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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、1 人での仕事のため大き

な受注は受けていない。 

 (プラスチック板金  1名) 

（2）利益の少ない受注依頼は断るようにしている。

 (貴金属加工  2名) 

（3）取引先確保できている。 

 (ダンボール製造  3名) 

（4）受注多く一時期より売上確保されている。

 (車輌用電気部品加工  6名 パート 3名) 

（5）営業時間短縮したため売上減少している。 

(パン・生菓子の製造・販売  10名 パート 5名) 

（6）売上横ばい、材料費上昇のため利益確保が厳し

い。 

 (電気計器  1名) 

（7）大企業との取引が決まる予定である。今後も営

業活動に力を入れ販路を広げるよう助言した。

 (省力機械製作  4名) 

（8）売上、利益の増加があった。 

 (機械部品・製造加工  1名) 

（9）現在、取引先からの受注増により 10 月まで忙

しい。 

 (金型  3名) 

（10）売上上期低下したが下期は増加傾向の予定。 

 (トランス製造  7名) 

（11）鉄道関連に納入しているだけで 3 年めどに廃

業検討している。 

 (電球製造  3名) 

（12）精密部品を収納するトランクを製造しており

技術に信頼がある。 

 (トランク製造  2名) 

（13）生産性の向上は進んでおり、新製品の売り込

みに注力している。 

 (工業用ヒーター製造  20名) 

（14）親子 2代にわたり業歴あり安定している。 

 (合成樹脂  3名) 

（15）同業他社との競争が厳しく収益薄い。経費削

減にて収益確保したい。 

 (印刷  4名) 

（16）以前よりも受注が不安定となり材料費に気配

りしている。 

 (計速器部品製造  1名) 

（17）従業員を増員し、売上アップを図っているが

人件費が先行しており結果出ていない。 

 (プラスチック加工  2名 パート 1名) 

（18）新規先の増加に努力している。 

 (製餡業  20名) 

（19）経費削減に取り組んでいる。 

 (ソレノイド等電子部品製造  8名) 

（20）原材料が高騰しているため利益が減少し、別

の販路を開拓中である。 

 (ろ過器製造  3名) 

（21）景気は相変わらず厳しい。仕事量はある。機

械パーツを何とかしたいと思っている。 

 (螺子製造  3名) 

（22）現在、経費の見直し及び価格表の見直しを行

っている。業種的には今後伸びていきそう。 

 (合成樹脂切削加工業  2名 パート 1名) 

（23）受注減少により積極的に営業推進している。 

 (抜型製造  3名) 

（24）取引先への営業を以前より強化し後継者へ引

き継ぎをしている。 

 (合成樹脂加工  7名 パート 9名) 

（25）トヨタ自動車の部品を取り扱っていることか

ら売上は安定している。 

 (金型製造  2名) 

（26）小規模だが技術力のある職人を抱えており取

引先確保している。 

 (計測部品製造  2名) 

（27）人気カレンダー受注等毎年確保し、安定して

いる。 

 (印刷業  2名) 

（28）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、厳しい状況続いている。 

 (豆腐の製造・販売  3名) 
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【卸売業】 
（1）顧客からの信頼厚く、価格面の大幅な下落無い

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）従業員の営業力も向上し、今後も売上増加が見

込まれる。 

 (事務機販売・印刷  11名 パート 11名) 

（3）売上が伸びず苦戦している。 

 (鋼材卸  3名) 

（4）少しでも利益を上げようと代表者自ら動き売上

増強図っている。 

 (自動車部品卸  5名 パート 3名) 

（5）3代続いている老舗材木商で今後も業況は安定

していくと思われる。 

 (材木販売・卸  3名 パート 0名) 

（6）港北にも倉庫あり地元以外でも安定した仕事が

入ってくる。 

 (建築材料卸  7名 パート 1名) 

 

