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『新型コロナウイルス』の企業活動への影響

帝国データバンク
東京支社情報部 部長 赤間裕弥2020.5.15
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新型コロナウイルス関連倒産 発生状況

※「新型コロナウイルス関連倒産」とは新型コロナウイルスが要因（一要因または主因）となって法的整理
または事業停止に至ったことを当事者（または代理人）が認めたケースを指します

※ 法的整理または事業停止を対象。事業停止後に法的整理に移行した場合は、法的整理日でカウント

5月13日11時現在
全国に142件
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新型コロナウイルス関連倒産 エリア・都道府県別動向

秋田 1 岩手

山形 1 宮城

石川 3 富山 2

京都 2 福井 0 群馬 3 栃木
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千葉

0

佐賀 1 大分 0 広島 4 岡山 2 奈良 1 三重 1 山梨 1 東京 31
1

　

熊本 3 宮崎 1 愛媛 0 香川 2 静岡 8 神奈川 2
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鹿児島

3
9

1

兵庫山口

和歌山

中部近畿

岐阜 2

新型コロナウイルス関連倒産
5月13日11時現在

九州 13

北海道 14

青森 0全国に142件
35都道府県で発生
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1

1

2
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北陸 12

0

7

愛知 4

4

新潟

長野

東北

9

38

赤枠は「特定警戒都道府県」（13都道府県）

茨城

関東

都道府県 件数

東京都 31

北海道 14

大阪府 12

兵庫県 9

静岡県 8

新潟県 7

福岡県 6
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新型コロナウイルス関連倒産 業界別動向

「サービス業」(53件),「小売業」(41件),「卸売業」(20件),
「製造業」(14件)の4業種で128件(構成比90.1%）を占めた。

具体的には、サービス業に含まれる「ホテル・旅館」(34件)を筆頭
に、小売業に含まれる居酒屋、バイキングレストラン、ビアレスト
ランなどの「飲食店」(17件),「アパレル・雑貨小売店」(14件),
製造業に含まれる「食品製造」(8件)が目立っている

業種 件数 件数の多かった個別業種

サービス業 53 ホテル・旅館（34件）

飲食店（17件）

アパレル・雑貨小売店（14件）

卸売業 20 食品卸（6件）

製造業 14 食品製造（8件）

41小売業

新型コロナウイルス関連倒産の主な業種
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新型コロナウイルス関連倒産 月別・態様別・負債額別

2月 3月 4月 5月 合計 50億円以上 6 4.9%

破　産 1 10 57 6 74 10億円～50億円未満 14 11.5%

民事再生法 0 4 8 1 13 5億円～10億円未満 17 13.9%

1 12 30 12 55 1億円～5億円未満 58 47.5%

2 26 95 19 142 1億円未満 27 22.1%

判明した122件が対象

負債別件数・構成比

法的整理

事業停止

合　計

月別・態様別発生件数

5月は13日11時現在の数値

発生月別では、「4月」が95件（構成比66.9％）で最多。2月(2件),「3月」(26件),で
「5月」は13日11時現在で19件。
態様別では、法的整理87件（破産74件、民事再生法13件）、事業停止55件。
負債総額は、1093億3900万円（判明した122件の合計）で、10億円未満が102件
（構成比83.6％）を占めた一方、50億円以上の大型倒産は6件（同4.9％）。
負債額上位は、リゾートホテル事業を手がけるWBFホテル＆リゾーツ（大阪、
4月民事再生法、負債160億円）、アミューズメント施設運営のエターナルアミューズ
メント（東京、4月破産、同84億1800万円）、雑貨小売りのキャスキッドソンジャパン
（東京、4月破産、同65億円）など。
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新型コロナウイルス関連倒産 主な倒産

商　号
負債

（百万円）
事業内容 所在地 日付・態様 経緯

ＷＢＦホテル＆リゾーツ（株） 16,000 リゾートホテル事業 大阪市北区 4月27日　民事再生法の適用を申請 インバウンドや学生客ツアー客の減少

（株）エターナルアミューズメント 8,418 アミューズメント施設運営 東京都千代田区 4月1日　自己破産を申請 感染リスクを勘案して店舗を臨時休業し、その後再開せず

キャスキッドソンジャパン（株） 6,500 雑貨小売 東京都港区 4月22日　破産手続き開始決定
英・キャスキッドソン社で業績悪化、当社もすべての店舗で短縮営業・
臨時休業で資金繰り悪化、見通しが立たず

