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記者発表資料                    ２０２２年１２月７日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

【問合先】大阪商工会議所  

総務企画部 企画広報室（富田・藤田） 

       ＴＥＬ：０６－６９４４－６３０４ 

＜調 査 概 要＞ 

○ 調査目的  ：会員企業の現在の売上状況と新型コロナ関連融資・資金調達の実態を把握し、 

政府への要望など事業の基礎資料とするため。 

○ 調査期間  ：２０２２年１１月７日～１１月２１日 

○ 調査対象  ：大阪商工会議所会員の中小企業 ２，４２０社 

○ 調査方法  ：調査票の発送、回収ともファクシミリ 

○ 有効回答数 ：３７１社（有効回答率 １５．３％） 

調査結果のポイント 

１．現在の売上状況と新型コロナ関連融資について 

■ コロナ前(２０１９年度)と比較した今年度の売上見込み          【表１－１】 

○ ２０１９年度比で６割超の企業がコロナ前の売り上げ水準に戻らず。 

 

■ 新型コロナ関連融資の借り入れ状況について    【表１－２、１－３－２、１－３－３】 

○ ３社に２社が新型コロナウイルス感染症関連融資を利用。 

○ 既に返済を開始している企業が半数超。今後１年以内に９割弱が返済開始へ。 

○ 当初条件通りで返済できる見込みの企業が７割台半ば。 

○ 資本金１千万円以下の企業では、４社に１社が返済にあたり条件変更が必要。 

 

２．資金繰り状況について                     【表２－１、２－６】 

○ ４社に３社は資金繰りに問題はない。 

○ ただし、資本金１千万円以下の企業では３割弱が十分な借り入れができていない。 

○ 今後の資金繰りに係る懸念事項は、「原材料費等高騰による仕入れコストの増大」が半数

弱で最多。ほか「人件費負担の増大」、「円安・為替」、「売上の回復見通しが立たない」が

上位。 

６割超の中小企業がコロナ前の売上水準に戻らず 

資本金１千万円以下の企業の３割弱は借り入れが不十分 

～現在の売上状況と新型コロナ関連融資・資金調達に関する調査～ 
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＜今年度売上についての企業の声＞ 

■ 売上減少企業 

・ コロナ禍でインバウンド客減少や営業制限の影響を受けた百貨店との取引が中心。当社の商品が陳列

されていた百貨店の平場は縮小傾向にあり、現在の売上は５０％以上減少し、非常に苦しい。（卸売

業／アパレル小物、資本金１千万円超５千万円以下） 

・ 売上は依然として５０％以上の減少。コロナ禍の２年間で対面営業ができなかった影響が売上大幅減

につながっている。商材の値上がりで仕入れ自体も難しくなっており、仕入・販売の両面で苦しい状

況が続いている。（小売業／建築防災機器等、資本金１千万円以下） 

・ 現在は雇用調整助成金を用いて従業員の交代勤務で事業を続けている。売上は昨年度よりは上向いて

いるものの、３０％以上減少が続いている。日本国内からの海外旅行が本格化しなければ回復には至

らない。（その他／旅行用品企画、資本金１千万円超５千万円以下） 

■ 売上増加企業 

 コロナ禍でアパレル業界は厳しいとされる中、数年前に立ち上げた自社ブランドは、インフルエン

サー等を起用したＥＣサイトを中心に販売好調。ＳＮＳのフォロワー数やＨＰ閲覧数も大幅に伸び

ている。（小売業／衣料品企画・卸売、資本金１千万円以下） 

 

＜調査結果＞ 

１． 現在の売上業況と新型コロナ関連融資について 

１－１．２０１９年度と比べた今年度（２０２２年４月～２０２３年３月）売上見込み  

～２０１９年度比：６割超の企業が減収見込み          【表１－１／単数回答】 

○ コロナ禍の影響が少なかった２０１９年度比での今年度売上見込みは、「１０％以上３０％未

満の減少」が約３割（３０．５％）で最多。「１０％未満の減少」（１２．４％）、「３０％以

上５０％未満の減少」（１１．３％）、「５０％以上の減少」（７．８％）を合わせると、６割

超（６２．０％）の企業が「減少」。 

○ 他方、今年度の売上見込みが２０１９年度比で「増加」するとの回答も４社に１社     

（２４．８％）。 

 

１－２．政府系金融機関・民間金融機関の新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症関連融資（実質無利子・無担保融資等）借り入れ状況 

～３社に２社が新型コロナウイルス感染症に係る特別貸付を利用   【表１－２／単数回答】 

○ 回答企業のうち、３社に２社（６４．７％）が「借り入れをしている・していた」。「利用し

ていない」は３割台半ば（３５．０％）。 

 

～借り入れ額は「5,000万円以上」が最多            【表１－３－１／単数回答】 

○ 新型コロナ関連融資の借り入れ額は「5,000 万円以上」が４割超（４１．３％）で最多。次

いで、「4,000万円以上 5,000万円未満」、「3,000万円以上 4,000万円未満」（いずれも１２．

９％）。 
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～返済時期は「すでに返済をしている」が半数超で最多      【表１－３－２／単数回答】 

○ 新型コロナ関連融資の返済開始時期は「すでに返済をしている」が半数超（５３．８％）で

最多。次いで、「２０２３年内に返済を開始予定」（３３．３％）。 

○ ２０２２年の年末までに返済を開始する企業 (２．５％)と、２０２３年内に返済を開始予定

の企業(３３．３％)を加えると、借り入れ企業のうち９割弱 (８９．６％)が今後１年以内

に返済に取り組む。 

 

～当初の条件通り返済できる見込みの企業が最多        【表１－３－３／単数回答】 

○ 新型コロナ関連融資の返済については、借り入れた企業の７割台半ば（７５．８％）が「当

初の条件で予定通り返済できる見込み」。 

○ 借り入れ企業全体では１割台半ば（１６．７％）が「条件変更を行えば返済できる見込み」

としているが、資本金１千万円以下の企業では４社に１社（２５．４％）が返済するにあた

り条件変更が必要。 

 

２ 資金繰り状況について 

２－１．金融機関からの借り入れ状況                【表２－１／単数回答】 

～半数の企業は「必要な資金は、十分借り入れられている」が、資金調達環境はやや悪化 

○ 金融機関からの借り入れについて、「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」が約半数（５０．９％）。２０１９年（６８．２％）をピークに３年連続で資金調達状

況は悪化。 

○ 「十分借り入れられている」（５０．９％）と「現時点で借り入れはなく、当面借り入れる必

要もない」（２２．６％）を合わせると、４社に３社（７３．５％）は資金繰りに問題はない。 

○ 資金需要があるにも関わらず、借り入れ不足の企業は２割超（２３．５％）（「現時点で資金

を借り入れているが、十分な額でない」（１８．９％）、「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」（４．６％）の合計）。 

○ 資本金１千万円以下の企業では、３割弱（２９．０％）が十分な借り入れができていない（「現

時点で資金を借り入れているが、十分な額ではない」（２３．０％）、「現時点で借り入れの必

要があるにもかかわらず、まったく借りられていない」（６．０％）の合計）。 
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＜資金調達についての企業の声＞ 

