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はじめに 

中国の湖北省武漢市を中心に発生し、世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症（COVID-

19）の影響が全国的な広がりをみせている。すでに大規模イベントの中止や商業施設の営業時間

短縮、テレワーク・時差出勤などが各地で行われている。さらに、全国の小中学校や高校、特別支

援学校の臨時休校など、国民生活だけでなく、経済活動にも大きな影響を及ぼし始めている。 

帝国データバンクは、新型コロナウイルス感染症に対する企業の見解について調査を実施した。

本調査は、TDB 景気動向調査 2020 年 2 月調査とともに行った。調査期間は 2020 年 2 月 14 日～29

日、調査対象は神奈川県内所在の 1,086 社で、有効回答企業数は 469 社（回答率 43.2％）。 

 
 

調査結果（要旨） 
 
1.新型コロナウイルス感染症による自社

の業績への影響、『マイナスの影響があ

る』と見込む企業は 2020 年 2 月末時点

で 65.5％。内訳をみると、「既にマイナ

スの影響がある」が 31.1％、「今後マイ

ナスの影響がある」が 34.3％となった。

「影響はない」とする企業は 13.6％だっ

た一方で、『プラスの影響がある』（「既に

プラスの影響がある」と「今後プラスの

影響がある」の合計）と見込む企業は

1.1％にとどまった 

 

2.『マイナスの影響がある』と見込む企業

を業界別にみると、『運輸・倉庫』が

88.5％と突出して高く、さらに『卸売』

（73.5％）が続いた。以下、『製造』

（68.0％）、『金融』（66.7％）、『サービス』

（62.2％）が 6 割台で続いた 

 

 

特別企画 ： 新型コロナウイルス感染症に対する神奈川県内企業の意識調査 

県内企業の 3割超、2 月末時点で「既にマイナスの影響」 

～ 業界別では、「運輸・倉庫」の 6 割超で「既にマイナスの影響」 ～ 

新型コロナウイルス感染症による業績への影響 
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19.8％
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■新型コロナウイルス感染症による業績への影響
（構成比％、カッコ内社数）

1.1 (5) 0.4 (2) 0.6 (3) 13.6 (64) 65.5 (307) 31.1 (146) 34.3 (161) 19.8 (93) 100.0 (469)

1.5 (1) 1.5 (1) 0.0 (0) 16.4 (11) 59.7 (40) 28.4 (19) 31.3 (21) 22.4 (15) 100.0 (67)

1.0 (4) 0.2 (1) 0.7 (3) 13.2 (53) 66.4 (267) 31.6 (127) 34.8 (140) 19.4 (78) 100.0 (402)

うち小規模 2.5 (4) 0.6 (1) 1.9 (3) 17.7 (28) 58.9 (93) 23.4 (37) 35.4 (56) 20.9 (33) 100.0 (158)

― (0) ― (0) ― (0) ― (0) ― (0) ― (0) ― (0) ― (0) ― (0)

0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 66.7 (4) 0.0 (0) 66.7 (4) 33.3 (2) 100.0 (6)

0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 25.0 (20) 53.8 (43) 21.3 (17) 32.5 (26) 21.3 (17) 100.0 (80)

0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 24.1 (7) 58.6 (17) 17.2 (5) 41.4 (12) 17.2 (5) 100.0 (29)

2.5 (3) 0.8 (1) 1.6 (2) 9.8 (12) 68.0 (83) 31.1 (38) 36.9 (45) 19.7 (24) 100.0 (122)

0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 4.1 (4) 73.5 (72) 37.8 (37) 35.7 (35) 22.4 (22) 100.0 (98)

11.1 (1) 11.1 (1) 0.0 (0) 22.2 (2) 33.3 (3) 22.2 (2) 11.1 (1) 33.3 (3) 100.0 (9)

3.8 (1) 0.0 (0) 3.8 (1) 7.7 (2) 88.5 (23) 57.7 (15) 30.8 (8) 0.0 (0) 100.0 (26)

