
を含む全店ベースの販売額は同＋3.3％と7カ月連
続で増加した。
３月の新車販売台数（乗用車）は18,593台、前年
比▲13.9％と8カ月連続で減少した。車種別では普
通乗用車が10,159台（同▲8.7％）、小型乗用車は
8,434台（同▲19.5％）だった。

住 宅 前年を下回る動き続く

２月の新設住宅着工戸数は4,494戸、前年比▲
12.1％と15カ月連続して前年を下回った。消費増
税に伴う駆け込み需要の反動減が続いている。
利用関係別では、持家が1,325戸（前年比▲
6.8％）、貸家が1,677戸（同▲7.9％）、分譲住宅が
1,483戸（同▲20.4％）と減少した。
分譲住宅は、戸建が1,074戸（前年比＋0.7％）と
10カ月ぶりに増加し、マンションが409戸（同▲
48.6％）と２カ月連続して減少した。
雇用・所得環境が改善されているものの、建設資
材価格や人件費などの高止まりから、弱含みの動き
が続くと見込まれる。

公共工事 ３カ月ぶりに前年を上回る

３月の公共工事請負金額は259億円（前年比＋
52.2％）と、３カ月ぶりに前年を上回った。その結果、
2014年度累計では同＋6.4％となった。
発注者別では、国（前年比▲48.9％）が減少した

ものの、独立行政法人等（同＋10.8％）、埼玉県（同
＋31.5％）、市町村（同＋192.4％）が増加した。
公共工事は、建設資材の高止まりや人手不足が
懸念されること、経済対策の効果が一巡しつつある
ことなどから、先行き、弱含みの動きで推移するとみ
られる。

生 産 ２カ月ぶりに増加

１月の鉱工業指数をみると、生産指数は102.5
（前月比＋13.5％）と２カ月ぶりに増加した。
業種別では、業務用機械、窯業・土石製品、プラス

チック製品などが減少したものの、化学（同＋
31.2％）、生産用機械（同＋30.0％）、はん用機械な
どが増加した。
在庫指数は前月比＋0.3％の158.7と、２カ月連続

して増加した。
業種別では、輸送機械、電気機械、鉄鋼などが減
少したものの、はん用機械（同＋40.9％）、金属製
品、生産用機械などが増加した。

雇 用 有効求人倍率は0.80倍

２月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.01ポイント下降して0.80倍となった。　
有効求職者数が86,862人（前年比▲4.9％）と、
57カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
76,513人（同＋10.2％）と、20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
0.07ポイント下降の1.20倍となっている。
２月の有効求人倍率は0.80倍と、６カ月ぶりに前
月の水準を下回った。県内の雇用情勢は、基調とし
ては持ち直しているものの、依然として厳しい状況に
ある。
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月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2015.5埼玉りそな経済情報2015.5

2011年

2012年

2013年

2014年

14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

15年  1月

2月

3月

資料出所

129,169

165,110

158,230

156,168

14,997

16,219

21,600

8,848

9,954

12,533

13,476

10,036

14,893

11,373

11,257

10,982

11,473

13,525

18,593

▲ 20.2

27.8

▲ 4.2

▲ 1.3

24.7

8.0

12.5

▲ 8.3

▲ 8.2

▲ 3.7

0.3

▲ 6.1

▲ 5.8

▲ 11.2

▲ 15.2

▲ 11.8

▲ 23.5

▲ 16.6

▲ 13.9

2,386,036

3,014,651

2,872,111

2,860,472

264,278

300,007

417,136

165,486

178,653

229,037

250,689

177,749

268,435

206,683

203,911

198,408

207,635

249,565

356,412

▲ 18.5

26.3

▲ 4.7

▲ 0.4

28.0

14.7

12.8

▲ 11.8

▲ 6.9

▲ 1.8

0.3

▲ 5.9

▲ 5.5

▲ 11.3

▲ 15.9

▲ 11.1

▲ 21.4

▲ 16.8

▲ 14.6

563

543

483

403

48

33

39

30

32

30

39

34

41

28

26

23

35

31

30

70,551

69,848

74,225

56,640

4,301

6,343

6,418

2,471

7,235

1,771

2,226

8,059

6,395

3,199

3,225

4,997

1,393

4,782

3,188

12,734

12,124

10,855

9,731

864

782

814

914

834

865

882

727

827

800

736

686

721

692

859

3,592,920

3,834,563

2,782,347

1,874,065

315,149

116,195

116,997

141,087

172,641

192,037

129,492

135,764

136,799

124,113

115,477

178,314

168,070

151,180

223,631

99.9

100.3

100.8

103.7

101.6

101.7

101.7

103.8

104.2

104.3

104.4

104.7

104.7

104.5

104.0

104.3

104.3

104.2

▲ 0.1

0.4

0.6

2.8

1.4

1.8

1.7

3.4

3.7

3.8

3.5

3.4

3.3

2.9

2.3

2.6

2.7

2.5

99.7

99.7
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102.8
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100.7

