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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）国内需要の低迷により、売上は横這いである。

（プラスチック板金 2 名）

（2）受注減少しており、厳しい状況が続いている。

（貴金属加工 4 名 パート 1 名）

（3）厳しい状況が続いている。

（ダンボール製造 4 名）

（4）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）

（5）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）

（6）同業者間においても、景気が上向かないようである。

（歯車製造 2 名）

（7）売上が減少している。

（電気計器 2 名）

（8）売上は安定しており、業況は現状を維持している。

（省力機械製作 5 名）

（9）業界内ではトップクラスの技術を有するが、売上は

低迷している。不採算部門の縮小を予定している。

（ライニング製作 20 名）

（10）今年に入り、売上は安定しているが、収益を向上さ

せたい。

（トランス製造 15 名）

（11）業況は、現状を維持している。

（電球製造 3 名）

（12）受注は、例年どおりである。

（トランク製造 2 名）

（13）業況は、現状を維持している。

（工業用ヒーター製造 16 名）

（14）業況は、現状を維持している。

（合成樹脂 13 名）

（15）早く有効な経済対策を実施して欲しい。

（印刷 4 名）

（16）取引先は決まっているが、受注が毎月安定しておら

ず、資金繰りが厳しい。

（計速器部品製造 1 名）

（17）昨年 12 月で法人を休眠し、個人にて事業を継続し

ている。

（測定器機製造 1 名）

（18）受注先は固定しており、売上は安定している。

（通信機・計測器等の挽物部品 1 名）

（19）昨年の震災以降の売上減少から、少しずつ回復して

きている。

（ソレノイド等電子部品製造 3 名 パート 5 名）

（20）新規顧客の獲得に努めている。

（ろ過器製造 2 名）

（21）販路の拡大に努めている。

（螺子製造 2 名）

（22）業況低迷しており、今春以降の景気回復に期待して

いる。

（紙器、パッキング抜型製造 3 名 パート 2 名）

（23）親会社からの受注は減少傾向にあり、厳しい状況が

続いている。

（プリント基盤製造 3 名）

（24）業況上向かないため、コスト削減に努めている。

（板金加工 2 名）

（25）社長の営業努力により業況は大幅に改善しており、

利幅は少ないが売上は増加している。

（抜型製造 4 名 パート 1 名）

（26）材料の値上げにより、利幅が縮小している。

（建築用鉄骨加工 2 名）

（27）東京電力の原発休止の影響が残っている。

（通信機器製造 12 名 パート 3 名）

（28）景気の上昇以上に、原材料の値上がりの影響が出て

いる。大手のように価格に転嫁できず収益に影響が

出ている。

（製餡 20 名）

（29）材料価格が上昇し、受注も増加していない状況であ

る。

（合成樹脂加工 0 名）

（30）売上は安定しているが、資金繰りが厳しい。

（計測器製造 9 名）

（31）業況は、現状を維持している。

（通信機部品製造 3 名）

（32）高い技術力で、売上を確保している。

（船舶部品製造 3 名）
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（33）業況は、現状を維持している。

