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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）1人での仕事のため大きな受注は受けておらず、

事業は縮小傾向である。  

(プラスチック板金  1名) 

（2）受注・売上ともに安定している。  

(貴金属加工  2名) 

（3）現状維持の状況である。  

(ダンボール製造  3名) 

（4）売上は対前期比にて 100万円減少し、営業活動

により新規取引先の獲得に努めている。 

(車輌用電気部品加工  10名 パート 2名) 

（5）職人１名の退職によりクリスマスケーキの販売

を中止するため、売上の減少が見込まれる。 

(パン・生菓子の製造・販売  10名 パート 5名) 

（6）売上は横ばいである。  

(金属製品  2名) 

（7）売上は横ばい状態であり、取引先の動向次第で

廃業も検討している。  

(電気計器  1名) 

（8）大手企業との取引が決まり、売上も上昇傾向で

あるので今後も営業活動に注力するよう助言

した。 

 (省力機械製作  5名) 

（9）売上は安定している。  

(ライニング製造  20名) 

（10）売上は増加傾向である。  

(トランス製造  15名) 

（11）外国（中国）製品の品質も向上しており、価

格競争が厳しく受注先が１社のみとなってい

る。 

 (電球製造  2名) 

（12）長年の取引により信頼を得た得意先を確保し

ている。  

(トランク製造  2名) 

（13）取引先の設備投資が増加傾向にあり、売上の

増加が見込まれる。  

(工業用ヒーター製造  31名) 

（14）業歴は長く、業況は安定している。  

(合成樹脂製造  4名) 

（15）以前よりも受注が不安定であり、営業活動を

強化する等売上の安定を図っている。 

(計測器部品製造  0名) 

（16）現在は製造業から仲買へ業種転換している。 

 (通信機・計測器等の挽物部品 0名) 

（17）経費削減による利益の確保に努めている。 

 (ソレノイド等電子部品製造  8名) 

（18）営業基盤は確保されており、新規顧客の獲得

が課題である。事業は代表者の長男が主力と

なっている。 

 (ろ過器製造  3名) 

（19）売上・受注は安定しているが、利幅は減少し

ており改善したい。  

(螺子製造  3名) 

（20）繁閑の差が激しい状況であり、無駄な残業は

削減していきたい。  

(紙器、パッキング抜型製造  4名) 

（21）人手が足りないことがある。  

(板金加工  1名 パート 1名) 

（22）売上は停滞しており、9月以降前年を下回って

いる。  

(抜型製造  3名) 

（23）取引先は概ね決まっている。  

(通信機器製造  9名 パート 3名) 

（24）品質向上と新規取引先の増加に努めている。 

 (製餡  20名) 

（25）今後、売上増加が見込まれる。  

(計測器製造  9名 パート 1名) 

（26）下期は売上増加傾向になる。  

(通信機部品製造  4名) 

（27）今後の景気によって売上が変わる。  

(船舶部品製造  3名) 

（28）業界的に厳しい状況ではあるが、固定客は確

保されている。 

 (印刷  4名) 

（29）売上は横ばい状態であり、原材料価格が上昇

すれば一気に業況は悪化する。  

(合成樹脂加工  8名 パート 9名) 
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（30）売上は増加しており、利益も十分確保されて

いる。人手不足の解消により、今後も売上の

増加が見込まれる。  

(通信機部品製造  5名 パート 7名) 

（31）自動車メーカーからの受注は徐々に忙しくな

っている。ＥＶ車・ハイブリット車の動向が

気になる。  

(金型製造  3名) 

（32）家族経営ではあるが、個人顧客が減少してお

り、厳しい状況が続いている。  

(豆腐の製造販売  3名) 

 
 
【卸売業】 
（1）顧客からの信頼が厚く、価格面の大幅な下落が

無い限り今後も安定していく。  

(木材卸売販売  3名 パート 2名) 

（2）売上が伸びず前年割れの見込みである。 

 (鋼材卸  3名) 

（3）業歴が長く固定客は確保されているが、後継者

問題を抱え先行きはやや不安定である。 

 (材木販売・卸  4名) 

（4）先月末でベテラン従業員が 1名退職したことに

より人手不足であり、代表者自身の仕事が増え

て大変である。  

(プラスチック材料卸  3名) 

