
(株)帝国データバンク　産業調査部　2018/8/3

地域 被災地域外の企業への影響
景気指標用

業界10分類名称
景気指標用

業種51分類名称
TDB規模

3区分

1 北海道

一部鋼材の遅延がありますが、被災された企業や個人の方々を思うと大変
だと思います。暑い日が続きますが体に十分注意をして復旧・復興に進ん
でください。

建設 建設 中小企業

2 北海道

関西メーカーを中心に納期遅れが発生しております。これから夏本番を迎
え、大変厳しい環境となりますが、一日も早い復旧・復興を願っております。 建設 建設 小規模企業

3 北海道
被災された方々の消費動向が今後の鍵になる。

製造
飲食料品・飼料製造

業
小規模企業

4 北海道

一昨年の道内を襲った豪雨災害では、ジャガイモを中心として野菜の価格
が元に戻るまでに相当期間を要した。今回も食品は限定出来ないが、色々
な影響が出て来るものと想定している。

卸売 飲食料品卸売業 大企業

5 北海道

様々なモノの値上がりが今後しばらくは続くと思われる。それに伴って家計
の節約意識が高まる。 小売 専門商品小売業 小規模企業

6 北海道

現在の国内の建設現場で稼働する建機のうち75％は当社を含む建機レン
タル業界の保有車両である。つまり、日本の建設業を支え、インフラとなっ
ているのが建機レンタル業界である。よって、災害が発生すると必ず需要も
高まるのだが、激甚災害指定を得られる得られないの瀬戸際で、災害が拡
大する前に自治体は行動するべきであり、行政はもっと民を大切にすべき。

サービス リース・賃貸業 大企業

7 青森
手配した物が入ってこない。

建設 建設 小規模企業

8 岩手
野菜等の高騰。

製造
飲食料品・飼料製造

業
小規模企業

9 宮城

大災害があると、すべての人々及び企業にも何かしらの影響があると感じ
ます。物の流れ、生産の滞り、人の流れ、考え方色々な事に影響があると
思います。　。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

10 福島

被災地へ派遣も数日あった。今後、国の予算配分が西日本を中心に動くよ
うになるので、東北地方は期待できないと思う。 建設 建設 大企業

11 福島

配送関係の車が取りにくくなった。西日本に配送の車が取られてなかなか
見つけにくくなっている。 製造 化学品製造業 小規模企業

12 茨城
市場に入ってくる青果物に影響が出ています。

小売 飲食料品小売業 大企業

13 茨城

当社への影響は限定的ではあると思うが、取引先からの間接的には影響
がある。 運輸 運輸・倉庫 大企業

14 埼玉

間接的に影響あるものの、生産に影響を与えるほどではない。震災特需を
期待してはいけないが、生活物資には包装資材がともなうので応援したい。 製造

パルプ・紙・紙加工
品製造業

中小企業

15 埼玉

自然災害は、気象庁も大げさに発表していたが、他人事に感じていたかと
思う。国のビックデータの報告を信じる頭の切り替えが、命を守る時代に
なったと痛感した。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

16 埼玉

販売先では若干の影響は出ているが、それ以外では問題はなかったもの
の、改めてサプライチェーン把握の重要性を痛感している。進めているサプ
ライチェーン構築を急ぎたい。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

17 東京

当社事業への影響は軽微ながら、物流に支障が出ている地区がある点で
影響がある。災害発生に対するBCP計画の再確認実施。 建設 建設 大企業

18 東京
お客様の施設への影響が心配され、対応を確実に行う。

建設 建設 大企業

19 東京

交通網の早急な回復が出来る体制を常に整えておいてもらいたい。今回の
災害で包装容器の入荷が遅れる事態が発生した。 製造

飲食料品・飼料製造
業

中小企業

20 東京

物流機能がマヒし製品を顧客へ要求された日時に配送することができず顧
客の生産に結果的に支障を与えた。個別企業のＢＣＰではカバーできない
事象であり災害対策の充実を要望します。

製造
繊維・繊維製品・服

飾品製造業
中小企業

21 東京

当社との直接的影響はないが、地域の復興は経済全体の景気に影響を与
えるため、物流などのライフラインの早急な復興を望む。 製造

繊維・繊維製品・服
飾品製造業

中小企業

22 東京

床上浸水ならまだ復興が早いが、屋根下までの浸水は想定外。建て替える
しか方法がないと思うので、今後は、浸水対策を考えた建築を考えるべき。 製造 出版・印刷 小規模企業
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23 東京

