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平成22年12月８日 

 

 

「中小企業の資金調達に関する調査」結果概要 

 

 

 大阪商工会議所 

 

＜調査概要＞ 

○調査の目的：中小企業の資金調達に関する実態を把握し、要望建議など本会議所事

業の基礎データとするため 

○調査対象：大阪商工会議所会員の中小企業2,913社 

         製造業・その他   ：資本金３億円以下 

         卸売業        ：資本金１億円以下 

         小売業・サービス業  ：資本金５千万円以下 

○調査期間：平成22年11月８日～11月19日 

○調査方法：調査票の発送・回収ともにＦＡＸ 

○有効回答数：462社（有効回答率15.9％） 

     

   

＜調査結果のポイント＞ 

問１．資金繰りについて 

（１）現時点での金融機関からの借り入れ状況【表１－（１）】 

  ～２割弱が「十分な資金を確保できていない」と回答～ 

○ 金融機関からの借り入れ状況について尋ねたところ（単数回答）、６割以上（63.9％）

が「現時点で借り入れが必要な資金は、十分借り入れられている」と回答した。他

方、「現時点で資金を借り入れているが、十分な額ではない」（13.9％）と「現時

点で借り入れの必要があるにも関わらず、まったく借り入れられていない」（4.5％）

を合わせた２割弱（18.4％）は、「十分な資金を借り入れられていない」と回答し

た。 

○ さらに、「現時点で借り入れの必要はないが、３カ月以内には借り入れる必要があ

る」（4.5％）との回答を合わせると、２割強（22.9％）に３カ月以内の資金需要が

見られる。 

○ 企業規模別に見ると、資本金１千万円以下の企業では「現時点で資金を借り入れて

いるが、十分な額ではない」（16.9％）と「現時点で借り入れの必要があるにも関

わらず、まったく借り入れられていない」（6.5％）を合わせた４分の１近く（23.4％）

が十分な資金が借り入れられていないとしており、特に資金繰りに苦慮しているこ

とがうかがえる。 

  

（２）必要な資金を３カ月以内に金融機関から借り入れる目途【表１－（２）】 

  ～４割近くが「目途はつく見込みもない」～  

○ 問１（１）で「３カ月以内に資金需要がある」と回答した企業（106社）に対し、必

要な資金を金融機関から借り入れる目途がついているかどうか尋ねたところ（単数

回答）、「目途はまだついていないが、つく見込みである」との回答が最も多く４
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割以上（43.4％）を占めた。他方、４割近く（37.7％）が「目途はついておらず、

つく見込みもない」と回答した。 

○ 企業規模別に見ると、資本金１千万円以下の企業では、４割台半ば（45.7％）が資

金調達の目途がつく見込みもない状況。 

○ なお、今年４月に実施した同様の調査と比較しても、「目途はつく見込みもない」

との回答は10ポイント以上増加している（４月：24.9％）。特に資本金１千万円以

下の企業では倍増（４月：21.1％）しており、厳しい状況がうかがえる。 

 

（３）資金調達の目途がついていない場合の対応【表１－（３）】 

  ～半数近くは支出削減で対応～ 

○ 問１（２）で「必要な資金を金融機関から借り入れる目途がつく見込みもない」と

回答した企業（40社）に対し、どのように対応する予定か尋ねたところ（単数回答）、

「経費削減・雇用調整・事業縮小など支出を削減する」との回答が半数近く（47.5％）

に及んだ。 

○ なお、「その他」（30.0％）の中には（自由記述）、「現預金の取り崩し」や「支

払期間の延長」のほか、「どうするか考えているところ」、「現状を維持するしか

仕方がない」など、苦慮している企業の様子がうかがえる。 

 