101.0

103.1

103.5
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103.4
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103.9

103.6
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102.9

▲ 0.3

0.0

0.4

2.7

1.4

1.5

1.6

3.4

3.7

3.6

3.4

3.3

3.2

2.9

2.4

2.4

2.4

2.2

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（％）

2011年

2012年

2013年

2014年

14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

15年  1月

2月

3月

資料出所

98.5

96.3

93.1

95.1

106.5

96.2

99.2

96.2

98.4

93.5

94.2

89.7

89.7

94.6

94.9

90.3

102.5

▲ 1.5

▲ 2.2

▲ 3.3

2.1

7.9

▲ 9.7

3.1

▲ 3.0

2.3

▲ 5.0

0.7

▲ 4.8

0.0

5.5

0.3

▲ 4.8

13.5

97.2

97.8

97.0

99.0

103.2

101.0

101.5

99.2

99.5

97.6

97.5

96.7

98.1

98.5

97.9

98.1

102.1

98.9

▲ 2.8

0.6

▲ 0.8

2.1

3.2

▲ 2.1

0.5

▲ 2.3

0.3

▲ 1.9

▲ 0.1

▲ 0.8

1.4

0.4

▲ 0.6

0.2

4.1

▲ 3.1

100.8

143.0

112.2

172.2

107.1

120.6

115.1

113.1

121.3

135.3

143.2

154.8

162.9

161.2

156.5

158.2

158.7

▲ 14.6

41.9

▲ 21.5

53.5

3.9

12.6

▲ 4.6

▲ 1.7

7.3

11.5

5.8

8.1

5.2

▲ 1.0

▲ 2.9

1.1

0.3

105.0

110.5

105.7

112.3

105.8

105.6

106.8

106.7

108.7

110.1

110.7

111.7

111.3

111.2

112.4

112.3

111.8

113.0

2.0

5.2

▲ 4.3

6.2

0.3

▲ 0.2

1.1

▲ 0.1

1.9

1.3

0.5

0.9

▲ 0.4

▲ 0.1

1.1

▲ 0.1

▲ 0.4

1.1

2,166

2,705

3,378

3,038

438

317

326

182

248

303

187

261

142

322

156

155

155

250

6.1

24.9

24.9

▲ 10.1

66.8

34.6

▲ 27.3

▲ 37.6

▲ 4.9

33.8

▲ 32.1

86.7

▲ 45.1

65.6

▲ 70.6

▲ 38.2

▲ 64.7

▲ 21.2

47,254

50,184

55,947

53,818

4,657

4,169

4,399

4,836

4,077

5,065

4,732

4,521

4,109

5,460

4,079

3,713

3,892

4,561

6.1

6.2

11.5

▲ 3.8

19.7

▲ 3.6

▲ 6.4

▲ 4.2

▲ 11.6

4.4

▲ 2.5

▲ 2.0

▲ 20.4

13.3

▲ 10.9

▲ 17.3

▲ 16.4

9.4

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

2011年

2012年

2013年

2014年

14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

15年  1月

2月

3月

資料出所

57,767

59,605

63,024

56,504

4,990

5,114

4,232

4,708

4,089

4,883

4,745

4,382

4,449

4,678

4,997

5,237

4,175

4,494

4.3

3.2

5.7

▲ 10.3

▲ 1.6

▲ 6.8

▲ 4.4

▲ 4.3

▲ 10.4

▲ 9.6

▲ 16.8

▲ 8.5

▲ 10.7

▲ 17.5

▲ 19.5

▲ 9.6

▲ 16.3

▲ 12.1

834,117

882,797

980,025

892,261

77,843

69,689

69,411

75,286

67,791

75,757

72,880

73,771

75,882

79,171

78,364

76,416

67,713

67,552

2.6

5.8

11.0

▲ 9.0

12.3

1.0

▲ 2.9

▲ 3.3

▲ 15.0

▲ 9.5

▲ 14.1

▲ 12.5

▲ 14.3

▲ 12.3

▲ 14.3

▲ 14.7

▲ 13.0

▲ 3.1

