
 
 
 

 

  

２０２１年６月２３日 

株式会社 愛 知 銀 行 

 

お取引先企業への「アフター（ウイズ）コロナに向けたヒアリング調査」について Ver.2 

 

株式会社愛知銀行（頭取 伊藤 行記）は、２０２０年１０月に続き、お取引先企業の事

業活動に対し、新型コロナウイルス感染症が及ぼしている影響や今後の見通し、および必

要とする対策や課題などについて調査を行いましたので、その結果をお知らせします。 

ワクチン接種が進みつつあり、愛知県に発出されていた緊急事態宣言も解除はされまし

たが、依然として新型コロナウイルス感染症の収束は見通せず、多くの企業にとってビジ

ネスモデルの変革が求められています。 

当行は地域金融機関として、アフター（ウイズ）コロナに向けて、お取引先企業が抱え

るさまざまな経営課題に対するソリューション活動の更なる充実を図り、地域経済の発展

に貢献してまいります。  

                   記 

【実施要項】 

総数   ： 調査対象企業総数８，０１２社のうち、有効回答数７，３９２社 

（有効回答率９２．３％） 

抽出基準 ： 当行と一定額以上の融資取引のあるメイン先・準メイン先企業 

調査方法 ： 支店長を主体にアンケート内容をヒアリング（訪問、電話等） 

調査時期 ： ２０２１年４月７日～２０２１年５月１４日 

【調査結果（要旨）】 

・半数弱（４７．８％）の企業が「コロナの影響が継続」している。他方、１／３の

先は「影響があったが解消した」との回答であった。その中で、製造業は前回調査

比２５％の先が解消したと回答している。とりわけ自動車関連の製造業の回復が際

立つ結果となった。 

・９割の企業では自己資金や借入を行ったことで当面の資金繰りに懸念はないとの回

答であった。 

・３割の企業でアフターコロナ（収束後）の懸念材料として、以前のような「売上（需

要）が戻らないこと」、２割強の先が「人手不足」と回答している。この設問は業

種の色が濃くでている。 

・事業承継、Ｍ＆Ａにも影響を及ぼしているが、前回調査比で「承継を早めた（＋ 

１１．２％）」「廃業を視野に入れた（＋７．２％）」となり、企業の売却に対して

「積極的になった先」の増加が顕著となった。 

※詳細は添付資料をご覧ください。 

以 上 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

アフター（ウイズ）コロナに向けたヒアリング調査について 

Ver.2 

 
 

 

 

２０２１年 6 月８日 
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【調査結果（要旨）】 
・支店長を中心に主要な取引先 8 千社超に対し、新型コロナの影響についてヒアリング調査を 
実施し、業種別、企業の売上規模別に結果を解析した 

・半数弱（４７．８％）の企業が「コロナの影響が継続」している。他方、１/３の先は「影響が 
あったが解消した」との回答であった。その中で、製造業は昨年（前回調査）比２５％の先が 
影響が解消したと回答している。とりわけ自動車関連の製造業の回復が際立つ結果となった。 
・９割の企業では自己資金や借入を行ったことで当面の資金繰りに懸念はないとの回答であった 
・３割の企業でアフターコロナ（収束後）の懸念材料として、以前のような「売上（需要）が戻ら 
ないこと」、２割強の先が「人手不足」と回答している。この設問は業種の色が濃く出ている。 
・事業承継・Ｍ＆Ａにも影響を及ぼしているが、前回の調査比で「承継を早めた（+１１． 
２％）」「廃業を視野に入れた（+７．２％）」となり、企業の売りに対して「積極的になった 
先」の増加が顕著となった。今後、当行が最も注力する分野と判断している。 
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１．はじめに 

２０２０年に始まった新型コロナウイルスの蔓延は、２０２１年に入っても収束することなく、経済活
動に影響を及ぼし続けています。我々の地盤である愛知県でも、今年２度目の緊急事態宣言が発令
され、宣言は６月２０日まで延長となりました。一方、日本でもコロナワクチンの接種が始まりました。ワ
クチン接種が広がった欧米諸国では徐々に日常生活を取り戻しつつあります。 

当行では昨年９月～１０月にかけて「支店長を中心とするコロナアンケート」を実施し、その結果をレ
ポートにまとめ公表しました。今回は４月～５月にかけて下記要領で第二回目のコロナアンケートを実施
いたしました。 