（４）借り入れ資金の使途【表１－（４）】 

～４割以上で前向きの資金需要あり～ 

○ 問１（１）で「現時点で金融機関からの借り入れがある、または３カ月以内の資金

需要がある」と回答した企業（401社）に対し、資金の使途を尋ねたところ（複数回

答）、８割以上（86.5％）が「当面の運転資金」と回答した。他方、「設備資金」

（26.2％）、「新しい市場・販路の開拓資金」（12.5％）、「研究開発資金」（5.0％）

との回答を合わせた４割以上（43.6％）で前向きの資金需要が見られた。 

○ なお、今年４月に実施した同様の調査（37.0％）と比較しても、前向きの資金需要

は増加している。 

 

問２．金融機関の貸出態度について 

（１）現時点の貸出態度（半年前との比較）【表２－（１）】 

  ～２割弱が「貸出態度は厳しくなっている」と回答～ 

○ 問１（１）で、「現時点で金融機関からの借り入れ（またはその必要）がある」と

回答した企業（380社）に対し、半年前と比較した金融機関の貸出態度を尋ねたとこ

ろ（単数回答）、約６割（61.8％）が「ほぼ変化なし」と回答した。他方、「大幅

に厳しくなっている」（8.2％）と「少し厳しくなっている」（10.8％）を合わせた

２割弱（18.9％）が貸出態度は悪化していると回答した。 

○ 企業規模別に見ると、資本金１千万円以下の企業では、「大幅に厳しくなっている」

（16.0％）と「少し厳しくなっている」（13.0％）を合わせた約３割（29.0％）が

貸出態度は悪化していると回答した。 

 

（２）平成23年３月末時点の貸出態度予想（現時点との比較）【表２－（２）】 

  ～４社に１社が「厳しくなる」と予想～ 

○ 問１（１）で、「現時点で金融機関からの借り入れ（またはその必要）がある」と
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回答した企業（380社）に対し、平成23年３月末時点での金融機関の貸出態度が、現

時点と比較してどうなると予想するかを尋ねたところ（単数回答）、「ほぼ変化な

し」が約６割（60.8％）を占めるものの、「厳しくなる」との見方も全体の４分の

１（26.8％）にのぼった（「大幅に厳しくなる」（9.7％）、「少し厳しくなる」 

（17.1％））。 

○ 企業規模別には、資本金１千万円以下の企業では３社に１社（33.0％）が「厳しく

なる」との見方。 

 

問３．成長分野への事業展開に係る資金需要について  

（１）成長分野での事業展開または検討の有無【表３－（１）－１、２】 

  ～約４割が成長分野での事業展開に関心～ 

○ 「成長分野（*）」での事業を既に展開または検討しているかどうかを尋ねたところ

（単数回答）、「展開・検討していない」が６割近く（57.6％）を占めたものの、

「既に展開または検討している」との回答も約４割（40.7％）にのぼった。 

○ 事業分野については、「環境・エネルギー事業」（51.6％）が最多で、「医療・介

護・健康関連事業」（25.0％）、「高齢者向け事業」（15.4％）が続いた。 

（＊）「成長分野」は、日本銀行「成長基盤強化を支援するための資金供給基本要領」（平成22年６

   月）より抜粋。 

 

（２）成長分野の事業に関する資金の調達状況【表３－（２）】 

  ～約４割が「資金は調達」または「１年以内の資金需要あり」～ 

○ 問３（１）で「成長分野での事業を既に展開または検討している」と回答した企業

（188社）に対し、当該事業に関連した資金の調達状況を尋ねたところ（単数回答）、

既に事業展開している企業のうち、２割近く（17.0％）が「資金を調達している」、

１割強（12.8％）が「１年以内には資金需要が発生すると考えている」と回答。さ

らに、事業展開を検討中の企業も合わせると、「資金を調達している」または「１

年以内には資金需要が発生すると考えている」との回答は約４割（39.4％）にのぼ

った（「事業展開を検討しており、既に資金を調達している」（1.1％）、「事業展

開を検討しており、１年以内には資金需要が発生すると考えている」（8.5％））。 

○ 他方、「既に事業展開しているが、当面、資金需要は発生しないと考えている」は

２割弱（18.6％）。 

 