旭東ホールディングス（株） 6,400 グループ持株会社 大阪市旭区 5月8日　民事再生法の適用を申請 旭東電気の持ち株会社

旭東電気（株） 6,298 安全ブレーカー、漏電遮断器製造 大阪市旭区 4月28日　民事再生法の適用を申請 中国の関連会社での製造が大幅に減少し、資金繰り悪化

（株）ロイヤルオークリゾート 5,000 リゾートホテル経営 滋賀県大津市 5月1日　破産手続き開始決定 業容が大幅に悪化、休業決定したものの、見通し立たず

（株）シティーヒル 4,996 衣料品の企画・製造・小売 大阪市中央区 3月16日　民事再生法の適用を申請 外国人、日本人ともに来客が減少

（株）ＭＪＧ 4,380 接骨院チェーン 東京都新宿区 4月10日　破産手続き開始決定 経営悪化、行政処分受けるなどのトラブル抱える中、来客数減少で売り上げ急減

（株）赤玉 3,700 パチンコホール経営 東京都杉並区 4月15日　破産手続き開始決定 来店客が大幅に減少

（有）有楽商事 3,148 パチンコホール経営 群馬県沼田市 4月30日　破産手続き開始決定 4月14日より臨時休業

（株）ラビアンローゼ 2,498 貸衣装 静岡県浜松市 4月21日　民事再生法の適用を申請 キャンセル相次ぎ受注や資金調達の見通し立たず

（株）冨士見荘 2,388 旅館経営 愛知県蒲郡市 3月30日　破産手続き開始決定 中国人ツアー客の予約がキャンセル

（株）ファーストキャビン 調査中 カプセルホテル事業 東京都千代田区 4月24日　自己破産を申請 インバウンド需要・国内需要減少し、稼働率大幅に悪化



7

過去最大の落下幅を更新（景気ＤＩ）

2020年4月の景気DIは前月比6.7ポイント減の25.8となり7カ月連続で悪化、
前月に続いて過去最大の下落幅を更新。全10業界、51業種中48業種が悪化した。

過去のＤＩ悪化事例
・2014年 ４月 消費税が５％から８％へ → DI46.8（4.2pt減）
・2008年12月 リーマン・ショック → DIは20.4（4.1Pt減）
・2011年 3月 東日本大震災 → DIは31.6（3.8pt減）
・2020年 3月 新型コロナウイルス → DIは38.7（3.2pt減）
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倒産リスクが高い業種は？ 景気ＤＩから分析

4月DI 大業種 中業種 前月比

1.5 サービス 旅館・ホテル ▲ 5.5

4.3 サービス 飲食店 ▲ 9.9

5.6 サービス 娯楽サービス ▲ 11.4

10.3 卸売 繊維・繊維製品・服飾品卸売 ▲ 6.1

10.8 小売 家具類小売 ▲ 11.8

11.3 サービス 広告関連 ▲ 10.0

11.4 小売 繊維・繊維製品・服飾品小売 ▲ 4.8

13.9 サービス 教育サービス ▲ 15.8

16.7 製造 繊維・繊維製品・服飾品製造 ▲ 6.5

16.8 製造 出版・印刷 ▲ 6.3

17.0 小売 自動車・同部品小売 ▲ 10.9

18.7 卸売 再生資源卸売 ▲ 2.5

19.3 小売 家電・情報機器小売 ▲ 9.1

20.2 小売 専門商品小売 ▲ 7.2

20.7 製造 その他製造 ▲ 10.4

21.0 サービス 人材派遣・紹介 ▲ 13.1

21.2 サービス その他サービス ▲ 8.0

21.3 卸売 飲食料品卸売 ▲ 4.3

21.4 卸売 その他の卸売 ▲ 5.1

21.9 不動産 ▲ 9.7

22.0 卸売 紙類・文具・書籍卸売 ▲ 5.5

22.2 製造 輸送用機械・器具製造 ▲ 12.0

22.4 運輸・倉庫 ▲ 5.3

22.9 サービス 放送 ▲ 6.9

23.2 卸売 鉄鋼・非鉄・鉱業製品卸売 ▲ 4.6

23.6 製造 鉄鋼・非鉄・鉱業 ▲ 5.4

24.0 製造 パルプ・紙・紙加工品製造 ▲ 5.2

24.8 製造 飲食料品・飼料製造 ▲ 3.6

現時点では新型コロナウイルス関連
倒産は「ホテル・旅館」「飲食店」
「アパレル・雑貨小売」が上位とな
っているが、TDBが調査した2020年4
月の景気DIが25を下回った業種（右表
）をみると、「旅館・ホテル」
(DI=1.5),「飲食店」(同4.3),「繊維・繊
維製品・服飾品小売」(11.4)はいずれ
も最低水準になっており、現時点の
新型コロナウイルス関連倒産の動向
が一致している。
言い換えれば、DIが低い業界ほど今後
の倒産リスクも高くなる可能性があ
る。
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業界名