（印刷 2 名）

（34）売上が減少している。

（合成樹脂加工 6 名）

（35）見積り依頼はあるが受注に至らず、売上増加には結

びついていない。

（通信機部品の製造 4 名 パート 3 名）

（36）受注は、昨年の同時期と比べて安定している。

（プラスチック金型製作 2 名）

（37）寒い時期は来店客が少なく、売上が伸びない。

（豆腐の製造・販売 2 名）

【卸売業】
（1）駆け込み需要の気配が出てきており、売上は若干増

加している。

（木材卸売販売 3 名 パート 2 名）

（2）前年度より受注が増加しており業況は順調である。

（漆器販売 3 名）

（3）材料の値上げにより、利幅が縮小している。

（鋼材卸 6 名）

（4）近々廃業を予定している。

（材木卸 2 名）

（5）業況は、現状を維持している。

（材木販売・卸 3 名）

（6）業況は、現状を維持している。

（プラスチック材料卸 3 名）

（7）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）

（8）業況は厳しい。

（包装資材の卸売及び小売 3 名）

（9）値下げにて対応するため売上高が低下しており、販

売促進に力を入れている。

（ダンボールパッケージング 5 名 パート 1 名）

（10）業況はかなり低迷している。消費増税により更に厳

しくなることが予想される。

（包装用品販売 0 名 パート 1 名）

（11）接客サービスに力を入れている。

（家庭電化製品販売・修理 2 名）

【小売業】
（1）地元固定客に対する接客サービスを強化している。

（コンビニエンスストアー 3 名）

（2）閑散期を乗り切るも、売上は思わしくなく、業況は

厳しい。

（コンビニエンスストアー 3 名 パート 3 名）

（3）駅至近のコンビニエンスストアー２店舗と他１店舗

を経営。売上・利益ともに順調に推移している。

（コンビニエンスストアー 6 名 パート 21 名）

（4）業況は、横這いで推移している。

（茶・海苔小売 3 名）

（5）業況は、横這いで推移している。

（精肉販売 2 名）

（6）業況は、低調で推移している。

（生花・園芸用品販売 4 名 パート 1 名）

（7）喫煙率の低下による売上減少が問題点である。

（たばこ販売 0 名）

（8）業況は、現状を維持している。

（パン製造販売 3 名）

（9）原発事故の風評被害が未だにあり、販売価格も上昇

しているため、業況は厳しい。

（米販売 3 名）

（10）経費の節減を徹底している。

（金物販売 1 名）

（11）品揃えの見直しなどにより売上確保に努めている。

（建築金物販売 1 名）

（12）売上は、横這いで推移している。消費増税前の駆け

込み需要に期待している。

（家庭電気器具販売 5 名 パート 2 名）

（13）売上は横這いも、業況はわずかに良化している。

（機械工具販売 2 名 パート 2 名）

【サービス業】
（1）業況は、横這いで推移している。

（理・美容 12 名 パート 2名）

（2）業況は、現状を維持している。

（自動車整備・販売 7名）

（3）業況は、現状を維持している。

（美容 2名）

（4）業況は、横這いで推移している。

（理容業 2名）



24

（5）年明け以降、来店客が更に減少傾向にあり、２・３

月に売上が増加しなければ、今期は非常に厳しい。

（理容 5名 パート 2名）

（6）売上の９５％が固定客であり、新規顧客が殆どいな

い状況である。

（理容 2名 パート 1名）

（7）エコカーの需要があり、業況は変わらない。

（自動車整備及び新車販売 12 名）

（8）学校・幼稚園関係の公演に力を入れている。

（影絵公演 8名）

（9）震災以後、売上減少したままである。

（クリーニング 3名 パート 2名）

（10）お釣りを新券で渡すなど、細かな心配りに努めてい

る。

（理容 2名）

（11）新規顧客の確保が必要である。

（美容 1名 パート 1名）

（12）常連客を中心に、売上を確保している。

（理容 3名 パート 2名）

（13）材料費の高騰が続いており、人件費の抑制などで対

応している。

（クリーニング 2名 パート 3名）

（14）来店客の減少と材料価格の上昇で、業況は厳しい。

（理容 2名）

【建設業】
（1）業況は、現状を維持している。

（建設 9名）

（2）今春以降の景気回復に期待しているようである。

（硝子・サッシ・エクステリア販売 1名）

（3）業況は、厳しい。

（建築工事 1名）

（4）来年廃業予定。顧客の高齢化により、売上が減少し

ている。

（建築・塗装・大工 0名 パート 1名）

（5）現状では、業況に大きな変化はない。

（総合建設業 31名）

（6）見積り依頼はあるが受注に至らず、売上増加には結

びついていない。

（塗装 3名）

（7）利幅縮小に伴い、経費節減に努めている。

（厨房設備 2名）

（8）同業者間の競争が激化しており、利幅が縮小してい

る。

（総合建設 3名）

（9）新規顧客の確保が課題である。

（土木 1名）

（10）売上は、横這いである。

（総合建設 5名）

（11）震災以降、人手不足が課題となっている。

（総合建築 5名 パート 1名）

（12）例年、１月から２月は売上が減少している。

（塗装 8名）

（13）業況は、低調で推移している。

（建築 1名）

（14）材料費の高騰は続いており、経費の削減に努めてい

る。

（建設 3名）

【不動産業】
（1）物件の売買及び建築件数が増加している。

（不動産仲介 6名）


