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Ⅰ 調査の実施概要 

1. 目的 

当地域（旧黒埼町）の景気動向を把握し、小規模事業者の経営支援に活かすことを目的

に調査を行った。 
 
2. 調査期間 

令和 2 年 7 月下旬～8 月下旬 
 
3. 調査対象 

黒埼商工会の会員事業者のうち、商工会事務局が抽出した 30 事業者とする。 
 
4. 調査方法 

別紙「景況調査ヒアリングシート」を用いた経営指導員の面談による聞き取り調査 
 
5. 設問内容 

主な設問内容は以下のとおりとする。 
① 企業の概要 
② 企業の現況 
③ 経営上の問題点 
④ 新型コロナウイルス感染症の影響（自由回答） 
⑤ 今後の事業・経営において強化したい点（自由回答） 

 
6. 回収結果 

有効回答数：30 件  有効回答率：100％ 
 
7. 集計・分析に係る留意事項 

(1) 数値（％）は小数点第 2 位以下を四捨五入しており、総数と内訳の計は必ずしも一致し

ない。また、無回答は数値に含めない。 
(2) 調査結果は、景況判断指数の一つである BSI（Business Survey Index）で評価した。

BSI とは、各調査項目において「プラス（増加・好転・上昇）」と回答した企業の割合か

ら「マイナス（減少・悪化・低下）」と回答した企業の割合を差し引いた値を示す。 
(3) 文中において、「前期」「今期」「来期」については、特に説明がない限り、以下の時期で

ある。 
○ 前期 令和元年 7 月～12 月期 
○ 今期 令和 2 年 1 月～ 6 月期 
○ 来期 令和 2 年 7 月～12 月期 
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Ⅱ 調査結果の概要 

 当地域の「景況判断」をみると、令和 2 年 1～6 月期は令和元年 7～12 月期から急激に悪

化し、3 期連続の低下となった。先行きの令和 2 年 7～12 月期も大幅な悪化が続く見通しと

なっている。 
 今期における各項目の BSI をみると、「売上」、「採算（経常利益）」、「販売（客）単価」は

いずれも大幅に低下し、「仕入単価」、「資金繰り」、「雇用動向」も悪化した。 
 経営上の問題点については、「店舗、設備等の老朽化」の割合が最も高く、次いで「需要の

停滞」が多く挙げられ、以下「従業員の確保」、「税負担の増加」と続いている。 
 業界の動向としては、新型コロナウイルス感染症の影響により、製造や卸・小売業、サー

ビス業などで売上や仕入が減少し、厳しい状況が続くとの声があがった。建設業では、今後

の業況悪化を懸念する声がみられた。 
 

［調査結果の概要表］ 

前期と比較した方向感 概況 

景況判断  製造や卸・小売業、サービス他で「悪化」の

割合が高い 

売上  製造、建設、卸・小売業、サービス他の全て

で「減少」の割合が高い 

採算（経常利益）  製造、建設、卸・小売業、サービス他の全て

で「悪化」の割合が高い 

仕入単価  建設で「上昇」の割合が高いが、卸・小売業

とサービス他の一部で「低下」がみられる 

販売（客）単価  卸・小売業で「低下」の割合が高い 

資金繰り  卸・小売業やサービス他で「悪化」の割合が

高い 

雇用動向  建設や卸・小売業、サービス他の一部で「減

少」がみられる 
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Ⅲ 調査結果 

1. 企業の概要 

(1) 業種 

 

  
 
 

「サービス他」が 40.0%を占めており、 
次いで「建設」と「卸・小売業」が 23.3% 
である。 

 
 
 
 
(2) 従業員数 

 

  
 
 
 
 

「１人～２人」が最も多く 40.0%、次いで「３～５人」が 30.0%である。また、「２０

人超」と回答した事業者はない。 
  

1 製造 4
2 建設 7
3 卸・小売業 7
4 サービス他 12

30合　計

業種

1 ０人 3
2 １～２人 12
3 ３～５人 9
4 ６～２０人 6
5 ２０人超 0

30合　計

従業員数
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(3) 企業区分 

 

  

 
 
  ほとんどが「小規模事業者」である。 
小規模企業活性化法により、従業員 20 人以下 

 の事業者を「小規模事業者」と定義している。 
 
 
(4) 後継者の有無 

 