2月 3月 4月

37.9 32.8 28.2 ○ 食品の買い込み需要（養鶏） △ 新型コロナウイルスの収束次第（米作農業）

農・林・水産 △ 水揚量の微増（漁業協同組合） × 住宅が着工しないため、木が製材所に売れない（森林組合）

× × 新型コロナウイルスにともなう流通事情の悪化（農業協同組合）

× 新型コロナウイルスの収束によるが、見通しは悪いと考える（酪農）

× 新型コロナウイルスの影響で、消費が低迷している（まき網漁業） × 新型コロナウイルスによる販売・流通ストップは想定外（畜産サービス）

42.2 33.3 27.3 × 新型コロナウイルスの影響で新規契約が減っている（損害保険代理） × 売上の見込みが立たない（生命保険媒介）

金融 × 観光業・飲食業が自粛により業績悪化している（クレジットカード） × 新型コロナウイルスの影響による先行き不透明感（商品投資）

× 倒産企業の増加（事業者向け貸金） × 新型コロナウイルスの悪影響が長期化する懸念がある（補助的金融）

× ×

47.8 41.5 33.9 ○ 現状は仕事も豊富で単価も下がっていない（左官工事） ○ 2021年に開始する仕事の予定が埋まってきている（鉄筋工事業）

建設 ○ △

× 新型コロナで施主が設備投資を控え始めた（土工・コンクリート工事） × 受注活動の自粛で、新規顧客の確保ができない（木造建築工事）

× ×

× ×

× 計画が止まった現場が多くなってきた（金属製建具工事） ×
× ゼネコン大手による工事休止の影響（給排水・衛生設備工事）

42.0 31.6 21.9 △ × 飲食やライブハウスなどの自粛が続くとみられ打撃が大きい（貸家）

不動産 ×
× 家賃減免の申し出が多く、新規顧客の獲得も難しい（貸家）

× 賃料の減免相談が管理戸数の10％超で発生（不動産代理・仲介） ×
×

× 時間が経つにつれて影響が大きくなると考えられる（土地売買）

34.9 30.3 24.7 ○ ○ 設備工事は2020年度まで好況が継続する（化学機械・同装置製造）

製造 ○ 外出自粛にともない家庭内食品需要が高まる（パン・菓子製造）

○ 巣ごもり消費で特需の状態（めん類製造） ×
× 在庫過多により生産調整を行っている（帆布製品製造）

× 清酒の販売状況が大幅に悪化、飲食店向けの出荷が減少（清酒製造） ×
×

× 工事現場の閉所や生コン出荷の減少を予想（生コンクリート製造）

× ×

× ×

厨房機器業界は外食産業のダメージの影響を今後、直接的に受けると考えられ
る（金属プレス製品製造）

建設用機械の海外需要激減、国内設備投資意欲の減退を予想している（荷役運
搬設備製造）

2019年の台風19号による災害で、災害復旧工事が多数発注されたため、多忙な
状態が続いている（土木工事）

工事の延期または、中止が予想される。また、2021年の東京五輪開催となった場
合に首都圏の工事がどのようになるか不明（鉄骨工事）

賃貸は低調だが、そこそこ土地、建物とも売買のニーズがあり、取引が成立してい
る（建物売買）

来店客数の減少によりテナントの売上が大幅に減少し、家賃収入の減額などもあ
り営業収入が大幅に減少している（貸事務所）

売り上げがゴールデンウイーク、夏休み期間に集中するので、休業期間が長引け
ば状況はますます悪くなる（不動産管理）

新型コロナウイルスの影響が長引けば、賃貸契約の解約が増え賃貸収入の減少
になる。新規契約は取れず、相場全体が下がる（土地賃貸）

公共事業の発注はあるが、新型コロナウイルスの影響で工事ができるか心配（土
木工事）

現在営業活動ができていないため、それが数カ月後に表面化する（一般電気工
事）

イベント（コミックマーケット、コンサート、演劇等）の中止によるチラシ、パンフレット
等の発行中止で受注が減少（製本）

自動車メーカーが次々に休業を発表し生産量が大幅に下がっている（自動車駆
動・操縦・制動装置製造）

自宅での食品消費が増えたため、コンシューマー向け食品の需要が増えている
（樹脂フィルム等加工）

電子部品や基板が入荷しないなど、客先手配部品の入荷状況が悪くなっている
（プリント回路製造）

居酒屋、飲食店が大きなダメージを受けている。廃業、倒産が増え、新型コロナ
ウイルス収束後の市場がみえない（清酒製造）

マスク需要の高まりを受け、普段から使用する生地（ダブルガーゼ）や不織布など
が入荷しづらく、在庫切れを懸念している（寝具製造）

業界別の景況感企業の声１（農・林・水産～製造）

現在 先行き

【判断理由】○＝良いと判断した理由△＝どちらでもない理由×＝悪いと判断した理由