13.1

13.8

14.5

15.3

13.8

15.8

16.3

16.7

14.3

14.6

14.7

14.1

14.3

15.3

16.7

17.4

16.1

▲ 6.8

9.2

12.8

12.6

18.0

25.9

23.4

18.0

8.8

6.7

6.6

▲ 0.5

4.3

7.2

17.0

18.7

1.8

15.4

15.8

16.4

17.5

16.5

17.9

18.6

18.0

16.6

17.0

17.4

16.5

17.3

17.7

18.1

18.2

16.8

17.9

0.8

0.3

4.3

6.8

17.4

14.5

15.2

10.8

9.7

5.4

4.6

1.0

1.6

1.4

1.6

2.1

1.0

▲ 0.9

102.3

102.5

102.5

103.0

102.4

101.8

101.4

103.0

102.9

103.1

102.9

102.7

103.7

103.9

103.9

103.9

105.0

2.3

0.2

0.0

0.5

▲ 0.1

0.0

0.2

0.6

0.6

0.5

▲ 0.1

0.0

0.8

1.1

1.2

1.3

2.5

100.0

99.7

99.5

99.9

99.3

99.0

98.5

100.1

100.3

100.5

100.5

100.3

100.1

100.0

100.1

100.2

100.0

99.9

0.0

▲ 0.3

▲ 0.2

0.4

0.3

0.3

0.4

0.4

0.3

0.4

0.5

0.5

0.4

0.3

0.3

0.4

0.7

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

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模３０人以上

2011年

2012年

2013年

2014年

14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

15年  1月

2月

3月

資料出所

0.51

0.57

0.62

0.74

0.68

0.69

0.71

0.72

0.74

0.74

0.75

0.74

0.75

0.76

0.78

0.79

0.81

0.80

0.65

0.80

0.93

1.09

1.04

1.05

1.07

1.08

1.09

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.12

1.14

1.14

1.15

22,517

23,604

23,721

24,898

27,064

25,574

24,294

25,740

23,638

22,983

26,289

22,575

26,466

28,533

23,452

22,173

30,043

27,475

14.7

4.8

0.5

5.0

4.2

0.9

6.3

13.2

3.7

4.4

5.1

▲ 6.7

13.6

7.7

▲ 0.7

9.2

11.0

7.4

655

737

794

834

919

867

836

860

806

804

864

779

858

917

758

735

947

881

14.7

12.5

7.8

5.0

12.9

7.1

5.4

10.0

4.0

8.1

4.5

▲ 0.6

6.3

1.1

▲ 4.4

5.6

3.0

1.7

10,459

10,428

10,575

10,799

888

774

1,041

789

876

881

906

876

838

860

928

1,143

901

799

▲ 1.8

▲ 2.0

▲ 2.6

1.4

0.2

▲ 0.1

14.3

▲ 5.4

0.4

▲ 0.8

0.0

3.1

1.5

0.4

1.5

0.6

▲ 0.2

1.2

195,933

195,916

197,774

201,973

17,119

14,692

19,565

14,681

15,932

16,319

17,177

16,266

15,313

16,065

17,286

21,558

17,215

14,986

▲ 1.8

▲ 0.8

▲ 0.4

0.9

▲0.0

1.4

16.2

▲ 6.7

▲ 1.2

▲ 1.8

▲ 0.6

1.6

0.5

0.0

1.1

0.1

▲0.0

1.3

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 大型小売店販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 関東経済産業局 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（％）

●大型小売店販売額の前年比は既存店ベース
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月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2015.5埼玉りそな経済情報2015.5

