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はじめに 
2019 年 12 月 9 日に発表された 7-9 月期の実質 GDP 成長率 2 次速報は、前期（4～6 月期）

比 0.4％増（年率換算で 1.8％増）となり、4 四半期連続でプラスの成長となった。省力化投

資などの設備投資や公共工事、五輪関連の建設需要などに加え、消費税率引き上げ前の駆け

込み需要も好影響を与えた。一方、相次ぐ自然災害や世界経済の動向、人手不足の深刻化な

どの懸念材料もあり、業種や地域で景況感に格差が生じている。 

帝国データバンク大宮支店は、2019 年の景気動向および 2020 年の景気見通しに対する埼

玉県企業の見解について調査を実施した。 

※調査期間は 2019 年 11 月 18 日～30 日、調査対象は県内企業 976 社で、有効回答企業数

は 389 社（回答率 39.9％）。 
 
 

調査結果（要旨） 
 

1.2019 年の景気動向、「回復局面」であったと考える企業は 4.4％となり、2 年連続で 1 ケ

タ台となった。他方、「踊り場局面」とした企業は 47.0％と半数近くにのぼったほか、「悪

化局面」とした企業は 30.6％と前回調査（2018 年 11 月調査）から 15.5 ポイント増加し、

7 年ぶりに 3 割超えとなった。 
 

2.2020 年の景気見通し、「回復局面」を見込む企業は 5.4％で、2 年連続で 1 ケタ台となっ

た。「踊り場局面」になると見込む企業は 32.9％と、前回調査（43.2％）より減少したも

のの、「悪化局面」を見込む企業は 37.3％で 2 年連続で増加しており、過去 3 番目に高い

水準となった。景気の先行きについて、1 年前より厳しい見方を強めている様子がうかが

えた。 
 

3.2020 年景気への懸念材料は、「人手不足」が 45.8％で最も高かった（3 つまでの複数回答）。

以下、「中国経済」（33.7％）が 3 割超で続き、「原油・素材価格（上昇）」（25.7％）、「消

費税制」（23.1％）、「米国経済」（21.6％）が続いた。 
 

4.景気回復のために必要な政策、「個人消費の拡大策」が 38.6％（複数回答）と 4 割近くに

のぼり、トップとなった。次いで、「人手不足の解消」（35.7％）、「所得の増加」（30.3％）、

「年金問題の解決（将来不安の解消）」（28.8％）、「雇用対策」（26.7％）が続いた。他方、

災害に対する政策を重視している企業もみられた。 

特別企画 ： 2020 年の景気見通しに対する埼玉県企業の意識調査 

2020 年の景気、「悪化」と見込む企業は 37.3％ 

～ 景気回復に必要な政策、「個人消費の拡大策」がトップ ～ 
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1. 2019 年の景気、「悪化局面」が 30.6％で前年比ほぼ 2 倍に増加 

 

2019 年の景気動向について尋ねたところ、「回復局面」であったと考える企業は 4.4％と

なり、2 年連続で 1 ケタ台となった。他方、「踊り場局面」とした企業は 47.0％と半数近く

にのぼった。また、「悪化局面」とした企業は 30.6％と 2018 年の景気動向（2018 年 11 月調

査）から 15.5 ポイント増加し、2012 年以来 7 年ぶりの 3 割超えとなった。「分からない」は

18.0％となり、前回調査より 1.2 ポイント増加した。 

「回復局面」とみている企業からは、「ラグビーW 杯や 2020 年の東京五輪への設備投資の

影響により稼働率がやや上がっている」（小規模企業･建設）という意見が聞かれた。また、

「豪雨災害により発注が増加した」（中小企業･製造）といった、災害復旧による工事の増加

が自社の受注につながったとする声もあがった。しかし、半数近くを占める「踊り場局面」

とみる企業からは、「自動車関連がここまで落ちる予想はなく、建築もオリンピック関連が

一段落、一方半導体関連は回復基調で業種によるばらつきがある」（中小企業･製造）といっ

た声や、「景気減速の入り

口に差し掛かっていると

感じ、東京オリンピック

も大した経済波及効果は

なかった」（大企業･サー

ビス）など、業種によっ

ては東京オリンピック効

果が期待したほど表れて

いないとする見方もあっ

た。 

他方、「悪化局面」とし

た企業からは、「消費増税

および米中経済摩擦によ

り景気悪化は進んでい

る」（小規模企業･運輸）

といった２大要因を率直

に指摘する声が多かった。

また、「自然災害の影響で

顧客の生産状況に変化が

出始め、悪化傾向にある」

（中小企業･卸売）といっ

た台風被害をあげる意見

も聞かれた。 

景気動向の推移（2006 年～2019 年） 
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2. 2020 年の景気、「悪化」と見込む割合（37.3％）は過去 3 番目の高さ 

 

