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2020 年 8 月 3 日 

大分県中小企業家同友会 

2020 年１～６月期 第 31 回景況調査報告  

コロナショックで、調査史上最も悪い結果に急変。先行きも更なる悪化を予想。 

＜概要＞ 

〇新型コロナが現在の経済構造の不備（差別や需要喚起依存）を直撃。日銀短観も大きく悪化。 

 2019 年 12 月に中国・武漢を発生源とする新型コロナウイルス（COVID-19）は未だに猛威を奮っています。

日本は比較的感染が抑えられたと「宣伝」はされてはいますが、保健所をここ四半世紀で半減化させ、OECD 諸

国のなかでも PCR 検査数が群を抜いて低いなかでは、科学的な根拠に基づいてコロナウイルスの脅威と向き合

っているとはいえません。脅威を軽減させるために何が必要かを正しく分析する科学的知見が必要です。 

 COVID-19 の拡大で最も影響を受けているのは、観光・宿泊・飲食・各種興行などのリアル経済、そしてネッ

トビジネスなどのバーチャル経済は勢いを持ち続けています。前者は後者のサービスを組み込みながら工夫をし

つつも、限界があります。ワクチンが開発されても、十分な供給に至るまでには相当の時間がかかるとすれば、

生活防衛のために次代の社会経済構想へと舵を切っていく必要があるかもしれません。今回のコロナはすべての

人におしなべて同じ脅威を与えるのではなく、経済成長の陰に隠れている差別社会の構造も明らかにしていま

す。アメリカでは有色人種ほどコロナによる致死率が高くなるデータが明らかになっています。企業も労働者も

社会とのつながりが弱く、関心が低いところから影響を受けていきます。これまでであれば、需要喚起策による

景気回復政策となるのですが、Go To トラベル事業が困難なことからも明らかなように、これまでの需要＝欲望

を喚起する施策ではない形で社会維持が可能な施策が全世界的に求められています。実は、エネルギー・原料大

量消費型経済を転換させる、地球環境への危機の克服も視野にいれたものになるのではと考えます。 

 さて、まずは短期的な変化を日銀短観からみると、直近の 2020 年 6 月調査では大企業が△26（3 月調査では

0）、中小企業も△33（同△7）と 2020 年 3 月調査からともに 26 ポイントも落ち込んでいます。先行きは大企

業で若干改善の兆しがあるものの、中小企業は更なる悪化が予想されており、大企業の業況悪化のしわ寄せも受

け、中小・個人企業のなかで体力のない企業の店じまいは加速度的に進むことも考えられます。 

〇全国の景況感も大きく悪化し、大分も全国と同じ傾向。実は景気拡大は 2018年 10月まで。 

同友会の全国調査でみるとどうでしょう。『同友会景況調査』によれば、業況判断 DI（「好転」—「悪化」割

合）は△13→△31→△58（2019 年 4～6 月→2020 年 1～3 月→4～6 月）、売上高 DI（「増加」—「減少」割合）

は△10→△27→△55、経常利益 DI（「増加」—「減少」割合）は△11→△25→△54 です。今回の大分同友会も

業況 DI が△54、売上高 DI が△55、経常利益 DI が△47 であり、ほぼ同様の結果です。 

今回の調査では、前回まで業況 DI や売上げ DI は７期連続でプラス値でしたが、一気に崩れてしまいました。

特に業種でみた情報・通信・商業の業況 DI の△77 は深刻です。景気拡大局面は 2018 年 10 月までであり、景気

後退局面がコロナの影響で一気に現れたとみることができます。 

 

＜調査要領＞ 

(1)対象期間 2020 年 1 月 1 日 ～ 2020 年 6 月 30 日 

(2)対象企業 大分県中小企業家同友会 会員企業 581 社 

(3)調査期間 2020 年 5 月 26 日～2020 年 7 月 10 日 

(4)調査方法 調査表を e.doyu、FAX およびメール便で送付し、e.doyu または FAX にて回収しました。 

(5)回答企業 有効回答を 140 社、回収率は 24.0％、業種構成は下記の通りです。 

農林水産業      2 社 

建設業            24 社 

製造業              15 社 

情報・通信・商業1    43 社 

サービス2            52 社 

その他               4 社 

 (6)参考資料 景況調査 2020 年 1～6 月期集計表 ＊e.doyu＞文書管理＞全県をご覧ください。 

(7)備  考 グラフの中の 6 月は 1～6 月期を、12 月は 7～12 月期を表します。  

 
1情報・通信・商業には以下の業種を含みます。「電機・ガス・水道・熱供給」、「情報通信業」、「運輸・通信業」、「卸売・

小売業」、「金融・保険」、「不動産」。 
2 サービスには以下の業種を含みます。「飲食店」、「医療・福祉」、「教育・学習支援」、「（対事業所）サービス」、「（対

個人）サービス」。 
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Ⅰ．調査対象 

 調査対象期間は 2020 年 1～6 月期、対象企業は大分県中小企業家同友会の会員企業 581 社、有効回答は 140

社、回収率は 24.0％（前回比 3.2％ポイント増）でした。 

 

Ⅱ．業種・年商実態 

業種別に多い順に並べると、「建設業」が 17.1％、次いで「卸売・小売業」が 16.4％、その次に「対事業所サ

ービス」が 12.1％となっています。分析で利用する業種区分のうち情報・通信・商業は 30.7％、サービス業は

37.1％なっています。前回と比べると「卸売・小売業」が増え、「製造業」や「対事業所サービス」で構成割合

が低くなっています。 

年商額も多い順でみると「1 億円～3 億円未満」28.6％であり、次の「5 千万円～1 億円未満」は 16.4％、その

次に「3 千万円未満」12.9％と続きます。前回と比べると、「５千万円未満」の割合が増えて、「3 千万円未満」

が減少しています。 

 

