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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）受注は安定しているが、売上は低下している。

 (プラスチック板金  1名) 

（2）引き続いて取引先からの値下げ要請があり、収

益面低下している状況である。  

(貴金属加工  2名) 

（3）売上横ばい。従業員（社員）高齢化してきてい

る。  

(ダンボール製造  3名) 

（4）現在は受注売上ともに安定している。  

(車輌用電気部品加工  6名 パート 3名) 

（5）夏に向けて新商品を試作している。  

(パン・生菓子の製造・販売  10名 パート 5名) 

（6）売上横ばいである。  

(歯車製造  2名) 

（7）既存固定客がいなくなるにつれ、売上がダウン

していっている。  

(電気計器  1名) 

（8）新機材を導入したことにより売上が上がった。 

(省力機械製作  4名) 

（9）売上横ばいである。  

(ライニング製作  10名) 

（10）同業者間の競争厳しく利幅少ない。 

 (トランス製造  7名) 

（11）目黒区内の同業者現在 2社。ＬＥＤに押され、

廃業を考えている。  

(電球製造  3名) 

（12）固定客確保しており、業況は安定している。 

 (トランク製造  2名) 

（13）業況は安定推移。入金等は手形も多く、売上

の波によっては売上増加運転資金のニーズあ

り。  

(工業用ヒーター製造  20名) 

（14）取引先確保されており、業況に大きな変化は

ない。  

(合成樹脂  3名) 

（15）売上の低迷、代表者の高齢化により当期にて

廃業予定である。  

(印刷  2名) 

（16）売上減収し、資金繰りも苦しくなっている。 

 (計速器部品製造  1名) 

（17）現在は製造業はやめ、仲買人として営業して

いる。  

(通信機・計測器等の挽物部品) 

（18）受注はまだ不安定であり、業況は芳しくない。 

 (ソレノイド等電子部品製造  8名) 

（19）家族経営で後継者もいるので、先行きは心配

ない。  

(ろ過器製造  3名) 

（20）古くからの安定した基盤あり。現状維持しつ

つ、改善するものは改善したい。 

 (螺子製造  3名) 

（21）現況厳しい時期は続くが、現状維持でやって

いく。  

(紙器、パッキング抜型製造  4名) 

（22）3～5 年後の見通しはついていないが、現状も

良くないので現状から少しずつ改善していき

たい。お客様の 3～5年後に向けた計画をよく

聞き取り、次の案件に繋げていきたい。 

 (板金加工  1名) 

（23）機械設備は一昨年に更新した。現状で新しく

設備を入れる予定はない。  

(抜型製造  3名) 

（24）大手メーカーとの取引もあり、動きに注意し

ている。  

(通信機器製造  25名 パート 6名) 

（25）新規取引先も増加している。売上についても

増加している。  

(製餡  20名) 

（26）売上は減少傾向にある。  

(合成樹脂加工  1名) 
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（27）海外製品の台頭により売上が減少している。

国内での販路を拡大するよう伝えた。 

 (計測器製造  10名 パート 1名) 

（28）今のまま現状を維持していきたい。特に問題

はない様子である。  

(通信機部品製造  2名) 

（29）特に変化なし。  

(船舶部品製造  2名) 

（30）受注の減少が続いており、厳しい業況が続い

ている。  

(印刷  2名) 

（31）金融機関との付き合いを密にして、大いに融

資の力を借りられればと思う。補助金等あれ

ば設備導入していきたい。  

(合成樹脂加工  7名 パート 9名) 

（32）売上安定しており、利益を確保して推移して

いる。  

(通信機部品の製造  5名 パート 7名) 

（33）大手自動車メーカー、特にハイブリッドカ―

の金型の受注が増加している。  

(プラスチック金型製作  2名) 

（34）地域に密着しているが、大型スーパー等、競

争激化しており、厳しい状況が続いている。 

 (豆腐の製造・販売  3名) 

 
【卸売業】 
（1）建築業界追い風の影響もあり、売上は安定の見

込みである。  

(木材卸売販売  3名 パート 2名) 

（2）代表者高齢で今後の事業については、代表者の

健康面に左右されると思われる。  

(鋼材卸  3名) 

（3）工務店からの受注は安定している。  

(材木販売・卸  3名) 

（4）堅実に経営している。売上は横ばいで推移して

いる。  

(プラスチック材料卸  3名) 

（5）新しい受注先確保に力を入れている。  

(生花園用品の卸売  5名 パート 1名) 

（6）小売店をたたむ先が増えてきた。出来るだけ経

費を節減するよう努めている。  

(包装資材の卸売及び小売  1名) 