（5）12月はクリスマス需要により売上は見込まれる

が、2月以降の見通しが立たない。  

(生花・園芸用品の卸売  5名) 

（6）業況は変わらないが取引先の小売店が減少傾向

にあり、今後が心配である。 

 (包装資材卸売及び小売  1名) 

（7）売上・利幅共に減少傾向である。  

(ダンボールパッケージング  5名) 

（8）業況は安定している。  

(包装用品販売 パート 1名) 

 

 
【小売業】 
（1）廃業検討中。 

(家庭電化製品販売・修理  2名) 

 

 

（2）同業者の廃業により売上が伸びている。営業車

の買い替えを検討している。 

 (コンビニエンスストアー  3名) 

（3）人手が不足しており、人材確保が難しい。業況

は順調である。  

(コンビニエンスストアー  5名 パート 20名) 

（4）商店会のイベント等を利用して集客を図ってい

る。徐々に売上は増加している様子。 

 (茶・海苔小売  1名) 

（5）昼の弁当販売が順調で業況は安定している。 

 (精肉販売  2名) 

（6）クリスマスに向けて売れ筋商品を手配している。 

 (生花・園芸用品販売  4名 パート 1名) 

（7）加熱式たばこの銘柄を積極的に導入する等仕入

を工夫している。  

(たばこ販売  1名) 

（8）今年度は借入を行い資金繰りは改善された。仕

入を抑制して利益を増やしたい。  

(パン製造販売  4名 パート 1名) 

（9）設備が老朽化しているが、更新は検討していな

い。  

(米穀小売  2名) 

（10）代表者は高齢であり、後継者や店舗の活用方

法が課題である。  

(金物販売  2名) 

（11）後継者問題が今後の課題である。  

(建築金物販売  4名) 

（12）工場が減少しており、業況は厳しい。 

 (機械工具販売  2名) 

 

 

【サービス業】 
（1）新規採用した従業員の育成に注力している。 

 (理美容  12名) 

（2）固定客により基盤確保されており、経営は安定

している。 

 (自動車整備・販売  8名) 

（3）固定客により基盤確保されているものの、高齢

化が懸案事項となっている。 

 (美容  1名) 

（4）地元固定客多く、業況は安定している。 

 (理容  2名) 
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（5）12月は忙しくなるため売上的に重要な月である。 

(理容  1名) 

（6）固定客が多く、下振れする可能性は殆どない状

況である。 

 (理容  2名 パート 1名) 

（7）地元固定客を中心に営業。日曜休業のため共稼

ぎ世帯を取り込めていない状況である。 

 (クリーニング  1名) 

（8）地元固定客中心の営業で高齢化により売上減少

するも、エステサービスの導入により売上は現

状維持。  

(理容  1名) 

（9）設備の新規導入等は考えていない。  

(理容  2名) 

 

【建設業】 
（1）官公庁からの受注により売上は安定している。

今後はオリンピック需要により売上増加が見

込まれる。 

(建設  2名) 

（2）大手企業との競合により売上が減少しており、

受注先の選別をしている。 

 (硝子・サッシ・エクステリア販売  2名) 

（3）今期は受注が減少し、売上は伸びていないため、

営業に力を入れる。  

(建築工事  2名) 

（4）代表者の体調不良により廃業を検討している。 

 (建築・塗装・大工  2名) 

（5）受注は安定しており、資金繰りは問題ない状況

である。  

(総合建設業  30名 パート 5名) 

（6）大手企業は景気が良いが、中小企業は大変そう

である。  

(塗装業  5名) 

（7）大型工事の受注が流れ、今期の売上は厳しい状

況である。  

(総合建設  2名) 

（8）地元の行事等に積極的に参加し、広告効果も出

ている。  

(土木  5名) 

 

（9）売上は安定している。  

(総合建築  7名) 

（10）受注は増加しており、順調に売上・利益確保

されている。オリンピック開催までは良い流

れで行くことを見込んでいる。  

(塗装  5名) 

（11）代表者の体調不良により、受注は減少してい

る。  

(建築  2名) 

（12）資金繰りの見直しにより、借入を整理した。 

 (建設  3名 パート 1名) 

 

【不動産業】 
（1）インターネットも積極的に使用し、早めの対応

でＣＳを上げ成果を出している。 

 (不動産仲介管理  3名 パート 2名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