2020 年の景気につい

て、「回復局面」になる

と見込む企業（5.4％）

は、2019 年の見通しを

聞いた前回調査（9.4％、

2018 年 11 月実施）か

ら 4.0 ポイントの減少

となり、2 年連続で 1

ケタ台となった。「踊り

場局面」は 32.9％と前

回調査（43.2％）より

10.3 ポイントと大幅に

減少した。一方で、「悪

化局面」を見込む企業

（37.3％）は 2 年連続

で増加しており、調査

開始以来 3 番目に高い

水準となった（2009 年

見通し 70.7％、2008 年

見通し 44.0％）。景気

の先行きについて、1

年前より厳しい見方を

強めている様子がうか

がえた。 

「悪化局面」を見込む企業を業界別にみると、『金融』が 66.7％でトップ、次いで『製造』

（45.9％）、『小売』（42.9％）が 4 割台で続いた。また、本調査で 2019 年の景気を「悪化局

面」とした企業の割合と 2020 年の景気を「悪化局面」と見込む企業の割合を比較すると、『金

融』や『建設』、『運輸･倉庫』で 10 ポイント以上の増加がみられた。企業からは「東京オリ

ンピック終了後の景気悪化を懸念する」（小規模企業･建設、中小企業･製造、中小企業･サー

ビス）といった声が複数の業種からあがった。 

 

 

 

 

景気見通しの推移（2007 年～2020 年） 
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3. 2020 年景気への懸念材料、「人手不足」がトップ、米中関連の項目も上位 

 

2020 年の景気に悪影響を

及ぼす懸念材料を尋ねたと

ころ、「人手不足」が 45.8％

で最も高かった（3 つまでの

複数回答、以下同）。前々回

調査（48.6％、2017 年 11 月

調査）から 3 年連続して 4

割以上の企業で悪材料とと

らえている。 

次 い で 、「 中 国 経 済 」

（33.7％）が 3 割超で続き、

「原油・素材価格（上昇）」

（ 25.7 ％ ）、「 消 費 税 制 」

（ 23.1 ％ ）、「 米 国 経 済 」

（21.6％）、米中貿易摩擦な

ど の 「 貿 易 摩 擦 の 激 化 」

（21.1％）が 2 割台で続い

た。とりわけ、米国や中国

に関連した項目で前回調査

から増加がみられた。企業からは「世界経済情勢により大きく変化が見込まれるので不透明

感が強い」（中小企業･製造）､「貿易摩擦の激化、円高進行、株価下落が予測される」（大企

業･サービス）、「米国の選挙もあり、米中の貿易摩擦も小休止状態となり、全体的に上昇傾

向と予想する」（中小企業・製造）などといった意見があげられ、海外の動向をリスクとし

てとらえている様子が浮き彫りとなった。 

2020 年の景気を「悪化」と見込む割合 ～業界別～ 

2020 年の懸念材料 

（上位 10 項目、3 つまでの複数回答） 

（％）

1 人手不足 45.8 43.8 (3)

2 中国経済 33.7 17.0 (5)

3 原油・素材価格（上昇） 25.7 46.3 (2)

4 消費税制 23.1 52.3 (1)

5 米国経済 21.6 18.8 (4)

6 貿易摩擦の激化 21.1 11.9 (6)

7 雇用（悪化） 12.6 11.6 (7)

8 所得（減少） 10.8 6.3 (12)

9 地政学リスク 9.8 6.3 (12)

10 為替（円高） 9.5 7.7 (10)

その他 4.1 2.6

注1：

注2： 矢印は2018年11月調査より5ポイント以上増加、または減少していることを示す

注3： カッコ内は2018年11月調査時の順位

注4： 2019年11月調査の母数は有効回答企業389社。2018年11月調査は352社

2019年11月調査 2018年11月調査

以下、「株価（下落）」(8％)、「物価下落（デフレ）」(6.2％)、「欧州経済」(5.4％)、
「政局」(4.6％)、「金融市場の混乱」(4.1％)、「為替（円安）」(3.9％)、「金利（上
昇）」(3.6％)、「法人税制」(2.6％)、「税制（消費税制、法人税制を除く）」
(2.6％)、「物価上昇（インフレ）」(2.3％)、「訪日観光客数の減少」(1.8％)、「その
他」(4.1％)
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4. 景気回復に必要な政策、「個人消費の拡大策」（38.6％）がトップ 

 

今後、景気が回復するた

めに必要な政策を尋ねたと

ころ、「個人消費の拡大策」

が 38.6％（複数回答、以下

同）と 4 割近くにのぼり、

トップとなった。消費増税

による景気後退の流れを払

拭すべきとの意向が強く表

れた結果と言える。前回調

査でトップの「人手不足の

解消」は 35.7％で 2 番目と

なり、依然として企業は人

手不足の解消を、今後の景

気回復に向けた喫緊の課題

としてとらえている様子が

うかがえた。次いで、「所得

の増加」（30.3％）、「年金問

題の解決（将来不安の解

消）」（28.8％）、「雇用対策」

（26.7％）が続いた。企業

は、個人消費の拡大や所得の増加といった個人の消費行動につながる政策を求めている様子

もみられた。 

他方で、「貿易摩擦の緩和」（22.1％）や「災害復興（地震は除く）」（20.1％）をあげる企

業も 2 割を超えた。特に、災害に関しては、水害、土砂災害、噴火など災害が起きた後の政

策をあげる企業も多く、近年多発する自然災害への強い危機感が表れた。 

 