 

Ⅲ．従業員数実態 

 正規従業員（役員も含む）数は「5 人以下」32.9％、「６人～10 人」15.7％と今回はわずかですが 10 人以下

で過半数を超えていません。「11 から 15 人」が増えています。臨時・パート・アルバイト従業員数では多い順

に「1 人～5 人」35.7％、「0 人」が 22.9％で、５人以下で過半数を占めています。 

なお、社員に臨時・パート・アルバイトの社員を加えた総社員数（正規社員数回答あり企業）についてみると、

「6 人～10 人」が 17｡9％、次いで「5 人以下」が 15.7％、その次に「11 人～15 人以上」が 14.3％となってい

ます。前回と比べ、「5 人以下」が大幅に減少しています。 
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Ⅳ．概  況 

【全体】 

１．業況 

〇調査史上最も悪い DI 値 

前年同期（2019 年 1～６月期、以下同じ）と比べ

た今期の業況は「好転」5.0％、「不変」32.1％、「悪

化」59.3％、無回答 3.6％となっています。 

「好転」と「悪化」の差である DI 値は△54.3 にな

り、リーマン直後 2009.年 1～6 月調査で記録した△

45.3 を大きく上回りました。落ち幅も過去最高であ

り、今回のコロナショックを体現したグラフになっ

ています。 

 

 

 

 

 

２．売上げ  

〇業況同様、リーマンを越える悪化データ 

前年同期と比べた今期の売上げは「増加」6.4％、

「横ばい」30.7％、「減少」61.4％、無回答 2.0％とな

っています。 

「増加」と「減少」の差である DI 値は△55.0 とな

り、業況同様に調査史上最低の値と、調査史上最高

の落ち幅を記録しています。前回 30 回の分析で「こ

こから反転することは難しい」としましたが、反転

どころか、その時には全く予想できなかったコロナ

感染拡大が引き金になり、業況同様こちらもリーマ

ン越えになってしまいました。 

 

 

 

 

  

 

 

３．経常利益 

〇辛うじて、リーマン時を回避 

前年同期と比べて、今期の経常利益は「増加」7.3

％、「横ばい」29.8％、「減少」54.3％、無回答 1.3％

となっています。 

「増加」と「減少」の差である DI 値は△47.0 ポイ

ントと、2010 年以降、DI 値０の近傍付近でもみ合

っていた数値が、一気にリーマンショック時に引き

戻されることになりました。辛うじて、リーマンショ

ック時の方が DI 値は低く、調査史上最低にはなって

いませんが、今後の見通しも暗く、次回は記録を作っ

てしまうかもしれません。 
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業種別 

【建設業】 

１．業況 

〇何とか持ちこたえ、熊本・大分地震並みに留まる 

 前年同期と比べて、今期の業況は「好転」4.2%、

「不変」58.3%、「悪化」37.5%で、DI 値は△33.3 と

前回の上昇傾向から一転し、大きく落ち込んでいま

す。しかし、全体傾向同様に落ち幅は大きいが、

2016 年 1～6 月期の熊本・大分地震の際に記録した

DI 値と大きくは変わらず、リーマン時に比べれば、

まだ持ちこたえています。 

 

 

 

 

 

 

２．売上げ 

〇落ち方はリーマン超え 

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」8.3％、

「横ばい」54.2％、「減少」37.3％、無回答 3.4％で、

DI 値は△29.0 となり、業況同様、上昇から一転し

て下落へと向いました。 

こちらも業況同様、４年前の熊本・大分地震と同

程度の値になっています。ただし、前回と違うのは

落ち方です。前回がやや復調気味であったので、今

回は DI 値において、リーマン級ではありませんが、

１期での落ち幅はリーマンを超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

                      

３．経常利益 

〇熊本・大分地震の影響を大きく上回る負の影響 

前年同期と比べて、今期の経常利益は「増加」8.3

％、「横ばい」41.7％、「減少」50.0％で、DI 値は△

41.7 となりました。2016 年６月期の△10.7 を記録

して以来のマイナス値になりました。2008-09 年の

リーマンショックを超える値ではないにしろ、2016

年の熊本・大分地震の影響よりも大きく上回ってお

り、近年経験したことのない水準になっています。 
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【製造業】 

１．業況 

〇リーマン級の影響で持ち直し傾向は消滅 

前年同期と比べて、今期の業況は「好転」0.0％、

「不変」26.7％、「悪化」66.7％、無回答 6.7％で、

DI 値は△66.7 と４期２年間連続でマイナス値を示

す結果となり、かつ今回はリーマン後の 2009 年の

上半期に記録した△68.8 に迫る数値となっていま

す。前回までは３期連続マイナスでしたが、持ち直

し傾向もみられていましたが、今回でその期待は消

えてしまいました。 

 

 

 

 

 

 

 