  

 
 後継者は「無」が 70.0%である。 

  後継者「無」の割合（後継者不在率）に 
ついて、平成 29 年度上期調査以降の結果を 
時系列でみると、50%から 70%の間で推移 
しており、今期は前期より 14.4％上昇した（図 1.1）。 

 
図 1.1 後継者不在率の推移 

1 小規模事業者 30
2 小規模事業者以外 0

30

企業区分

合　計

1 有 9
2 無 21

30合　計

後継者の有無
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 株式会社帝国データバンク新潟支店が新潟県内企業 4319 社に対して 2019 年に行った

調査によると、県内企業の後継者不在率は 58.2%であり、全国平均に比較して低く、47 都

道府県中 35 位である 1)。この調査結果と今回の黒埼商工会の調査結果を単純に比較する

ことはできないが、当地域の不在率（70.0％）は新潟県の中でも高いことがわかる。 
 

 
出典：株式会社帝国データバンク新潟支店『新潟県「後継者不在企業」調査』 

（2019 年 12 月 27 日公表） 
  

 
1) 株式会社帝国データバンク新潟支店『新潟県「後継者不在企業」調査』（2019.12.27） 
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2. 売上 

今期の売上が、前期と比べて「増加」と回答した企業の割合は 0.0%、「不変」は 20.7%、

「減少」は 79.3%という結果だった。 
今期の売上 BSI（「増加」－「減少」）は▲79.3 と、前期（▲30.0）から 49.3 ポイント低

下した。来期は▲86.2 と、今期から 6.9 ポイント低下する見込みであり、大変厳しい状況が

続くとみられる。 
  

 
図 2.1 売上 BSI 

 

 
図 2.2 売上の回答割合 

 

R2 年 1-6 月（n=29） 
R2 年 7-12 月（n=29） 
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【参考】 
 新潟市が令和 2 年 7 月に新潟市内の事業所に対して行ったアンケート調査（有効回収数：

951 件、以下「新潟市調査」）によると、今期の生産・売上 BSI※は▲43.3 であり、来期は▲

46.9 という見通しになっている。 
 黒埼商工会調査ならびに新潟市調査とも、生産・売上 BSI はやや低下する見通しとなって

いるが、黒埼商工会調査の売上 BSI の水準は新潟市調査に比べて倍近く低くなっている。 
 

 

資料：新潟市経済部産業政策課「令和 2 年度上期 新潟市景況調査【概要版】」 
（令和 2 年 8 月） 

 
※新潟市では生産・売上 BSI と表記している 
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3. 採算（経常利益） 

 今期の採算（経常利益）が、前期と比べて「好転」と回答した企業の割合は 0.0%、「不変」

は 26.7%、「悪化」は 73.3%という結果だった。 
 今期の採算（経常利益）BSI（「好転」－「悪化」）は▲73.3 と、前期（▲36.6）から 36.7
ポイント低下した。来期の見通しは▲83.3 で今期よりさらに 10.0 ポイント低下する見込み

であり、採算面は大変厳しい状況にあることがうかがえる。 
 

 
図 3.1 採算（経常利益）BSI 

 

 
図 3.2 採算（経常利益）の回答割合 

 

R2 年 1-6 月（n=30） 
R2 年 7-12 月（n=30） 
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4. 仕入単価 

今期の仕入単価が、前期と比べて「上昇」と回答した企業の割合は 32.1%、「不変」は 57.1%、

「低下」は 10.7%という結果だった。 
今期の仕入単価 BSI（「上昇」－「低下」）は 21.4 と、前期（48.3）から 26.9 ポイント低

下している。来期は 21.4 と、今期からほぼ横ばいで推移する見通しとなっているが、図 4.2
で回答割合の内訳を見ると、「上昇」と回答した企業と「低下」と回答した企業の割合が同じ

比率で増加している。 

 
図 4.1 仕入単価 BSI 

 

 
図 4.2 仕入単価の回答割合 

 