 

 

 

 

 

 

今後の景気回復に必要な政策 

（上位 10 項目、複数回答） 
（％）

1 個人消費の拡大策 38.6 30.7 (2)

2 人手不足の解消 35.7 43.2 (1)

3 所得の増加 30.3 26.1 (6)

4 年金問題の解決（将来不安の解消） 28.8 25.3 (9)

5 雇用対策 26.7 26.1 (6)

6 個人向け減税 26.5 29.8 (4)

7 公共事業費の増額 25.7 25.6 (8)

8 法人向け減税 24.2 30.7 (2)

9 貿易摩擦の緩和 22.1 16.2 (13)

10 災害復興（地震は除く） 20.1 - -

その他 4.6 2.6

注1：

注2： 矢印は2018年11月調査より5ポイント以上増加、または減少していることを示す

注3： カッコ内は2018年11月調査時の順位

注4： 2019年11月調査の母数は有効回答企業389社。2018年11月調査は352社

2019年11月調査 2018年11月調査

以下、「災害対策」(19.8％)、「規制緩和」(18％)、「設備投資の拡大策」(17.7％)、
「介護問題の解決（老人福祉、介護離職など）」(13.1％)、「震災（地震にともなう災
害）復興」(13.1％)、「出産・子育て支援」(12.1％)、「自由貿易圏の拡大（EPA、
FTA、TAG、RCEPなど）」(12.1％)、「外国人材の拡大」(10.5％)、「高齢者登用」
(9.3％)、「財政再建」(8.5％)、「研究開発の促進税制」(7.5％)、「地方創生」
(7.5％)、「消費税率引き上げへの対策」(7.2％)、「物価（デフレ）対策」(6.7％)、「女
性登用」(5.9％)、「環境関連の優遇策（補助金など）」(5.1％)、「地方への税源移
譲」(5.1％)、「個人向け手当の創設」(4.4％)、「金融緩和政策」(3.1％)、「原発事故
の収束」(3.1％)、「その他」(4.6％)
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まとめ 
 

2019 年の景気は、「回復局面」と考える企業が 2 年連続で 1 ケタ台となる一方で、「悪化局

面」とする企業は 7 年ぶりに 3 割超えとなるなど、景気動向は前年に引き続き厳しさの増す

1 年だったと言えよう。さらに、2020 年の景気を「悪化」と見込む企業は、前回調査より増

加し、サブプライム問題からリーマン・ショックまでの影響を大きく受けていた 2009 年景

気見通し（2008 年 11 月調査）、2008 年景気見通し（2007 年 11 月調査）以来、3 番目の高さ

となった。景気の先行きについて企業は、1 年前より厳しい見方を強めている様子がうかが

えた。 

2020 年の景気の懸念材料として「人手不足」をあげる企業が 4 割超に達した。3 年連続し

て 4 割以上の企業で悪材料ととらえており、引き続き、景気を押し下げる主要因となること

が見込まれる。また、「中国経済」や「米国経済」の動向を懸念する企業も増加しており、

米中の貿易摩擦をはじめとする海外の経済動向が大きな焦点となってこよう。 

今後の景気に必要な政策として、「個人消費の拡大策」がトップとなり、次いで「人手不

足の解消」、「所得の増加」が続いた。減速しつつある経済を再び上向かせるためには、政府

は消費増税後の個人消費改善策や人手不足の解消、さらには海外経済のリスクに対応した政

策を進めるとともに、災害対策に資する政策も進めることが重要となろう。 

 

 

 

 

調査先企業の属性 

・ 企業規模区分 
中小企業基本法に準拠するとともに、全国売上高ランキングデータを加え、下記のとおり区分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業界 大企業 中小企業（小規模企業を含む） 小規模企業

製造業その他の業界 「資本金3億円を超える」 かつ 「従業員数300人を超える」 「資本金3億円以下」 または 「従業員300人以下」 「従業員20人以下」

卸売業 「資本金1億円を超える」 かつ 「従業員数100人を超える」 「資本金１億円以下」 または 「従業員数100人以下」 「従業員5人以下」

小売業 「資本金5千万円を超える」 かつ 「従業員50人を超える」 「資本金5千万円以下」 または 「従業員50人以下」 「従業員5人以下」

サービス業 「資本金5千万円を超える」 かつ 「従業員100人を超える」 「資本金5千万円以下」 または 「従業員100人以下」 「従業員5人以下」

注1：中小企業基本法で小規模企業を除く中小企業に分類される企業のなかで、業種別の全国売上高ランキングが上位3％の企業を大企業として区分

注2：中小企業基本法で中小企業に分類されない企業のなかで、業種別の全国売上高ランキングが下位50％の企業を中小企業として区分

注3：上記の業種別の全国売上高ランキングは、TDB産業分類（1,359業種）によるランキング

当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。 

当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。報道目的以外の利用につきましては、

著作権法の範囲内でご利用いただき、私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます。 

【内容に関する問い合わせ先】  

株式会社帝国データバンク 大宮支店 情報部 

TEL 048-643-2146  FAX 048-645-7578 