2011年

2012年

2013年

2014年

14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

15年  1月

2月

3月

資料出所

129,169

165,110

158,230

156,168

14,997

16,219

21,600

8,848

9,954

12,533

13,476

10,036

14,893

11,373

11,257

10,982

11,473

13,525

18,593

▲ 20.2

27.8

▲ 4.2

▲ 1.3

24.7

8.0

12.5

▲ 8.3

▲ 8.2

▲ 3.7

0.3

▲ 6.1

▲ 5.8

▲ 11.2

▲ 15.2

▲ 11.8

▲ 23.5

▲ 16.6

▲ 13.9

2,386,036

3,014,651

2,872,111

2,860,472

264,278

300,007

417,136

165,486

178,653

229,037

250,689

177,749

268,435

206,683

203,911

198,408

207,635

249,565

356,412

▲ 18.5

26.3

▲ 4.7

▲ 0.4

28.0

14.7

12.8

▲ 11.8

▲ 6.9

▲ 1.8

0.3

▲ 5.9

▲ 5.5

▲ 11.3

▲ 15.9

▲ 11.1

▲ 21.4

▲ 16.8

▲ 14.6

563

543

483

403

48

33

39

30

32

30

39

34

41

28

26

23

35

31

30

70,551

69,848

74,225

56,640

4,301

6,343

6,418

2,471

7,235

1,771

2,226

8,059

6,395

3,199

3,225

4,997

1,393

4,782

3,188

12,734

12,124

10,855

9,731

864

782

814

914

834

865

882

727

827

800

736

686

721

692

859

3,592,920

3,834,563

2,782,347

1,874,065

315,149

116,195

116,997

141,087

172,641

192,037

129,492

135,764

136,799

124,113

115,477

178,314

168,070

151,180

223,631

99.9

100.3

100.8

103.7

101.6

101.7

101.7

103.8

104.2

104.3

104.4

104.7

104.7

104.5

104.0

104.3

104.3

104.2

▲ 0.1

0.4

0.6

2.8

1.4

1.8

1.7

3.4

3.7

3.8

3.5

3.4

3.3

2.9

2.3

2.6

2.7

2.5

99.7

99.7

100.0

102.8

100.7

100.7

101.0

103.1

103.5

103.4

103.4

103.6

103.9

103.6

103.2

103.3

103.1

102.9

▲ 0.3

0.0

0.4

2.7

1.4

1.5

1.6

3.4

3.7

3.6

3.4

3.3

3.2

2.9

2.4

2.4

2.4

2.2

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（％）

2011年

2012年

2013年

2014年

14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

15年  1月

2月

3月

資料出所

98.5

96.3

93.1

95.1

106.5

96.2

99.2

96.2

98.4

93.5

94.2

89.7

89.7

94.6

94.9

90.3

102.5

▲ 1.5

▲ 2.2

▲ 3.3

2.1

7.9

▲ 9.7

3.1

▲ 3.0

2.3

▲ 5.0

0.7

▲ 4.8

0.0

5.5

0.3

▲ 4.8

13.5

97.2

97.8

97.0

99.0

103.2

101.0

101.5

99.2

99.5

97.6

97.5

96.7

98.1

98.5

97.9

98.1

102.1

98.9

▲ 2.8

0.6

▲ 0.8

2.1

3.2

▲ 2.1

0.5

▲ 2.3

0.3

▲ 1.9

▲ 0.1

▲ 0.8

1.4

0.4

▲ 0.6

0.2

4.1

▲ 3.1

100.8

143.0

112.2

172.2

107.1

120.6

115.1

113.1

121.3

135.3

143.2

154.8

162.9

161.2

156.5

158.2

158.7

▲ 14.6

41.9

▲ 21.5

53.5

3.9

12.6

▲ 4.6

▲ 1.7

7.3

11.5

5.8

8.1

5.2

▲ 1.0

▲ 2.9

1.1

0.3

105.0

110.5

105.7

112.3

105.8

105.6

106.8

106.7

108.7

110.1

110.7

111.7

111.3

111.2

112.4

112.3

111.8

113.0

2.0

5.2

▲ 4.3

6.2

0.3

▲ 0.2

1.1

▲ 0.1

1.9

1.3

0.5

0.9

▲ 0.4

▲ 0.1

1.1

▲ 0.1

▲ 0.4

1.1

2,166

2,705

3,378

3,038

438

317

326

182

248

303

187

261

142

322

156

155

155

250

6.1

24.9

24.9

▲ 10.1

66.8

34.6

▲ 27.3

▲ 37.6

▲ 4.9

33.8

▲ 32.1

86.7

▲ 45.1

65.6

▲ 70.6

▲ 38.2

▲ 64.7

▲ 21.2

47,254

50,184

55,947

53,818

4,657

4,169

4,399

4,836

4,077

5,065

4,732

4,521

4,109

5,460

4,079

3,713

3,892

4,561

6.1

6.2

11.5

▲ 3.8

19.7

▲ 3.6

▲ 6.4

▲ 4.2

▲ 11.6

4.4