・ ゼロゼロ融資を受けたが、想定以上にコロナ禍が長期化したため、借り換えを行い、返済期限を延

ばしているが、条件変更を行っても返済が厳しい状態に陥りつつある。金融機関には、貸付だけで

なく、経営面でのサポートもお願いしたい。（小売業／家具・インテリア用品及び雑貨、資本金１千

万円以下） 

・ 金融機関の貸出態度はコロナ禍以降悪くない状況が続いている。付き合いのある地元金融機関は２

行から追加貸し出し提案の連絡があるなど、金融機関の方から売り込みがある。また、コロナ関連

融資を受けた先からは、海外進出等の提案もあった。世界的なトレンドで、健康食品等への関心が

高まっているのかもしれない。（製造業／健康食品、資本金１千万円以下） 

・ 新型コロナ関連融資を複数受けており、２０２４年から返済が本格化する。コロナ禍での生活様式

の変化などにより、今後も売上は回復しない可能性があるため、返済の時期変更が必要。返済は５

年～１０年スパンで見てほしい。（卸売業／アパレル小物、資本金１千万円超５千万円以下） 

・ このまま感染収束に向かえば、売上も回復し返済可能となるが、再び感染が拡大すれば、再び売上

が落ち込み、条件変更等を行わなければ返済ができなくなる可能性がある。全ては感染状況次第。（サ

ービス業／広告業、資本金１千万円超５千万円以下） 

２－２．３カ月以内に必要な資金を金融機関から借り入れる目途    【表２－２／単数回答】 

～「目途がつく(見込み)」企業は６割弱、「目途がつく見込みなし」は４割超 

○ 資金需要がある企業（問２（１）で「現時点で資金を借り入れているが、十分な額ではない」、

「現時点で借り入れの必要があるにも関わらず、まったく借りられてない」、「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」と回答した企業９８社）に対

し、３カ月以内に必要な資金を金融機関から借り入れる目途について尋ねたところ、６割弱

（５７．１％）が「目途はついている」または「つく見込み」と回答（「目途はついている」

（１７．３％）、「目途はまだついていないが、つく見込みである」（３９．８％）の合計）。 

○ 一方、「目途はついておらず、つく見込みもない」と回答した企業は４割超（４１．８％）。

資本金規模別では、資本金１千万円以下の企業(５０．８％)、業種別では非製造業（５１．

５％）でその割合が高く、いずれも半数超。 

 

 

２－３．借り入れ目途がついていない場合の対応予定         【表２－３／複数回答】 

～「経費削減・事業縮小・新規投資の中止等支出の削減」が最多で５割弱 

○ 借り入れの「目途はついておらず、つく見込みもない」企業（４１社）に対し、その対応策

を尋ねたところ、「経費削減・事業縮小・新規投資の中止等支出の削減」（４８．８％）が最

多。以下、「補助金・助成金等の活用」（２９．３％）、「現在取引がない金融機関への借り入

れ相談」（２４．４％）が続く。 
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２－４．借り入れ資金の使途                    【表２－４／複数回答】 

～「運転資金」が最多。製造業の半数超が「設備投資・研究開発」 

○ 借り入れた資金の使途は、「運転資金」が８割超（８１．２％）で最多。「新分野進出・業態

変更・事業革新に向けた設備投資」(１９．２％)、「既存設備の維持・補修、入替」(１８．

１％)が続く。 

○ 設備投資・研究開発費関連資金(「新分野進出・業態変更・事業革新」、「既存設備の維持・補

修、入替」、「研究開発資金」の合計)は３割台前半(３３．４％)。業種別では製造業の半数超

（５２．６％）は「設備投資・研究開発費関連資金」として資金を借り入れ。 

○ 人件費関連資金（「従業員への給与」、「賞与資金（従業員へのボーナス）」、「社会保険料（年

金、医療、介護、雇用保険等）の使用者負担分」の合計)は２割強（２０．９％）で、昨年度

（３４．０％）より低下。 

 

２－５－１．金融機関の貸出態度（現時点と昨年度末(2022年 3月末)の比較） 

～「ほぼ変化なし」が６割超、「厳しくなった」が２割    【表２－５－１／単数回答】 

○ 現時点での金融機関の貸出態度について、昨年度末（２０２２年３月末）と比べ「ほぼ変

化なし」が６割超（６１．３％）。（昨年度調査：「ほぼ変化なし」（５８．８％））。 

○ 「厳しくなった」とする回答が２割（１９．９％）（「大幅に厳しくなった」（７．３％）、

「少し厳しくなった」（１２．５％）の合計）。「好転した」とする回答は１割以下（６．３％）

（「大幅に好転した」（１．０％）、「少し好転した」（５．２％）の合計）。 

 

２－５－２．金融機関の貸出態度予想（現時点と今年度末（2023年 3月末）の比較）  

～「ほぼ変化なし」が５割台半ば、「厳しくなる」が４割弱 【表２－５－２／単数回答】 

○ ２０２３年３月末時点での金融機関の貸出態度について、現時点（年末）との比較予想を

尋ねたところ、「ほぼ変化なし」は５割台半ば(５５．４％)。（昨年度調査：「ほぼ変化なし」

（６２．７％）） 

○ 「厳しくなる」は４割弱（３８．０％）（「大幅に厳しくなる」（１０．５％）、「少し厳しく

なる」（２７．５％）の合計）で、昨年度調査（「厳しくなる」（２８．６％））と比べ悪化

を見込む。 

 

２－６．今後の資金繰りに係る懸念事項   

～「原材料費等高騰による仕入れコストの増大」が最多。      【表２－６／複数回答】 

○ 今後の資金繰りに係る懸念事項については、「原材料費等高騰による仕入れコストの増大」

が半数弱（４９．３％）で最多。他、「人件費負担の増大」（２５．６％）、「円安・為替」

（２３．７％）、「売上の回復見通しが立たない」（２３．５％）が上位。 

○ 懸念事項は「特にない」とする企業は２割台前半（２２．１％）で昨年度調査（３１．４％）

と比べ減少。 

○ 業種別では、製造業の７割弱（６８．５％）が「原材料費等高騰による仕入れコストの増

大」を、４割弱（３９．１％）が「人件費負担の増大」を懸念。 
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＜今後の資金繰りに係る懸念事項についての企業の声＞ 

・ 売上が未だ回復しない中、中国から仕入れる銅製品の大幅な値上がり、ロシアから仕入れるアル

ミ製品の供給不安等、原材料の調達にも苦心している。大手企業との取引は基本的に競争入札の

ため、価格転嫁は難しく、負担感が大幅に増している。政府の掲げる賃上げはとてもではないが

取り組める状況ではない。（卸売業／伸銅品、ステンレス製品、資本金１千万円以下） 

・ 全国旅行支援は、割引上限がある上、国に登録したＧｏＴｏキャンペーンと異なり、全国各都道

府県に登録しなければならない分、旅行事業者の申請の手間が大きい。コロナ禍で疲弊している

旅行・サービス業事業者目線の制度ではない。経営が厳しく、旅行業法における営業保証金及び

弁済業務保証金の準備ができず、登録を断念する事業者も出ている。行政にはもっと実情を知っ

てほしい。（サービス業／旅行業、資本金１千万円超５千万円以下） 

 

 

 

以上 

 

