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明和町商工会「経営発達支援事業」 

地域経済動向調査 事業者向けアンケート調査 
 

 

事業所 各位 

 平素より、当商工会の運営に多大なるご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 昨今の地域経済は、人口減少・少子高齢化などの社会情勢の変化により転換期を迎えております。地域

経済や地域の雇用を守るため地域の小規模事業者の活力向上、地域経済の持続的発展を目的に平成 26 年

6 月 27 日に「小規模事業者振興基本法」が施行されました。当商工会におきましても、「経営発達支援計

画」を策定し会員様をはじめとした域内の事業者の支援を積極的に行ってまいります。本アンケート調査

は、その事業の一環として、域内経済・経営・需要動向等の環境調査を行い、事業者の経営判断・経営支

援の参考資料を作成するための基礎データを得るために実施させていただくものです。 

なお、ご回答いただいた内容は、すべて統計的に処理し、集計値は公開しますが、個々の事業所を特定

できるデータの公開は行いません。 

以上の趣旨をご理解いただき、本アンケート調査にご協力くださいますようよろしくお願い申し上げ

ます。なお、ご多忙の中、早急で誠に申し訳ありませんが、1 月 28 日(木)までに、同封の封筒にてご返

送下さいますようお願い申し上げます。 

                                  平成 28 年 1 月 18 日 

明和町商工会 

【貴社・貴店の概況】 

 貴社・貴店の概況について、下記ご回答ください。 

①業種                 主な取扱商品                    

②企業形態 □法人（□株式 □有限 □その他       ） □個人            

③創業／設立年 創業：西暦     年  法人設立（法人のみ）：西暦     年 

※ お分かりになればご記入ください 

④従業員  正社員数：    名（うち家族・親族の人数：    名） 

パート・アルバイト・非正規雇用：    名（うち家族・親族の人数：    名） 

⑤後継者について教えてください。（下記の該当する□に ✓をお付けください） 

 １）後継者は決定していますか？  

 □決定している   □未定  □事業継承しない 

２） １）で「事業継承しない」とお答えの方にお伺いします。 

  廃業を予定されている理由を教えてください。（複数可） 

 □適切な後継者がいない  □家族を含めた利害関係の調整が困難 

 □事業に将来性がない   □その他（                   ） 

添付資料『アンケート用紙』 
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【売上と採算について】 

①2014 年、2015 年の売上についてお伺いします。空欄に年間売上額を記載ください。 

 （ ）には決算月をご記入ください（個人事業主の方は 12 月）。 

 十

億 

 

億 

千

万 

百

万 

十

万 

 

万 

 

千 

 

2014 年（   ）月期        千円 

2015 年（   ）月期        千円 

 

②2016 年の売上見込についてお伺いします。空欄に年間売上見込額を記載ください。 

 十

億 

 

億 

千

万 

百

万 

十

万 

 

万 

 

千 

 

2016 年（   ）月期        千円 

 

③2017 年以降３年程度（2020 年頃まで）の売上の見通しについてお伺いします。 

（下記の該当する□に ✓ をお付けください。） 

□上昇見込  □横ばい  □下降見込 

 

④過去の採算性（経常利益）についてお伺いします。＊個人事業主の方は、控除前所得 

（下記の該当する□に ✓ をお付けください。） 

 2014 年（2014 年 1～12 月） □黒字  □収支トントン  □赤字 

  2015 年（2015 年 1～12 月） □黒字  □収支トントン  □赤字 

 

⑤2016 年以降の採算性（経常利益）の見込についてお伺いします。＊個人事業主の方は、控除前所得 

（下記の該当する□に ✓ をお付けください。） 

 □好転する見込み  □不変  □悪化する見込み 

 

⑥販売面についてお伺いします。（下記の該当する□に ✓ をお付けください。） 

 １）主な販売先の地域を教えてください。（複数回答可） 

 ≪三重県内≫ 

□明和町内  □北勢地域  □中勢地域  □伊賀地域  □南勢地域  □東紀州地域 

 ≪三重県外≫ 

 □愛知県  □岐阜県  □関西圏  □首都圏  □その他（          ） 

 

 ２）販売先数の変化について教えてください。 

  □増加している   □不変   □減少している 
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 ３） ２）で「増加している」とお答えされた方にお伺いします。 

  販売先が増加した理由を教えてください。（複数回答可） 

 □自社営業による開拓  □金融機関からの紹介  □行政、支援機関からの紹介 

  □加盟団体からの紹介  □取引先からの紹介  □その他（          ） 

  

 ４）販売単価の推移と今後の見込について教えてください。 

 過去（2014 年～2015 年）  □上昇傾向  □横ばい  □下降傾向 

 今後（2016 年～2020 年頃） □上昇見込  □横ばい  □下降見込 

 

⑦仕入についてお伺いします。（下記の該当する□に ✓ をお付けください。） 

 １）主な仕入先の地域を教えてください。（複数回答可） 

 ≪三重県内≫ 

□明和町内  □北勢地域  □中勢地域  □伊賀地域  □南勢地域  □東紀州地域   

 ≪三重県外≫ 

 □愛知県  □岐阜県  □関西圏  □首都圏  □その他（          ） 

 

