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令和３年度 小規模事業者地域経済動向調査 調査表 
調査実施年月 2021年 8月 

犬山商工会議所 

 

 

 

 

貴社（事業所）の概要 
貴社（事業所）の概要についてご記入、もしくは該当する番号に〇を付けてください。 

会社名 
 

 
代表者名  

代表者年齢 
1．10 歳代 

5．50 歳代 

2．20 歳代 

6．60 歳代 

3．30 歳代 

7．70 歳代以上 

4．40 歳代   

 

事業形態 1.法人 2.個人事業主   

所在地 
1．城下町地区 2．犬山駅周辺地区 3．橋爪・五郎丸・上野・上坂町・内田地区 

4．城東・栗栖地区 5．羽黒・池野地区 6．楽田地区 7．市外 

業種 
（主たる業種１つに〇を 

付けてください） 

1．製造業・加工業 2．建設業・設備業 3．卸売業、小売業  

4．生活関連サービス業、娯楽業・教育、学習支援業  

5．宿泊業、飲食サービス業 6．その他 

主要商品 

（品目・サービス・加工内容） 

記述例：「自動車部品（ネジ）製造業」、「洋食（スパゲティ）レストラン」、「婦人服販売業」、「理美容業」等 

売上規模 

※創業間もない場合は 

年間換算してお考えください 

1．500 万円未満 2．500～1,000 万円未満 3．1,000～3,000 万円未満 

4．3,000～5,000 万円未満 5．5,000 万～1 億円未満 6．1～3 億円未満 

7．3 億円以上   

従業員数 

※家族役員、家族従業員、 

常用パート・アルバイトを除く 

1．0 人 2．1～3 人 3．4～5 人 4．6～10 人 

5．11～20 人 6．21～100 人 7．101 人以上  

 

景況感について 
【問１】昨年の今頃と比べた現在の経営環境等の状況、次期（先行き）をどのようにお考えですか。 

それぞれ 1 つずつ選択して好転、不変、若しくは悪化のいずれか該当する項目に☑を付けてください。 

（補 足）今期は「2021 年〇月～〇月」、次期は「2022 年〇月～〇月」とします。 

１.業況 
（１）今期（前年同期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

（２）次期の先行き見通し（今期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

２.売上高 
（１）今期（前年同期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

（２）次期の先行き見通し（今期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

３.採算（経常利益） 
（１）今期（前年同期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

（２）次期の先行き見通し（今期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

４.仕入単価 
（１）今期（前年同期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

（２）次期の先行き見通し（今期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

５.販売単価 
（１）今期（前年同期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

（２）次期の先行き見通し（今期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

６．顧客数 
（１）今期（前年同期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

（２）次期の先行き見通し（今期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

平素は、当会議所活動に格別のご支援ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。 

さて当会議所では、現在小規模事業者を対象に各種伴走型支援に取り組んでいるところであります。 

今後もより有効な施策等の情報を提供し、適正かつ効果的な支援を実施するためには、当地域の 

中小・小規模事業の経営状況等を定期的に把握することが何より必要不可欠であります。 

つきましては、新型コロナウイルス感染症拡大による市内経済への影響を含む、経営の実態等をお聞

かせいただきたく下記によりアンケートを実施しますので、ご多用中誠に恐縮ですが、必要事項をご

記入のうえ、令和３年９月１０日（金）までにFAX（0568-61-3986）または当所窓口にご提出いただ

きますようご協力をお願い申し上げます。 

WEBでの回答をされる場合は、右記ＱＲコードを、ＰＣでは下記URLより起動できますので、回答画面

にお進いただきますようお願い申し上げます。尚、WEBでの回答に掛かる所要時間は15分程度です。 

Google フォーム  https://forms.gle/GGTfq51TdzvM8aA79 

ＷＥＢ回答用 

ＱＲコード 
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７.資金繰り 
（１）今期（前年同期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

（２）次期の先行き見通し（今期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

８．取引条件 

（納期/支払条件） 

（１）今期（前年同期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

（２）次期の先行き見通し（今期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

９．在庫 
（１）今期（前年同期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

（２）次期の先行き見通し（今期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

１０．設備 
（１）今期（前年同期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

（２）次期の先行き見通し（今期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

１１.従業員数 
（１）今期（前年同期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

（２）次期の先行き見通し（今期と比較して） □好転 □不変 □悪化 

 

