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（３）調査員のコメント 

（資料提供：目黒信用金庫） 

【製造業】 

（1） 業況は、横這いで推移している。 

（パン・生菓子の製造・販売 15 名 パート 9 名） 

（2） 販路拡大を図っているが、結果に結びつかない状況で

ある。 

（豆腐の製造・販売 2 名） 

（3） 業況は良好であり、それに伴い設備工事を予定してい

る。 

（製餡 20 名） 

（4） 地震後、落ち着きを取り戻しつつあるが、売上は横這い

である。 

（ダンボール製造 6 名） 

（5） 販路拡大に取り組んでいる。 

（紙器、パッキング抜型製造 3 名 パート 2 名） 

（6） 売上は減少しており、業況は厳しい状態が続いている。 

（抜型製造 2 名 パート 1 名） 

（7） 業況は変わらない。 

（印刷 4 名） 

（8） 新規の顧客を獲得することができた。 

（印刷 2 名） 

（9） 海外からの受注が増加している。 

（プラスチック金型製作 4 名） 

（10） 震災の影響はなくなった。 

（プラスチック板金 2 名） 

（11） 受注に波があり、今期はまとまった受注がより忙しかっ

たが、それが終わると暇になってしまう。 

（プラスチック製品成形 2 名） 

（12） 受注が減少しているため、休日を一日（木曜日）増やし

た。 

（合成樹脂 13 名） 

（13） 円高による受注の減少がまだ続いており、また親企業

の海外移転等による売上減少の問題も出ている。 

（合成樹脂加工 0 名） 

（14） 安定した売上を確保しているが売上は横這いである。 

（合成樹脂加工 6 名） 

（15） 売上が思うように伸びず、収益の上がらない部門につ

いては、閉鎖を検討している。 

（ライニング製作 20 名） 

 

（16） 大手取引先よりの受注が増加している。 

（トランク製造 2 名） 

（17） 原材料の高騰により、利幅が減少している。 

（建築用鉄骨加工 4 名） 

（18） 販路拡大と利幅確保に取り組んでいる。 

（螺子製造 2 名） 

（19） 受注が減少している。 

（板金加工 2 名） 

（20） 経営基盤は固まっているが、取引先も業況は悪い。今

後も現状は維持する。 

（歯車製造 2 名） 

（21） 売上高など、安定的に推移している。 

（ろ過器製造 2 名） 

（22） 震災以前の売上には、まだ戻っていないようである。 

（測定器機製造 3 名） 

（23） 震災による受注ストップから回復してきているが、まだ業

況は厳しいようである。 

（ソレノイド等電子部品製造 3 名 パート 5 名） 

（24） 売上の減少により収益も減少傾向にあり、今後、営業を

強化し、改善を図っていく。 

（プリント基盤製造 3 名） 

（25） 安定しているが、売上げは横這いである。 

（電気計器 2 名） 

（26） 売上げは横這いであり、現在、商品を新規に開発中で

ある。 

（省力機械製作 5 名） 

（27） 経営基盤は確立しており、今後も売上は順調な推移が

見込める。 

（トランス製造 15 名） 

（28） ＬＥＤの普及により受注は減少いている。 

（電球製造 2 名） 

（29） 今年、事務所を建て直す計画がある。 

（工業用ヒーター製造 16 名） 

（30） 固定した取引先からの受注が殆どであり、売上は回復

してきている様子。 

（計速器部品製造 2 名） 
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（31） 売上げは横這いのため、新規部品を製作している。 

（計測器製造 9 名） 

（32） 固定客からの受注で、業況は安定している。 

（通信機・計測器等の挽物部品 1 名） 

（33） 売上は確保している。 

（通信機器製造 12 名 パート 3 名） 

（34） 家族経営のため、資金繰りが苦しい。 

（通信機部品製造 2 名） 

（35） 新規取引先の開拓により、受注は増加している。 

（通信機部品の製造 4 名 パート 3 名） 

（36） 業況は、横這いで推移している。 

（車輌用電気部品加工 14 名 パート 7 名） 

（37） 売上が悪く、資金繰りに苦労している。 

（船舶部品製造 2 名） 

（38） 1 月より仕事が減っており、厳しい状況にある。今後は

営業活動を行っていく。 

（貴金属加工 4 名 パート 1 名） 

 

【卸売業】 

（1） 震災後、少しずつであるが仕事は動き出してきている。 

（木材卸売販売 3 名 パート 2 名） 

（2） 売上は、減少している。 

（材木卸 2 名） 

（3） 震災当時は仕事が止まっていたが、９月頃から回復基調

にある。 

（材木販売・卸 3 名） 

（4） 昨年の業況は比較的順調に推移した。 

（プラスチック材料卸 3 名） 

（5） 状況は変わらない。 

（鋼材卸 6 名） 

（6） 最近は著しく業況が悪くなっている。 

（家庭電化製品販売・修理 2 名） 

（7） 販路拡大に努めている。 

（包装資材の卸売及び小売 3 名） 

（8） 売上がなかなか上がらず業況は悪化しており、経費の見

直しを行なっている。 

（ダンボールパッケージング 5 名 パート 1 名） 

（9） 地元商店への売上が減少しており、業況はかなり厳しい

状態にある。 

（包装用品販売 0 名 パート 1 名） 

 