（３）成長分野の事業に関しターゲットとする市場【表３－（３）】 

  ～ほとんどの企業が内需をターゲット～ 

○ 問３（１）で「成長分野での事業を既に展開または検討している」と回答した企業

（188社）に対し、国内需要と海外需要のどちらを主なターゲットとしているかにつ

いて尋ねたところ（単数回答）、「内需のみをターゲットにしている」が約半数 

 （48.4％）を占め、「主として内需をターゲットにしている」（36.7％）が続い

た。 

 

以 上 



《 調 査 概 要 》

○ 平成22年11月8日（月） ～ 11月19日（金）
○
○ （有効回答率15.9％）

《 回答企業の属性 》

【 資本金 】 【 業　種 】 【 製造業・非製造業 】

(22)

(85)

その他 16.9% (78)

サービス業 18.4%

66.7% (308)

(124)

(278)

(53)

(7)

(154)

(123)

製造業 33.3%

卸売業 26.6%

小売業 4.8%

26.8%

1千万円超～5千万円以下

5千万円超～1億円以下

60.2%

11.5%

1億円超～3億円以下 1.5%

「中小企業の資金調達に関する調査」　結果集計表

調 査 期 間 ：
調 査 対 象 ：
有効回答数 ：

2,913 社
462 社

1千万円以下 33.3% (154)製造業

非製造業

平成22年12月8日

大阪商工会議所会員の中小企業

大阪商工会議所

資料２
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《 調 査 結 果 》

表１．資金繰りについて

表１－（1）　現時点での金融機関からの借り入れ状況　（単数回答）

全　体 1千万円以下

57.3% (71)
① 現時点で借り入れが必要な資金は、十分借り入

れられている

1億円以下 3億円以下

65.8%(295) 64.2% (34)(183)

製造業

72.1% (111)63.9% 100.0% (7)

1千万円超

5千万円以下

5千万円超 1億円超
卸売業

65.9% (81)

小売業

50.0% (11)

サービス業

55.3% (47)

その他

57.7% (45)

② 現時点で資金を借り入れているが、十分な額で
はない 13.9% (64)

製造業 非製造業

72.1% (111) 59.7% (184)

13.2% (7) - (-)16.9% (21) 12.9% (36)

4.7% (13)

11.5% (9) 13.0% (20)40.9% (9) 12.9% (11)

③ 現時点で借り入れの必要があるにも関わらず、
まったく借り入れられていない 4.5% (21) 6.5% (8) - (-) - (-)

14.3% (44)13.0% (20) 12.2% (15)

4.7% (13)

10.3% (8) 1.3% (2)- (-) 5.9% (5)

④ 現時点で借り入れの必要はないが、3ヵ月以内
には借り入れる必要がある 4.5% (21) 4.8% (6) 3.8% (2) - (-)

6.2% (19)1.3% (2) 4.9% (6)

11.9% (33)

10.3% (8) 2.6% (4)4.5% (1) 3.5% (3)

⑤ 現時点で借り入れはなく、当面借り入れる必要も
ない 13.2% (61) 14.5% (18) 18.9% (10) - (-)

5.5% (17)2.6% (4) 4.1% (5)

4.5% (1) 22.4% (19)11.0% (17) 13.0% (16)

- (-) - (-) - (-) - (-) - (-)

14.3% (44)10.3% (8) 11.0% (17)

- (-) - (-)- (-) - (-)

100.0% (462) 100.0% (124) 100.0% (278) 100.0% (53) 100.0% (7)

- (-)- (-) - (-)

100.0% (85)100.0% (154) 100.0% (123) 100.0% (308)

無回答

合　計 100.0% (78) 100.0% (154)100.0% (22)

その他 ( )
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表１－（2）　必要な資金を３カ月以内に金融機関から借り入れる目途　（単数回答）
※表1-（1）が②、③、④の回答者を対象