R2 年 1-6 月（n=28） 
R2 年 7-12 月（n=28） 
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【参考】 
 「新潟市調査」をもとに新潟市内の企業の仕入価格 BSI※をみると、今期は 3.9、来期は 6.0
と、ほぼ横ばいで推移する見通しになっている。 
 黒埼商工会調査でも、仕入単価 BSI は横ばいで推移する見通しとなっているが、黒埼商工

会調査の方が新潟市調査より仕入単価 BSI が高い水準にあることがわかる。 
 

 

資料：新潟市経済部産業政策課「令和 2 年度上期 新潟市景況調査【概要版】」 
（令和 2 年 8 月） 

 
※新潟市調査では、仕入単価ではなく仕入価格を尋ねている 
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5. 販売（客）単価 

今期の販売（客）単価が、前期と比べて「上昇」と回答した企業の割合は 3.3%、「不変」

は 56.7%、「低下」は 40.0%という結果だった。 
今期の販売（客）単価 BSI（「上昇」－「低下」）は▲36.7 と、前期（0.0）から 36.7 ポイ

ント低下した。来期は▲46.4 と、今期から 9.7 ポイント低下する見込みであり、需要の停滞

が続くとみられる。 
 

 
図 5.1 販売（客）単価 BSI 

 

 
図 5.2 販売（客）単価の回答割合 

 

R2 年 1-6 月（n=30） 
R2 年 7-12 月（n=28） 
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【参考】 
 「新潟市調査」をもとに、新潟市内の企業の販売価格 BSI※をみると、今期は▲16.5、来

期は▲16.9 と、ほぼ横ばいで推移する見通しになっている。 
 一方、黒埼商工会調査では、販売（客）単価 BSI は前項で見たようにやや低下する見通し

となっている。また、黒埼商工会調査の販売（客）単価 BSI の水準は新潟市調査の販売価格

BSI の水準より倍以上低くなっている。 
 

 

資料：新潟市経済部産業政策課「令和 2 年度上期 新潟市景況調査【概要版】」 
（令和 2 年 8 月） 

 
※新潟市調査では、販売（客）単価ではなく販売価格を尋ねている 
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6. 資金繰り 

今期の資金繰りが、前期と比べて「好転」と回答した企業の割合は 0.0%、「不変」は 53.6%、

「悪化」は 46.4%という結果だった。 
今期の資金繰り BSI（「好転」－「悪化」）は▲46.4 と、前期（▲23.4）から 23 ポイント

悪化した。来期は▲60.7 と、今期より 14.3 ポイント悪化する見通しとなっている。前項で

見たように、採算 BSI の悪化が続くなか資金繰りも厳しい状況にあることがうかがえる。 
 

 
図 6.1 資金繰り BSI 

 

 
図 6.2 資金繰りの回答割合 

 

R2 年 1-6 月（n=28） 
R2 年 7-12 月（n=28） 
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【参考】 
 「新潟市調査」によると、新潟市内の企業の資金繰り BSI は、今期が▲30.9、来期は▲33.8
と、ほぼ横ばいで推移する見通しになっている。 
 一方、黒埼商工会調査による資金繰り BSI は、前項で見たように低下する見通しとなって

おり、黒埼商工会調査の資金繰り BSI の水準は新潟市調査の水準より低く、来期さらに差が

拡大する見込みである。 
 

 

資料：新潟市経済部産業政策課「令和 2 年度上期 新潟市景況調査【概要版】」 
（令和 2 年 8 月） 
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7. 雇用動向 

今期の雇用動向が、前期と比べて「増加」と回答した企業の割合は 0.0%、「不変」は 73.1%、

「減少」は 26.9%という結果だった。 
今期の雇用動向 BSI（「増加」－「減少」）は▲26.9 と、前期（▲3.6）から 23.3 ポイント

低下している。来期は▲19.3 と、今期から 7.6 ポイントやや回復する見込みである。 
 
 

 
図 7.1 雇用動向 BSI 

 

 
図 7.2 雇用動向の回答割合 

 

R2 年 1-6 月（n=26） 
R2 年 7-12 月（n=26） 



 