＜添付資料＞  

資料１：「現在の売上状況と新型コロナ関連融資・資金調達に関する調査」結果集計表（今回調査） 

資料２：「コロナ禍の経営への影響および資金調達に関する調査」結果集計表（昨年度調査） 



《 調 査 概 要 》

○ 2022年11月7日（月） ～ 11月21日（月）
○ 大阪商工会議所会員の中小企業　2,420社
○
○

《 回答企業の属性 》

【 資本金 】 【 業種 】

《 調 査 結 果 》

表１．現在の売上業況と新型コロナ関連融資について

表１－１　コロナ前（2019年度）と比較した今年度の売上見込み　（単数回答）

表１－２　政府系金融機関・民間金融機関の新型コロナウイルス感染症関連融資（実質無利子・無担保のいわゆるゼロゼロ融資等）の借入状況　（単数回答）

2022年12月7日

「現在の売上状況と新型コロナ関連融資・資金調達に関する調査」結果集計表
大阪商工会議所

(279)
100.0%

(371) (183) (154) (31) (3) (92)
100.0% 100.0%

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

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

(-)
無回答 - - - - - -

-
(1) (1) (-) (-) (-) (1)

- 1.1%③ 不明 0.3% 0.5% - -
(22) (108)

38.7%
(130) (56) (51) (20) (3)

(171)
② 利用していない 35.0% 30.6% 33.1% 64.5% 100.0% 23.9%

61.3%
(240) (126) (103) (11) (-) (69)

- 75.0%① 借り入れしている・していた 64.7% 68.9% 66.9% 35.5%

(-)
-

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

(18)
⑩ その他

非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

(279)

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

100.0%
(371) (183) (154) (31) (3) (92)

100.0% 100.0%

増加小計（⑥～⑨）

(9)

8.2%
(6) (-) (9)

- 9.8%⑦ １０％以上３０％未満の増加 8.6%

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

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

(74)

無回答 - - - - -
(-)

24.8% 21.3% 24.0% 51.6% - 19.6%

(3) (62)

(-) (1) (-) (1)
- 1.1%⑨ ５０％以上の増加 2.7% 4.9% - 3.2%

6.0% 9.7% 19.4%

(-)

- - - - - -

(13) (7) (4) (2) (-)

(23)
⑧ ３０％以上５０％未満の増加 3.5% 3.8% 2.6% 6.5% - -

3.2%
(10) (9)

26.5%
(92) (39) (37) (16) (-)

(32) (11) (15)

(13)
4.7%

(8) (29)
10.4%

(37) (12) (18) (7) (-)

(37)
⑥ １０％未満の増加 10.0% 6.6% 11.7% 22.6% - 8.7%

13.3%
(49) (21) (26) (2) (-) (12)

- 13.0%⑤ ２０１９年度並み 13.2% 11.5% 16.9% 6.5%

(16) (30)
67.4% 60.2%

減少小計（①～④）
62.0% 67.2% 59.1% 41.9% 100.0%
(230) (123) (91) (13) (168)

10.8%
(46) (21) (20) (4) (1)

(81)
④ １０％未満の減少 12.4% 11.5% 13.0% 12.9% 33.3% 17.4%

29.0%
(113) (58) (47) (7) (1) (32)

33.3% 34.8%③ １０％以上３０％未満の減少 30.5% 31.7% 30.5% 22.6%

3億円以下

1千万円超 5千万円超 1億円超
製造業全　体 1千万円以下

(10) (32)
11.5%

(42) (26) (15) (1) (-)

(25)
② ３０％以上５０％未満の減少 11.3% 14.2% 9.7% 3.2% - 10.9%

24.8% (92)

1千万円超～5千万円以下 41.5% (154) 非製造業 75.2% (279)

有効回答率 ： 15.3 ％

1千万円以下 49.3% (183) 製造業

9.0%
(29) (18) (9) (1) (1) (4)

33.3% 4.3%① ５０％以上の減少 7.8% 9.8% 5.8% 3.2%

非製造業
5千万円以下 1億円以下

調 査 期 間 ：
調 査 対 象 ：
有効回答数 ： 371 社

1億円超～3億円以下 0.8% (3)

5千万円超～1億円以下 8.4% (31)

資料１
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表１－３　借入額及び返済状況について
※表１－２で①と回答した企業を対象

表１－３－１　新型コロナ関連融資の借入額　（単数回答）

表１－３－２　新型コロナ関連融資の返済の開始時期　（単数回答）

表１－３－３　新型コロナ関連融資の返済見通し　（単数回答）

(171)
100.0%

(240) (126) (103) (11) (-) (69)

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - 100.0%

(-) (-)
- -無回答 - - - - -

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

(3) (6)
3.5%

(9) (4) (5) (-) (-)

(8)
④ 不明・その他 3.8% 3.2% 4.9% - - 4.3%

4.7%
(9) (5) (3) (1) (-) (1)

- 1.4%③ 条件変更を行っても返済が難しい 3.8% 4.0% 2.9% 9.1%
(9) (31)

18.1%
(40) (32) (8) (-) (-)

(126)
② 条件変更を行えば返済できる見込み 16.7% 25.4% 7.8% - - 13.0%

73.7%
(182) (85) (87) (10) (-) (56)

- 81.2%① 当初の条件で予定通り返済できる見込み 75.8% 67.5% 84.5% 90.9%

非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

(171)

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

(-) (69)
100.0% 100.0%

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -
(240) (126) (103) (11)

(-) (-)
-

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

(1)
無回答 - - - - - -

0.6%
(1) (-) (1) (-) (-) (-)

- - -
(5)

⑥ その他 0.4% - 1.0%
(7) (4) (3) (-) (-) (2)

2.9% 2.9%
(15)

⑤ 2025年以降に返済を開始予定 2.9% 3.2% 2.9% - -

8.8%
(17) (9) (8) (-) (-) (2)

- - 2.9%
(53)

④ 2024年内に返済を開始予定 7.1% 7.1% 7.8%
(80) (42) (32) (6) (-) (27)

39.1% 31.0%
(5)

③ 2023年内に返済を開始予定 33.3% 33.3% 31.1% 54.5% -

2.9%
(6) (3) (3) (-) (-) (1)

- - 1.4%
(92)

② 年末までに返済を開始予定 2.5% 2.4% 2.9%
(129) (68) (56) (5) (-) (37)

53.6% 53.8%
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① すでに返済をしている 53.8% 54.0% 54.4% 45.5% -

製造業 非製造業

(171)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

100.0%
(240) (126) (103) (11) (-) (69)

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - 100.0%

(-) (-)
- -無回答 - - - - -

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

(2) (1)
0.6%

(3) (-) (3) (-) (-)

(59)
⑩ その他 1.3% - 2.9% - - 2.9%

34.5%
(99) (43) (46) (10) (-) (40)

- 58.0%⑨ 5,000万円以上 41.3% 34.1% 44.7% 90.9%
(7) (24)

14.0%
(31) (17) (13) (1) (-)

(22)
⑧ 4,000万円以上5,000万円未満 12.9% 13.5% 12.6% 9.1% - 10.1%

12.9%
(31) (14) (17) (-) (-) (9)

- 13.0%⑦ 3,000万円以上4,000万円未満 12.9% 11.1% 16.5% -
(6) (19)

11.1%
(25) (10) (15) (-) (-)