 ２）仕入先数の変化について教えてください。 

 □増加している   □不変   □減少している 

 

 ３） ２）で「増加している」とお答えの方にお伺いします。 

  仕入先が増加した理由を教えてください。（複数回答可） 

   □自社による開拓  □金融機関からの紹介  □行政、支援機関からの紹介 

   □加盟団体からの紹介  □取引先からの紹介  □その他（          ） 

 

４）仕入・原材料単価の推移と今後の見込について教えてください。 

 過去（2014 年～2015 年）  □上昇傾向  □横ばい  □下降傾向 

 今後（2016 年～2020 年頃） □上昇見込  □横ばい  □下降見込 

 

５） ４）で「上昇傾向」とお答えされた方にお伺いします。 

仕入単価の上昇は販売価格に転嫁出来ていますか？もしくは、出来る見込みですか？ 

□転嫁できている  □交渉中で転嫁できる見込  

□交渉中だが転嫁できない見込  □転嫁できない 
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【設備投資と資金繰りについて】 

①資金繰りについてお伺いします。（下記の該当する□に ✓ をお付けください。） 

 １）以前と比較して資金繰りは改善していますか？ 

  □改善している  □変わらない  □悪化している 

 

 ２）メインバンクとの関係性はいかがですか？ 

  □良好   □普通   □良好ではない 

 

 ３）金融機関に期待することはありますか。（複数回答可） 

  □資金支援  □経営に関する助言  □販路開拓支援  □業界情報の提供 

  □地域情報の提供  □その他（具体的に                   ） 

 

②2015 年（2015 年 1 月～12 月）の設備投資についてお伺いします。 

（下記の該当する□に ✓ をお付けください。）  

 １）設備投資を実施しましたか？ 

  □実施した  □実施しなかった 

  

 ２） １）で「実施した」と回答いただいた方にお伺いします。 

具体的に行った投資内容を教えてください（複数可） 

□土地  □建物・工場  □生産設備  □車両・運搬具  □付帯施設 

□ＯＡ機器  □福利厚生施設 □その他（具体的に             ） 

  

③2016 年以降の設備投資計画についてお伺いします。 （下記の該当する□に ✓ をお付けください。） 

 １）2016 年（2016 年 1 月～12 月）に設備投資を計画していますか？ 

□計画している   □計画してない   □未定 

 

２） １）で「計画している」と回答いただいた方にお伺いします。 

具体的な計画の投資内容を教えてください（複数回答可） 

□土地  □建物・工場  □生産設備  □車両・運搬具  □付帯施設 

□ＯＡ機器  □福利厚生施設 □その他（具体的に             ） 

  

３） １）で「計画している」とお答えの方にお伺いします。 

 投資資金の調達方法を教えてください。（複数回答可） 

   □内部留保  □金融機関からの借入  □補助金等の各種施策 

   □その他（            ） 
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【事業見通しと経営課題について】 

①事業・業界の見通しを教えてください。（下記の該当する□に ✓をお付けください。） 

□明るい   □変化ない  □明るくない 

 

②現在直面している経営上の課題を教えてください。（複数回答可） 

 □大企業の進出による競争の悪化  □新規参入業者の増加  □製品ニーズの変化への対応 

 □生産設備の不足・老朽化  □生産設備の過剰  □原材料価格の上昇  □原材料の不足 

 □人件費の増加  □人材不足（従業員の確保） □熟練技術者の減少（確保難） 

□間接経費の増加  □製品単価の低下、上昇難  □金利負担の増加  □取引条件の悪化   

□事業資金の借入難  □需要の停滞  □町内人口の減少  □観光客の減少  □交通量の減少     

 □輸出、海外との取引への対応  □外国人旅行客の対応 

□その他 （具体的に                        ） 

 

③上記の課題の中で最も重要度の高いものを教えてください。（以下の空欄に記載願います） 

 

 

 

④上記の経営課題を踏まえ、どんな情報や支援があるとよいですか？（複数回答可） 

 □商品開発  □販路開拓  □事業承継  □法律  □資金繰り 

 □設備投資  □労務・人事関連  □人材教育  □各種補助金 

 □輸出等海外進出支援  □外国人客へ応対支援 

 □その他（具体的に             ） 

 

⑤今後新規事業、業種転換の計画がありますか？  

 □ある   □ない   □未定 

 

⑥ ⑤で「ある」とお答えの方にお伺いします。 

 どんな事業への進出を計画していますか？（複数可） 

□農林水産業  □建設業  □製造業  □電気・ガス・水道業 

 □運輸業  □卸売業  □小売業  □飲食業  □サービス業   

 □その他（具体的に                       ） 

 

ご協力ありがとうございました。差し支えなければ、以下にもご記入ください（任意）。 

事業者名・商号  

代表者 氏名：                   年齢：満（      ）歳 

 


