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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   ■新型コロナウイルス感染症による業績への影響 

している新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-19）

の影響が全国的な拡がりをみせている。既に大規模イ

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、特別支援学校に対する臨時休校

の要請など、国民生活だけでなく、経済活動にも大き

な影響を及ぼすと考えられる。 

そこで、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～2020 年 2 月 29 日。調査対象は広島県に本社を置く企業が 484

社で、有効回答企業数は 235 社（回答率 48.6％）。 

 

特別企画： 広島県 新型コロナウイルス感染症に対する企業の意識調査 

（2020 年 2 月末時点） 

「業績へマイナスの影響ある」が 6 割近くに達する 

～3月以降、さらに拡がる可能性高まる～ 

調査結果（要旨） 

１．新型コロナウイルス感染症による業績への影響、「マイナスの影響がある」が 59.6％。 

  「既にマイナスの影響がある」は 31.1％、「今後マイナスの影響がある」は 28.5％ 

２．「マイナスの影響がある」、規模別では『大企業』が 73.9％、『中小企業』は 56.1％。 

  『大企業』が『中小企業』より 17.8 ポイントも高く 

３．「マイナスの影響がある」、業種別では『卸売』『小売』が各 69.2％で最も高く、『運輸・

倉庫』が 61.5％、『製造』が 61.3％で続く。最も低かったのは『建設』の 42.3％ 

プラスの影響

がある

2.1％

影響はない

19.6％

マイナスの

影響がある

59.6％

分からない

18.7％

注：母数は、有効回答企業235社
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『6 割近くの企業でマイナスの影響、既に影響あるは 3割超える』 

新型コロナウイルス感染症により自社の業績にどのよ ■新型コロナウイルス感染症による業績への影響 

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）と回答した企業は 235 社中 140 社、

構成比 59.6％となり 6 割近くに達した。内訳は、「既に

マイナスの影響がある」が 31.1％（73 社）、「今後マイナ

スの影響がある」が 28.5％（67 社）となった。一方、「影

響はない」とする企業は 19.6％（46 社）だったほか、「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）と回答した企業は 2.1％

（5 社）にとどまった。なお、「分からない」は 18.7％（44 社）だった。 

「マイナスの影響がある」と回答した企業を、規模別にみると、『大企業』が 73.9％（34 社）、

『中小企業』が 56.1％（106 社）、うち『小規模企業』が 47.1％（24 社）だった。『大企業』が『中

小企業』より 17.8 ポイントも高かった。業種別（母数 10 社以上）にみると、『卸売』（45 社）と

『小売』（9 社）が各 69.2％で最も高く、『運輸・倉庫』が 61.5％（8 社）、『製造』が 61.3％（49

社）で続いた。最も低かったのは『建設』の 42.3％（11 社）だった。また、「既にマイナスの影響

がある」と回答した企業では、『小売』が 38.5％（5 社）で最も高く、『卸売』が 36.9％（24 社）、

『製造』が 33.8％（27 社）で続いた。 

「影響はない」と回答した企業を、規模別にみると、『大企業』が 15.2％（7 社）、『中小企業』

が 20.6％（39 社）、うち『小規模企業』が 23.5％（12 社）だった。『中小企業』が『大企業』より

5.4 ポイント高かった。業種別（母数 10 社以上）にみると、『サービス』が 32.1％（9 社）で最も

高く、『運輸・倉庫』が 23.1％（3 社）で続いた。 

プラスの影響

がある

2.1％

影響はない

19.6％

マイナスの

影響がある

59.6％

分からない

18.7％

注：母数は、有効回答企業235社

既にマイナスの

影響がある

31.1％

今後マイナスの

影響がある

28.5％

■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）

2.1 (5) 0.4 (1) 1.7 (4) 19.6 (46) 59.6 (140) 31.1 (73) 28.5 (67) 18.7 (44) 100.0 (235)

2.2 (1) 0.0 (0) 2.2 (1) 15.2 (7) 73.9 (34) 52.2 (24) 21.7 (10) 8.7 (4) 100.0 (46)

2.1 (4) 0.5 (1) 1.6 (3) 20.6 (39) 56.1 (106) 25.9 (49) 30.2 (57) 21.2 (40) 100.0 (189)

うち小規模 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 23.5 (12) 47.1 (24) 21.6 (11) 25.5 (13) 29.4 (15) 100.0 (51)

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

0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 50.0 (1) 0.0 (0) 50.0 (1) 50.0 (1) 100.0 (2)