16 
 

8. 景況判断 

今期の景況判断が、前期と比べて「好転」と回答した企業の割合は 0.0%、「不変」は 23.3%、

「悪化」は 76.7%という結果だった。 
今期の景況判断 BSI（「好転」－「悪化」）は▲76.7 と、前期（▲40.0）から 36.7 ポイン

ト悪化した。来期は▲82.8 となり、今期より 6.1 ポイント悪化する見込みである。図 8.2 を

見ると、今期と来期の景況判断を「好転」と回答した企業が皆無であることから、厳しい状

況が続くとみられる。 

 
図 8.1 景況判断 BSI 

 

 
図 8.2 景況判断の回答割合 

 

R2 年 1-6 月（n=30） 
R2 年 7-12 月（n=29） 
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【参考】 
「新潟市調査」をもとに、新潟市内の企業の業況判断 BSI※をみると、今期が▲46.5 であ

り、来期は▲58.6 と低下する見込みとなっている。 
 黒埼商工会調査の景況判断 BSI ならびに新潟市調査の業況判断 BSI とも低下する見通し

となっているが、黒埼商工会調査の景況判断 BSI の水準は、新潟市調査の水準と比べて低く

なっている。 
 

 

資料：新潟市経済部産業政策課「令和 2 年度上期 新潟市景況調査【概要版】」 
（令和 2 年 8 月） 

 
※新潟市調査では、業況を四半期毎（1～3 月、4～6 月、7～9 月、10～12 月）に尋ねてい

ることから、グラフでは 1～3 月と 4～6 月の平均を 1～6 月に、7～9 月、10～12 月の平

均を 7～12 月に表示している 
※新潟市調査では、景況判断ではなく業況判断を尋ねている 
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9. 経営上の問題点 

 経営上の問題点については、「店舗、設備等の老朽化」が最も多く、53.6％を占めており、

次いで「需要の停滞」が 50.0％である。この 2 つは、回答した企業の半数以上が経営上の問

題点として挙げている。以下、「従業員の確保」と「税負担の増加」がそれぞれ 28.6%、「仕

入単価の上昇」が 21.4%となっている（図 9.1）。 
 また、令和元年度下期調査と比較すると、「需要の停滞」が大幅に増加し、「人件費の増加」

が半数ほどに低下している。 
 
 

 
図 9.1 経営上の問題点（3 つまでの複数回答） 
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 経営上の問題点の上位項目をそれぞれ時系列でみると、「店舗、設備等の老朽化」の割合

が高く、今期に上昇した。また、「需要の停滞」はふり幅が大きく、今期は前期より大幅に上

昇したが、令和元年上期の割合よりは低い。一方、「人件費の増加」は前期より 10%以上低

下した。 
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10. 新型コロナウイルス感染症の影響 

 新型コロナウイルス感染症の影響について自由回答で尋ねた結果は表 10-1 の通りである。 
製造業では、従業員数に関わりなく売上が減少している。建設業では、「今のところ影響

はないが今後が不安だ」との声があがっている。卸・小売業では、催事やイベントができず

に、売り上げが減少しているとの声がみられる。サービス他では、感染予防の出費がかさん

でいる他、お客様と対面時にマスクが必須で辛いという意見もある。 
 

表 10-1 新型コロナウイルス感染症の影響 

 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症の影響について 
（売上面、仕入面、環境面など） 

業種 従業員数 

売上減少 製造 0 人 
受注減少 製造 ３人～５人 
減少 製造 ３人～５人 
売上はかなり減少している（特に 7 月～の減少幅大） 製造 ６人～20 人 
今のところないが、今後が不安 建設 １人～２人 
売上が少し減だが影響は今の所なし これからだと思う 建設 ３人～５人 
感染症対策に様々な備品の購入費が支出されたが、補助金等で補
填できたので良かったが、夏場の労働環境悪化が懸念される。 

建設 ６人～20 人 

催事ができず、売上減少となっている 卸・小売業 0 人 
悪化 卸・小売業 1 人～２人 
春～秋の大規模イベント（茶会）の中止、公民館や個人の茶道教
室の中止などにより、抹茶の売り上げが、ゼロに。茶道具の売り
上げも、ゼロに。 

卸・小売業 1 人～２人 

売上の減少、店舗や環境にはあまり変化はない。売上面、仕入面
は悪い状況が続く 

卸・小売業 1 人～２人 

売上減少、仕入縮小 卸・小売業 1 人～２人 
6 月頃まで発注品の納入が遅れてました サービス他 1 人～２人 
長期的な売上の停滞 サービス他 1 人～２人 
感染者の増加で激しく影響があります。収入が減るのに感染予防
の消費の費用がかさみます。売り買いだけではないので時間がか
かる分お客様が控えているようです。 