２．売上げ 

○「減少」傾向がリーマン超え目前 

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」0.0％、

「横ばい」33.3％、「減少」60.0％、無回答 6.7％と

なり、DI 値は△60.0 となりました。売上もリーマ

ン超えまでは至っていませんが、コロナによる経済

活動の麻痺状態は重くのしかかった形です。 

 前回「横ばい」が 7 割弱と大半を占めていました

が、それはコロナの影響で「減少」に流れてしまっ

た形です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経常利益 

○持ち直し感から一気に危機的状況へ 

前年同期と比べて、今期の経常利益は「増加」6.7

％、「横ばい」26.7％、「減少」60.0％で DI 値は△

53.3 と４期連続マイナスで、前回までやや持ち直し

感がありましたが、一気に危機的水準へ落ちてしま

っています。 

リーマン以外にもここ 10 年でみると厳しい時期

が何回もあり、それを乗り切ってきましたし、「増

加」企業が若干あるので回復を期待するところで

す。しかしながら、一定期間コロナの影響を受けざ

るを得ないと考えられ、いかに経営体力を維持でき

るかが課題です。 
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【情報・通信・商業】 

１．業況 

〇「好転」0.0％でリーマンショックを大きく超える 

前年同期と比べて、今期の業況は「好転」0.0％、

「不変」20.9％、「悪化」76.7％、無回答 2.3％で DI

値は△76.7 となり、前回プラス値ではありました

が、消費増税の反動で大きく下がり、今回はコロナ

の影響でさらに急下落となり、リーマンショックの

時を遥かに超えて、かつて経験したことのない数値

となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

２．売上げ 

〇DI 値の下げ幅が年△98.1 で 180 度の状況変化 

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」0.0％、

「横ばい」23.3％、「減少」74.4％、無回答 2.3％で、

DI 値は△74.4 でした。業況同様、2 期連続の大幅

ダウンで、この 1 年間の変化幅はマイナス方向に

98.1 も下がっており、たった 1 年で 180 度状況が

変わっています。 

当初より今期は下落が予想されていましたが、先

の見通せないコロナショックで、売上げが伸びた企

業は全くなく、リーマンを遥かに凌ぐ数値を計上し

ています。 

 

 

 

 

 

  

３．経常利益  

○「横ばい」企業の動きに注目 

前年同期と比べると、今期の経常利益は「増加」

2.3％、「横ばい」30.2％、「減少」65.1％、無回答 2.3

％で、DI 値は△62.8 と２期連続の低下に加え、業種

として、かつて経験したことのないマイナス値を記

録しています。 

他の指標と違う点は、わずかに「増加」企業があっ

たことです。しかし、今後「横ばい」の約３割の企業

が下振れする可能性は高く、次期に向けても注意が

必要です。  
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【サービス】 

１．業況 

〇リーマンショック級だが「好転」企業もあり 

前年同期と比べて、今期の業況は「好転」11.5％、

「不変」30.8％、「悪化」51.9％、無回答 5.8％で DI

値は△40.4 となり、これまで７期連続プラス DI 値

を達成していましたが、突然、約 10 年前のリーマ

ンショック時の数値に急落しました。 

前回から大きく下がりましたが、下がり幅は建設

業とほぼ同じ程度であり、他の業種に比べて落ち込

み方は相対的に低くでています。また、「好転」企業

が 11.5％と業種別で見たときに最も多いのが明る

い材料です。 

 

 

  

  

 

２．売上げ 

〇漸減傾向から一気に急落 

前年同期と比べて、今期の売上げは「増加」11.5％、

「横ばい」26.9％、「減少」61.5％で、DI 値△50.0 と

漸減傾向であった DI 値が一気に急落し、リーマンシ

ョック時の値まで下がっています。 

これまで景況感の下支えになっていたサービス業

ですが、例外なくコロナの影響を強く受けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経常利益 

○「増加」「横ばい」企業の今後の動きに注意 

前年同期と比べて、今期の経常利益は「増加」

11.5%、「横ばい」30.8％、「減少」57.7％で、DI 値

は△46.2 となり、前回、経常利益でプラス DI 値を

示したのはサービス業のみでしたが、その傾向はな

くなり、他の業種同様、危機的状況に入っています。 

今後、「増加」企業を維持し、「横ばい」企業が「減

少」に転落しないかどうか、留意してみていく必要

があります。 
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【次期の業況見通し】 

〇改善の兆しは全業種ともみえず、牽引役のサービス業も低迷、製造業では見通しが二極化 

 次期（2020 年 7～12 月期）の業況基準の見通しについての調査を行いました。業況水準を５段階（良い、

やや良い、そこそこ、やや悪い、悪い）で回答してもらっています。無回答は除いて集計し、点数を良い＝５

点、やや良い＝４点、そこそこ＝３点、やや悪い＝２点、悪い＝１点とした加重平均を産業ごとに算出し、下

記の表に示しています。標準は３点であり、これを下回ると次期は今期よりも悪化すると考える企業が多いこ

とになります。 

 産業計でみた場合（回答企業 140 社）、2.15 点と 2017 年に見通し調査を開始して、前回はじめて２点台を

記録し、今回は１点も見えている２点前半台の数値になっています。「やや悪い」から「悪い」へと移動してい

ます。景気後退が 2018 年 11 月以降と言われていますが、2019 年 6 月期から見通しは悪化の一途をたどって

おり、国内の景気動向とほぼ連動していることも分かります。 

 業種別にみると、最も見通しが悪かったのは情報・通信・商業であり、1.88 点と製造業を抜いています。同

業種では外出・営業自粛要請のなかで消費が大きく落ち込み、その回復が見通せず、製造業以上に影響を受け

ている結果と考えられます。前回、唯一 3 点台だったサービス業も 2.39 点と 2 点前半台を示し、悪化シナリ

オが当分続くと予想しています。なお、製造業では「やや良い」が 14.3％と構成比でみると、他業種よりも今

後に期待感を持っていますが、一方「悪い」比率も最も高く、見通しの二極化が進んでいます。 

 

＜産業計・業種別＞ 

 

 

〇規模の小さな企業ほどコロナ禍の影響を強く受けている 

従業員総数（正社員＋臨時・パート・アルバイト）を算出し、10 人未満と 10 人以上に区分して、従業員規

模が明らかで、かつ見通しの回答を行った企業について、次期の見通しをみます。この区分を使って、次期の

見通しをみると、従業員数規模の 10 人未満は 2.02 点、10 人以上は 2.23 点とともに、２点台前半です。 

前回から、10 人以上企業の方が見通しに優位性が見られるようになりましたが、今回もその傾向は続いてい

ます。景気拡大が続いた 2018.12 あたりから 10 人以上企業は見通し低下傾向に入っていましたが、10 人未満

では、その傾向が出るのが遅かったことが分かります。しかし、一度悪化すると 10 人未満企業の方が悪化の

進行がやや早くなる傾向がみられます。 

 