▲ 2.5

▲ 2.0

▲ 20.4

13.3

▲ 10.9

▲ 17.3

▲ 16.4

9.4

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

2011年

2012年

2013年

2014年

14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

15年  1月

2月

3月

資料出所

57,767

59,605

63,024

56,504

4,990

5,114

4,232

4,708

4,089

4,883

4,745

4,382

4,449

4,678

4,997

5,237

4,175

4,494

4.3

3.2

5.7

▲ 10.3

▲ 1.6

▲ 6.8

▲ 4.4

▲ 4.3

▲ 10.4

▲ 9.6

▲ 16.8

▲ 8.5

▲ 10.7

▲ 17.5

▲ 19.5

▲ 9.6

▲ 16.3

▲ 12.1

834,117

882,797

980,025

892,261

77,843

69,689

69,411

75,286

67,791

75,757

72,880

73,771

75,882

79,171

78,364

76,416

67,713

67,552

2.6

5.8

11.0

▲ 9.0

12.3

1.0

▲ 2.9

▲ 3.3

▲ 15.0

▲ 9.5

▲ 14.1

▲ 12.5

▲ 14.3

▲ 12.3

▲ 14.3

▲ 14.7

▲ 13.0

▲ 3.1

13.1

13.8

14.5

15.3

13.8

15.8

16.3

16.7

14.3

14.6

14.7

14.1

14.3

15.3

16.7

17.4

16.1

▲ 6.8

9.2

12.8

12.6

18.0

25.9

23.4

18.0

8.8

6.7

6.6

▲ 0.5

4.3

7.2

17.0

18.7

1.8

15.4

15.8

16.4

17.5

16.5

17.9

18.6

18.0

16.6

17.0

17.4

16.5

17.3

17.7

18.1

18.2

16.8

17.9

0.8

0.3

4.3

6.8

17.4

14.5

15.2

10.8

9.7

5.4

4.6

1.0

1.6

1.4

1.6

2.1

1.0

▲ 0.9

102.3

102.5

102.5

103.0

102.4

101.8

101.4

103.0

102.9

103.1

102.9

102.7

103.7

103.9

103.9

103.9

105.0

2.3

0.2

0.0

0.5

▲ 0.1

0.0

0.2

0.6

0.6

0.5

▲ 0.1

0.0

0.8

1.1

1.2

1.3

2.5

100.0

99.7

99.5

99.9

99.3

99.0

98.5

100.1

100.3

100.5

100.5

100.3

100.1

100.0

100.1

100.2

100.0

99.9

0.0

▲ 0.3

▲ 0.2

0.4

0.3

0.3

0.4

0.4

0.3

0.4

0.5

0.5

0.4

0.3

0.3

0.4

0.7

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

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模３０人以上

2011年

2012年

2013年

2014年

14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

15年  1月

2月

3月

資料出所

0.51

0.57

0.62

0.74

0.68

0.69

0.71

0.72

0.74

0.74

0.75

0.74

0.75

0.76

0.78

0.79

0.81

0.80

0.65

0.80

0.93

1.09

1.04

1.05

1.07

1.08

1.09

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.12

1.14

1.14

1.15

22,517

23,604

23,721

24,898

27,064

25,574

24,294

25,740

23,638

22,983

26,289

22,575

26,466

28,533

23,452

22,173

30,043

27,475

14.7

4.8

0.5

5.0

4.2

0.9

6.3

13.2

3.7

4.4

5.1

▲ 6.7

13.6

7.7

▲ 0.7

9.2

11.0

7.4

655

737

794

834

919

867

836

860

806

804

864

779

858

917

758

735

947

881

14.7

12.5

7.8

5.0

12.9

7.1

5.4

10.0

4.0

8.1

4.5

▲ 0.6

6.3

1.1

▲ 4.4

5.6

3.0

1.7

10,459

10,428

10,575

10,799

888

774

1,041

789

876

881

906

876

838

860

928

1,143

901

799

▲ 1.8

▲ 2.0

▲ 2.6

1.4

0.2

▲ 0.1

14.3

▲ 5.4

0.4

▲ 0.8

0.0

3.1

1.5

0.4

1.5

0.6

▲ 0.2

1.2

195,933

195,916

197,774

201,973

17,119

14,692

19,565

14,681

15,932

16,319

17,177

16,266

15,313

16,065

17,286

21,558

17,215

14,986

▲ 1.8

▲ 0.8

▲ 0.4

0.9

▲0.0

1.4

16.2

▲ 6.7

▲ 1.2

▲ 1.8

▲ 0.6

1.6

0.5

0.0

1.1

0.1

▲0.0

1.3

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 大型小売店販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 関東経済産業局 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（％）