表１－（3）　資金調達の目途がついていない場合の対応　（単数回答）
※表1-（2）が③の回答者を対象

製造業 卸売業全　体 1千万円以下
1千万円超

非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

小売業 サービス業 その他 製造業
5千万円超 1億円超

8.6% (3) 21.0% (13)
① 目途はついている

18.9% (20) 19.2% (5) 23.1% (6)44.4% (4) - (-) 12.0% (3) 19.2% (5)40.0% (4) 10.5% (2) 18.8% (15)

② 目途はまだついていないが、つく見込みである
43.4% (46) 45.7% (16) 41.9% (26) 53.8% (14) 50.0% (13)44.4% (4) - (-) 36.0% (9) 53.8% (14)40.0% (4) 31.6% (6) 40.0% (32)

③ 目途はついておらず、つく見込みもない
37.7% (40) 45.7% (16) 37.1% (23)

(-)

26.9% (7) 26.9% (7)11.1% (1) - (-) 52.0% (13) 26.9% (7)20.0% (2) 57.9% (11) 41.3% (33)

(-) - (-) 28.6% (2) 85.7% (6) 100.0%

24.2% (8)

② 経費削減・雇用調整・事業縮小など支出を削減
する 47.5% (19) 37.5% (6) 56.5%

(-) 45.5% (5) 23.1% (3) -(-) - (-) - (-) -(4) 13.0% (3) 100.0% (1) -

小売業 サービス業 その他 製造業 非製造業

① 現在取引がある金融機関以外から借り入れる
20.0% (8) 25.0%

無回答
-

1億円超
製造業 卸売業

1億円以下 3億円以下
全　体 1千万円以下

1千万円超

5千万円以下

5千万円超

(-) - (-) - (-) -(-) - (-) -(-) - (-) - (-) - (-) -(-) - (-) - (-)

合　計 100.0% (106) 100.0% (35) 100.0% (62) 100.0% (9) 100.0% (26) 100.0% (10)- (-) 100.0% (26) 100.0% (26) 100.0% (80)100.0% (19) 100.0% (25)

(2) 51.5%(2) 27.3% (3) 46.2% (6) 28.6%-(13) (17)
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( ) ( ) ( ) ( )する ( ) ( ) ( )( ) ( )

30.4% (7) -

( )

(-) - (-)

( )

57.1%

( )

③ その他
30.0% (12) 31.3% (4) 24.2%(5) (3) 30.8%(-)

- (-) - (-) - (-) 14.3% - (-)-

(4) 57.1%(4) 14.3% (1) - 27.3%

100.0% (23) 100.0%

(1)

(8)

無回答
2.5% (1) 6.3% (1) (-) - (-)

合　計 100.0% (40) 100.0% (1) -(16) 100.0% (7)(-) 100.0%

14.3% (1)- (-) - (-)

(13)100.0% 100.0%(7) (33)100.0%(2) 100.0% (11) (7)100.0%
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表１－（4）　借り入れ資金の使途　（複数回答）
※表1-（1）が①～④の回答者を対象

表2．金融機関の貸出態度について
※表1－（1）が①、②、③の回答者を対象

1億円超
製造業 卸売業 小売業 サービス業 その他 製造業 非製造業全　体 1千万円以下

1千万円超 5千万円超

① 当面の運転資金
86.5% (347) 86.8% (92) (214) 83.7% (36) 71.4%

5千万円以下 1億円以下 3億円以下

87.3% (19) 81.8%(5) 81.8% (112) 92.5% (235)

② 設備資金
26.2% (105) 25.5% (27) 24.5%

(54) 90.0%

(60) 37.2% (16) 28.6%

(112) 89.0%(63) 81.8%(99) 90.5%

(5) 28.8%(2) 35.8% (49) 16.8% (56)

③ 研究開発資金
5.0% (20) 5.7% (6) 4.1%

(19) 20.0%

(10) 7.0% (3) 14.3%

(49) 21.2%(14) 35.8%(18) 23.8%

(-) 1.5%(1) 11.7% (16) 1.9% (4)