サービス他 1 人～２人 

環境面、お客様と対面の時マスクは辛いです。 サービス他 ３人～５人 
今のところ影響なし。今後買いびかえ等影響あるのでは？ サービス他 ３人～５人 
仕入の減少 サービス他 ６人～20 人 
飲食業として多大に影響あり サービス他 ６人～20 人 
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11. 今後の事業・経営において強化したい点等 

 今後の事業・経営において強化したい点を自由回答で尋ねたところ、表 11-1 のような回

答があった。 
 

表 11-1 今後の事業・経営において強化したい点 
（4）今後の事業・経営において強化したい点 業種 従業員数 
人件費など経費削減と雇用維持のバランス取り 製造 ６人～20 人 
リフォーム事業を強化したい 建設 ３人～５人 
作業員の高齢化が当社では問題で、若返りを進めていきたい。 建設 ６人～20 人 
販路開拓を積極的に強化したい 卸・小売業 １人～２人 
仕入れを押える 卸・小売業 １人～２人 
拠点の集約 サービス他 ６人～20 人 
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Ⅳ 調査結果の総括 

1. 調査結果の総括表 

景況判断  令和 2 年 1～6 月期の景況判断 BSI（「好転」－「悪化」）は▲

76.7 と、令和元年 7～12 月期の▲40.0 から 36.7 ポイント悪

化した。先行きの令和 2 年 7～12 月期は▲82.8 と、同 1～6
月期から 6.1 ポイント悪化する見込みである。 

売上  今期の売上 BSI（「増加」－「減少」）は▲79.3 と、前期（▲

30.0）から 49.3 ポイント低下した。来期は▲86.2 とさらに悪

化する見込みであり、大変厳しい状況が続くとみられる。 
採算（経常利益）  今期の採算（経常利益）BSI（「好転」－「悪化」）は▲73.3 と、

前期（▲36.6）から 36.7 ポイント低下した。来期の見通しは

▲83.3 であり、悪化が続く見通しである。 
仕入単価  今期の仕入単価 BSI（「上昇」－「低下」）は 21.4 と、前期

（48.3）から 26.9 ポイント低下した。来期は 21.4 と、今期か

らほぼ横ばいで推移する見通しとなっている。 
販売（客）単価  今期の販売（客）単価 BSI（「上昇」－「低下」）は▲36.7 と、

前期（0.0）から 36.7 ポイント低下した。来期は▲46.4 と、

低下する見込みであり、需要の停滞が続くとみられる。 
資金繰り  今期の資金繰り BSI（「好転」－「悪化」）は▲46.4 と、前期

（▲23.4）から 23 ポイント悪化した。来期は▲60.7 と、今期

より悪化する見通しとなっている。採算 BSI の悪化が続くな

か、資金繰りも厳しい状況にあることがうかがえる。 
雇用動向  今期の雇用動向 BSI（「増加」－「減少」）は▲26.9 と、前期

（▲3.6）から 23.3 ポイント低下している。来期は▲19.3 と、

今期からやや回復する見込みである。 
経営上の問題点  経営上の問題点をみると、「店舗、設備等の老朽化」の割合が

最も高く 53.6%、以下「需要の停滞」が 50.0%、「従業員の確

保」と「税負担の増加」がそれぞれ 28.6%、「仕入単価の上昇」

が 21.4%となっている。 
新型コロナウイルス

感染症の影響 
 製造業では、従業員数に関わりなく売上が減少し、建設業で

は今後の業況悪化を懸念する声があがっている。卸・小売業

では、イベントが開催できずに売り上げが減少し、サービス

他では感染予防の出費がかさむ他、接客時のマスクが辛いと

の声がきかれる。 
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2. まとめ 

 黒埼地域の令和 2 年 1～6 月期の「景況判断」は、令和元年 7～12 月期から急激に悪化し、

3 期連続の低下となった。業種別では、製造と卸・小売業で 10 割、サービス他で約 8 割、

建設で約 4 割が前期と比べて悪化と回答しており、幅広い業種で景況感が悪化したことがう

かがえる。先行きの令和 2 年 7～12 月期も大幅な悪化が続くと予想されており、景気回復の