前回に引き続き、対象企業は当行と一定額以上の融資取引があるメイン先・準メイン先とし、８千
社の企業に対して、一律同一内容（アンケート形式）を面談或いは電話にてヒアリングする方法で大
掛かりな調査を実施しました。 
 

２．実施要項 

 
総数    ： 調査対象企業総数８,０１２社のうち、有効回答数７,３９２社 

（有効回答率９２．３％） 
抽出基準 ： 当行と一定額以上の融資取引のあるメイン先・準メイン先企業 
調査方法 ： 支店長を主体にアンケート内容をヒアリング（訪問、電話等） 
調査時期 ： ２０２１年４月７日～２０２１年５月１４日 

 
【業種（業界）別】 
ヒアリング企業の数は製造業、卸売業、建設業が上位 3 業種となりました。対象企業数は少ないものの
最も新型コロナウイルスの影響が大きいと思われる飲食業、旅行業は詳細な考察をするために抜き出し
てあります。今回は業種の細分化を進め、運輸業、情報通信業、福祉業も検証対象としました。 
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【企業規模別】 
売上規模により4段階にセグメントしています。５億円未満、５億円以上20億円未満、20億円以上
50 億円未満、50 億円以上です。 

 
 

３．アンケート設問及び結果 

Ｑ１．「新型コロナウイルス」感染拡大は企業活動に影響がありますか？ 

 
コロナの影響を訊く設問ですが、全体として半数近い４７．８％の先で影響が続いているとの回答でし
た。一方、影響を受けたが解消したとの回答が３４．７％となりました。 
業種別では飲食業、旅行業では９割以上の企業で影響が継続しています。逆に、建設業、不動産業、
情報通信業は影響が少ない業種と言えます。 
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以下に前回調査と今回調査を比較したグラフを記します。「影響が継続している」との回答が減少した顕
著な業種が製造業（▲２２．２％）、卸売業（▲１７．２％）となりました。 

 
上記の設問と関連しますが、「影響があったが解消した」との回答の差分では、製造業（+２５．
１％）、卸売業（+１８．６％）、建設業（+１６．８％）となりました。 
全業種を通じて製造業の立ち直りは顕著な結果となりました。 
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製造業について更に深堀をした結果が次のグラフです。製造業の中でも自動車関連に関しては、影響が
継続している割合は業界平均よりも１２ポイント低く、影響を受けたが解消した割合は１６．２ポイン
ト高くなりました。 
愛知県はトヨタ自動車を中心とした自動車関連の製造業の集積地で、トヨタグループの業績が色濃く反
映される結果となりました。 

 

 
【企業規模別結果】 
年商の少ない零細企業ほどコロナの影響度合いが大きいことが分かります。特に年商５億円以下の企
業では半数以上（５１．２％）の先が「コロナの影響が続いている」との回答となりました。 
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Q2:新型コロナウイルスの影響を強く受けた時期の順番をお教えください。 
 第１波の時期(2020/3～2020/5)  
 第２波の時期(2020/6～2020/9) 
 第３波の時期(2020/10～2021/2) 

 

本設問はこれまで収まっては繰り返すコロナの波の影響を第 1 波、第２波、第３波と分けて、その影響
度合いを訊いています。ほぼすべての業種で最初の第１波の影響度が最も大きかったとの答えとなりまし
た。なお、アンケート調査の対象期間の関係で現在進行中の第４波は対象としていません。 
おそらく第１波は未知との恐怖があり、徹底した行動管理もなされ、先の見えない状況で経済がストップ
しましたが、影響は「第１波＞第２波＞第３波＞」との回答が多いことから、コロナに対応する術や先を
読む力を身に着けてきたと言えるかもしれません。 
 
Ｑ3．１～３月の売上について前年を１００とした場合、今年はどの水準ですか？ 
この設問では売上の増減率を探るため、昨年と今年の第１Ｑ（１月～３月）の売上を比較する問い
としました。 
昨年の１月～２月はまだコロナの影響が軽微な頃（コロナ前）との比較となります。全業種平均では
２５％の企業が前年超えとの回答でした。 
全業種平均では売上が８０％以上確保しており、なかでも不動産業と情報通信業は９割以上の企
業が売上８０％以上を確保しています。 
一方、旅行業と飲食業の売上の落ち込みが際立つ結果となりました。 
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【年商別売上比較（前年第１Ｑ比）グラフ】 