無回答
- (-) - (-) - (-)

(1) 1.4%

- (-) - (-)

(16) 1.5%(1) 11.7%(2) -

(245) -

- (-) - (-)- (-) - (-)

合　計 - (401) - (106) - (43) - (7) -

- (-)- (-) - (-)

(137) -(21) - (66) -

(14) 12.7% (31) 11.6%

(70) -(137) - (107) -

(5) - (-) 10.2%

(264)

④ 新しい市場・販路の開拓資金
12.5% (50) 13.2% (14) 13.6%(-) 19.7% (13) 12.9%

(8) 7.3% (18) 7.0%

(9) 10.2%(14) 13.1% (14) -

(3) 14.3% (1) 8.8%

(36)

⑤ その他
7.5% (30) 7.5% (12) 6.8%(3) 6.1% (4) 5.7% (4) 8.8%(12) 6.5% (7) 14.3% (18)
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表２－（1）　現時点の貸出態度（半年前との比較）　（単数回答）

1億円超
製造業 卸売業 小売業 サービス業 その他 製造業 非製造業全　体 1千万円以下

1千万円超 5千万円超

① 大幅に厳しくなっている
8.2% (31) 16.0% (16) (13) 4.9% (2) -

5千万円以下 1億円以下 3億円以下

5.6% (3) 6.3%(-) 5.3% (7) 9.8% (24)

② 少し厳しくなっている
10.8% (41) 13.0% (13) 10.3%

(4) 11.3%

(24) 9.8% (4) -

(7) 9.7%(7) 5.3%(10) 15.0%

(1) 6.3%(-) 12.8% (17) 9.8% (24)

③ ほぼ変化なし
61.8% (235) 51.0% (51) 64.7%

(4) 14.5%

(150) 68.3% (28) 85.7%

(17) 9.7%(9) 12.8%(10) 5.0%

(11) 66.7%(6) 57.9% (77) 66.7% (158)

④ 少し好転している
6.6% (25) 6.0% (6) 6.0%

(42) 59.7%

(14) 9.8% (4) 14.3%

(77) 64.0%(37) 57.9%(68) 55.0%

(1) 6.3%(1) 7.5% (10) 8.8% (15)

⑤ 大幅に好転している
3.7% (14) 3.0% (3) 4.3%

(4) 1.6%

(10) 2.4% (1) -

(10) 6.1%(1) 7.5%(9) 5.0%

(-) 4.8%(-) 4.5% (6) 2.9% (8)

無回答
4.5% (17) 5.0% (5) 5.2% (12)

(3) 3.2%

- (-) - (-)

(6) 3.2%(2) 4.5%(3) -

(232) 100.0%

3.2% (2) 6.8% (9)15.0% (3) 3.2% (2)

合　計 100.0% (380) 100.0% (100) 100.0% (41) 100.0% (7) 100.0%

3.2% (8)6.8% (9) 1.0% (1)

(133) 100.0%(20) 100.0% (63) 100.0%

(6) 3.9% (9) 4.9%

(62) 100.0%(133) 100.0% (102) 100.0%

(2) - (-) 5.3%

(247)

⑥ 半年前には借り入れ希望がなかった
4.5% (17) 6.0% (7) 4.0%(1) 6.3% (4) 6.5% (4) 5.3%(7) 1.0% (1) 5.0% (10)
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表２－（2）　平成23年3月末時点の貸出態度予想（現時点との比較）　（単数回答）

表3．成長分野への事業展開に係る資金需要について

表３－（1）－1　成長分野での事業展開または検討の有無　（単数回答）

1億円超
製造業 卸売業 小売業 サービス業 その他 製造業 非製造業全　体 1千万円以下

1千万円超 5千万円超

① 大幅に厳しくなる
9.7% (37) 18.0% (18) (17) 4.9% (2) -

5千万円以下 1億円以下 3億円以下

7.3% (2) 7.9%(-) 9.8% (13) 7.8% (24)