新型コロナウイルス感染症について 
【問２】新型コロナウイルス感染症の経営への影響について、当てはまるものを１つ選択し、該当する番号に〇を付けてくだ

さい。 

1．影響が継続している 2．影響が出たが、すでに収束した 

3．現時点で影響は出ていないが、今後影響が出る可能性がある 4．現時点で影響は出ていないし、今後も影響が出る可能性は少ない 

 

【問３】現在、貴社で実施または検討している取組について、当てはまるものを以下より最大３つまで選択し、該当する番号

に〇を付けてください。（複数回答可） 

1．既存商品・サービスの見直し 2．新商品・サービスの開発・提供 

3．ペーパーレス化、オンライン受注 4．業務効率化ツールの導入、AI・データ活用等 

5．テレワークの実施  

6．インフラ環境の整備（情報通信環境の整備、社内ルールの整備、会議・研修のオンライン化等） 

7．既存オフィス等の縮小・移転 8．サプライチェーンの再編 

9．人員削減（従業員・役員の削減、新規採用の抑制等） 10．財務基盤の強化（資本の増強等） 

11．他社との提携・統合を通じた事業の規模拡大・多角化 12．他社への事業の一部譲渡等による規模の縮小 

13．事業の休廃業 14．その他（                   ） 

15．特に取組はない 16．分からない 

 

【問４】新型コロナウイルスに関連した国による支援策について、お聞きします。 

貴社で昨年４月から今日までに利用された支援策に関して、該当する項目を選択してください。（利用した場合は、

「満足」「普通」「不満」のいずれかの評価を、利用していない場合は「利用なし」に☑を付けてください。） 

 

支援策 【評価】(利用した場合)  

政府系金融機関からの融資 □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

民間金融機関からの信用保証付融資 □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

各種融資制度（有利子制度） □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

債務の借換、借入条件変更支援 □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

雇用調整助成金 □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

持続化給付金 □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

家賃支援給付金 □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

一時支援金・月次支援金 □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

小規模事業者持続化補助金 □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

ＩＴ補助金 □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

事業再構築補助金 □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

納税猶予・納付期限の延長 □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

社会保険料の猶予制度 □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

公共料金の支払猶予 □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

犬山商工会議所への経営相談 □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

その他支援機関等への経営相談 □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

その他の支援策（            ） □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 

支援施策は利用していない □満足 □普通（どちらともいえない） □不満 □利用なし 
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事業の将来性について 
【問５】主要事業の現在の市場環境について、当てはまるものを１つ選択し、該当する番号に〇を付けてください。 

1．市場は拡大している 2．市場は横ばい 3．市場は縮小している 4．わからない 

 

【問６】主要事業の将来性（5 年先）について、当てはまるものを１つ選択し、該当する番号に〇を付けてください。 

1.今後は（も）事業の拡大

が期待できる 

2．事業の維持・継続は 

できる 

3．事業の縮小が見込まれる 4．わからない 

 

【問７】今後の事業展開について、当てはまるものを１つ選択し、該当する番号に〇を付けてください。 

1．現在の事業内容を軸に継続していきたい 2．現在の事業内容に関連した新たな事業分野へ進出・転換

していきたい 

3．現在の事業内容とは全く異なる領域の事業分野へ進出・

転換していきたい 

4．わからない 

 

【問８】今後の事業展開について、考えていることをご記入ください。 
記述例：「新商品○○を試作中で、３年後を目処に販売を開始したい」、「２年後に息子が専従者になるのを契機に２号店を開店したい」など 

 

 

経営上の問題点／課題 
【問９】現在の経営上の問題点/課題は何ですか。当てはまるものを上位３つまで選択し、該当する番号に〇を付けてくだ 

さい。 

1．売上高の低迷（民間需要の減退による） 2. 売上高の低迷（公的需要の減退による） 

3．取引先（国内）からの受注減 4．取引先（海外）からの受注減 

5．原材料費・燃料費の高騰・仕入価格の上昇 6．資金繰り（商品開発、設備投資等経営の強化のため） 

7．資金繰り（運転資金等経営の安定のため） 8．人件費の上昇 

9．人手不足 10．熟練技能者・高度人材の高齢化／技能後継者の不足 

11．働き方改革への対応 12．生産能力（設備）の不足・老朽化 

13．新商品・サービスの開発 14．営業・販売体制の強化、販路拡大 

15．事業の承継 16．海外への事業展開 

17．海外事業の縮小・撤退 18．新型コロナウイルス感染症対策に係る経費の増大 

19．その他（              ） 20．特にない 

 

【問１０】問９で選択したものの中から経営上の課題対策について「取組んでいる」または、「取組みを検討している」 

ことを具体的にご記入ください。また、実施するにあたり困っていることを具体的にご記入ください。 

取組んでいる具体的な内容 困っていること 

記述例：販売促進・販路開拓 

 