物流で多少影響があった。リスク回避の対策の必要性は認識しているが、
中小企業では具体的にどの様にしていくかが分からないのが現状。 製造 機械製造業 中小企業

24 東京
九州向けの荷物の運送について、遅れや受付拒否があった。

製造 機械製造業 中小企業

25 東京

資材の調達に若干遅れが出る見通し。１日でも早い復旧を願っています。
また、河川など公共工事の整備を期待します。 製造 電気機械製造業 大企業

26 東京

顧客の工場（生産設備）が甚大な被害にあった。ニッチな製品（果実の包装
材料や緩衝材）を製造しており、今後サプライチェーンへの影響も想定され
る。代替生産拠点の提供等々、各企業、産業の特性に応じたきめ細かな支
援が必要を思われる。

製造 電気機械製造業 中小企業

27 東京

当社の取引先が広島にありますが、高速道路施設の復旧が最優先となり、
完全に復旧するまでは、新規の技術開発などが止まるのでは無いかと予想
しています。また、予算も復旧に割り振られ、新規の案件が減るのでは無い
かと考えています。しかしながら、重要なインフラの整備を担う会社さんであ
り、とにかく頑張っていただきたいと思っています。

製造 電気機械製造業 中小企業

28 東京

心よりお見舞いを申し上げたいと思います。同時に明日は吾が身という言
葉を思い出し、万が一に備えるよう気持ちを新たにしたいと思います。 製造 電気機械製造業 中小企業

29 東京
家具類の発注先を求めているが　被災地方面なので思案中。

製造 その他製造業 小規模企業

30 東京

取引先の工場や店舗、当社従業員の住宅が被災しました。物流対応が大
変でした。 卸売 飲食料品卸売業 大企業

31 東京

現在は、主に通信販売が中心のため売り上げの変化は、少なく済んでいま
す。弊社商品は災害時の必需品ではないので、寄付金などによる応援にと
どまっております。被害にあわれた方々は大変な状態だと想像しますが、気
持ちを強くもってがんばってほしいと思います。

卸売 飲食料品卸売業 小規模企業

32 東京
設備の水没で生産が一時ストップした。

卸売
建材・家具、窯業・
土石製品卸売業

中小企業

33 東京

弊社の親会社から愛媛の災害地にﾄｲﾚｯﾄや体を拭けるｳｪｯﾄな大量に贈っ
ている。当社への影響は物流が遮断され納入が遅れがちである。 卸売

紙類・文具・書籍卸
売業

大企業

34 東京

直接的に業務上の影響はないとみていますが、一刻も早い復旧を願いって
います。 卸売 化学品卸売業 小規模企業

35 東京

当社への影響は現状特段無い。然しながら、首都圏の建設・インフラ修繕
需要がある中、復興事業も加わり現場や運送等の人手不足が更に悪化す
ることによる工事の遅れ、資材・賃金の高騰等の悪影響が懸念される。必
要なところに必要な資源が適切に投入される様に官民の連携した対応が求
められる。

卸売
鉄鋼・非鉄・鉱業製

品卸売業
中小企業

36 東京

今回の被災エリアは非常に広範囲ですので、商売への影響も大だと思いま
すが、被災者の状況は惨憺たる状況との事で同地域にふるさと納税をする
等の応援をしたいと思います。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

37 東京

今後もいつ災害があるかわからないので、政府や役所ではなく、各事業所
でBCPの対応を真剣に考えていくしか生き残れる道はないと思います。 卸売 機械・器具卸売業 中小企業

38 東京

自分たちがしっかりする事が大事で、もし何かが近辺で起きるかもしれない
事を考えると、何もできないところです。大きく余裕がなければ、ボランティア
も要望もできません。会社として社員などに教育するつもりはありません。
出来るだけ、安全を優先して人生を過ごすように伝えています。応援メッ
セージは、軽すぎてお伝えできません。

卸売 機械・器具卸売業 中小企業

39 東京

おかげさまで仕入れ先が存在しましたが被害はなかった。物流関係で多少
影響あり。暑い時期大変だと思いますが立ち直っていただきたいと祈りま
す。

卸売 機械・器具卸売業 小規模企業

40 東京

今年から弊社で取扱いを始めた部品の製造拠点が岡山の被災地に近いの
で安否の確認を実施しました。弊社に今出来る事は岡山生産の新規製品を
拡販し、供給先の利益に繋がる仕事をすることだと思います。