3.8 (1) 0.0 (0) 3.8 (1) 19.2 (5) 42.3 (11) 19.2 (5) 23.1 (6) 34.6 (9) 100.0 (26)

0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 28.6 (2) 42.9 (3) 28.6 (2) 14.3 (1) 28.6 (2) 100.0 (7)

1.3 (1) 0.0 (0) 1.3 (1) 18.8 (15) 61.3 (49) 33.8 (27) 27.5 (22) 18.8 (15) 100.0 (80)

3.1 (2) 1.5 (1) 1.5 (1) 15.4 (10) 69.2 (45) 36.9 (24) 32.3 (21) 12.3 (8) 100.0 (65)

7.7 (1) 0.0 (0) 7.7 (1) 15.4 (2) 69.2 (9) 38.5 (5) 30.8 (4) 7.7 (1) 100.0 (13)

0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 23.1 (3) 61.5 (8) 15.4 (2) 46.2 (6) 15.4 (2) 100.0 (13)

0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 32.1 (9) 46.4 (13) 25.0 (7) 21.4 (6) 21.4 (6) 100.0 (28)

注1：網掛けは、広島以上を表す

注2：母数は、有効回答企業235社

合計

金融

建設

広島

大企業

農・林・水産

中小企業

プラスの

影響がある 既にプラスの

影響がある

今後プラスの

影響がある

既にマイナスの

影響がある

今後マイナスの

影響がある

マイナスの

影響がある
影響はない 分からない

不動産

製造

卸売

小売

運輸・倉庫

サービス
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まとめ 

2 月中旬～月末にかけて実施した今回の調査で、新型コロナウイルス感染症により「既に自社の

業績にマイナスの影響がある」と回答した企業は 31.1％となり、「今後マイナスの影響がある」と

回答した企業の 28.5％とあわせて 59.6％と約 6 割の企業がマイナスの影響があると回答した。 

「マイナスの影響がある」と回答した企業を規模別でみると、『大企業』が 73.9％、『中小企業』

が 56.1％となり、『大企業』が『中小企業』よりも 17.8 ポイントも高かった。業種別でみると、

『卸売』『小売』が各 69.2％で最も高く、「既にマイナスの影響がある」と回答した企業では『小

売』が 38.5％で最も高かった。3 月に入ってからも新型コロナウイルスによる感染症拡大は続い

ており、終息時期が見通せない中で今後マイナスの影響が出る企業は確実に増えるだろう。 

 

【企業からの声】 

・高齢者の雇用が多いため、地方まで感染が拡大しないでほしい    （メンテナンス・警備） 

・参加を予定していたイベントが中止になるなど採用活動に既に大きな影響が出ている。今後、

罹患した社員が出た場合、現場の工事が止まり、工期が遅れる恐れがある      （建設） 

・流行のピークアウトと収束時期が最大の関心事である            （運輸・倉庫) 

・中国との輸出入に依存している業者と取引しているので影響はある         （鉄鋼卸） 

・一部生産の減産に入っている                     （輸送用機器製造） 

・中国の生産工場の稼働の目処が立たず、国内在庫だけでは不足懸念があり、その対応に苦慮し

ている                                  （食品製造） 

・企業の転勤事情に影響が出ているとみられ、その影響が当社へも及んでいる    （不動産） 

・販売予定の機械を購入できなかったり、注文した部品が入荷しなかったりしている （不動産） 

・中国工場の生産が一部停止または全停止で発注品の納期が遅れている。少しずつ再開に動いて

いるが、物流を含めて遅延はすぐに解消されないもよう             （機械卸） 

・中国からの来店客が激減し、売り上げに大きな影響が出ている       （専門商品小売） 

・お客様の設備投資意欲がなくなり、受注が減少する可能性がある          （建設） 

・取引先に食品メーカーがあり、中国からの原料入荷が困難となる可能性がある （運輸・倉庫） 

・会合での予約がキャンセルになった                      （飲食店） 

・集団で集まる行事の中止が続き、業務日程に変動が生じている       （専門サービス） 

・当社社員で罹患している人はいないので影響はない               （食品卸） 

 

 

 

 

 

【内容に関する問い合わせ先】 

株式会社帝国データバンク 広島支店 担当：藤井 松岡 

TEL：082-247-5930  FAX：082-249-1242 

当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。 

当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。 

著作権法の範囲内でご利用いただき、私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます。 