② 少し厳しくなる
17.1% (65) 15.0% (15) 19.8%

(5) 14.5%

(46) 7.3% (3) 14.3%

(13) 9.7%(9) 9.8%(8) 10.0%

(2) 20.6%(1) 16.5% (22) 16.7% (43)

③ ほぼ変化なし
60.8% (231) 54.0% (54) 60.3%

(13) 17.7%

(140) 75.6% (31) 85.7%

(22) 17.4%(11) 16.5%(17) 10.0%

(13) 55.6%(6) 61.7% (82) 65.7% (149)

④ 少し好転する
5.8% (22) 5.0% (5) 5.6%

(35) 54.8%

(13) 9.8% (4) -

(82) 60.3%(34) 61.7%(67) 65.0%

(-) 9.5%(-) 4.5% (6) 4.9% (16)

⑤ 大幅に好転する
2.1% (8) 1.0% (1) 2.6%

(6) 8.1%

(6) 2.4% (1) -

(6) 6.5%(5) 4.5%(5) -

(-)-(-) 1.5% (2) 3.9% - (-)

6.0%

2.4% (6)

他 製造業

(2)3.2% (2) 1.5%(4)

非製造業

(10)

ビ 業

- (-) - (-) 1.0% (1) 15.0% (3)
無回答

4.5% (17) 7.0% (7) 4.3% 6.0% (8) 3.6% (9)6.3% (4) 1.6% (1)(8)

(100) 100.0% (232) 100.0%合　計 100.0% (380) 100.0% (133) 100.0% (102) 100.0%(41) 100.0% (7) 100.0%

卸売業 売業

(62) 100.0% (133) 100.0%(20) 100.0% (63) 100.0% (247)

全 体
1千万円超 5千万円超 1億円超

製造業
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(31)(48) 18.2% (4) 50.6% (43) 39.7%

その他 製造業

28.6% (2) 40.3% (62) 39.0%39.5% (49) 39.9% (111) 49.1% (26)

非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

サービス業卸売業 小売業

40.9% (126)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

製造業

② 成長分野での事業は展開・検討していない
57.6% (266)

40.3% (62)
① 成長分野での事業を既に展開または検討してい

る 40.7% (188)

50.9% (27) 71.4% (5)56.5% (70) 59.0% (164) 81.8% (18) 48.2% (41)56.5% (87) 60.2% (74) 59.0% (46) 56.5% (87)

3.2% (5)

(154)

58.1% (179)

無回答
1.7% (8) 4.0% (5) 1.1% (5) 0.8% (1)(3) - -(-) - (-) 3.2% (1) 1.0%(-) 1.2% (1) 1.3% (3)

合　計 100.0% (462) 100.0% (124) 100.0% (278) 100.0% (53) 100.0% (123) 100.0% (22)100.0% (7) 100.0% (154) 100.0% 100.0% (308)100.0% (85) 100.0% (78)
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表３－（1）－2　既に展開または検討中の成長分野の事業　（複数回答）
※表3-（1）-1が①の回答者を対象 ※下記分野は、日本銀行「成長基盤強化を支援するための資金供給基本要領」（平成22年６月）より抜粋

(35)

(9)(2) 6.5% (2) 4.8% (3) 7.1%(3) 10.4% (5) - (-) 4.7%(7) - (-) 50.0% (1) 4.8%

49.2% (62)

② 資源確保・開発事業
6.4% (12) 8.2% (4) 6.3%

(-) 41.9% (18) 51.6% (16) 56.5%(2) 56.5% (35) 58.3% (28) -(21) 55.9% (62) 46.2% (12) 100.0%