●大型小売店販売額の前年比は既存店ベース



Town Scape
タウンスケープ

2221 埼玉りそな経済情報2015.5埼玉りそな経済情報2015.5

坂戸市葉酸プロジェクト
埼玉県は、誰もが毎日健康で、いきいきと暮らす

ことができる「健康長寿」の実現を目的に、「健康
長寿埼玉プロジェクト」を推進している。そのモデ
ル都市の一つに選定された坂戸市が取り組んでい
るのが、「坂戸市葉酸プロジェクト」である。
葉酸は、ブロッコリーやほうれん草などの緑色

の野菜に多く含まれるビタミンＢ群の一種である。
タンパク質や細胞の新生に重要な役割を果たす
ことから、細胞増殖が盛んな胎児の正常な発育に
必要不可欠な栄養素であり、特に妊娠期や授乳
期のお母さんは、充分な量を摂取することが望ま
しいとされている。また、近年の女子栄養大学の
研究により、葉酸は、認知症や脳梗塞等の原因と
なる動脈硬化の予防に効果があることもわかって
きた。
こうした葉酸の健康面に果たす役割に着目し、そ
の積極的な摂取を目指すのが、「坂戸市葉酸プロ
ジェクト」で、市は葉酸を多く含む地元産野菜の摂
取を勧めて、市民の食生活の改善を促すほか、葉
酸を多く含む食材を使った、食品やメニューを取り
扱う市内のお店を、「食を通じた健康づくり応援
店」として認定するなど、様々な取組を進めている。
また、女子栄養大学と地元民間企業との協働で、
葉酸添加食品を開発しており、葉酸入りのパンやド
レッシングなど、おいしくて健康に良い食品が次 と々
生み出されている。

市民手作りの花の名所
市内塚越の飯盛川の土手には、約１kmにわ

たって150本ほどの河津桜が植えられている。
河津桜は、寒緋桜と大島桜の雑種から生まれた
園芸種で、最初に植えられたのが静岡県河津町
だったことから、その名がある。ソメイヨシノなど
に比べて早咲きで、花期が比較的長いのが特徴
である。
塚越の大宮住吉神社に程近いことから、「すみよ

し桜の里」と名付けられたこの地の桜は、木はそれ
ほど大きくはないものの、まだ寒さの残る2月頃から
開花をはじめる。３月中旬頃まで咲き続ける薄紅色
の花は、春の訪れを待ちわびる人々の心を浮き立た
せてくれる。
また、６月の上旬から下旬頃にかけて、「すみよし
桜の里」近くの「すみよし菖蒲園」では、約5,000㎡
の敷地いっぱいに、20種、約10万本の花菖蒲が、白
や青、薄紫など色とりどりの花を咲かせ、菖蒲園脇
の遊歩道に植えられた紫陽花とともに、訪れる人の
目を楽しませている。
元々、「すみよし桜の里」の河津桜も、「すみよし菖

蒲園」の花菖蒲や紫陽花も、地元の「すみよし花卉
愛好会」の方たちが、10数年前にこの地に植え付け
たのがはじまりで、日々 の丹精の甲斐あって、年々、見
事な花を咲かせるようになった。市民手作りの新しい
花の名所は、今では広く県内外からの見物客たちで
賑わっている。

笑顔でつなぐ　躍動のまち　さかど

坂戸市長　石川 清氏

坂戸市
市長のメッセージ

坂戸西スマートインターチェンジ
坂戸市とＮＥＸＣＯ東日本関東支社が整備を進め

てきた関越自動車道・坂戸西スマートＩＣが、平成25
年8月25日に開通した。
このスマートＩＣは、ＥＴＣ搭載車両に限定したＩＣ
であり、料金徴収員が不要なため、比較的低コストで
導入できるメリットがある。坂戸西スマートＩＣは、東
京方面・新潟方面ともに乗り降り可能な本線直結型
のフルインター形式を採用しており、車両制限がなく、
24時間利用することができる。
坂戸西スマートＩＣの開通によって、坂戸市街地の

渋滞緩和が進んだほか、周辺地域の交通利便性の
大幅な改善が図られた。今後は、高速道路へのアク
セスを生かした企業の進出などを通じ、地域経済の
一層の活性化が進むと期待されている。（井上博夫）

