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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。調査対象は中国地方に本社を置く企業 1245

社で、有効回答企業数は 596 社（回答率 47.9％）。 

 

特別企画： 中国地方 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 60.2％。 

  「既にマイナスの影響がある」は 28.4％、「今後マイナスの影響がある」は 31.9％ 

２．「マイナスの影響がある」、規模別では『大企業』が 72.7％、『中小企業』は 57.7％。 

  『大企業』が『中小企業』より 15.0 ポイントも高く 

３．「マイナスの影響がある」、業種別では『運輸・倉庫』が 75.0％で最も高く、『卸売』が

67.1％、『小売』が 64.7％で続く。最も低かったのは『建設』の 43.7％ 
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分からない
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注：母数は有効回答企業596社
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『6 割の企業でマイナスの影響、既に影響あるは 3割近くに』 

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 596 社中 359 社

で、構成比 60.2％となり 6 割に達した。内訳は、「既に

マイナスの影響がある」が 28.4％（169 社）、「今後マイ

ナスの影響がある」が 31.9％（190 社）となった。一方、

「影響はない」とする企業は 18.5％（110 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 1.7％（10 社）にとどまった。なお、「分からない」は 19.6％（117 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 72.7％（72 社）、

『中小企業』が 57.7％（287 社）、うち『小規模企業』が 50.0％（71 社）だった。『大企業』が『中

小企業』より 15.0 ポイントも高かった。業種別（母数 10 社以上）にみると、『運輸・倉庫』が

75.0％（21 社）で最も高く、『卸売』が 67.1％（106 社）、『小売』が 64.7％（22 社）で続いた。

最も低かったのは『建設』の 43.7％（38 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、『卸売』が 34.8％（55 社）で最も高く、『運輸・倉庫』が 32.1％（9 社）、『製造』

が 30.5％（60 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 14.1％（14 社）、『中小企業』

が 19.3％（96 社）、うち『小規模企業』が 23.9％（34 社）だった。『中小企業』が『大企業』より

5.2 ポイント高かった。業種別（母数 10 社以上）にみると、『不動産』が 33.3％（4 社）で最も高

く、『サービス』が 28.2％（20 社）で続いた。 

プラスの影響

がある

1.7％

影響はない

18.5％

マイナスの

影響がある

60.2％

分からない

19.6％

注：母数は有効回答企業596社

既にマイナスの

影響がある

28.4％

今後マイナス

の影響がある

31.9％

■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）

1.7 (10) 0.5 (3) 1.2 (7) 18.5 (110) 60.2 (359) 28.4 (169) 31.9 (190) 19.6 (117) 100.0 (596)

1.0 (1) 0.0 (0) 1.0 (1) 14.1 (14) 72.7 (72) 39.4 (39) 33.3 (33) 12.1 (12) 100.0 (99)

1.8 (9) 0.6 (3) 1.2 (6) 19.3 (96) 57.7 (287) 26.2 (130) 31.6 (157) 21.1 (105) 100.0 (497)

うち小規模 2.1 (3) 0.7 (1) 1.4 (2) 23.9 (34) 50.0 (71) 21.8 (31) 28.2 (40) 23.9 (34) 100.0 (142)

0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 33.3 (1) 66.7 (2) 33.3 (1) 33.3 (1) 0.0 (0) 100.0 (3)

0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 50.0 (2) 25.0 (1) 0.0 (0) 25.0 (1) 25.0 (1) 100.0 (4)

3.4 (3) 1.1 (1) 2.3 (2) 26.4 (23) 43.7 (38) 16.1 (14) 27.6 (24) 26.4 (23) 100.0 (87)

0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 33.3 (4) 50.0 (6) 16.7 (2) 33.3 (4) 16.7 (2) 100.0 (12)

1.0 (2) 0.5 (1) 0.5 (1) 13.7 (27) 63.5 (125) 30.5 (60) 33.0 (65) 21.8 (43) 100.0 (197)

1.9 (3) 0.6 (1) 1.3 (2) 13.9 (22) 67.1 (106) 34.8 (55) 32.3 (51) 17.1 (27) 100.0 (158)

5.9 (2) 0.0 (0) 5.9 (2) 17.6 (6) 64.7 (22) 23.5 (8) 41.2 (14) 11.8 (4) 100.0 (34)

0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 14.3 (4) 75.0 (21) 32.1 (9) 42.9 (12) 10.7 (3) 100.0 (28)

0.0 (0) 0.0 (0) 0.0 (0) 28.2 (20) 52.1 (37) 26.8 (19) 25.4 (18) 19.7 (14) 100.0 (71)

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

注1：網掛けは、中国地方以上を表す

注2：母数は、有効回答企業596社
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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 28.4％となり、「今後マイナスの影響がある」と

回答した企業の 31.9％とあわせて 60.2％と 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 72.7％、『中小企業』

が 57.7％となり、『大企業』が『中小企業』よりも 15.0 ポイントも高かった。業種別でみると、

『運輸・倉庫』が 75.0％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『卸売』

が 34.8％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】 

・食品工場のため、マスクや殺菌剤などの入手が困難となりつつある （飲食料品製造・山口） 

・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・広島） 

・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・広島） 

・観光客の減少により、業務用や自動車向けの燃料需要が落ち込んでいる （専門商品小売・鳥取） 

・中国から輸入予定だった太陽光パネルが入荷できず、代替品で大幅な設計変更をしなければな

らなくなった                              （建設・岡山） 

・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・広島） 

・生産だけでなく、学校が休みになることの影響を懸念          （機械製造・島根） 

・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・広島） 

・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・広島） 

・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・広島） 

・スポーツイベントや公式戦の中止・延期で輸送業務のキャンセルが出始めた  （運輸・島根） 

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

・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・広島） 

・看護職員が罹患して自宅待機となると、交替要員が少なく病院運営が成り立たない。また、高齢

の患者が多く、病棟で流行した場合の影響は計り知れない      （医療サービス・山口） 

 

 

 

 

 

【内容に関する問い合わせ先】 

株式会社帝国データバンク 広島支店情報部 担当：藤井・松岡 

TEL：082-247-5930  FAX：082-249-1242 
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