小売業 サービス業 その他 製造業 非製造業

① 環境・エネルギー事業
51.6% (97) 42.9%

1億円超

5千万円以下 1億円以下 3億円以下
製造業 卸売業全　体 1千万円以下

1千万円超 5千万円超

4.1% (2) 6.3% (7)
⑤ コンテンツ事業

5.3% (10) 4.8% (3) 2.1% (1)3.8% (1) - (-) 3.2% (1) 4.8% (3)- (-) 11.6% (5) 5.6% (7)

⑥ 観光事業
5.9% (11) 6.1% (3) 6.3% (7) - (-) - (-)3.8% (1) - (-) 3.2% (1) - (-)- (-) 23.3% (10) 8.7% (11)

⑦ 地域再生・都市再生事業
5.9% (11) 8.2% (4) 6.3% (7) 1.6% (1) 2.1% (1)- (-) - (-) 19.4% (6) 1.6% (1)- (-) 7.0% (3) 7.9% (10)

③ 医療・介護・健康関連事業
25.0% (47) 28.6% (14) 20.7% (23) 29.0% (18) 27.1% (13)38.5% (10) - (-) 12.9% (4) 29.0% (18)75.0% (3) 20.9% (9) 23.0% (29)

④ 高齢者向け事業
15.4% (29) 16.3% (8) 16.2% (18) 4.8% (3) 20.8% (10)11.5% (3) - (-) 12.9% (4) 4.8% (3)25.0% (1) 25.6% (11) 20.6% (26)

⑧ 農林水産業・農商工連携事業
9.6% (18) 8.2% (4) 9.9% (11) 12.9% (8) 14.6% (7)7.7% (2) 50.0% (1) - (-) 12.9% (8)- (-) 7.0% (3) 7.9% (10)

⑨ 住宅ストック化支援事業
3.7% (7) 8.2% (4) 1.8% (2) 1.6% (1) 2.1% (1)3.8% (1) - (-) 9.7% (3) 1.6% (1)- (-) 4.7% (2) 4.8% (6)

⑩ 防災対策事業

- 5 -

(111) -合　計 - (188) - (49) - (62) - (48) -(26) - (2) - (62) -(4) - (43) - (126)(31) -

⑩ 防災対策事業
6.9% (13) 4.1% (2) 8.1% (9) 9.7% (6) 6.3% (3)7.7% (2) - (-) 12.9% (4) 9.7% (6)- (-) - (-) 5.6% (7)

⑪ 雇用支援・人材育成事業
12.8% (24) 10.2% (5) 15.3% (17) 8.1% (5) 2.1% (1)7.7% (2) - (-) 22.6% (7) 8.1% (5)25.0% (1) 23.3% (10) 15.1% (19)

⑫ 保育・育児事業
4.3% (8) 6.1% (3) 3.6% (4) 4.8% (3) 2.1% (1)3.8% (1) - (-) 3.2% (1) 4.8% (3)- (-) 7.0% (3) 4.0% (5)
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表３－（2）　成長分野の事業に関する資金の調達状況　（単数回答）
※表3-（1）-1が①の回答者を対象

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

製造業 卸売業 非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

小売業 サービス業 その他 製造業

16.3% (8) 13.5% (15)
① 既に事業展開しており、資金も調達している

17.0% (32) 12.9% (8) 18.8% (9)30.8% (8) 50.0% (1) 19.4% (6) 12.9% (8)- (-) 20.9% (9) 19.0% (24)

② 既に事業展開しており、1年以内には資金需要
が発生すると考えている 12.8% (24) 22.4% (11) 10.8% (12) 9.7% (6) 10.4% (5)3.8% (1) - (-) 16.1% (5) 9.7% (6)25.0% (1) 16.3% (7) 14.3% (18)

③ 既に事業展開しており、将来的 （1年超～3年程
度） には資金需要が発生すると考えている 13.3% (25) 16.3% (8) 12.6% (14) 19.4% (12) 8.3% (4)11.5% (3) - (-) 9.7% (3) 19.4% (12)- (-) 14.0% (6) 10.3% (13)