はじめに
坂戸市は、都心から45km圏内に位置し、東は川
島町、北は東松山市と鳩山町、西は毛呂山町、南は
日高市と鶴ヶ島市、川越市にそれぞれ接している。
市域は、東西約12.7km、南北約9.3kmで、面積は
41.02㎢、人口は10万人を超えている。
市内には、東武東上線坂戸駅、北坂戸駅、若葉駅、
東武越生線西大家駅の４つの鉄道駅に加え、首都
圏中央連絡自動車道坂戸ＩＣと関越自動車道坂戸
西スマートＩＣがある。関越自動車道鶴ヶ島ＩＣをごく
身近に利用できることもあり、その交通利便性の高
さから、坂戸市は着実に発展を続けてきた。現在、
「笑顔でつなぐ　躍動のまち　さかど」の実現に、積
極的に取り組んでいる坂戸市は、2016年に市制施
行40周年の節目の年を迎える。

坂戸市は、県下有数の清流高麗川が流れ、豊かな自然環境に恵まれているとともに、関越
道坂戸西スマートインターチェンジと圏央道坂戸インターチェンジの二つのインターチェン
ジが開設されるなど、交通のポテンシャルが非常に高い地域であり、現在、こうした道路交通
網の優位性を活かし、企業誘致や観光推進など市の活性化に向けた取組を進めています。
また、少子高齢化が急速に進展する中、幸福の基盤である「健康」を重要なテーマと捉え、
葉酸プロジェクトをはじめ、ラジオ体操の普及や健康ウォーキングの開催など、食と運動を
通じた健康づくり施策を積極的に展開し、市民の皆様が元気でいきいきと暮らせる「健康
長寿日本一」を目指して、今後も市政を推進してまいります。

「すみよし菖蒲園」の花菖蒲葉酸が豊富な「ずんだまんじゅう」と「鶏レバーとほうれん草のペンネリガーテ」

坂戸市概要

●東武東上線　坂戸駅、北坂戸駅、若葉駅
●東武越生線　坂戸駅、西大家駅
●関越自動車道　鶴ヶ島ＩＣから市役所まで約1㎞、
　　　　　　　　坂戸西スマートＩＣから市役所まで約2㎞

主な交通機関

人口（平成27年1月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（同上）

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（経済センサス）

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27年3月）ほか
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毛呂山町

坂戸市
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坂戸市葉酸プロジェクト
埼玉県は、誰もが毎日健康で、いきいきと暮らす

ことができる「健康長寿」の実現を目的に、「健康
長寿埼玉プロジェクト」を推進している。そのモデ
ル都市の一つに選定された坂戸市が取り組んでい
るのが、「坂戸市葉酸プロジェクト」である。
葉酸は、ブロッコリーやほうれん草などの緑色

の野菜に多く含まれるビタミンＢ群の一種である。
タンパク質や細胞の新生に重要な役割を果たす
ことから、細胞増殖が盛んな胎児の正常な発育に
必要不可欠な栄養素であり、特に妊娠期や授乳
期のお母さんは、充分な量を摂取することが望ま
しいとされている。また、近年の女子栄養大学の
研究により、葉酸は、認知症や脳梗塞等の原因と
なる動脈硬化の予防に効果があることもわかって
きた。
こうした葉酸の健康面に果たす役割に着目し、そ
の積極的な摂取を目指すのが、「坂戸市葉酸プロ
ジェクト」で、市は葉酸を多く含む地元産野菜の摂
取を勧めて、市民の食生活の改善を促すほか、葉
酸を多く含む食材を使った、食品やメニューを取り
扱う市内のお店を、「食を通じた健康づくり応援
店」として認定するなど、様々な取組を進めている。
また、女子栄養大学と地元民間企業との協働で、
葉酸添加食品を開発しており、葉酸入りのパンやド
レッシングなど、おいしくて健康に良い食品が次 と々
生み出されている。

市民手作りの花の名所
市内塚越の飯盛川の土手には、約１kmにわ

たって150本ほどの河津桜が植えられている。
河津桜は、寒緋桜と大島桜の雑種から生まれた
園芸種で、最初に植えられたのが静岡県河津町
だったことから、その名がある。ソメイヨシノなど
に比べて早咲きで、花期が比較的長いのが特徴
である。
塚越の大宮住吉神社に程近いことから、「すみよ