＜従業員総数規模別＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次期の業況見通し 計 良い やや良いそこそこやや悪い 悪い 2020.6 2019.12 2019.6 2018.12 2018.6 2017.12 2017.6

産業計(N=138) 100.0% 2.2% 5.8% 26.1% 37.0% 29.0% 2.15 2.87 3.10 3.18 3.16 3.33 3.36

従業員総数10人未満(N=41) 100.0% 2.4% 4.9% 12.2% 53.7% 26.8% 2.02 2.79 3.25 3.20 3.22 3.40 3.54

従業員総数10人以上(N=81) 100.0% 2.5% 7.4% 30.9% 29.6% 29.6% 2.23 2.92 3.03 3.17 3.10 3.27 3.28

次期の業況見通し 計 良い やや良いそこそこやや悪い 悪い 2020.6 2019.12 2019.6 2018.12 2018.6 2017.12 2017.6

産業計(N=138) 100.0% 2.2% 5.8% 26.1% 37.0% 29.0% 2.15 2.87 3.10 3.18 3.16 3.33 3.36

建設業(N=24) 100.0% 0.0% 0.0% 37.5% 50.0% 12.5% 2.25 2.90 3.04 3.33 3.22 3.52 3.54

製造業(N=14) 100.0% 0.0% 14.3% 7.1% 35.7% 42.9% 1.93 2.68 2.63 2.93 2.79 2.92 3.00

情報・通信・商業(N=43) 100.0% 0.0% 4.7% 14.0% 46.5% 34.9% 1.88 2.69 3.08 3.06 3.06 3.26 3.22

サービス業(N=51) 100.0% 5.9% 7.8% 35.3% 21.6% 29.4% 2.39 3.09 3.31 3.24 3.37 3.29 3.49
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Ⅴ．当該期間の経営上の問題点 

○「民間需要の停滞」、「価格競争の激化」が大きく上昇し、「従業員の不足」が沈静化 

今期の経営上の問題点について、選択肢より３つまで選んでもらいました。 

第１位は「民間需要の不足」が 42.9％、前々回、前回と上昇し続けている項目です。過去の調査数値のなか

でも最も高い割合を示しています。毎回 20％前後の値を出してきましたが、今回はコロナショックの影響で回

答が集中しています。 

第２位の「従業員の不足」23.6％と前回より 10 ポイント以上大きく低下しましたが、第２位になっていま

す。同項目は 2016 年１～６月期から絶えず第１位項目でしたが、４年ぶりに第２位へと順位を下げています。 

第３位には「同業者相互の価格競争の激化」が前回よりも 5.6 ポイント増の 18.6％となっています。 

あと大きな変化として、「人件費の増加」と「仕入単価の上昇」が 10 ポイント以上低下しています。コロナ

ショックで経済社会活動が制限され、様々な消費が低迷し、デフレ経済へと逆戻りしていることがうかがえま

す。 

 

 

     

注：網掛けは前回より数値が上がった項目。また、斜字は前回よりも５ポイント以上変化した数値。 

  

３１回（今回） ３０回（前回） ２９回（前々回）
①民間需要の停滞　 42.9 25.2 15.2
➁従業員の不足 23.6 36.6 33.8
③同業者相互の価格競争の激化 18.6 13.0 13.9
④取引先の減少 17.1 20.3 8.6
⑤人件費の増加　 13.6 25.2 31.1
⑥熟練技術者の確保難 11.4 16.3 14.6
⑦官公需要の停滞 10.0 7.3 9.9
⑧仕入れ単価の上昇 8.6 21.1 29.8
⑨大企業の進出による競争の激化 7.9 8.1 7.3
⑩管理費等間接経費の増加 7.1 4.9 11.9
⑪下請け業者の確保難 5.7 10.6 7.9
⑫税負担の増加 5.0 7.3 4.0
⑬事業資金の借入難 4.3 2.4 1.3
⑬販売先からの値下げ要請 4.3 4.1 0.7
⑮新規参入者の増加 3.6 6.5 11.3
⑯輸出困難 2.9 0.0 0.0
⑰仕入先からの値上げ要請 2.1 3.3 2.0
⑱金利負担の増加 0.7 0.0 0.0
⑲輸入品による圧迫 0.0 0.0 0.0
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Ⅵ．現在の取り組み状況 

○「人材確保」が低下、「人件費以外の経費削減」「財務体質の強化」「情報力強化」が急上昇 

現在の取り組み状況について、選択肢より３つまで選んでもらったところ、最も多かったのは「新規受注（顧

客）の確保」の 38.6％でした。前回よりやや下がっていますが、コロナの有無にかかわらず安定した不動の数

値になっています。 

第２位は「付加価値の増大」37.9％です。これは前回 47.2 から大きく下がりました。今般、需要不足が明ら

かな状態で、付加価値を増加させても消費につながらないと考える傾向があるのかもしれません。 

第３位は、「人材確保」と「人件費以外の削減」26.4％です。「人材確保」については、これまでは異常に高

かったものが、若干落ち着いた形にはなっています。また、「人件費以外の削減」は第 10 位に「人件費削減」

が上昇傾向にありますが、傾向としては「人件費」には手をつけずに従業員のモチベーション維持を図ろうと

する意図が読み取れます。現在、経営の厳しい企業がボーナスカットに手をつけており生活プランを狂わせる

だけでなく、モチベーションは低下させ、さらに全体の経済として消費はますます冷え込むという悪循環のシ

ナリオが見えています。そうならない工夫を考えていく必要があります。 

この他、前回より数値がポイント以上大きくなった項目に「人件費以外の経費削減」「財務体質の強化」「情

報力強化」があります。まさに今後のコロナ感染があるなかでのモデルを模索している結果になっています。

また、「社員教育」は低下していますが、25.0％と４社に１社は課題として挙げ、従業員といかに乗り切るのか

についても模索は続いているとみえます。 

 