（7）売上横ばいである。  

(ダンボールパッケージング  4名) 

（8）後継者不在により、現状を維持している。 

 (包装用品販売  パート 1名) 

（9）高齢の為、事業そのものの存続が厳しくなって

いる。  

(家庭電化製品販売・修理  2名) 

 

【小売業】 
（1）店舗販売の売上増加出来るように商品の見直し

をする。  

(コンビニエンスストアー  3名) 

（2）業況安定している。 

(コンビニエンスストアー  5名 パート 20名) 

（3）集客のランドマークが無い。目黒に外国人が来

るような政策が欲しい。地場産業への補助金等

を増やして欲しい。  

(茶・海苔小売  2名) 

（4）近隣事業先従業員等の弁当部門の売上順調であ

る。 

(精肉販売  2名) 

（5）営業強化及び人材育成中である。  

(生花・園芸用品販売  4名 パート 1名) 

（6）後継者に事業を継承した。売れ筋商品に力を入

れ、業況の改善を行っている。  

(たばこ販売  1名) 

（7）現状維持のまま推移している。もう少し景気が

良くなればとのこと。  

(パン製造販売  4名 パート 1名) 

（8）3～5年後のお米の値段は読めないので、先行き

を考えるのは難しい。米の価格の変動など見な

がらお客様の資金ニーズを探していきたい。 

(米販売  2名) 

（9）現状維持。今のままで良い。  

(金物販売  1名) 

（10）現状維持していきたい。常連の固定客もつい

ているので、このまま維持していけると思う。 

 (建築金物販売  2名) 

（11）売上横ばいも収益伸びない。  

(機械工具販売  2名) 
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【サービス業】 
（1）地元客多く、出張サービスを検討中である。 

 (理・美容  12名) 

（2）メーカー代理店だが、修理等はメーカーを問わ

ない。積極的に営業を行っており、業況は安定

している。  

(自動車整備・販売  7名) 

（3）事業承継予定者が転居した為、10年後を目途に

廃業を考えている。 

 (美容  1名) 

（4）地元固定客多く安定している。  

(理容業  2名) 

（5）常連が中心となっており、新規顧客を確保した

い状況である。 

 (理容  1名) 

（6）家族経営で固定客中心の営業により業況安定し

ている。  

(理容  2名 パート 1名) 

（7）人材の確保に努めている。固定客ついており、

安定している。  

(自動車整備及び新車販売  7名) 

（8）事業所の移転をしており、通常営業できるよう

努めている。  

(劇団  9名) 

（9）衣替えのシーズンに入り順調。 

 (クリーニング  3名 パート 1名) 

（10）売上横ばい、固定客が主。若い世代がいない。 

(理容  2名) 

（11）設備を買い替えても回収できる見込みがな

かなか見えてこないので動けない。適切な

設備の導入で回収見込みがつけるようによ

くお客様と話し、設備投資に繋げていきた

い。  

(理容  2名) 

 

【建設業】 
（1）官公庁の入札は取れている。官公庁以外の案件

を取れるよう営業している。  

(建設  2名) 

（2）大手との競争があるので厳しいが、大手にはで

きない小回りの利くサービスを展開している。 

(硝子・サッシ・エクステリア販売  2名) 

（3）前期に比べると売上は上がっているが、現代表

者で事業は終わる予定である。  

(建築工事  2名) 

（4）規模縮小傾向で、現在の代表者で終わる予定で

ある。  

(建築・塗装・大工  2名) 

（5）安定して受注あり、昨年と同様安定した収益を

得る見通しである。  

(総合建設業  30名 パート 5名) 

（6）ホームページの充実により、見積依頼は多くな

っている。  

(塗装  5名) 

（7）同業者間の競争が激しく、売上減少傾向である。 

 (厨房設備  1名) 

（8）人手確保が難しく、受注の工期が延びる傾向に

ある。  

(総合建設  2名) 

（9）現状維持していきたい。受注も安定している。

 (土木  5名) 

（10）地元に根付いて商売していきたい。固定客も

ついているので問題なし。  

(総合建築  7名) 

（11）変わらず堅実に経営している。利益幅の大き

な仕事も入ってきている。  

(塗装  5名) 

（12）同業者間の競争が激化している（価格等）。 

(建築  2名) 

（13）オリンピックに向けて業界としては上向いて

きているが、自分たちのところまではなかな

か届いていない。支店として紹介できるお客

様がいれば紹介していきたい。  

(建設  3名 パート 1名) 

 

【不動産業】 
（1）業況安定している。 

（不動産仲介  3名 パート 2名) 

 

 

 

 

 