見通しは立っていない。新潟市調査においても、先行きの見通しが立たず、一層の業況悪化

を懸念する声が多数みられている 2)。 
経営上の問題点をみると、前期は「人件費」が上位に挙がっていたことから、売り手市場

といわれる中での人材確保が課題だったのではないかと考えられる。一方、今期は受注、売

上が大幅に減少し、「需要の停滞」が課題になっていることや、記述回答から、新型コロナウ

イルス感染症の影響が大きいことがわかる。新型コロナウイルス感染症により、半期で社会

情勢が大きく変化している。 
したがって、この先は時代の流れや新しい生活様式に対応した経営が求められることにな

ると考えられる。政府や自治体からは、様々な支援策が打ち出されている。長距離の移動が

自粛されていた中で、「Go To トラベル事業」は、地元の観光資源を見直すきっかけになっ

たという見方もある。感染防止対策を徹底し、政府や自治体の支援策を活用すること、また

各事業者の工夫も加わることで、地域内産業の景況感の改善が期待される。 
 

 

  

 
2) 新潟市経済部産業政策課「令和 2 年度上期 新潟市景況調査【概要版】」(令和 2 年 8 月) 
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【資料編】 



（様式③） 
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景況調査ヒアリングシート（令和２年度） 

調査対象期間 令和２年１月～６月 

（調査時点 令和２年６月１日） 

 

商 工 会 名 黒埼商工会 担当職員名  

企
業
の
概
要 

業  種 １：製造  ２：建設  ３：卸・小売業  ４：サービス他 

従業員数 １：0 人 ２：1人～2人 ３：3人～5人 ４：6人～20人 ５：20人超 

企業区分  １：小規模事業者  ２：小規模事業者以外 

後継者の有無  １：有  ２：無 

 

（１）貴社の状況についてお答えください。（該当する番号に○を付してください。） 

 前年同期(R1 年 1～6 月)と

比較して 
前期（R1 年 7 月～12 月） 

と比較して 

今期（R1 年 1～6 月）と 

比較した来期（R2年 7～12

月）の見通し 

売   上 1.増加 2.不変 3.減少 1.増加 2.不変 3.減少 1.増加 2.不変 3.減少 

採算(経常利益) 1.好転 2.不変 3．悪化 1.好転 2.不変 3.悪化 1.好転 2.不変 3.悪化 

仕 入 単 価 1.上昇 2.不変 3.低下 1.上昇 2.不変 3.低下 1.上昇 2.不変 3.低下 

販売(客)単価 1.上昇 2.不変 3.低下 1.上昇 2.不変 3.低下 1.上昇 2.不変 3.低下 

資 金 繰 り 1.好転 2.不変 3．悪化 1.好転 2.不変 3.悪化 1.好転 2.不変 3.悪化 

雇 用 動 向 1.増加 2.不変 3.減少 1.増加 2.不変 3.減少 1.増加 2.不変 3.減少 

景 況 判 断 1.好転 2.不変 3.悪化 1.好転 2.不変 3.悪化 1.好転 2.不変 3.悪化 

（２）貴社の経営上の問題点（下記より上位 3つまでを選び、○を付してください。） 

①受注、販売競争の激化    ②同業者、大型店等の進出   ③過剰在庫 

④店舗、設備等の老朽化    ⑤販売代金の回収難      ⑥需要の停滞 

⑦仕入単価の上昇       ⑧販売価格への転嫁難     ⑨人件費の増加 

⑩人件費以外の経費増加    ⑪事業資金の借入難      ⑫従業員の確保 

⑬販売先からの値下げ要請   ⑭税負担の増加 

⑮その他（                 ） 

（３）新型コロナウイルス感染症の影響について（売上面、仕入面、環境面など） 

 

 

 

（４）今後の事業・経営において強化したい点（設備投資・販路開拓等）商工会への要望・意見等

№  

 



 

 

 

  



 

 

 

令和 2 年度 黒埼商工会 上期景況調査 

報 告 書 

 

令和 2 年 9 月 

黒 埼 商 工 会 
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