景気動向指数における季節調整替えについて
令 和 ４ 年 ４ 月 ８ 日
宮崎県総合政策部統計調査課
１

概要
本県の景気動向指数では、令和４年１月分の作成時に、以下の系列（指標）について、季節調
整替えを行った。
（先行系列）新車登録台数、新設住宅着工戸数、主要ホテル・旅館宿泊客数
（一致系列）県内企業業況ＤＩ、百貨店・スーパー販売額、輸入通関実績、所定外労働時間
なお、季節指数の算出には、米国センサス局法（X-12-ARIMA）を利用している。
今回適用したスペックファイルは２に示すとおり。

２

変更内容（データ期間は全て平成 11 年１月～令和 3 年 12 月）

（１）新車登録台数
今回

前回

データ加工

対数変換あり（自動判定）

対数変換あり（自動判定）

曜日調整・

・２曜日型曜日調整

・２曜日型曜日調整

異常値等

・うるう年調整なし

・うるう年調整なし

・日本型曜日調整

・日本型曜日調整

・異常値

・異常値

TC2009.Nov #自動検出

TC2009.Nov #自動検出

AO2010.Aug #エコカー補助金１回目

AO2010.Aug #エコカー補助金１回目

駆け込み

駆け込み

LS2010.Oct #エコカー補助金 1 回目

LS2010.Oct #エコカー補助金 1 回目

の反動

の反動

AO2011.Mar #東日本大震災

AO2011.Mar #東日本大震災

TC2011.Apr #東日本大震災からの持

TC2011.Apr #東日本大震災からの持

ち直し

ち直し

LS2012.Sep #エコカー補助金終了

LS2012.Sep #エコカー補助金終了

LS2014.Apr #消費税増税(反動減)

LS2014.Apr #消費税増税(反動減)

LS2019.Oct #消費税増税(反動減)

LS2019.Oct #消費税増税(反動減)

TC2020.May #コロナの影響

TC2020.May #コロナの影響

TC2021.Sep #部品供給不足による自
動車減産の影響
ARIMA モデル （０１１）
（０１１）

（０１１）
（０１１）

X11 パートの モデルのタイプ：乗法型

モデルのタイプ：乗法型

設定
その他

予測期間は 24 か月

予測期間は 24 か月

（２）新設住宅着工戸数
今回

前回

データ加工

対数変換あり（自動判定）

対数変換あり（自動判定）

曜日調整・

・曜日調整なし

・曜日調整なし

異常値等

・異常値

・異常値

TC2008.Jul #住宅ローン控除終了

TC2008.Jul #住宅ローン控除終了

(12 月)前の駆け込み

(12 月)前の駆け込み＋

＋リーマンショック

リーマンショック

ARIMA モデル （０１１）
（０１１）

（０１１）
（０１１）

X11 パートの モデルのタイプ：乗法型

モデルのタイプ：乗法型

設定
その他

予測期間は 24 か月

予測期間は 24 か月

（３）主要ホテル・旅館宿泊客数
今回

前回

データ加工

対数変換あり（自動判定）

対数変換あり（自動判定）

曜日調整・

・曜日調整なし

・曜日調整なし

異常値等

・異常値

・異常値

AO1999.May #グリーン博みやざき
'99

AO1999.May #グリーン博みやざき
'99

TC2000.Jun #九州沖縄サミット

TC2000.Jun #九州沖縄サミット

AO2004.Nov #ダンロップゴルフトー

AO2004.Nov #ダンロップゴルフトー

ナメントにウッズ参戦 ナメントにウッズ参戦
TC2010.Jun #口蹄疫(4～8 終息)

TC2010.Jun #口蹄疫(4～8 終息)

TC2011.Feb #鳥インフル

TC2011.Feb #鳥インフル

TC2016.Apr #熊本地震

TC2016.Apr #熊本地震

AO2020.Mar #コロナ(国際線運休)

AO2020.Mar #コロナ(国際線運休)

AO2020.Apr #コロナ(4/16 全都道府

AO2020.Apr #コロナ(4/16 全都道府

県緊急事態宣言、4/24

県緊急事態宣言、4/24

休業要請)

休業要請)

TC2020.Apr #同上

TC2020.Apr #同上

AO2020.May #5/11 休業要請解除、

AO2020.May #5/11 休業要請解除、

5/25 全県緊急事態宣

5/25 全県緊急事態宣

言解除

言解除

AO2020.Aug #7 月末から GoTo トラベ

AO2020.Aug #7 月末から GoTo トラベ

ル開始
TC2021.Jan #県独自の緊急事態宣言
発令（1/7～2/7）
TC2021.May #同上（5/9～5/31）
AO2021.Jul #コロナからの回復

ル開始

AO2021.Aug #県独自の緊急事態宣言
発令（8/11～9/30）
AO2021.Sep #まん延防止等重点処置
適用（8/27～9/30）
AO2021.Dec #コロナからの回復
ARIMA モデル （０１１）
（１１１）