(21)
⑥ 2,000万円以上3,000万円未満 10.4% 7.9% 14.6% - - 8.7%

12.3%
(23) (19) (4) (-) (-) (2)

- 2.9%⑤ 1,000万円以上2,000万円未満 9.6% 15.1% 3.9% -
(2) (19)

11.1%
(21) (18) (3) (-) (-)

(4)
④ 500万円以上1,000万円未満 8.8% 14.3% 2.9% - - 2.9%

2.3%
(4) (2) (2) (-) (-) (-)

- -③ 200万円以上500万円未満 1.7% 1.6% 1.9% -
(-) (1)

0.6%
(1) (1) (-) (-) (-)

(1)
② 100万円以上200万円未満 0.4% 0.8% - - - -

0.6%
(2) (2) (-) (-) (-) (1)

- 1.4%① 100万円未満 0.8% 1.6% - -

非製造業
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 5千万円超 1億円超

製造業
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表２．資金繰り状況（新型コロナ関連融資も含め、全般）について

表２－１　金融機関からの借り入れ状況　（単数回答）

表２－２　３ヵ月以内に必要な資金を金融機関から借り入れる目途　（単数回答）
※表２－１で②③④と回答した企業を対象

表２－３　対応予定について　（複数回答）
※表２－２で③と回答した企業を対象

(35)
-

(41) (31) (9) (1) (-) (6)

(-)

合　計
- - - - - -

(-) (-)
- -無回答 - - - - -

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

(1) (7)
20.0%

(8) (6) (2) (-) (-)

(4)
⑩ その他 19.5% 19.4% 22.2% - - 16.7%

11.4%
(4) (2) (2) (-) (-) (-)

- -⑨ 廃業を検討 9.8% 6.5% 22.2% -
(-) (2)

5.7%
(2) (-) (2) (-) (-)

(-)
⑧ 休業を検討 4.9% - 22.2% - - -

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

- -⑦ 自社および自社事業の売却 - - - -
(-) (2)

5.7%
(2) (2) (-) (-) (-)

(-)
⑥ 保有資産の売却 4.9% 6.5% - - - -

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

- -⑤ 業務提携など出資の受け入れ - - - -
(3) (9)

25.7%
(12) (10) (1) (1) (-)

(2)
④ 補助金・助成金等の活用 29.3% 32.3% 11.1% 100.0% - 50.0%

5.7%
(2) (2) (-) (-) (-) (-)

- -③ 雇用調整（解雇・配置転換・労働時間抑制等） 4.9% 6.5% - -
(3) (17)

48.6%
(20) (17) (2) (1) (-)

(9)
② 経費削減・事業縮小・新規投資の中止等支出の削減 48.8% 54.8% 22.2% 100.0% - 50.0%

25.7%
(10) (7) (2) (1) (-) (1)

- 16.7%① 現在取引がない金融機関への借り入れ相談 24.4% 22.6% 22.2% 100.0%

非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

(68)

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

100.0%
(98) (61) (35) (2) (-) (30)

- 100.0%
(1)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1.5%
(1) (1) (-) (-) (-) (-)

(35)
無回答 1.0% 1.6% - - - -

51.5%
(41) (31) (9) (1) (-) (6)

- 20.0%③ 目途はついておらず、つく見込みもない 41.8% 50.8% 25.7% 50.0%
(15) (24)

35.3%
(39) (20) (18) (1) (-)

(8)
② 目途はまだついていないが、つく見込みである 39.8% 32.8% 51.4% 50.0% - 50.0%

11.8%
(17) (9) (8) (-) (-) (9)

- 30.0%

非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 目途はついている 17.3% 14.8% 22.9% -

1億円超
製造業

(279)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超

100.0%
(371) (183) (154) (31) (3) (92)

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

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

- -
(70)

無回答 - - - -
(84) (43) (28) (11) (2) (14)

15.2% 25.1%
(7)

⑤ 現時点で借り入れはなく、当面借り入れる必要もない 22.6% 23.5% 18.2% 35.5% 66.7%

2.5%
(11) (8) (3) (-) (-) (4)

- - 4.3%
(12)

④ 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

3.0% 4.4% 1.9%
(17) (11) (6) (-) (-) (5)

5.4% 4.3%
(49)

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

4.6% 6.0% 3.9% - -

17.6%
(70) (42) (26) (2) (-) (21)

6.5% - 22.8%
(141)

② 現時点で資金を借り入れているが、十分な額ではない 18.9% 23.0% 16.9%
(189) (79) (91) (18) (1) (48)

52.2% 50.5%
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

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

50.9% 43.2% 59.1% 58.1% 33.3%

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 1億円超
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表２－４　調達した資金の使途　（複数回答）
※表２－１で①～④と回答した企業を対象

表２－５　金融機関の貸出態度について
※表２－１で①～④と回答した企業を対象

表２－５－１　現時点と昨年度末（2022年3月末）との比較　（単数回答）

表２－５－２　現時点と2023年3月末時点との比較（予想）　（単数回答）

34.9% 50.0% - 52.6%
(96) (42) (44) (10) (-) (41)

26.3%
(55)

10.3% 1.0%
(28)
13.4%

(52) (22) (21) (9) (-) (24)
45.0% - 30.8%

(3) (5) (2) (-) (8)

(209)
100.0%

(287) (140) (126) (20) (1) (78)

(2)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1.0%
(2) (1) (1) (-) (-) (-)

- -
(2)

無回答 0.7% 0.7% 0.8% -
(2) (1) (-) (1) (-) (-)

- 1.0%
(9)

⑤ 大幅に好転する 0.7% 0.7% - 5.0% -

4.3%
(15) (8) (6) (1) (-) (6)

5.0% - 7.7%
(117)

④ 少し好転する 5.2% 5.7% 4.8%
(159) (65) (79) (14) (1) (42)

53.8% 56.0%
(55)

③ ほぼ変化なし 55.4% 46.4% 62.7% 70.0% 100.0%

26.3%
(79) (45) (31) (3) (-) (24)

15.0% - 30.8%
(24)

② 少し厳しくなる 27.5% 32.1% 24.6%
(30) (20) (9) (1) (-) (6)

7.7% 11.5%
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 大幅に厳しくなる 10.5% 14.3% 7.1% 5.0% -

製造業 非製造業

(209)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

100.0%
(287) (140) (126) (20) (1) (78)

(4)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(-) (-)
- 1.9%無回答 1.4% 1.4% 1.6% - -

(4) (2) (2) (-)

(8) (24)
11.5%

(32) (16) (14) (2) (-)

(2)
⑥ 昨年度末（2022年3月末）時点では借り入れ希望がなかった 11.1% 11.4% 11.1% 10.0% - 10.3%

1.0%
(3) (1) (1) (1) (-) (1)

- 1.3%⑤ 大幅に好転した 1.0% 0.7% 0.8% 5.0%
(4) (11)

5.3%
(15) (11) (2) (2) (-)

(123)
④ 少し好転した 5.2% 7.9% 1.6% 10.0% - 5.1%

58.9%
(176) (71) (91) (13) (1) (53)

100.0% 67.9%③ ほぼ変化なし 61.3% 50.7% 72.2% 65.0%
(8) (28)

13.4%
(36) (26) (8) (2) (-)