年商5億未満 5-20億 20-50億 50億以上

100以上 20.8% 26.0% 29.8% 36.2%
90%-99% 30.2% 36.7% 37.9% 36.2%
80%-89% 27.6% 23.5% 20.9% 17.8%
70%-79% 12.5% 8.1% 7.3% 6.2%
60%-69% 4.3% 2.6% 2.4% 2.0%
50%-59% 2.1% 1.4% 0.8% 0.6%
40%-49% 1.3% 0.7% 0.1% 0.5%
30%-39% 0.6% 0.8% 0.1% 0.5%
20%-29% 0.3% 0.1% 0.2% 0.0%
10%-19% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0%
0-9% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0%  

年商別では、年商が大きい企業ほど回復が早く、年商５０億円以上の先は３６．２％でコロナ前の
売上を確保しているとの結果です。年商５億円未満では２０．８％となりました。 
 
Ｑ４．今後、半年間の売上見通しを教えてください 
今後の売上見通しを訊いています。「横這い」或いは「上向き」の回答が多く、これ以上売上は落ちない
との回答が８５％となりました。中でも、情報通信業と製造業では上向きが平均を上回っています。 
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一方、旅行業と飲食業はまだ下向くとの回答が平均より多く、依然悲観的な意見が多くありました。 
なお、製造業の中で自動車関連の企業では上向き３１．３％、横這い６０．０％と９割超の先が
売上は落ちないとの回答となり、突出した傾向がみられました。 

 
 
Ｑ５．今後、半年間の資金繰り見通しを教えてください 
資金繰りについての設問です。回答は前年とほぼ同じ結果で、「自己資金で対応可能」が２８．１％
（前回２８．２％）、「借入済みで不安はない」が６２．７％（同６３．２％）となり、合わせて
９割超の企業は資金繰りの見通しが立っています。業種別で不動産業は自己資金の比率が高く、逆に
飲食業、旅行業は借入が必要な先が一定数います。それら以外では、業種による差異は小さいものとな
っています。 
金融機関としては気掛かりとなる設問でしたが、足元の資金繰りの目途が立っており、不安のない先が大
多数でありました。コロナ融資（ゼロゼロ融資）が行き渡っている結果となりました。 
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Q６:利用した国や自治体、金融機関の支援策をお教えください。 （複数回答可、３つまで） 

 
公的な支援策、銀行の支援の利用についての設問です。すべての業種でほぼ同じ傾向となりました。 
４割の企業が「補助金や助成金を利用」や「民間金融機関から無利子無保証人融資（ゼロゼロ融
資）を活用」しています。また、１割超の企業が公的金融機関を活用しています。特に旅行業、飲食業
で公的金融機関の利用比率が高い結果となりました。 
Ｑ５、Ｑ６と合わせ、銀行のコロナ融資と公的金融機関からの融資及び助成金・補助金が企業活動
を支えていることがわかります。 
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Q７: 新型コロナウイルス収束後に懸念されることはございますか。 （複数回答可、３つまで） 

 
この設問ではアフターコロナの時代が到来した場合の心配事を聞いています。業種による回答の差異が
目立つ結果となりました。 
飲食業・旅行業の最大の懸念は「コロナ終息後も需要が戻らないのでは」との回答でした。不動産業で
は「金融引き締めによる不動産や株価の下落」となりました。情報通信・運輸・福祉では「人手不足」を
挙げています。特に福祉業では人手不足の割合が際立って高くなっています。 
 
Ｑ８．在宅勤務・リモートワークの実施状況を教えてください 
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依然として、リモートワークが進んでいない実態がわかります。全業種平均では６８．８％の先で「実施
予定なし」となっています。実際に導入している先は２割にも達していません。 
しかし、情報通信業は突出して進んでおり、７割以上の企業がリモートワークを実施しています。 
リモートワークについては、企業規模の違いが色濃く出ており、「コロナ後にリモートを開始した」先は年商
５億円未満では８％に対して、年商５０億円以上では４３．８％に達していました。 

 

 
Q９:新型コロナウイルス発生の前後で、ＳＤＧｓに対する取り組みに変化はありますか。 
ＳＤＧｓの取組みを訊く設問ですが、全業種平均で「コロナ前から取組」が１０．６％+「コロナ後取
組」が８．７％と現在取組している先は１９．３％となりました。 
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売上規模別ではリモートワーク同様、色濃くその差が出ました。年商が大きくなるほどＳＤＧｓに対する
姿勢が積極的になっていることがわかります。 

 
 