【小売業】 
（1）顧客の目に立ち、商品の充実目指し、集客力の

向上を図る。 

 (コンビニエンスストアー  3名) 

（2）返済苦しく後継者いない限り先行き不安である。 

 (家電販売修理  2名 パート 0名) 

（3）夏場も売上、利益ともに順調である。 

 (コンビニエンスストアー  5名 パート20

名) 

（4）大手スーパー等の力が強く商店街が弱っている。

補助金等手厚くしてほしいとの要望がある。 

 (茶・海苔小売  2名) 

（5）営業時間は短いが弁当販売が好調である。 

 (精肉販売  2名 パート 0名) 

（6）商店街を活性化し集客力アップを目指している。 

 (生花・園芸用品販売  4名 パート 1名) 

（7）売れ筋商品やお客様をみて商品を取り扱ってい

る。 

 (たばこ販売  1名 パート 0名) 

（8）数字ベースだと例年並みだが感覚としては売上

減少と感じる。 

 (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設備投資するほど仕事

量はない。 

 (米販売  2名) 

（10）現在、ペットフードは販売をメインにして品

揃えが豊富である。 

 (米穀類、ペットフード販売  2名) 

（11）周辺のオフィス需要あり立地面は有利である。 

(コンビニエンスストアー  2名 パート 18名) 

（12）近隣に大型店があったりと厳しい状況が続い

ている。 

 (飲食料品  1名) 

（13）テレビに紹介されたこともあり地元固定客を

確保している。 

 (米販売店  2名) 

（14）忙しい割には収益が上がってない。 

 (機械工具販売  2名) 

 

【サービス業】 
（1）従業員 2名退職で人材育成及び確保に注力して

いる。 

 (理・美容  12名) 

（2）新車、中古車コンスタントに売上伸ばしている。

借入は容易だがニーズはない。 

 (自動車整備・販売  7名) 

（3）固定客減少により売上落ち込んでいる。 

 (美容  1名) 

（4）配達も行っており地元顧客確保している。 

 (クリーニング業  3名) 

（5）同業者との価格競争があり苦戦している。 

 (クリーニング  3名 パート 1名) 

（6）固定顧客が高齢化し先行き不安である。 

 (理容  2名) 

（7）外注新規先が好調でパートの大量雇用を検討し

ている。 

 (クリーニング業  6名) 

（8）自宅で洗濯出来る素材が増えているので顧客減

少している。 

 (クリーニング業  2名) 

（9）設備投資の借入予定あるがサポートしたい。 

 (クリーニング業  3名) 

 

 

【建設業】 
（1）現在のところ業況安定している。 

 (建設  2名) 
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（2）売上と利益下がっている。大手が利益奪ってい

る。 

 (硝子・サッシ・エクステリア販売  2名) 

（3）8月は悪天候が続き仕事にならなかった。 

 (左官工事  2名 パート 2名) 

（4）天候不順のため思うように仕事ができなかった。 

 (防水工事  3名) 

（5）仕事量も安定し、資金繰り問題はない。 

 (総合建設業  30名 パート 5名) 

（6）夏場は例年どおり入札案件が減り、売上確保が

難しい。 

 (給排水衛生工事業  10名) 

（7）地元の電気屋さんとして大手には出来ないサー

ビスで販路拡大を図っている。 

 (電気工事業  3名) 

（8）今期は大型工事もあり売上安定している。 

 (総合建設  2名) 

（9）地元のイベント等に積極的に参加している。 

 (土木  5名) 

（10）外注に出しても人手不足のため思いどおりに

進まない。 

 (建築解体  25名) 

（11）天候不良が多かったので天候よくなることを

願っている。 

 (総合建築  7名) 

（12）新規受注もあり売上大幅増となっている。(新

国立競技場) 

 (塗装  5名) 

（13）この期も同業者間の競争が激化（価格等）し

ている。 

 (建築  2名) 

（14）仕事少なく新築の大きな案件もない。 

 (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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