0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 17.3 (17) 62.2 (61) 32.7 (32) 29.6 (29) 20.4 (20) 100.0 (98)

0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 100.0 (1) 0.0 (0) 100.0 (1) 0.0 (0) 100.0 (1)

注1：網掛けは、全体以上を表す

注2：母数は、有効回答企業469社
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1. 65.5％の企業が「マイナスの影響」見込む 
 

新型コロナウイルス感染症により自社

の業績にどのような影響があるか尋ねた

ところ、『マイナスの影響がある』（「既にマ

イナスの影響がある」と「今後マイナスの

影響がある」の合計）と見込む企業は 2020

年 2 月末時点で 65.5％となった。内訳は、

「既にマイナスの影響がある」が 31.1％、

「今後マイナスの影響がある」が 34.3％と

なった。他方、「影響はない」とする企業は

13.6％となったほか、『プラスの影響があ

る』（「既にプラスの影響がある」と「今後

プラスの影響がある」の合計）と見込む企

業は 1.1％にとどまった。 

『マイナスの影響がある』と見込む企業

を業界別にみると、『運輸・倉庫』が 88.5％

と突出して高く、さらに『卸売』（73.5％）

が続いた。以下、『製造』（68.0％）、『金融』（66.7％）、『サービス』（62.2％）が 6 割台で続いた。 

また、マイナスの影響を最も高く見込む『運輸・倉庫』では、企業の 57.7％で既にマイナスの

影響が出ていた。このほか、今後の悪影響を見込む企業が『金融』（66.7％）、『不動産』（41.4％）、

『製造』（36.9％）などで多く、先行きを懸念している様子がうかがえる。 
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【 内容に関する問い合わせ先 】 

（株）帝国データバンク 横浜支店 情報部  

内藤 修 

 TEL 045-641-0380  FAX 045-641-2555 

e-mail osamu.naitou@mail.tdb.co.jp 

 県内企業の声  

 

・今期中は特に影響は見込まれないが、来期は全く不透明 （建設） 

・海外出張の制限がかかり、海外のお客様へのサービスが提供できない （機械製造） 

・自社商品は集会での利用が多く、自粛傾向が強まれば影響は免れない （飲食料品・飼料製造） 

・輸入原料がすでに停滞し、品不足が発生している （飲食料品卸売） 

・中国で生産依頼している商品の納品が、今期末に間に合わない事象が発生 （機械・器具卸売） 

・中国工場からの製品が入荷しない事態が起きている （機械・器具卸売） 

・住宅機器、設備機器等の材料入荷で影響が出始めている （建材・家具、窯業・土石製品卸売） 

・対面販売であるため、商談のアポイントが取りにくくなっている （自動車・同部品小売） 

・中国への輸出入貨物が激減しており、担当者への『休業指示』も検討中 （運輸・倉庫） 

・自動車部品などを扱う荷主からの荷量が減る可能性がある （運輸・倉庫） 

・景気悪化は明らかなので、銀行の不良債権が増え、与信費用が増える （金融） 

・出張延期、部品供給遅延があり、売上に影響している （人材派遣・紹介） 

・パソコン発注後の納品日が遅れている （情報サービス業） 

 

 

まとめ 

2 月中旬から月末にかけて実施した今回の調査によると、6 割超の県内企業で新型コロナウイル

ス感染症により業績にマイナスの影響があると見込み、このうち 3 割超の企業が「既にマイナス

の影響」が出ている実態が明らかになった。感染拡大やヒト・モノの移動が制限されるなか、日を

追うごとに企業を取り巻く状況は悪化している。中国からの輸出入が滞り、部材や製品などが不

足する事態が起き、『運輸・倉庫』や『卸売』など幅広い業界に影響が及んでいる。今後は、商品・

製品未入荷の継続や消費マインドの低下などによる悪影響も見込まれ、幅広い業種で関連倒産の

発生が相次ぐ事態も想定される。 
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