記述例：自社 HP に EC サイトを開設する方法 

 

 

【問１１】貴社における今後の労働時間の削減について当てはまるものをすべて選択し、該当する番号に〇を付けてくだ  

さい。（複数回答可） 

1．所定労働時間、勤務時間制度の見直し 2．年次有給休暇の取得促進に向けた環境の整備 

3．勤怠管理の IT 化 4，設備投資による生産性の向上 

5．能力開発に関する制度の導入 6．就業規則の新設または見直し 

7．労働時間の削減予定はない（実施済を含む） 8．具体的な対策が分からない  

9．対象となる従業員は無い （問１２は無回答とし問１３に進んでください） 

 

【問１２】貴社における今後の賃金引上げ予定の有無とその理由についてお聞きします。 

（１）今後の賃金引上げの予定について当てはまるものをすべて選択し、該当する番号に〇を付けてください。 

（複数回答可） 

1．定期昇給の実施 2．ベースアップの実施 3．賞与、一時金の新設・増額 4．手当の新設・増額 2-1 へ 

5．賃金等を引上げる予定はない 6．賃金を下げることも有り得る 7．分からない 2-2 へ 
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ご協力ありがとうございました 
 

（2-1）（１）にて 1～4 を回答した方（賃金を引上げる予定のある方）へお聞きします。 

賃金等を引上げる理由について当てはまるものすべて選択し、該当する番号に〇を付けてください。（複数回答可） 

1．従業員の待遇改善のため 2．自社の業績向上分を従業員に還元するため 3．人材の確保のため 

4．物価の動向に合わせるため 5．同業他社の賃金動向に合わせるため 6．その他（          ） 

 

（2-2）（１）にて 5～7 を回答した方（賃金を引上げる予定のない方・分からない方）へお聞きします。 

賃金等を引上げない理由について当てはまるものすべて選択し、該当する番号に〇を付けてください。（複数回答可） 

1．景気見通しが不透明なため 2．自社の業績が低迷しているため 3．設備投資を優先するため 

4．原材料費の高騰により、利益が圧迫されているため 5．製品・技術等開発、新事業展開（海外進出含む）のため 

6．同業他社の賃金動向を見て必要がないと判断したため 7．その他（                    ） 

 

事業承継 
【問１３】事業承継について、お聞きします。後継者について、当てはまるものを１つ選択し、該当する番号に〇を付けてく

ださい。 

1．後継者がいる 2．後継者はいないが、後継者候補がいる 

3．後継者候補を探している（探すことにしている） 4．事業譲渡を検討している 

5．今の事業は自分の代限りになると感じている 6．まだ考えていない 

 

【問１４】（問１３で 1.2.もしくは 3.に○を付けた方にお聞きします。） 

事業承継にあたっての課題について、当てはまるものを上位２つを選択し、該当する番号に〇を付けてください。 

1．自社の経営理念・方針の維持 2．自社株式の承継 3．相続税・贈与税 

4．取引先との関係 5．従業員の待遇 6．後継者の性格・資質 

 

【問１５】当所に事業承継の支援を希望するかお聞きします。当てはまるものを１つ選択し、該当する番号に〇を付けてくだ

さい。 

1．支援を受けたい 2．支援内容によっては検討したい 3．今は支援を考えていない 

4．既に相談先が決まっている（差し支えなければその相談先：                         ） 

 

【問１６】貴事業所では犬山商工会議所に望む経営支援事業などはどれですか？ 

該当する番号すべてに〇を付けて、対するご意見はカッコ内にご記入をお願いします。 

項目 ご意見 

１.金融・財務相談 （                              ） 

２.販売促進支援 （                              ） 

３.補助金申請支援 （                              ） 

４.人脈づくり・異業種交流支援 （                              ） 

５.人材育成・事業承継支援 （                              ） 

６.雇用支援 （                              ） 

７.地域活性化（まちづくり・観光振興） （                              ） 

８.事業計画策定支援 （                              ） 

９.BCP 策定支援 （                              ） 

１０.消費税転嫁対策 （                              ） 

１１.その他（上記に該当しないもの） （                              ） 

 

【問１７】当所へのご意見ご要望等ございましたらご記入ください。（自由記入） 

 

 
お問い合わせ先：犬山商工会議所 中小企業相談所 

  電話番号：０５６８－６２－５２３３    

  Ｆａｘ番号：０５６８－６１－３９８６    