卸売 その他の卸売業 中小企業

41 東京
被災地での消費行動に陰りが出ることが懸念される。

小売 専門商品小売業 大企業

42 東京

顧客の工場が1週間閉鎖になり、なんらかの影響は出ている。道路などの
復旧が進まないと、顧客並びに当社の従業員への通勤に支障が出ている。 サービス 情報サービス業 大企業
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43 東京

今回の豪雨により被災された方にお見舞いを申し上げます。気象庁の二酸
化炭素濃度の観測結果によると、観測点の三陸町綾里では1987年1月は
353.2PPMで、2018年4月は417.4PPMと、わずか31年で1.18倍になってい
る。地球温暖化は深刻な状況にある。今回の豪雨と同じことが今後毎年繰
り返されるだろう。政府も国民もCO2削減の長期的な政策を立案する必要
がある。

サービス 情報サービス業 中小企業

44 東京

今のところ地域が異なるため、当社へは直接影響がないが、日本全体で考
えた場合は、景気の停滞にもつながると思うので、一刻も早く、以前の生活
に近い状態に戻っていただけるよう、国や自治体を中心に支援をお願いし
たいと思います。

サービス 専門サービス業 大企業

45 神奈川

当社製品の中国、九州方面の製品宅配便が遅れているという影響が出て
いる。政府の今回の災害に対する初動対応は満足のいくものではなく、もう
少し緊急対策本部の立ち上げを早くしていれば被害は少なくなっていたと思
う。首相の被災地訪問も心がこもっていないパフォーマンスに見えてしまう。
企業も個人も復興までは時間がかかるだろうが、政府や行政の援助、民間
の義援金で何とか立ち直りのきっかけを作ってくれれば良いと思う。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 小規模企業

46 神奈川

中国地方の災害が原因で、九州への物流が一時ストップしてしまい、納品
に大きな影響が出た。個別地域の災害はやむを得ないとしても、その影響
で災害の出ていない地域も混乱に巻き込まれないようなインフラの整備を
お願いしたい。

製造 機械製造業 中小企業

47 神奈川

被災していない我々が、日常の生活、仕事をしっかり継続していくことで、復
興の一助を担っていると常に考えている。もし我々が被災したら自分たちで
復興することが基本であるし、援助をいただくにしても、援助の元になる経
済活動がしっかりしてないとなりたたない。だから被災しなかった人たちは
日常生活を全うすることで日本の経済活動を支えることが一番の復興の助
けとなると信じている。

製造 機械製造業 小規模企業

48 神奈川
工場が被害を受けた。

卸売 化学品卸売業 小規模企業

49 神奈川
幸いにして被害はないが、今後は不安である。

運輸 運輸・倉庫 小規模企業

50 新潟
物流の改善による関西以西への製品安定供給。

製造 化学品製造業 中小企業

51 新潟

震災復興に資材が優先供与されることから、購入品の入手が難しいものが
出ている。 製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 大企業

52 新潟

全国的に自治体の河川管理が甘いと思った。海抜１０ｍ以上もあるところで
2階まで水が上がるというのはそれを象徴していると思う。 卸売 その他の卸売業 中小企業

53 福井

各自動車メーカーは平常時から、サプライチェーンを調査しているが、調査
しているだけで機能していない。また、工場の再稼働については、何千社、
何万社とある下請けの事も考えて、再稼働をしてほしいと思う。

製造
繊維・繊維製品・服

飾品製造業
中小企業

54 山梨
商品の納期に遅れが出ています。

小売
自動車・同部品小売

業
小規模企業

55 長野

被災地の方々やその地域の一日も早い復興を願っております。弊社への影
響としては、輸送経路が寸断されているため九州産の原材料入荷に大きく
影響が出ている。

製造
飲食料品・飼料製造

業
小規模企業

56 長野

工作機械業界に携わっている弊社としては、被災地域で元請け様の顧客が
被災されていることに絡んだ業務も発生している。元請け様としてもお客様
の早期復旧の応援をされているが、弊社でも修理用部品の製造量が一時
的に増える場面があった。業界的には生産が活況となっている昨今、繁忙
度合が輪を掛けて増したような格好となったが、わずかでも力になれればと
思う。

製造 機械製造業 中小企業

57 長野

報道を見ていると他人事とは思えない悲惨な状況に何とも言葉がない。衷
心よりお見舞い申し上げたい。何時どこで発生しても不思議でない自然環
境の中、社員、家族の命を守れる会社の立地も含め全てにおいて備えなく
てはと思う。今回の集中豪雨で北九州への納入がストップになり緊急で羽
田からエアーで納入した経緯もあり、災害に備えた道路交通網の整備拡充
も大きな課題でないかと思います。

