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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 10 名 パート 5 名） 

（2） 取扱商品がテレビ局の特集番組で放映されるなど、良質

商品の製造販売で安定している。 

（豆腐の製造・販売 2 名） 

（3） 業況は順調であり、ボーナスを支給することで労働意欲

の向上につなげている。 

（製餡 20 名） 

（4） 業況は良くなりつつあるが、現状はまだ横這いである。 

（ダンボール製造 6 名） 

（5） 販路の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） 社長自ら営業努力をしているが、なかなか売上には結び

つかない。 

（抜型製造 2 名 パート 1 名） 

（7） 春先には大きく受注があり、業況は良好である。 

（印刷 4 名） 

（8） 現状を維持している。 

（印刷 2 名） 

（9） 海外からの受注が増加傾向にある。 

（プラスチック金型製作 4 名） 

（10） 代表者・従業員共に高齢となってきているが、固定客か

らの需要を取り込み経営している。 

（プラスチック板金 2 名） 

（11） 現状を維持している。 

（合成樹脂 10 名） 

（12） 受注は減少しており、ヨーロッパの財政危機も影響して

いるようである。 

（合成樹脂加工 0 名） 

（13） 売上が横這いであり、利幅は縮小している。 

（合成樹脂加工 6 名） 

（14） 売上は少し回復してきているが、収益の確保できておら

ず、今後は収益を伸ばす方法を検討していく。 

（ライニング製作 20 名） 

（15） 受注が順調に増加している。 

（トランク製造 2 名） 

 

 

（16） 材料の値上がりが続いており、経費の圧縮をできる限り

図っていく。 

（建築用鉄骨加工 4 名） 

（17） 販路の拡大と利幅の確保に取り組んでいる。 

（螺子製造 2 名） 

（18） 受注が減少している。 

（板金加工 2 名） 

（19） 経営基盤は固まっており、今後も現状を維持する。 

（歯車製造 2 名） 

（20） 売上高は、安定した状態で推移している。 

（ろ過器製造 2 名） 

（21） 代表者の交代があったが、業況は安定している。 

（測定器機製造 3 名） 

（22） 昨年は震災により仕事が激減したが、仕事量は回復し

てきている。 

（ソレノイド等電子部品製造 3 名 パート 5 名） 

（23） 受注量の減少により売上が低下しており、現状では資

金繰りが厳しいが、負担増加を抑え借入は行なわない。 

（プリント基盤製造 3 名） 

（24） 売上は、横這いである。 

（電気計器 2 名） 

（25） 売上は、伸び悩んでおり、業況はやや厳しい。 

（省力機械製作 5 名） 

（26） 今年に入り売上・利益共に増加し、順調に推移してい

る。 

（トランス製造 15 名） 

（27） 現状を維持している。 

（電球製造 2 名） 

（28） 現状を維持している。 

（工業用ヒーター製造 16 名） 

（29） 固定客が中心で、業況は変わらない。 

（計速器部品製造 2 名） 

（30） 大手企業との取引により、売上は安定している。 

（計測器製造 9 名） 

（31） 固定客を中心とした営業であるが、経営は安定してい

る。 

（通信機・計測器等の挽物部品 1 名） 
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（32） 売上は、確保している。 

（通信機器製造 12 名 パート 3 名） 

（33） 受注の減少傾向が続いており、営業活動を継続して行

っている。 

（通信機部品製造 2 名） 

（34） 固定客からの受注がほとんどであり、業況は安定してい

る。 

（通信機部品の製造 4 名 パート 3 名） 

（35） 業況は、横這いで推移している。 

（車輌用電気部品加工 7 名 パート 4 名） 

（36） 今後、工場の閉鎖も検討しているようである。 

（船舶部品製造 2 名） 

（37） 現在は材料の値上げによる販売先への値上げ交渉が

続いている。今後、電気料金値上げによる動向が心配

のようである。 

（貴金属加工 4 名 パート 1 名） 

 