し桜の里」と名付けられたこの地の桜は、木はそれ
ほど大きくはないものの、まだ寒さの残る2月頃から
開花をはじめる。３月中旬頃まで咲き続ける薄紅色
の花は、春の訪れを待ちわびる人々の心を浮き立た
せてくれる。
また、６月の上旬から下旬頃にかけて、「すみよし
桜の里」近くの「すみよし菖蒲園」では、約5,000㎡
の敷地いっぱいに、20種、約10万本の花菖蒲が、白
や青、薄紫など色とりどりの花を咲かせ、菖蒲園脇
の遊歩道に植えられた紫陽花とともに、訪れる人の
目を楽しませている。
元々、「すみよし桜の里」の河津桜も、「すみよし菖

蒲園」の花菖蒲や紫陽花も、地元の「すみよし花卉
愛好会」の方たちが、10数年前にこの地に植え付け
たのがはじまりで、日々 の丹精の甲斐あって、年々、見
事な花を咲かせるようになった。市民手作りの新しい
花の名所は、今では広く県内外からの見物客たちで
賑わっている。

笑顔でつなぐ　躍動のまち　さかど

坂戸市長　石川 清氏

坂戸市
市長のメッセージ

坂戸西スマートインターチェンジ
坂戸市とＮＥＸＣＯ東日本関東支社が整備を進め

てきた関越自動車道・坂戸西スマートＩＣが、平成25
年8月25日に開通した。
このスマートＩＣは、ＥＴＣ搭載車両に限定したＩＣ
であり、料金徴収員が不要なため、比較的低コストで
導入できるメリットがある。坂戸西スマートＩＣは、東
京方面・新潟方面ともに乗り降り可能な本線直結型
のフルインター形式を採用しており、車両制限がなく、
24時間利用することができる。
坂戸西スマートＩＣの開通によって、坂戸市街地の

渋滞緩和が進んだほか、周辺地域の交通利便性の
大幅な改善が図られた。今後は、高速道路へのアク
セスを生かした企業の進出などを通じ、地域経済の
一層の活性化が進むと期待されている。（井上博夫）

はじめに
坂戸市は、都心から45km圏内に位置し、東は川

島町、北は東松山市と鳩山町、西は毛呂山町、南は
日高市と鶴ヶ島市、川越市にそれぞれ接している。
市域は、東西約12.7km、南北約9.3kmで、面積は
41.02㎢、人口は10万人を超えている。
市内には、東武東上線坂戸駅、北坂戸駅、若葉駅、

東武越生線西大家駅の４つの鉄道駅に加え、首都
圏中央連絡自動車道坂戸ＩＣと関越自動車道坂戸
西スマートＩＣがある。関越自動車道鶴ヶ島ＩＣをごく
身近に利用できることもあり、その交通利便性の高
さから、坂戸市は着実に発展を続けてきた。現在、
「笑顔でつなぐ　躍動のまち　さかど」の実現に、積
極的に取り組んでいる坂戸市は、2016年に市制施
行40周年の節目の年を迎える。

坂戸市は、県下有数の清流高麗川が流れ、豊かな自然環境に恵まれているとともに、関越
道坂戸西スマートインターチェンジと圏央道坂戸インターチェンジの二つのインターチェン
ジが開設されるなど、交通のポテンシャルが非常に高い地域であり、現在、こうした道路交通
網の優位性を活かし、企業誘致や観光推進など市の活性化に向けた取組を進めています。
また、少子高齢化が急速に進展する中、幸福の基盤である「健康」を重要なテーマと捉え、
葉酸プロジェクトをはじめ、ラジオ体操の普及や健康ウォーキングの開催など、食と運動を
通じた健康づくり施策を積極的に展開し、市民の皆様が元気でいきいきと暮らせる「健康
長寿日本一」を目指して、今後も市政を推進してまいります。

「すみよし菖蒲園」の花菖蒲葉酸が豊富な「ずんだまんじゅう」と「鶏レバーとほうれん草のペンネリガーテ」

坂戸市概要

●東武東上線　坂戸駅、北坂戸駅、若葉駅
●東武越生線　坂戸駅、西大家駅
●関越自動車道　鶴ヶ島ＩＣから市役所まで約1㎞、
　　　　　　　　坂戸西スマートＩＣから市役所まで約2㎞

主な交通機関

人口（平成27年1月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（同上）

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（経済センサス）

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27年3月）ほか
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市町村名 平成２７年
（%)

平均変動率 

平成２６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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0.9
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平均価格
平成27年
（円/㎡）
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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27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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