④ 既に事業展開しているが、当面、資金需要は発
生しないと考えている 18.6% (35) 14.3% (7) 20.7% (23) 19.4% (12) 29.2% (14)19.2% (5) - (-) 6.5% (2) 19.4% (12)- (-) 16.3% (7) 18.3% (23)

⑤ 事業展開を検討しており、既に資金を調達して
いる 1.1% (2) 2.0% (1) 0.9% (1) 1.6% (1) - (-)- (-) - (-) 3.2% (1) 1.6% (1)- (-) - (-) 0.8% (1)

⑥ 事業展開を検討しており、1年以内には資金需
要が発生すると考えている 8.5% (16) 6.1% (3) 9.0% (10) 9.7% (6) 4.2% (2)11.5% (3) - (-) 3.2% (1) 9.7% (6)50.0% (2) 11.6% (5) 7.9% (10)

⑦ 事業展開を検討しており、将来的 （1年超～3年
程度） には資金需要が発生すると考えている 14.4% (27) 16.3% (8) 16.2% (18) 11.3% (7) 12.5% (6)3.8% (1) - (-) 19.4% (6) 11.3% (7)25.0% (1) 16.3% (7) 15.9% (20)

⑧ 事業展開を検討しているが、当面、資金需要は
発生しないと考えている 13.8% (26) 6.1% (3) 15.3% (17) 16.1% (10) 16.7% (8)19.2% (5) 50.0% (1) 16.1% (10)- (-) 4.7% (2) 19.4% (6) 12.7% (16)

(1) - (-) - (-)
無回答

0.5% (1) - (-) 0.9% - (-)- (-) - (-) - (-) 0.8% (1)- (-) 3.2% (1)
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表３－（3）　成長分野の事業に関しターゲットとする市場　（単数回答）
※表3-（1）-1が①の回答者を対象

(-) -(-) 2.1% (1) - (-) - (-) -- (-) 0.9% (1) - (-) - (-) -
⑤ 外需のみをターゲットにしている

0.5% (1)

(1) - (-) 4.8% (3) 1.6% (2)(-) 2.3%

(2)

(6)

(27) 67.7% (21)

その他

(-) - (-) 4.8% (3) 2.1% (1) -

(9)

④ 主として外需をターゲットにしている
2.7% (5) 6.1% (3) 1.8% (2) -

(6) - 16.1% (10) 7.1%(-) 2.3% (1) 6.5%(4) 50.0% (1) 16.1% (10) 12.5%

(38)

③ 内需と外需を半々ずつターゲットにしている
10.1% (19) 10.2% (5) 8.1% (9) 15.4%

(17) 25.0% 50.0% (31) 30.2%(1) 32.6% (14) 19.4%(14) 50.0% (1) 50.0% (31) 35.4%

(73)

② 主として内需をターゲットにしている
36.7% (69) 28.6% (14) 36.0% (40) 53.8%

(18) 45.8% 29.0%(22) 75.0% (3) 62.8%(57) 30.8% (8) - (-) 29.0%

製造業 非製造業

① 内需のみをターゲットにしている
48.4% (91) 53.1% (26) 51.4%

製造業

合　計

卸売業 小売業 サービス業
5千万円超 1億円超

5千万円以下 1億円以下 3億円以下
全　体 1千万円以下

1千万円超

100.0% (188) 100.0% (49) 100.0% (31)(48)(111) 100.0% 100.0%(26) 100.0% (2) 100.0% (4) 100.0% (43) 100.0%

(18) 57.9%

(62) 100.0% (126)100.0%100.0% (62)

(-)

(2)
無回答

1.6% (3) 2.0% (1) 1.8% - (-) 2.1% (1)- (-) - (-)

(111) 100.0%

6.5% (2) - (-)- (-) - (-)

合　計 100.0% (188) 100.0% (49) 100.0% (62) 100.0% (48) 100.0%(26) 100.0% (2) 100.0% (4) 100.0% (43) 100.0%

0.8% (1)

(126)(31) 100.0% (62) 100.0%

2.4% (3)
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