 

 
注：網掛けは前回より数値が上がった項目。また、斜字は前回よりも５ポイント以上変化した数値。 

 

 

 

３１回（今回） ３０回（前回） ２９回（前々回）
①新規受注（顧客）の確保 38.6 40.7 41.1
➁付加価値の増大 37.9 47.2 44.4
③人材確保 26.4 42.3 36.4
③人件費以外の経費削減 26.4 20.3 14.6
⑤社員教育 25.0 30.9 34.4
⑥財務体質の強化 24.3 17.9 17.9
⑦情報力強化 22.9 7.3 13.2
⑧新規事業の展開 17.9 21.1 18.5
⑨機械化促進 7.1 7.3 11.9
⑩得意分野の絞り込み 6.4 7.3 13.9
⑩人件費削減 6.4 3.3 4.6
⑫研究開発 5.0 2.4 3.3
⑬機構改革 2.9 0.0 2.6
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Ⅶ．この四半期に経営上の努力として、どのような事を試みましたか。また、今後はどのようにしようと考

えていますか。 

○新規の顧客・サービスの開拓、人材育成とあわせて働き方改革にも対応 

 経営上の努力としての試みについて 86 企業（61.4％）（「特になし」等を除く）から回答を頂きました。 

 全般的には、新規の開拓についての記述が目立ちます。また人材関係で社員教育や定着化、そして働き方改

革関連の有給休暇取得や時短などが挙がっています。 

業種別でみると、建設業では、現場からコロナを出さない工夫や、卸売・小売業では、ネットの活用につい

て、医療・福祉ではサービスの充実や、対事業所サービスでも同じくコロナに対応したサービスの充実や、対

個人サービス業では、顧客開拓のための情報発信などが挙げられています。 

 

＜業種別コメント一覧＞ 

〇建設業 

・ドローン使用に関する調査、試験の実施。 

・見込み客へのプレゼン。65 周年事業としてロゴの変更ＣＭの作成。 

・新規受注を促進し、仕事量の確保を行った。今後は、低金利であるので借り入れによる財務基盤の強化を行

い、請負額低下による利益率の悪化に備える。 

・この四半期は社員一人一人の技術の向上と部下とのコミュニケーションづくりに力を入れようとしたがうま

くいかず。引き続き取り組みを続ける。 

・自社施工。新規営業。コロナ対策商品の強化。 

・事業資金の補充。 

・社員教育、新規出店、損保事業参入。 

・新型コロナウイルス感染症を会社から出さない、建設現場から出さないための指導、配慮。 

・新規受注。資金借増し。下請確保。経費節減。情報収集。 

・安全管理の徹底。コロナ対策と熱中症対策。 

・新卒採用へ向けての求人案内。HP 作成。資金調達。 

・旧顧客への訪問アプローチ。社員からの情報収集。 

・新規事業をやっと始めるための段取りが進み、新規営業をスタートしました。これから引き続き新規営業を

行っていきます。 

・技術力を伝承する為の計画を立てて、実行に移している。 

・人材を確保し、受注の拡大を図っている。 

・民間工事受注 

・社員のレベル向上による収益率の増加。今後は特定社員の負担軽減。 

〇製造業 

・コロナの影響を受け、新規顧客を増やすために社内でチームを作り、初めて全社員が関わるプロジェクトを

開始した。 

・経費削減と業務の効率化による残業時間の削減。今後は効率的な営業活動とスムーズな受注体制の確立を目

指す。 

・社員教育体系の刷新。 

・情報の収集（業界、仕入先、商社、外注先）・単価を下げない努力と交渉力の強化。 

・役職者の有給休暇の取得促進を試みた。今後は完全週休二日制へ移行を検討する。 

・新規事業の拡大。 

・認知度の高い商品づくりをし、ＳＮＳ等でＰＲ。 

・雇用条件の改革。新規販路の拡大。生産性の向上。 

・金融機関との連携及び、新しい営業スタイルの検証。 

〇情報通信業 

・営業エリアの拡大、及び官公庁への営業強化。 

〇運輸・通信業 

・人件費の削減。 

・働き方改革の推進。生産性向上（社員共育）の研究。 

・この四半期は耐えしのぎ、補助金などの活用をしてきました。今後は、もう一つの柱となる事業を構築して

いきたいと考えています。 

・コロナウイルス感染拡大防止のため不要不急の外出を控える方向けに「買い物サポート」や「安否確認サー
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ビス」を開始した。 