(17)
② 少し厳しくなった 12.5% 18.6% 6.3% 10.0% - 10.3%

8.1%
(21) (13) (8) (-) (-) (4)

- 5.1%

非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 大幅に厳しくなった 7.3% 9.3% 6.3% -

1億円超
製造業

(209)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超

-
(287) (140) (126) (20) (1) (78)

(-)

合　計
- - - - - -

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

- -

⑨ 研究開発資金 3.5% 2.1% 4.0% 10.0% -

設備投資・研究開発費関連(⑦～⑨)
33.4% 30.0%

(9)
無回答 - - - -

(13) (2) (10) (1) (-) (4)
5.1% 4.3%

(21)
⑪ その他 4.5% 1.4% 7.9% 5.0% -

19.2% 18.6% 20.6% 15.0% -

人件費関連（④～⑥）
20.9% 25.0% 16.7% 20.0% 23.1%
(60) (35) (21) (4)

10.0%
(28) (17) (10) (1) (-) (7)

5.0% - 9.0%

(2)

⑩ 納税資金 9.8% 12.1% 7.9%

(10)

20.0% - 12.8%
(15)

⑥ 社会保険料（年金、医療、介護、雇用保険等）の使用者負担
分

11.5% 10.7% 11.1%
(28) (15) (10) (3) (-) (13)

(35)
⑧ 既存設備の維持・補修、入替 18.1% 15.7% 16.7%

(55) (26) (26) (3) (-) (20)
25.6% 16.7%

(23)

⑦ 新分野進出・業態変更・事業革新に向けた設備投資（店舗
改修・ＩＴｼｽﾃﾑの導入、拡充等）

(18)
20.1%
(42)

-
(-)

16.7% 7.2%
(30)

⑤ 賞与資金（従業員へのﾎﾞｰﾅｽ） 9.8% 10.7% 7.9% 15.0% -

14.4%
(45) (25) (16) (4) (-) (15)

20.0% - 19.2%

11.0%
(33) (15) (14) (4) (-) (10)

(30)
④ 従業員への給与 15.7% 17.9% 12.7%

(47) (24) (20) (3) (-) (17)
21.8% 14.4%

(8)
③ つなぎ資金 16.4% 17.1% 15.9% 15.0% -

3.8%
(17) (10) (6) (1) (-) (9)

5.0% - 11.5%
(174)

② 年末・年度末の決済資金 5.9% 7.1% 4.8%
(233) (119) (94) (19) (1) (59)

75.6% 83.3%
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 経費支払い等運転資金 81.2% 85.0% 74.6% 95.0% 100.0%

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 1億円超
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表２－６　今後の資金繰りに係る懸念事項について　（複数回答）

(279)
-

(371) (183) (154) (31) (3) (92)

(-)

合　計
- - - - - -

(-) (-)
- -無回答 - - - - -

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

(2) (15)
5.4%

(17) (9) (8) (-) (-)

(67)
⑭ その他 4.6% 4.9% 5.2% - - 2.2%

24.0%
(82) (33) (33) (13) (3) (15)

100.0% 16.3%⑬ 特になし 22.1% 18.0% 21.4% 41.9%
(26) (62)

22.2%
(88) (40) (41) (7) (-)

(59)
⑫ 円安・為替 23.7% 21.9% 26.6% 22.6% - 28.3%

21.1%
(95) (41) (46) (8) (-) (36)

- 39.1%⑪ 人件費負担の増大 25.6% 22.4% 29.9% 25.8%
(63) (120)

43.0%
(183) (87) (79) (17) (-)

(7)
⑩ 原材料費等の高騰 49.3% 47.5% 51.3% 54.8% - 68.5%

2.5%
(8) (5) (2) (1) (-) (1)

- 1.1%⑨ 借入金返済のめどが立たない 2.2% 2.7% 1.3% 3.2%
(1) (11)

3.9%
(12) (11) (1) (-) (-)

(10)
⑧ 過剰債務に陥っている 3.2% 6.0% 0.6% - - 1.1%

3.6%
(14) (8) (5) (1) (-) (4)

- 4.3%⑦ 借入金利息の支払い負担が大きい 3.8% 4.4% 3.2% 3.2%
(4) (14)

5.0%
(18) (14) (3) (1) (-)

(26)
⑥ 借入枠の残りが少ない 4.9% 7.7% 1.9% 3.2% - 4.3%

9.3%
(32) (24) (8) (-) (-) (6)

- 6.5%⑤ 返済に向け条件変更が必要 8.6% 13.1% 5.2% -
(13) (43)

15.4%
(56) (36) (15) (5) (-)

(40)
④ 追加借り入れが必要 15.1% 19.7% 9.7% 16.1% - 14.1%

14.3%
(57) (27) (28) (2) (-) (17)

- 18.5%③ 補助金・助成金等の縮小 15.4% 14.8% 18.2% 6.5%
(5) (15)

5.4%
(20) (10) (9) (1) (-)

(63)
② 取引先からの支払いの遅れ 5.4% 5.5% 5.8% 3.2% - 5.4%

22.6%
(87) (53) (32) (2) (-) (24)

- 26.1%

非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 売上の回復見通しが立たない 23.5% 29.0% 20.8% 6.5%

1億円超
製造業全　体 1千万円以下

1千万円超 5千万円超
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《 調 査 概 要 》

○ 2021年11月8日（月） ～ 11月22日（月）
○ 大阪商工会議所会員の中小企業　2,409社
○
○

《 回答企業の属性 》

【 資本金 】 【 業種 】

《 調 査 結 果 》

表１．コロナ禍における経営状況について

表１－１－１　2019年度と比較した場合の、今年度（2021年4月～2022年3月）売上見込み　（単数回答）

(70) (30) (22)

64.0%
(209) (93) (58)(95) (21)

100.0%
(236)

(151)

増加小計（⑥～⑨）
22.0% 21.4% 18.3% 23.3%

(55)

無回答 -
(-)

16.1% 43.9%

-

(26)
13.6%
(32)(41) (18) (18) (5)

② ３０％以上５０％未満の減少 12.9% 12.9% 13.1%

0.8%
(2) (1) (1) (-) (-) (2)

12.2% 11.0%
(30) (19) (10) (1) (4)

(8)

(18)(46) (16) (21) (9)

調 査 期 間 ：
調 査 対 象 ：
有効回答数 ： 318 社

5千万円超～3億円以下 12.9% (41)

25.8% (82)

1千万円超～5千万円以下 43.1% (137) 非製造業 74.2%

2.1%
(5)

⑨ ５０％以上の増加 2.5%
(6)

(28)
9.3%
(22)
9.3%
(22)

27.5%
(65)
11.9%
(28)

11.9%

非製造業

11.0%

(236)

有効回答率 ： 13.2 ％

1千万円以下 44.0% (140) 製造業

5千万円以下 3億円以下

1千万円超 5千万円超
製造業全　体 1千万円以下

　※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはならない。

2.4% 4.9%① ５０％以上の減少 9.4% 13.6% 7.3%

(92) (40) (46) (6) (27)
14.6% 32.9%③ １０％以上３０％未満の減少 28.9% 28.6% 33.6%

(9)

④ １０％未満の減少 14.5% 11.4% 15.3% 22.0% 22.0%

(30) (8) (11) (11)