製造 電気機械製造業 中小企業

58 静岡

2000年以降災害が続いている。地震、津波、火山、風雨何がどこで起きても
不思議ではない。危機管理の部分で企業も対応していかないと行けないと
思う。

建設 建設 小規模企業
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59 静岡

災害に遭われた方々には心が痛みます。いつ自分の身に降りかかってくる
かわからない状況で他人事とは思えません。ボランティアの皆さんの働きを
テレビで見るたびに有難いと思いますが、水道、電気、ガス等の生活インフ
ラが壊滅した場合、国がいくら頑張ると言っても相当の時間が掛かり現実に
は大変過酷な生活が待っています。少しでも普段の生活に戻れる様、あり
とあらゆることを社会全体で考え実行していきたいと思います。

小売 専門商品小売業 中小企業

60 静岡

運送会社ですので、被災地の道路事情により、運行スケジュールの管理に
多少影響が出ました。被災地の復興の一助となる案件には積極的に関
わっていく所存でおります。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

61 愛知

仕入れ先が、1メートルぐらい泥水に浸かった、製品も泥汚れが出てるの
で、試しに汚れた品で魚を取る網が製品になるか、試してみたい。 製造

繊維・繊維製品・服
飾品製造業

中小企業

62 愛知

交通網（JR)の混乱により納入体制に支障が出ている。被災地の一日も早
い復興に企業・個人として何ができるか、すべきかを真摯に考えていこうと
思います。

製造 化学品製造業 大企業

63 愛知

被災地のメーカーからの商品の入荷が遅くなり、消費者が困りこちらからの
支援物資が送れないなど、被災地方面への物流のメイン国道の整備や確
保を優先して頂きたい。猛暑の中、早期の復旧を期待します。

卸売 機械・器具卸売業 大企業

64 三重
公共工事がこの地区に回ってくる可能性が減少すると思われる。

建設 建設 小規模企業

65 滋賀

仕入れ先、特に農産物の産地となるところは直接的に仕入れ困難となる。
間接的には、全国的に産地が集中化してしまうので、仕入れ価格、店頭価
格の上昇につながる。

小売 各種商品小売業 大企業

66 滋賀

地方など、河川沿いや山沿いにもともと住んでいる人を転居させるのは難し
いが、まず危険な造成や宅地開発、川沿いの地盤の低いところなどの開発
は禁止すべきではないか。国や自治体が今後のことを真剣に考える時期に
来ていると思う。災害が起こってから対処する今の現状だと今後もっとひど
いことが起こる可能性が高いと思われる。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

67 京都
主要道路の災害対策強化が必要と考える。物流関係に遅延影響が出てい
る。

製造 電気機械製造業 中小企業

68 大阪
被災した施設の復旧に人が取られ、更なる人員不足が懸念されます。

建設 建設 小規模企業

69 大阪

報道では流れていない地域でも被害があり、当社の客先でも操業が止ま
り、現在、フル生産。メンテ、改造のスケジュールが延びたが、当社としては
全面的に協力していきたいので、頑張って欲しい。被害がない地域でも観
光に影響が出ている、被害地域だけでなく、被害のなかった地域への応援
もしていきたい。マスコミはそのあたりも報道してほしい。

建設 建設 小規模企業

70 大阪

西日本の物流が停滞している。山、川、海が多い日本をより住みよい土地
に生まれ変わろうとする工夫が足りない。 製造 化学品製造業 中小企業

71 大阪

今回は　得意先より岡山県内の塗装業者様が操業できなくなり、塗装の応
援というカタチで仕事が少し増えました。また、社内のBCP対策を作成中で
したが、ピッチを上げるよう指示をしました。

製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 大企業

72 大阪
階段、壁等の建屋及び水漏れ。

製造 電気機械製造業 中小企業

73 大阪

被災された地域の工場も生産出荷の遅れで商品供給が不定期となってお
ります。今回被災されました各県・市町村の皆様に置かれましては、心労過
労が続く中、連日の猛暑で心身共に非常にお疲れだと思われます。文章で
は簡単に言えるのですが、一日も早い復興をお祈り申し上げますと共に御
身体を大事に、ご無理なさらないでください。