・様々な支援の申請。 

〇卸売・小売業 

・業務フローの改善案、役割の明確化への取り組み、情報収集とアウトプットの窓口作成、補助金の申請、新

規事業のプラン作成、新規商品開発、会社案内の改訂。 

・コロナの影響で積極的な手段を打つ経営はできず、各種補助金や政府系金融機関からの融資に頼るぐらいし

かできなかった。これがいつまで続くか不明なので政府は引き続き中小企業向け施策を充実させてほしい。 

・with コロナを意識しながらの経営理念の浸透。 

・働き方改革。 

・ネット販売の拡大。 

・経費の見直し・業務の見直し。 

・ＷＥＢ会議＆ミーティングの強化と仕事の見える化。 

・訪問事業が出来ないため、ＴＥＬ訪問しか出来ない状態でした。 

・ネット販売の強化。 

・資金確保・新規販売計画。 

・コロナ禍での経験値を活かして、営業活動効率化（IT 化、Zoom 等の積極活用促進）を進めるとともに社内

での業務効率化を最優先に取組んでいきます。 

・中断していたネット販売を再開するため、現在ネット環境を見直し中。今後ネット販売を対面販売よりも比

率を上げていきたいと思います。 

〇金融・保険 

・顧客のつなぎ止めや顧客に寄り添ってコンサルティングしながらリスクマネジメントをしていき売り上げを

落とさない。 

・販路拡大の準備（ＨＰ作成）。 

・コロナ支援強化（緊急融資支援、相談窓口の設置など）・今後も引き続きコロナ対策を積極的に行い、地域の

中小企業の支援を強化する。 

〇不動産 

・コロナ対応用運営管理スタイルの確立。 

・不動産業者との連携。 

・研修。 

・店舗を本社にまとめ、社員共育とスケジュール管理を行いやすい形態に変えた。今後、人事評価制度を導入

にあたり、一日辺りの労働生産性を細分化し、粗利の出る仕組み作りを行う。 

〇飲食店 

・新規顧客の獲得とリピート率の増加、SNS の活用など。 

・テイクアウト販売。 

・商品のブラッシュアップ・従業員教育。 

〇医療、福祉 

・営業強化。 

・事業規模の適正化。 

・ｺﾛﾅｳｲﾙｽの関連で通院ができない方へ往診による対応を強化。従業員確保における助成金の対応。 

・新規取引先確保のため、県外の企業訪問や産業創造機構のサポートを受け県内の自動車関連企業へ営業を行

った。新規事業取り組みのため情報収集と関連の資格取得を進めていく。 

・新規顧客の獲得。 

・売上の増加、売上増加の為の仕組み作り、今後はサービスの充実により、信頼される事業所を目指したい。 

〇教育・学習支援 

・新たな販路開拓。 

〇（対事業所）サービス業 

・設備投資、評価制度の導入。 

・新規事業への取り組み。 

・時短の推進。 

・社員教育とコミュニケーション強化。 

・コロナ禍によりライフスタイルが大きく変化した。清掃業は社会の環境美化に深く関わる業種である。今お

客様のために出来ることは、衛生管理（特に除菌）について今までにはないサービスを展開すること。社員
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全員でこのサービスを磨き上げていく予定。 

・顧客サービスの強化。 

・情報収集。 

・先進技術の推進。人材確保（新卒）。 

・事業資金の借入、新事業展開のための試運転、経理の可視化、補助金支援事業者登録など。 

〇（対個人）サービス業 

・対個人について効率的な集金業務及びサービスの提供。 

・固定経費の削減。 

・とにかく唯一無二のものづくり。 

・新たな販路の開拓。 

・社員の健康管理、消毒作業など、安全な会社づくり。サービス業なのでお客様にも協力していただき、安全

でゆっくりと葬儀ができるよう、サービス?消毒、検温、マスク（コロナ仕様）の徹底。 

・事業展開のひとつとして、HP の作成にとりくみ。さまざまな発信をし、事業展開に繋げていく。 

・当院の認知活動（宣伝、異業種交流）。今後、ダイエット教室での売り上げ確保。 

〇その他 

・新規受注の確保を強化した。今後は人材の確保、育成に力を入れたい。 

・人材の確保、手持ち資金の確保、従業員、取引先へのコロナ対策、新規開拓。 

 

 

Ⅷ．夏の平均賞与（見込み可）はどれくらい 

○平均 25.3 万円、月数では 1.2 カ月と低下傾向 

夏の賞与支給額は有額回答のあった企業ベース（N=66／回答率 47.1％）でみると平均 25.3 万円でした。回

答の幅は大きく最低１万円から最高 60 万円までのバラつきがあります。１年前の 29 回景況調査で行った昨年

2019 年の夏の平均賞与額は 27.9 万円（N=82／回答率 54.3％）でした。この額と比べ 2.6 万円と約 1 割程度

低下しています。前回 30 回調査の夏のボーナスは 27.1 万円でしたので、低下傾向にあります。 

支給月数についてもみてみると、回答のあった企業ベース（N=64／回答率 45.7％）では平均 1.2 ヵ月でし

た。最低月数は 0.3 カ月分と最高月数は３カ月となっています。金額ベース同様、昨年の夏の調査（29 回）は 

1.3 カ月分（N=84／回答率 55.6％）、前回（30 回）の冬のボーナスは平均 1.3 カ月で、月数も低下傾向にあり

ます。 

今回コロナの状況下で大幅な低下も予想されましたが、会員企業においては、短期的な大きな変化には至っ

ていません。ただし、今後の動向は注視する必要があります。 
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Ⅸ．新型コロナウイルスに関連した支援策で活用した、または活用する予定 

〇活用予定企業は 71.4％で、持続化給付金 30.0％、雇用調整助成金 24.3％ 

 今回、特別項目として新型コロナウイルスに関連した活用支援策（予定）を聞いてみました。まず、グラフ

にある 16 項目の支援策を活用したあるいは活用予定がある企業は 100 社（71.4％）であり、これらに回答が

ないということで、活用策を使っていないと考えられる活用策が不明な企業が 40 社（28.6％）となっていま

す。 

 16 項目について、最も活用が多かったのは、「持続化給付金」と「政府系金融機関の融資制度」で 30.0％、

次いで「セーフティネット保証」25.7％、「雇用調整助成金」20.0％となっています。 
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Ⅹ．新型コロナウイルスの影響で困っている事 

〇主として売り上げ減少や見通しが立たない不安 

 最後に新型コロナウイルスの影響で困っている事を自由記述で書いていただきました。55 企業（39.2％）

（「特になし」等を除く）から回答を頂きました。 

 多くは、突然の売上げ減少や仕事が回復しない先の見えない経営状態に対して、不安が述べられています。

その他として、行政の迅速な対応を求める声や、個人経営の施策が少ないことへの問題も挙げられています。 

 

 