Q10:新型コロナウイルス発生は、事業承継計画に影響を与えていますか。 
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本設問では事業承継に与える影響をヒアリングしました。事業承継を課題としている先でコロナの影響を
受けた先は３０２社となりました。そのうち３５．８％の先が「承継準備を早めた」との回答で、１割の
先では事業承継をやめ「廃業を選択肢に入れている」との回答がありました。 
 
Q11:新型コロナウイルス発生の前後で、Ｍ＆Ａの検討状況に変化はありますか。 

 

ここではＭ＆Ａに対するスタンスを訊いています。コロナを契機に売りサイドとして「積極的になった」の比率
が上昇しており、逆に買いサイドとしては「スタンスは変えない」との回答が７割ありますが、「積極的になっ
た」は売りサイドに比べるとその変化は小さいものとなっています。 

４．考察 

昨年の秋（９月～１０月）に続き、コロナの影響度を調査しました。コロナの影響は半数近い企業
（４７．８％）が「継続している」との回答となりましたが、業種別では製造業の立ち直りが顕著となっ
ています。その中でも、自動車関連の製造業が最も回復が早く、将来に対しても楽観的な見方をしてい
ることが分かりました。当行の地盤である愛知県はトヨタ自動車をはじめ、自動車関連の製造業が多く、
今回の結果となったと考えています。 

これは仮説ですが、他の地域で同一のアンケート（ヒアリング）ができれば、その比較ができ、自動車
関連（なかでもトヨタ関連）の回復振りが際立つ結果になるのではないかと思われます。 

コロナの蔓延の波が繰り返していますが、最もビッグウエイブ（高い波）は第１波との回答で次第に低
くなっていることが分かりました。 

資金繰りについては、前回同様に、９割の企業で〝心配ない（自己資金+借入済み）〟との回答
となりました。支援策として、給付金・補助金や公的金融機関の借入、或いは民間金融機関からのコロ
ナ融資（ゼロゼロ融資）も利用度が高く、資金繰りに寄与する結果となっています。 
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コロナ収束後（アフターコロナ）の懸念は、業種の違いが最も色濃く出ており、興味深い結果となりま
した。飲食業や旅行業では「コロナ前の需要が回復するのか不安が大きく」、福祉業等では「人手不足」
を懸念していました。不動産業はアフターコロナの「金融引き締めで不動産価格の下落を心配」する声が
最も多い結果となりました。 

リモートワークやＳＤＧｓに関してはまだ半数以上で「取組予定はない」との回答となりましたが、これ
らの設問は、業種よりも企業規模別で色濃く答えが変わりました。売上規模が大きくなるほどリモートワー
クやＳＤＧｓへの取組が進んでいることが分かりました。 

最後に、事業承継とＭ＆Ａについても、コロナ禍は強い影響を与えていることが確認できました。事業
承継では前回調査よりも、承継を早めたとの回答が１１．２ポイント増加し、廃業を視野に入れた先も
７．２ポイント増加しました。また、Ｍ＆Ａに関しては会社を売ることに積極的になったとの回答が増加
しており、増加率では積極的に買いたいという企業割合を大きく上回る結果となりました。 
 

５．おわりに 

新型コロナウイルスの影響は、まだ収束が見えず続いていますが、その中でも業種別の影響度合いが
はっきりしてきています。製造業、とりわけ自動車関連の回復が色濃く出る結果となりました。 

我々、地域金融機関としては、企業の資金繰り支援は一定の成果が上がっており、アフターコロナを
見据え、ソリューションを通じて課題解決に軸足を置き、地元企業および地域とのリレーションを深めてい
きたいと考えています。 

当行では４月に『愛知銀行内カンパニー・栄町コンサルティング』を銀行業界で初めて設置しました。
栄町コンサルティングは、従来よりも高度な企業の課題解決を図る専門部門として、事業承継・Ｍ＆Ａ、
人材紹介業、企業の成長支援、事業計画の策定や補助金申請サポートを行っていきます。また、ＳＤ
Ｇｓ評価サービスも開始しました。 

今回の調査は、マクロレベルでは愛知県のお取引先企業がどのような状況にあるのかをレポートにまと
めると同時に、ミクロレベルでは個別企業の課題をヒアリングさせ、把握させていただきました。これらの課題
解決に向け、対話を通じて、1 社 1 社のお客さまに寄り添い、未来を語り合う銀行でありたいと願っており
ます。 

    
（鈴木） 
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