【卸売業】 

（1） 昨年に比べ、売上は増加してきている。 

（木材卸売販売 3 名 パート 2 名） 

（2） 売上の低迷により、事業を縮小するなど業況は厳しい。 

（材木卸 2 名） 

（3） 受注量は回復傾向にある。 

（材木販売・卸 3 名） 

（4） 事務所の移転を検討している。 

（プラスチック材料卸 3 名） 

（5） 販売先から価格の値下げ要請が増加している。 

（鋼材卸 6 名） 

（6） 丁寧な接客を心掛け、地元客の維持に努めている。 

（家庭電化製品販売・修理 2 名） 

（7） 販路の拡大が今後の課題となっている。 

（包装資材の卸売及び小売 3 名） 

（8） 同業者の競争激化により売上は伸びず、今後は営業に

力を入れ、売上回復を図っていく。 

（ダンボールパッケージング 5 名 パート 1 名） 

（9） 地場産業の衰退により、売上は低迷している。 

（包装用品販売 1 名 パート 1 名） 

（10） 前期に比べ受注量も増え、売上の増加が見込まれる。 

（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 2 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） 地元固定客が多く、売上維持に努めている。 

（コンビニエンスストアー 3 名） 

（4） 売上は伸び悩んではいるが、昨年と比べれば改善してき

ている。 

（コンビニエンスストアー 3 名 パート 7 名） 

（5） 新店舗を出店する計画をもっている。 

（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） 商店街の集客力低下が売上げに影響している。 

（茶・海苔小売 3 名） 

（8） 価格の高騰など大変であるが、仕入先などを増やし、需

要を増やす努力をしている。 

（米販売 3 名） 

（9） 現状では売上が減少気味であり、エコポイントによる需要

等、新しい補助制度がないと売上が厳しい。 

（家庭電気器具販売 3 名 パート 2 名） 

（10） 震災以降、売上は低下しており業況は悪い。 

（機械工具販売 2 名 パート 2 名） 

（11） 利益確保のため、取引先への仕入れ価格の交渉をして

いる。 

（金物販売 1 名） 

（12） 常連客により売上は安定しているが、同業者間の価格

競争は激しい。 

（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、低調気味で推移している。 

（生花・園芸用品販売 4 名 パート 1 名） 

 

【サービス業】 

（1） 暑くなり、収益は少しずつ増加してきている。 

（クリーニング 3 名 パート 2 名） 

（2） 材料価格が上昇しているが、経費削減などにより対処し

ている。 

（クリーニング 2 名 パート 3 名） 
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（3） 売上は、横這いで推移している。 

（理・美容 12 名 パート 2 名） 

（4） 売上は、横這いで推移している。 

（理容 2 名） 

（5） 固定客の来店頻度減ってきており、売上の減少が続い

ている。 

（理容 5 名 パート 2 名） 

（6） 固定客が中心のため、新しい顧客の開拓が必要となって

いる。 

（理容 2 名 パート 1 名） 

（7） サービスに工夫をするなど、常連客を中心に売上は確保

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） 現状をより良くするために、料金値下げなどの対策を行

っている。 

（理容 2 名） 

（10） 地元顧客が中心であり、現状を維持している。 

（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） 震災の影響で自粛されていた公演が、ここに来て決ま

ってきているようである。 

（影絵公演 8 名） 

（13） 現状を維持している。 

（自動車整備・販売 7 名） 

（14） 政府の減税・補助金の効果続いており、業況は安定し

ている。 

（自動車整備及び新車販売 12 名） 

 

【建設業】 

（1） 継続した営業活動を行っている。 

（土木 1 名） 

（2） 区内を中心とした強い営業地盤を持っており、業況に大

きな変化はない。 

（総合建設業 31 名） 

（3） 不動産事業も始めるなど、業種を広げているが業況は厳

しい。 

（総合建設 3 名） 

 

（4） 利幅が縮小している。 

（総合建設 5 名） 

（5） 地元固定客多く、安定している。 

（総合建築 5 名 パート 1 名） 

（6） 春先までは良かったが、夏場になり停滞気味になりそう

である。 

（建設 9 名） 

（7） 日々、新規先の確保に取り組んでいる。 

（建設 3 名） 

（8） 売上は、低調気味で推移している。 

（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） 震災以降受注が減っていたが、ここに来て細かい仕事

を含め受注が増加傾向にある。 

（建築請負 9 名） 

（11） 固定客を中心にリフォームのみの受注で対応している。 

（建築・塗装・大工 1 名） 

（12） 売上は順調であり、業績も良い。 

（塗装 2 名） 

（13） 今期は当期利益を計上しているが、外注費等の経費圧

縮が今後の課題となっている。 

（塗装 9 名） 

（14） 地域の工務店と提携し、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） 売上拡大のため、営業活動に力を入れている。 

（厨房設備 2 名） 

 

【不動産業】 

（1） マンションの購入案件は徐々に増えてきているが、賃貸

用のテナントは不調である。 

（不動産仲介 6 名） 
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