＜業種別コメント一覧＞ 

〇農林水産業 

・鶏卵相場が下落、取引先も減少。 

〇建設業 

・自粛ムードの中、工事発注の低迷。 

・受注の停滞。 

・商談が中止、延期が多い。新規の商談が少ない。 

・今の時点で特にはありませんが、新型コロナウイルス対応が長期戦になり人の気持ちが段々と変化していく

事が怖いかもしれません。 

・事業所、店舗関係の工事が中止・延期となり、今後の売り上げに大きく響いている。 

・既存事業において新規営業の受注難と新規事業においてストップしている営業のスタートの時期が困ってい

ます。 

・営業の仕方が今までと同じで良いのか。SNS 等を使ったやり方に変えてかないといけないのか悩んでいま

す。 

・住宅設備が入手しずらい。 

・営業訪問の自粛。 

・受注の遅れ。 

〇製造業 

・売り上げの低下による資金繰り。 

・製造業における実現可能な有効的な対策。 

・防塵マスクがない。 

・先の見えない市場回復に対して売り上げ見込みが予想できない。 

・客先訪問が困難である。 

〇情報通信業 

・コロナが出る前に決まっていた案件が停滞している状態です。また水害が加わり大変です。 

〇運輸・通信業 

・売り上げが落ちてきている。 

・今後の安定受注の見通しが暗い（販売先からの値下げ要請や同業者間の価格競争）。 

・大幅な売り上げ減少により資金繰りが苦しくなったので緊急融資を受けたが、数年後から予定通り返済でき

るかが不安。 

・仕事がありません。 

〇卸売・小売業 

・祭り、イベントなどの中止・延期が相次ぎ、酒類などの売り上げが落ちている。 

・周りの企業さんがアフターコロナに、少しでも収益が上がり、早く本来の仕事活動に専念できるようになる

事をお祈りしてます。 

・飲食店の売り上げ減少。 

・今ほとんどいなくなった観光地に、お客様がいつ戻ってくるか？そこが全てです。大規模なキャンペーンな

ど期待してます。 

・配達地域が県をまたぐ事。 

・需要の減少。 

・売上減少なので、売上確保のための新規ビジネスの検討中 

・贈答商店ですが、コロナの関係で冠婚葬祭が全て自粛されて、商品が動かなくなった。早く終息してくれな

いと、夏の盆営業が心配である。 

・新規事業のための資金補助。 
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・みんなイライラしている。みんながストレスを抱えている。こんな時こそ、朗らかにしたいのに、朗らか自

体許されない空気感がつらいです。 

・売上減。 

・イベントによる収入が多かったため、ダメージを受けています。 

〇金融・保険 

・お取引先企業の廃業等による取引先減少。 

〇不動産 

・客が少ない。 

・未来が安心できる様に減税等の施策を打ち出して頂きたい。 

〇飲食店 

・とにかく無意味な報道はやめてほしいですね。民放はもう見ませんね。 

・来客数減少。 

・中小企業でない企業への支援策がないため、固定費となる家賃などが大きな負担となる。新型コロナウイル

スが終息しても前年のようにお客様が来店されるか不透明な状況です。今までにない（違った）販売方法が

必要と考えます。 

〇医療、福祉 

・利用者、来客者の制限。 

・マスクや消毒液、手袋などの価格高騰による経費圧迫。換気設備の老朽化による対応困難。 

・受注量の減、感染対策。 

・新規顧客の減少、衛生品の品薄、コロナ対策への経費増。 

・衛生用品の確保、新卒人材確保。 

〇（対事業所）サービス業 

・イベント関係がほぼ中止になっているので本来 4 月から 11 月までが繁忙期で蓄えれていたがそれが出来な

い状況にある。 

・固定費問題。 

・経済が動かない。顧客の資金が不安定になっている。 

・国の施策が多岐にわたり情報が錯綜している。中小企業にとって本当に必要な施策をスピーディーに会員さ

んに届けるため、情報収集に意外と時間が取られている。助成金や補助金に触れる機会が多い者にとっても、

手間がかかるので、日ごろ触れていない方にとっては大変な作業であろうと思われる。 

〇（対個人）サービス業 

・社員間でのコロナに対する考え方の違い。（例えば、マスク着用や、熱が出た時の出社）。 

・会社としての形を成してない。 

・指定管理を受託している佐伯市総合運動公園が通常営業できず、売り上げが激減している。 

・生活費の工面 

〇その他 

・業務の開始時期の遅れに伴う納期までの期間が短くなり、今後の負担が増えること（労働力の確保や労働

時間の過多が不安要素）。 
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Ⅺ．総括提言 

〇コロナ危機は社会をどう変えるか？ 

 前回の景況調査でも、景気後退の予兆はありました。そこに、今回の新型コロナの感染拡大が加わり、これ

まで行ってきた経済活動だけでなく、文化・スポーツ・教育・福祉活動やお祭り・会食といった日常生活を彩

る行為全般に制約がかかっています。この新型コロナの厄介なところは、無症状状態でウイルスを拡散してし

まい感染拡大を広めてしまう特性を持っていることです。早期発見で行動規制によって拡散を広げる手立てが

とられないといけませんが、日本は世界で最も PCR 検査を行わない国に入っています。そのため、正しいデ

ータが入らず、希望的観測に基づいた、誤っているかもしれない対策が取られている可能性があります。 

今回の感染拡大で明らかなことは、都市圏で感染率が高いこと、高齢者や循環器系疾患者に加え、貧困層ほ

ど致死率が高い（イギリスでは富裕層と貧困層で２倍の致死率の差）ことです。致死率が高いアメリカやイギ

リスは貧困層が集住して生活する地域があります。かつ、同国は福祉予算をカットしてきたことで、格差は広

がっているなかで、コロナ禍が襲いました。日本では階層区分による住宅よりも混在型であり、米英の構造は

見えにくいのですが、長年の格差放置がもたらす災厄について我々は理解すべきではないかと考えます。高齢

者や疾患者に貧困層という身体的だけでなく経済的にも弱い立場を中心にコロナの影響は広がります。なかで

も貧困をなくすことこそ経済の役目であるのですが、貧困層を放置してしまうと、コロナはそこを襲っている

としたらコロナ禍の広がりは人災の側面も大きいといえます。 

 