 

（10） 昨年代表者が亡くなり、次男が事業を継承している。取

引先には有名企業もあり、家族全体で一丸となって事

業に取り組んでいる。 

（漆器販売 3 名） 

（11） 業況は、横這いで推移している。 

（生花園用品の卸売り 5 名 パート 5 名） 

 

【小売業】 

（1） 売上は、横這いで推移している。 

（精肉販売 2 名） 

（2） 売上高確保のために商品の品揃え等の改善に取り組ん

でいる。 

（パン製造販売 3 名） 

（3） 業況が厳しく、事業の縮小を検討している。 

（コンビニエンスストアー 3 名） 

（4） 売上の伸び悩みも、3 月・4 月には少し明るい見通しであ

る。 

（コンビニエンスストアー 3 名 パート 7 名） 

（5） 今後の売上増加は図るため、新店舗の出店を検討して

いる。 

（コンビニエンスストアー 6 名 パート 21 名） 

（6） 休業中のため調査不可。 

（飲食料品販売 0 名） 

（7） 固定客は多いが、商店街の集客力が低下している。 

（茶・海苔小売 3 名） 

（8） スーパー等と競合している。 

（米販売 3 名） 

（9） 商店街の人通りも少なく売上は厳しい様子、現状では既

存客に対する修理等のアフターサービスがメインであ

る。 

（家庭電気器具販売 3 名 パート 2 名） 

（10） 仕事は入っているが、利幅は少なく厳しい。 

（機械工具販売 2 名 パート 2 名） 

（11） 経営者は高齢で一人での経営であるが、現状には問

題ない。 

（金物販売 1 名） 

（12） 地元での経営が長く、固定客は多い。 

（建築金物販売 1 名） 

（13） 品揃えに対し、仕入れに気を遣っている。 

（たばこ販売 0 名） 

（14） 売上は、横這いで推移している。 

（生花・園芸用品販売 5 名 パート 2 名） 
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【サービス業】 

（1） 地元固定客中心に顧客を確保している。 

（クリーニング 3 名 パート 2 名） 

（2） 大手企業など、法人中心に営業を行っている。 

（クリーニング 2 名 パート 3 名） 

（3） 業況は、横這いで推移している。 

（理・美容 16 名） 

（4） 業況は、横這いで推移している。 

（理容 2 名） 

（5） 商店街の人の流れが悪く、新規客が少ないため売上は

横這い状態である。 

（理容 0 名 パート 2 名） 

（6） 地元の固定客に支えられているが、新規顧客の獲得は

見込めない。 

（理容 2 名 パート 1 名） 

（7） 地元顧客を中心に売り上げは確保しており、釣銭は新券

で渡している。 

（理容 2 名） 

（8） 常連客中心に顧客確保している。 

（理容 3 名 パート 2 名） 

（9） 固定客が多く、安定している。 

（理容 2 名） 

（10） 地元固定客が中心のため、売上、収益に影響は無い。 

（美容 2 名） 

（11） 安定した顧客を確保しているが、新規顧客の確保も必

要となっている。 

（美容 1 名 パート 1 名） 

（12） 震災による自粛ムードから、夏以降の公演は多少回復

してきているようであるが、震災以前までの回復には至

っていない。 

（影絵公演 8 名） 

（13） 中古車の受注が増加している。 

（自動車整備・販売 7 名） 

（14） 震災後も安定した売上高を計上している。 

（自動車整備及び新車販売 12 名） 

 

【建設業】 

（1） 受注の減少がそのまま売上げに影響している。 

（土木 1 名） 

（2） 主力行をはじめ、金融機関取引も長く優良取引先として

信頼がある。また地域におけるブランド力も優れている。 

（総合建設業 31 名） 

（3） 大手との取引もあり安定しているものの業況は厳しい。 

（総合建設 3 名） 

（4） 売上は横這いであるが安定している。 

（総合建設 5 名） 

（5） 地元の固定客が多く、安定している。 

（総合建築 5 名 パート 1 名） 

（6） 3 月末までの公共事業の入札が数枠取れており、仕事も

資金繰りも忙しい状況にある。 

（建設 9 名） 

（7） 新規取引先確保に取り組んでいる。 

（建設 3 名） 

（8） 業況は、低調で推移している。 

（建築 2 名） 

（9） 売上回復ための対応策を検討している。 

（建築工事 1 名） 

（10） 以前より話のあった先が契約に結び付くなど、受注が増

えてきている。 

（建築請負 9 名） 

（11） 固定顧客があり、現状では売上を確保している。 

（建築・塗装・大工 1 名） 

（12） 売上は前年よりも５０％近く増加しており、順調に推移し

ている。 

（塗装 2 名） 

（13） 利益確保のため、経費節減を徹底している。 

（塗装 9 名） 

（14） 地域の工務店とも提携し、売上高確保に取り組んでい

る。 

（硝子・サッシ・エクステリア販売 1 名） 

（15） 後継者への引き継ぎが完了し、新体制での経営がスタ

ートした。 

（厨房設備 2 名） 

 

【不動産業】 

（1） 若干ではあるが、建築やリフォーム関連の受注が増えて

きている。 

（不動産仲介 6 名） 
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