⑥ １０％未満の増加 9.4% 5.7% 8.0% 26.8% 9.8%
(37) (16) (19) (2)

66.4% 69.3% 51.2% 70.7%
減少小計（①～④）

65.7%

(7) (7) (-) (-) (2)
2.2% 5.0% - - 2.4%⑧ ３０％以上５０％未満の増加

(9)
4.9% 11.0%⑤ 2019年度並み 11.6% 11.4% 13.9%

(25) (11) (8) (6) (3)
14.6% 3.7%⑦ １０％以上３０％未満の増加 7.9% 7.9% 5.8%

(8) (4) (3) (1) (2)
2.4% 2.4%

⑩ その他 0.6% 0.7% 0.7% - -

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(-) (-) (-) (-) (-)
- - - -

2.5% 2.9% 2.2%

(18) (15)

合　計
(41) (82)(318) (140) (137)

100.0%

2021年12月9日

「コロナ禍の経営への影響および資金調達に関する調査」結果集計表
大阪商工会議所

資料２
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表１－１－２　2020年度と比較した場合の、今年度（2021年4月～2022年3月）売上見込み　（単数回答）

表１－２　今年度の平均月商と比較した、現在の現預金の保有程度　（単数回答）

100.0%
(236)(137)

3.4%
(8)

無回答 0.8%
(2)

3.7% 3.4%
(8)

⑤ ほとんど保有していない 5.5%
(13)

(99)
③ 平均月商の２週間分から１ヵ月分 9.4% 10.7% 6.6% 14.6% 8.5% 9.7%

(30) (15) (7) (23)
④ 平均月商の２週間分未満 3.5% 4.3%

3.5% 1.4%

(-)

非製造業

① 平均月商の３ヵ月分以上 35.2%
(83)

② 平均月商の１～３ヵ月分 40.3% 37.9% 41.6% 43.9% 35.4% 41.9%
(128) (53) (57) (18)

(55)

(29)

(32)

-
(-)

合　計
100.0%
(236)

49.6%
(117)

増加小計（⑥～⑨）
32.6%
(77)

3.0%
(7)

⑩ その他 0.8%
(2)

14.4%
(34)

⑧ ３０％以上５０％未満の増加 1.7%
(4)(2)(6) (2)

(23) (6)

⑦ １０％以上３０％未満の増加

(-)(2)

14.6% 9.8% 16.9%
(48) (19) (8) (40)

⑥ １０％未満の増加 13.2% 12.1% 12.2% 13.6%
(32)

23.3%
(55)

④ １０％未満の減少 14.8% 12.9% 18.2% 9.8% 18.3% 13.6%
(47) (18) (25) (4) (15)

3.4%
(8)

② ３０％以上５０％未満の減少 9.3%
(22)

全　体 1千万円以下 製造業 非製造業

① ５０％以上の減少 3.8% 5.0% 2.9% 2.4% 4.9%
5千万円以下 3億円以下

5千万円超1千万円超

(4)(12) (7) (4) (1)

(36) (31) (5) (17)
22.6% 25.7% 22.6% 12.2% 20.7%

(1) (6)

23.2%
(10)

10.2% 26.8%
(42) (17) (14) (11)

7.3%8.8% 10.7% 8.8% 2.4%
(28) (15) (12)

(2)
1.9% 1.4% 1.5%

③ １０％以上３０％未満の減少

⑤ 2020年度並み 15.1% 13.6% 16.8%

(53) (18) (24)
16.7% 12.9% 17.5% 26.8%

50.0% 54.3% 52.6% 26.8% 51.2%

(72)

(1) (1) (-)

減少小計（①～④）

(32)(109) (44) (41) (24)
34.3% 31.4% 29.9% 58.5% 39.0%

(11) (42)

4.9% 2.4%
(11) (19)

⑨ ５０％以上の増加

0.6% 0.7% 0.7%

無回答

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(-) (-)(-) (-) (-)

- - - - -

(159) (76) (72)

- -

(-) (1)(8) (7) (1)
2.5% 5.0% 0.7% - 1.2%

(2)

(82)(318) (140) (137) (41)

5千万円以下 3億円以下

1千万円超 5千万円超
全　体 1千万円以下 製造業

3.6% -
(9) (6)

(13) (35)
42.7%37.1% 35.7% 40.1% 31.7%

(118) (50)

(82)(318) (140)

5.1% 4.9%
(18) (13) (4) (1) (5)
5.7% 9.3% 2.9% 2.4% 6.1%

(3)(11) (6) (5)

⑥ 不明・分からない

0.6% 0.7% - 2.4% -
(2) (3)(11) (2) (7)

3.7%

100.0%100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(2) (1) (-) (1) (-)

合　計
(41)
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表１－３－１　2019年度と比較した、現預金の保有額　（単数回答）

表１－３－２　2020年度と比較した、現預金の保有額　（単数回答）

表２．資金繰り状況について

表２－１　資金調達方法（予定含む）　（複数回答）

-
(318) (140) (137) (41) (82) (236)

7.2%
(17)

無回答 - - - - - -
(-) (-) (-) (-) (-) (-)

(1) (2)
2.4%6.0%

-

10.0% 2.9% 2.4%
(19) (14)

36.4%
(86)
4.7%
(11)

⑥ 業務提携など出資の受け入れ 0.4%
(1)

(113)
38.6%
(91)
44.5%
(105)

(236)

全　体 1千万円以下 製造業 非製造業

47.9%

50.0%② 取引先金融機関からのプロパー融資の利用 41.5% 32.9% 44.5% 61.0%

(144) (64) (66) (14) (39)

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

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(318) (140) (137) (41)

- - - - -

31.8%
(75)

④ その他 0.4%
(1)

28.0%
(66)

② 横ばい 39.8%
(94)

100.0%
(236)

全　体 1千万円以下 製造業 非製造業

合　計

1千万円超 5千万円超

28.0%28.0% 22.9% 30.7% 36.6%
5千万円以下 3億円以下

③ 減少した

(33)

(74)
0.8%
(2)

無回答 -
(-)

35.2%
(83)
32.6%
(77)
31.4%

全　体 1千万円以下 製造業 非製造業
5千万円以下 3億円以下

5千万円超1千万円超

(25)(108) (42) (49) (17)

40.2%
(101) (42) (44)

36.6% 29.3%② 横ばい 31.8% 30.0% 32.1%

(2) (2) (-) (-) (-)
- -④ その他 0.6% 1.4% -

(33)

① 増加した 34.0% 30.0% 35.8% 41.5% 30.5%

(107) (54) (44) (9)

③ 減少した 33.6% 38.6% 32.1% 22.0%
(15) (24)

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

(318) (140) (137) (41) (82)
100.0% 100.0%100.0% 100.0% 100.0%

(108) (56) (44) (8)
0.3% 0.7% -

40.2%34.0% 40.0% 32.1% 19.5%

① 増加した

(120) (51) (51) (18) (26)
37.7% 36.4% 37.2% 43.9% 31.7%

(15) (23)(89) (32) (42)

(1) (1) (-) (-) (-)
- -

無回答

(82)