（０１１）
（１１１）

X11 パートの モデルのタイプ：乗法型

モデルのタイプ：乗法型

設定
その他

予測期間は 24 か月

予測期間は 24 か月

（４）県内企業業況ＤＩ
今回

前回

データ加工

対数変換なし

対数変換なし

曜日調整・

・曜日調整なし

・曜日調整なし

（０１１）
（０１１）

（０１１）
（０１１）

異常値等
ARIMA モデル

X11 パートの モデルのタイプ：加法型

モデルのタイプ：加法型

設定
その他

予測期間は８四半期

予測期間は８四半期

（５）百貨店・スーパー販売額
今回
データ加工

対数変換あり

前回
対数変換あり

曜日調整・異 ・２曜日型曜日調整

・２曜日型曜日調整

常値等

・うるう年調整

・うるう年調整

・異常値

・異常値

LS2002.Feb #寿屋経営破綻

LS2002.Feb #寿屋経営破綻

TC2003.May #カリーノオープン後

TC2003.May #カリーノオープン後

AO2014.Mar #消費税増税(駆け込み

AO2014.Mar #消費税増税(駆け込み

需要)

需要)

TC2014.Apr #消費税増税(反動減)

TC2014.Apr #消費税増税(反動減)

AO2019.Sep #消費税増税(駆け込み

AO2019.Sep #消費税増税(駆け込み

需要)

需要)

AO2019.Oct #消費税増税(反動減)

AO2019.Oct #消費税増税(反動減)

AO2020.Mar #コロナ(国際線運休)

AO2020.Mar #コロナ(国際線運休)

TC2020.Mar #同上

TC2020.Mar #同上

AO2020.Apr #コロナ(4/16 全都道府

AO2020.Apr #コロナ(4/16 全都道府

県緊急事態宣言、4/24

県緊急事態宣言、4/24

休業要請)

休業要請)

ARIMA モデル （０１１）
（０１１）

（０１１）
（０１１）

X11 パートの モデルのタイプ：乗法型

モデルのタイプ：乗法型

設定
その他

予測期間は 24 か月

予測期間は 24 か月

（６）輸入通関実績
今回
データ加工

対数変換あり

前回
対数変換あり

曜日調整・異 ・曜日調整なし

・曜日調整なし

常値等

・異常値

ARIMA モデル

・異常値
tc2009.Feb #リーマンショック

tc2009.Feb #リーマンショック

TC2018.Jun

TC2018.Jun

AO2019.Mar

AO2019.Mar

AO2019.Aug

AO2019.Aug

（０１１）
（０００）

X11 パートの モデルのタイプ：乗法型

（０１１）
（０００）
モデルのタイプ：乗法型

設定
その他

予測期間は 24 か月

予測期間は 24 か月

（７）所定外労働時間数（製造業、３０人以上）
今回
データ加工

対数変換あり

前回
対数変換あり

曜日調整・異 ・標準曜日調整

・標準曜日調整

常値等

・うるう年調整なし

・うるう年調整なし

・異常値

・異常値

LS2002.Mar

LS2002.Mar

LS2002.Apr

LS2002.Apr

AO2004.Jan

AO2004.Jan

AO2004.May

AO2004.May

AO2004.Aug

AO2004.Aug

AO2005.May

AO2005.May

AO2005.Aug

AO2005.Aug

LS2009.Jan #リーマンショック

LS2009.Jan #リーマンショック

LS2009.Mar #同上

LS2009.Mar #同上

TC2009.Mar #持ち直し

TC2009.Mar #持ち直し

AO2011.Aug

AO2011.Aug

TC2012.Mar

TC2012.Mar

AO2012.Jun

AO2012.Jun

AO2015.Jun

AO2015.Jun

ARIMA モデル

LS2020.Apr #コロナ(4/16 全都道府

LS2020.Apr #コロナ(4/16 全都道府

県緊急事態宣言、4/24

県緊急事態宣言、4/24

休業要請)

休業要請)

（０１１）
（０１１）

X11 パートの モデルのタイプ：加法型

（０１１）
（０１１）
モデルのタイプ：加法型

設定
その他

予測期間は 24 か月

予測期間は 24 か月

３

参考
本県における曜日調整・うるう年調整の適否判断、ARIMA モデルの選定及び異常値検出につい
ては、以下のとおり。
なお、令和４年１月分の作成時に行った季節調整替えでは、
（２）のみ実施した。

（１）曜日調整・うるう年調整の適否判断と ARIMA モデルの選定については、次のとおり行ってい
る。
・調整の有無の組み合わせごとに、X-12-ARIMA の automdl 及び Outlier コマンドを記載したスペ
ックファイルにより、異常値並びに ARIMA モデルの階差及び字数を選定し採用候補を作成する。
調整のパターンは以下のとおり。
ア 標準曜日調整：毎月の月曜日から日曜日までの各曜日の数が月によって違うことにより原
数値に与えている影響を、毎月の各曜日の数を説明変数として取り除くもの。
イ ２曜日型曜日調整：毎月の月曜日から日曜日までの各曜日の数が月によって違うことによ
り原数値に与えている影響を、毎月の平日（月曜日～金曜日）の数の合計と休日（土曜日と
日曜日）の数の合計の２つを説明変数として取り除くもの。
ウ 日本型曜日調整：日本の国民の祝日を考慮したもの。
エ うるう年調整：うるう年による２月の日数の変動を考慮したもの。
オ 月の長さによる調整：月の日数の変動を考慮したもの。
・次に、以下の条件の全てを満す候補の中で AIC が一番小さい候補を採用している。
ア

異常値、うるう年調整及び日本型曜日調整

ｔ値が 2.0 以上

イ

標準曜日調整及び２曜日型曜日調整

Ｐ値が 0.05 以下

ウ

ARIMA モデルの選定

各モデルの推計値が標準誤差の２倍以上

（２）異常値については、X-12-ARIMA の outlier コマンドを用い検出する。