〇科学的データに基づいた冷静な行動への誘導 

一研究者として言えるのは、短期的には感染対策と経済保障を同時に行うしかありません。これは今の政府

もやっているではないかと言われでしょう。しかし、これまで取ってきた政策を検証しながら考えていく必要

はあると考えます。1969 年以来、総定員法により公務員の数は減り続け、人口比最低レベルのマンパワー、経

済対策の実働部隊は特定民間業者に丸投げせざるをえませんでした。1994 年保健所法改正で全国の保健所は

半減してしまい、感染症対策も手が回りませんでした。地域保健事業に関わる保健所勤めの保健師数は都市圏

ほど低くなっています（人口 10 万人あたり島根県 41.1 人、大分 30.5 人、東京都 11.4 人：2015 年）。また、

特定給付金は日本の世帯主を中心とした理念型家族を念頭において設計され、DV におびえる母子や親からの

虐待を受ける若者には行き渡っていません。 

非日常時の公共サービスのあり方、家族のあり方について、転換が必要なのかもしれません。これまでのリ

ーマンショックのような経済現象とは明らかに異なり、人々の考え方も大きく変えてしまう可能性を持ってい

ます。７月 31 日の WHO の会見ではウイルス抗体を持っている人が少なく、影響は数十年単位で続くとも言

われています。現在、日本ではまだ感染者は多くはありませんが、弱者により重くのしかかるコロナであり、

思い切って経済のあり方を考え直す時にきているかもしれません。次の社会構想がないため、政府の失敗を前

提に市場・民間にウエイトを置きました。しかし、コロナ禍はそうではなく、歓迎はしませんが、台湾で成功

している個人の行動を追跡・管理できる型社会なのかもしれません。ただ、自粛ムードや同調圧力のような雰

囲気に流される陰湿な社会と比べると、科学的データに基づいて民主的討論をふまえた行動制約はありだと考

えます。その上でのビジネス展開とは何かを考えていく必要があります。 

 

〇社会実験をふまえて、社員と一緒に仕事の方向性を考える－創造力と未来を創る責任感 

この間、われわれは社会実験をいくつもやってきています。１つは、学校の休校です。これにより、子ども

が家にいることになりました。共働きが多数派になっている日本においては専業主婦や祖父母がいない家では

混乱が起きました。学校という機能がいかに重要かということが分かった反面、親だけで子育てすることが難

しい経済になっており、これをどこで誰が担っていくのかという点を構想していかないといけません。 

もう１つはテレワークです。今回、「テレワークに関する支援」は 4.3％とコロナの発生が少なく、当然の結

果ではありますが、オンラインを活用した社会経済のあり方は加速度的に進みます。全国的にはテレワーク実

施率は 5 月時点で 31.5％、７月は 20.2％と低下していますが、テレワークの満足度は上がっています（日本生

産性本部）。仕事と生活を一体化していくことがオンラインで可能になっています。もちろん、ここには情報格

差の問題は出てきますが、スマホの操作感覚でオンライン労働可能になっており、その点の問題はかなり克服

できると考えています。 

学校・家族を補完する機能、オンライン活用への支援、そして低所得層への支援がコロナ禍では見えていま

す。一企業の経営をみた時には、リアル経済の抑制により、それも「見通し」がつかないなかで、まさに「危

機」にあります。実はコロナ禍は短期的に経済活動を制約しましたが、二酸化炭素の排出問題にみられる地球

温暖化は、あと何十年かで経済のあり方を根本から変えていかないこと、次代に大きなツケを回すことになり

ます。東大で経済史を教える小野塚知二は『世界』７月号でわれわれの地球が 70 億人まで人口が増加できた
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のは化学製品を大量に生み出した原料革命の結果であるとしています。しかしその「豊かな」経済は、温暖化、

環境破壊を引き起こし、今後の人類が存続できないようにし、経済活動を切り替えていくには、次代を創造す

る責任感が必要としています。巨大遺跡で有名なイースター島は森林資源の枯渇によりモアイ像が作れなくな

り、小さな島に点在していったことが最近の研究で明らかになっているそうです。 

みなさんの企業は、これまで幾度もの不況や困難を乗り越えてきたと想像します。そこには次を拓く責任感

があり、創造力を働かしていたはずです。今回のコロナ禍は人類にとっていろいろなことを教えています。今

こそ、多様な生活を可能にし、企業へのかかわりが多様な公私統合的に働くことが可能な企業、生活環境だけ

でなく地球環境にも優しい企業を目指す時代になったのかもしれません。 

中小企業家同友会では長年、労使のコミュニケーションに力を入れてきました。まずは、仕事が続ける想像

力と未来を創る責任感をリーダーたちがまずは持つことです。そのうえで、ともに働く社員とそのことを共有

していく労使コミュニケーションを丁寧に行うことで、コロナ禍を「人間万事塞翁が馬」とすることが期待で

きます。創造力と責任感が次代を担うキーワードと考えています。 

 

 最後に、７月 31 日のニュースでは厚生労働省が米ファイザー社と来年１月から６月にかけて 6000 万人分

のワクチン供給を受ける契約に合意したとあります。ワクチン開発が通常 1.5 年ほどかかるなかでの異例のス

ピードです。しかし、新型コロナウイルスの更なる新型の登場は否定できませんし、環境問題は待ってはくれ

ません。７月からはようやくレジ袋が有料化され、マイバック化が進むようになりました。こうした流れのな

かで、働き方や暮らし方、そして経営のあり方に関して、創造力と責任感をもって考えるリーダーシップが求

められているのではないでしょうか。 
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