① 自己資本（内部留保など）の活用 49.1% 48.6% 51.1%
5千万円以下 3億円以下

1千万円超 5千万円超

(156) (68) (70) (18) (43)
43.9% 52.4%

34.1% 47.6%③ 政府系金融機関・民間金融機関の新型コロナウイルス感染
症特別貸付（実質無利子・無担保融資）の利用

45.3% 45.7% 48.2%
(132) (46) (61) (25) (41)

⑤ 保有資産の売却 5.0% 5.0% 4.4%
(119) (63) (44) (12) (33)

40.2%④ 給付金・補助金・助成金等の利用 37.4% 45.0% 32.1% 29.3%

(-)(1) (-) (1) (-)
0.3% - 0.7% - -
(16) (7) (6) (3) (5)

7.3% 6.1%

(4)

⑦ その他

合　計
- - - -
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表２－２　調達した資金の使途　（複数回答）

表２－３　金融機関からの借り入れ状況　（単数回答）

表２－４－１　2019年度と比較した、現在の借入額　（単数回答）
※表２－３で①～④と回答した企業を対象

31.8%
(113) (45) (46) (26) (38) (75)

16.5%
(39)

⑨ 研究開発資金 3.4%
(16) (6) (6) (4) (8) (8)

20.4% 13.6% 21.2% 41.5% 31.7%

-
(-)

合　計
100.0%
(184)

(58)
17.4%
(32)
2.2%
(4)

48.9%
(117) (55) (46) (16) (27) (90)

② 横ばい（見込み） 32.5% 34.2% 35.2% 31.5%
(83) (39) (25)

19.6% 15.8% 24.3% 17.6%

④ その他

100.0%
(236)

全　体 1千万円以下 製造業 非製造業
5千万円以下 3億円以下

22.0%
(52)

無回答 -
(-)

4.2%
(10)

④ 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

3.0%
(7)

4.1% 5.0% 3.6% 2.4%
(14) (8) (5) (1) (4)

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

19.8%

非製造業

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

53.8%
(127)

② 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%
(40)

(8)
無回答 0.4%

(1)

合　計
-

(236)

14.8%
(50) (20) (24) (6) (15) (35)

⑪ その他 3.1% 3.6% 2.4% 3.4%
(10) (5)

2.2%

14.0%
(33)

⑦ 新分野進出・業態変更・事業革新に向けた設備投資（店舗
改修・ＩＴｼｽﾃﾑの導入、拡充等）

18.6%
(44)

15.4% 15.0% 15.3% 17.1%⑥ 社会保険料（年金、医療、介護、雇用保険等）の使用者負
担分

20.1% 23.6% 13.1% 31.7% 24.4%

(7) (16)(49) (21) (21)
19.5%

33.1%
(108) (45) (50) (13) (30) (78)

(64) (33)

28.0%
(66)

⑤ 賞与資金（従業員へのﾎﾞｰﾅｽ） 17.8%
(42)

9.3%
(22)

③ つなぎ資金 17.4%
(41)

1千万円以下 製造業 非製造業

① 経費支払い等運転資金 79.7%
(188)

1千万円超 5千万円超

(61)
74.4%

全　体

17.9% 21.4% 14.6% 17.1% 19.5%

(111) (106)
10.1% 7.1% 12.4% 12.2%
(249) (32)
78.3% 79.3% 77.4% 78.0%

3億円以下5千万円以下

(5) (10)(32) (10) (17)
12.2%② 年末・年度末の決済資金

24.4%27.0% 30.0% 26.3% 19.5%
(57) (30) (20) (7) (16)

④ 従業員への給与

14.6% 18.3%

(65) (24) (32) (9) (23)
20.4% 17.1% 23.4% 22.0% 28.0%

(8) (20)(86) (42) (36)

33.6% 63.4% 46.3%

0.7% -
(3) (2)

(65) (19) (29)

35.5% 32.1%

(18) (13) (20)
⑧ 既存設備の維持・補修、入替

34.0% 32.1% 36.5% 31.7% 36.6%

4.9%

5.0% 4.3% 4.4% 9.8% 9.8%
(17) (26)

⑩ 納税資金 15.7% 14.3% 17.5%

(82)(318) (140) (137) (41)
- - - - -

(2)

1千万円超 5千万円超
全　体

55.3% 47.9% 58.4% 70.7% 59.8%
3億円以下5千万円以下

1千万円以下 製造業

(1) (1) (-) (-) (-)
- -0.3%

14.6%16.4% 22.9% 12.4% 7.3%
(176) (67) (80) (29) (49)

4.4% 5.7% 3.6% 2.4% 4.9%
(3) (12)(52) (32) (17)

18.6% 21.9% 17.1% 13.4%
(1) (6)(13) (7) (5)

7.3%

⑤ 現時点で借り入れはなく、当面借り入れる必要もない

-- - - -
(63) (26) (30) (7) (11)

(318) (140) (137) (41) (82)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

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

合　計

30.8% 32.4%

1千万円超 5千万円超

① 増加（見込み） 45.9% 48.2% 43.0% 47.1% 38.0%

2.0% 1.8% 1.9%
(50) (18) (26) (6) (18)

25.4%
(33) (11)

③ 減少（見込み）

-- - - -
(5) (2) (2) (1) (1)

2.9% 1.4%

無回答

(255) (114) (107) (34) (71)
100.0% 100.0%100.0% 100.0% 100.0%

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

人件費関連（④～⑥）

設備投資・研究開発費関連(⑦～⑨)
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表２－４－２　2020年度と比較した、現在の借入額　（単数回答）
※表２－３で①～④と回答した企業を対象

表２－５　必要資金を３ヵ月以内に金融機関から借り入れの目途　（単数回答）
※表２－３で②、③、④と回答した企業を対象

表２－６　対応の予定　（複数回答）
※表２－５で③と回答した企業を対象

-
(-)

合　計
-

(27)

7.4%
(2) (1) (-) (2)

11.1%
(3)

11.1% -

- - -
(5) (4) (1) (-) (2)

33.3%

11.1%
(3) (3) (-) (-) (-) (3)

-
(-)

⑦ 自社および自社事業の売却 6.1% 4.3% 11.1% - - 7.4%
(2) (1) (1) (-) (-) (2)

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

(-)

(6)
55.6%
(15)

⑤ 解雇・配置転換・労働時間抑制等雇用調整 11.1%
(3)

81.5%
(22)
7.4%
(2)

22.2%

100.0%
(57)

全　体 1千万円以下 製造業 非製造業

(79) (47) (27) (5) (22)
100.0% 100.0%100.0% 100.0% 100.0%

合　計

5千万円以下 3億円以下

(21)
47.4%
(27)

無回答 -
(-)

15.8%
(11) (6) (5) (-) (2) (9)

② 目途はまだついていないが、つく見込みである 43.0% 36.2% 59.1% 36.8%
(34) (17) (13)

20.0% 27.3%③ 目途はついておらず、つく見込みもない 41.8% 48.9% 33.3%

(1)
1.3% 2.1%

22.3%
(61) (24) (20)

100.0%
(184)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超

製造業 非製造業
5千万円以下 3億円以下

(41)
1.6%
(3)

無回答 -
(-)(-) (-) (-) (-)

- - - - -
(4) (1)

非製造業

① 増加（見込み） 32.9% 32.5% 30.8% 41.2% 25.4% 35.9%
(84) (37) (33) (14) (18) (66)

40.2%
(106) (52) (41) (13) (32) (74)