卸売 化学品卸売業 中小企業

74 大阪

土砂崩れなど交通面にも甚大な被害を受け物流関係が遮断され、大きな影
響が出た。被災された方々は猛暑の中復興に向け頑張っておられます。今
後も秋口に向け台風、豪雨など再災害が起こらないよう祈っております。

卸売 化学品卸売業 中小企業

75 大阪
通勤に問題があった。豪雨による休業で仕事が遅れた。

サービス 情報サービス業 中小企業

76 大阪

自粛ムードというものに経済が左右されすぎている。弊社においても自粛と
いう風潮のもと、受注予定であったイベント中止などの影響を受けている。 サービス 専門サービス業 小規模企業
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地域 被災地域外の企業への影響
景気指標用

業界10分類名称
景気指標用

業種51分類名称
TDB規模

3区分

77 兵庫

いつもだが、建設業協会や団体が多大な救援、復旧のお手伝いをしてる
が、自衛隊や警察、ボランティアしか放送してくれないのは残念。しかも、災
害復旧に業界として協力してる分、業者が忙しくなり不足するから単価が上
昇したり請けられない業者も出てくる。

建設 建設 小規模企業

78 兵庫

世界・地球全体の気象環境が大きく変わっている中で、認識を新たにせざ
るを得ない。政府・行政へは積極的な取り組みを期待する。被災された方々
へは心よりお見舞い申し上げたい。

不動産 不動産 小規模企業

79 兵庫
顧客の工場が停止または、休業した。出荷への影響は出ている。

製造 化学品製造業 中小企業

80 兵庫

直接的な影響は現在出ていないが、JR山陽本線が不通となっている関係
で、大手企業の輸送がトラック輸送にシフトしており、弊社の様な零細企業
がトラックを手配しようとしても、人手不足もあり手配できなくなることが懸念
される。

製造 機械製造業 中小企業

81 兵庫

直接の災害地ではないが、高速道路の閉鎖によって、一般道路がマヒ状態
となり物流がストップした。 運輸 運輸・倉庫 中小企業

82 兵庫

店舗・工場が被災のため荷物の到着、出荷が少なくなっているので先が大
きく読めなくなっている。サービス業は独自で何かをができにくい業種なの
で方針が出てくればそれに沿って運ぶ工夫をしていくつもり。

運輸 運輸・倉庫 中小企業

83 兵庫

よく異常気象という言葉が使われているが、もうすでに異常ではなくこれか
らはこのような状態が通常になってくるのではないか。 サービス 専門サービス業 小規模企業

84 奈良

客先への配送が遅れ気味ないし出来ないので、インフラの回復を頑張って
欲しい。 製造 化学品製造業 小規模企業

85 島根

被災地の方への支援も大切ではあるが、交通インフラのダメージは遠くに
住んでいる人や企業（産業）にも大きな影響を与える。たとえば伯備線が不
通になったことで、山陰地区の観光業はかなり大きな影響が出ている。ＪＲ
西日本や西日本高速道路の問題だけでなく、政府も積極的に早期復旧を
目指して支援してほしい。

サービス 放送業 中小企業

86 広島
被災地に近いのでキャンセルが続いた。

サービス 旅館・ホテル 中小企業

87 山口

資材調達、従業員の通勤等に影響が出ており、一刻も早く、幹線道路と鉄
道の復旧が望まれる。 製造 電気機械製造業 中小企業

88 徳島
九州地区の配送の遅れが目立つ。

製造
飲食料品・飼料製造

業
小規模企業

89 愛媛

弊社では直接の被害は出ていないが、交通機関の被害に伴う物流への影
響、仕入れ先や販売先が影響を受けたことによる弊社生産販売への影響
等が出ている。弊社では、特に物流網の影響を最小限にとどめるべく、調整
をしている。

製造
パルプ・紙・紙加工

品製造業
中小企業

90 福岡
物流の混乱。

製造
飲食料品・飼料製造

業
大企業

91 福岡

農産物が仕入れの多数を占める業種であり、九州地方の農産物の打撃は
深刻である。仕入れ価格の高騰は企業の存続にも影響し兼ねない。 卸売 飲食料品卸売業 小規模企業

92 宮崎

県外への玄米販売時にコンテナ輸送ができず大変困っている。系統を通じ
て募金する。 卸売 飲食料品卸売業 中小企業

93 鹿児島
全国から商品を仕入しており、工場が被災したり被害が出ています。商品
の供給もままならない状況ですが、早い復興を祈るばかりです。 卸売 その他の卸売業 中小企業
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