5千万円以下 3億円以下

1千万円超 5千万円超
全　体 1千万円以下 製造業

(31) (6)
④ その他 1.6% 0.9% 1.9%

17.6%29.0%

② 横ばい（見込み） 41.6% 45.6% 38.3% 38.2% 45.1%

③ 減少（見込み） 23.9% 21.1% 28.2%

4.5%
(33) (23) (9) (1) (6)

(2) (1) (1)
2.9% 1.4%

(255) (114) (107) (34) (71)
100.0% 100.0%100.0% 100.0% 100.0%

(-)

1千万円超 5千万円超

(25) (18) (6) (1) (3)
100.0% 50.0%① 給付金・補助金・助成金等の活用 75.8% 78.3% 66.7%

合　計

(13) (4)
48.1% 80.0%

① 目途はついている 13.9% 12.8% 18.5% - 9.1%

(1) (1) (-) (-)
- -

(1)(3) (1) (2) (-)

② 保有資産の売却 9.1% 4.3% 22.2% - 16.7%

④ 経費削減・事業縮小・新規投資の中止等支出の削減 48.5% 56.5% 33.3% - 16.7%
(6) (5) (1) (-) (-)

- -③ 現在取引がない金融機関への借り入れ相談

(-) (-)
⑥ 業務提携など出資の受け入れ

⑧ 休業を検討する 9.1% 13.0% -

18.2% 21.7% 11.1%

-9.1% 13.0% - -
(3) (3) (-)

(1)(16) (13) (3) (-)

- -

(-)

(1) (-)
⑩ その他 15.2% 17.4% 11.1% -

⑨ 廃業を検討する 6.1% 4.3% -

-- -
(1) (6)

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

- -無回答

(33) (23) (9)
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表２－７－１　現時点の金融機関の貸出態度（昨年度末（2021年3月末）との比較）　（単数回答）
※表２－３で①～④と回答した企業を対象

表２－７－２　2022年3月末時点での金融機関の貸出態度の予想（現時点との比較）　（単数回答）
※表２－３で①～④と回答した企業を対象

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(255) (114) (107) (34) (71) (184)

無回答 1.6% 1.8% 1.9% - 1.4% 1.6%
(4) (2) (2) (-) (1) (3)

⑤ 大幅に好転する 1.2% 0.9% 1.9% - - 1.6%
(3) (1) (2) (-) (-) (3)

④ 少し好転する 5.9% 2.6% 6.5% 14.7% 4.2% 6.5%
(15) (3) (7) (5) (3) (12)

③ ほぼ変化なし 62.7% 62.3% 59.8% 73.5% 66.2% 61.4%
(160) (71) (64) (25) (47) (113)

② 少し厳しくなる 20.4% 21.1% 23.4% 8.8% 21.1% 20.1%
(52) (24) (25) (3) (15) (37)

28.6% 32.5% 29.9% 11.8%

(184)

全　体 1千万円以下 製造業 非製造業

① 大幅に厳しくなる 8.7%
(16)

11.4%
(21)

無回答 1.1%
(2)

⑤ 大幅に好転した 3.1% 2.6% 1.4% 3.8%
(8) (3) (1) (7)(5) (-)

4.7% -

(3)

5千万円超

(21) (13)

3.8%
(11) (2) (6) (3) (4) (7)

76.5% 57.7% 59.2%
(150) (66) (58) (26) (41) (109)

100.0%

(12) (2) (11)
5.9% 15.5%

4.3% 1.8% 5.6% 8.8% 5.6%

非製造業

① 大幅に厳しくなった 7.1%
(13)

② 少し厳しくなった 13.6%
(25)

全　体 1千万円以下 製造業

③ ほぼ変化なし 58.8% 57.9% 54.2%

(3)(16) (10) (6) (-)
6.3% 8.8% 5.6% - 4.2%

5千万円超

20.0% 21.1% 22.4%
(3) (10)

14.1%13.7% 12.3% 16.8% 8.8%
(35) (14) (18)

1千万円超

(7) (1) (5)
2.9% 7.0%8.2% 11.4% 6.5%

5千万円以下 3億円以下

1千万円超

⑥ 昨年度末（２０２１年３月末）時点では借り入れ希望がなかっ
た

12.5% 15.8% 11.2%

(255) (114) (107) (34) (71)
100.0% 100.0%100.0% 100.0%

(18) (4) (9) (5) (3) (15)
好転する小計（④～⑤）

8.8% 18.3% 20.7%
(51) (24) (24) (3) (13) (38)

7.5% 4.4% 10.3% 8.8% 7.0% 7.6%
(19) (5) (11) (3) (5) (14)

100.0%
(1)

合　計

(1)

28.2% 28.8%
(73) (37) (32) (4) (20) (53)

厳しくなる小計（①～②）

厳しくなった小計（①～②）

好転した小計（④～⑤）

7.1% 3.5% 8.4% 14.7% 4.2% 8.2%

5千万円以下 3億円以下

(2) (-)
1.2% 0.9% 1.9% - 1.4%
(32) (18)

④ 少し好転した
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表２－７－３　今後の資金繰りに係る懸念事項について　（複数回答）
※表２－３で①～④と回答した企業を対象

合　計
- - - - - -

(255) (114) (107) (34) (71) (184)

無回答 - - - - - -
(-) (-) (-) (-) (-) (-)

⑫ その他 5.9% 5.3% 8.4% - 7.0% 5.4%
(15) (6) (9) (-) (5) (10)

⑪ 特になし 31.4% 26.3% 30.8% 50.0% 22.5% 34.8%
(80) (30) (33) (17) (16) (64)

(4) (10)

⑩ 原材料費等高騰による仕入れコストの増大 34.1% 34.2% 31.8% 41.2% 56.3% 25.5%
(87) (39) (34) (14) (40) (47)

⑨ 取引先からの支払いの遅れ 5.1% 4.4% 6.5% 2.9% 4.2% 5.4%
(13) (5) (7) (1) (3) (10)

(18) (9) (6) (3) (8) (10)

⑧ 過剰債務に陥っている 6.3% 10.5% 2.8% 2.9% 4.2% 7.1%
(16) (12) (3) (1) (3) (13)

⑦ 借入金利息の支払い負担が大きい 5.5% 5.3% 6.5% 2.9% 5.6% 5.4%
(14) (6) (7) (1)

13.1% 11.8% 19.7% 15.8%
(43) (25) (14) (4) (14) (29)

⑥ リスケジュールが必要 2.4% 3.5% 1.9% - 2.8% 2.2%
(6) (4) (2) (-) (2) (4)

⑤ 借入枠の残りが少ない 7.1% 7.9% 5.6% 8.8% 11.3% 5.4%

② 政府協力金・支援金等の縮小 20.0% 23.7% 19.6% 8.8% 16.9% 21.2%
(51) (27) (21) (3) (12) (39)

④ 借入金返済のめどが立たない 3.1% 7.0% - - 2.8% 3.3%
(8) (8) (-) (-) (2) (6)

③ 追加借り入れが必要 16.9% 21.9%

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超

製造業 非製造業
5千万円以下 3億円以下

① 売上の回復見通しが立たない 32.9% 33.3% 35.5% 23.5% 32.4% 33.2%
(84) (38) (38) (8) (23) (61)

- 7 -