新型コロナウイルスの影響で民間事業がストップしており、公共事業も年度変わり
のため停滞している（園芸サービス）

地域の主産業である観光関連業界が、新型コロナでインバウンドのみならず国内
旅行者の激減で苦境に立たされている（信用協同組合）

新型コロナウイルスで大手ゼネコンが工事を止め始め、中小ゼネコンにも拡大し、
ほとんどの建設工事が止まる可能性がある（投資業）

新型コロナウイルスの影響で、建築資材のサプライチェーンがストップしている（建
築工事）

新型コロナウイルス感染症の拡大による展示会・イベント・TV番組収録の延期・中
止が相次ぎ、売上が激減している（内装工事）

新型コロナウイルスの影響で現場が中断、延期すると予想。今後の計画も延期、
中止の懸念がある（左官工事）
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ケース① イベント自粛、婚礼行事のキャンセル相次ぎ

貸衣装、結婚式場運営

（株）ラビアンローゼ など2社 浜松市 4月21日に民事再生法を申請

1981年創業・法人改組したブライダル関連を主体とする貸衣裳業者。結婚式
場紹介及びチャペル経営を手がける関係会社の（株）ウインクルを設立するな
どして2008年6月期には年売上高約22億381万円を計上していた。

しかし、結婚適齢期の高齢化や晩婚化に伴って式を行わないケースや飲食店
や専用パーティールームなどを利用して簡易な式を行うケースが散見されるほ
か、 少子高齢化や人口減少などから2019年６月期の年売上高は約19億410万
円にまで減少。さらに、過年度における店舗開設費用などから年商規模を超え
る借入金を抱えていた。そうしたなか、新型コロナウイルスの感染拡大の影
響によるイベントの自粛などにより貸衣装や婚礼行事のキャンセルが頻発し
たことで、2社ともに今後の受注や資金調達の見通しが立たなくなった。

負債は（株）ラビアンローゼが約24億9864万円、（株）ウインクルが約９
億172万円で２社合計約34億36万円。
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ケース② 取引先の工場が操業停止、従業員が罹患

ゴルフ手袋用資材卸売

辻田実業（株） 香川県東かがわ市 4月14日に自己破産を申請

1972に設立。ゴルフ手袋用のふち布を主体に、手袋や鞄、袋物向けの合成
皮革などを取り扱い、91年9月期には年売上高約10億3600万円を計上。

しかし、得意先の手袋メーカーが海外生産比率を高めたことで、2019年9
月期の年売上高は約6500万円にまでダウン・赤字決算が続き、債務超過に陥
っていた。

この間、高齢者用おむつカバーや車椅子用シーツなど介護関連商品の販売
にも取り組んだものの好転せず、過年度の借入負担が重荷となっていた。

このため、返済条件の見直しなどで事業を継続していたが、今年２月に得
意先の海外工場が新型コロナウイルスの感染拡大で操業を停止。また、3月
には主力仕入先の従業員が新型コロナウイルスに感染したとして同社が生産
活動を２週間停止。資材の調達が困難となったことなどで、今年２月と３月
の売上高が例年に比べて６割もダウンし、先行きの見通しが立たなくなった
。負債は約2億500万円。
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ケース③ 小中学校の「休校」で売り上げが激減

給食用食材卸売

新和（株） 山梨県市川三郷町 3月23日までに事業を停止

1977年に設立。保育園・小中学校・病院・老人福祉施設などに冷凍調理品
・チルド青果など給食用食材を販売し2012年8月期には年売上高約4億5200
万円を計上していた。

しかし、県内市町村で給食センターの設置が進み、直接取引する小中学校
の件数が減少傾向となり、また、給食センターへの納入は同業他社との競合
が激化したため、2016年8月期の年売上高は約3億2500万円に減少していた
。

この間、病院・老人福祉施設などの新規開拓に注力したが同業他社との差
別化は難しく、2019年8月期の年売上高は約2億1900万円にダウンし、赤字
決算が続いていた。そうしたなか、新型コロナウイルスの影響で小中学校が
休校となり 売上高が激減。資金繰りが限界に達したことから事業継続を断念
した。負債は約１億円。
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ケース④ サッカー・野球の試合中止で見通し立たず

麺類製造、スタジアム売店

（株）星栄商店 宮城県加美町 3月31日に事業を停止

1972年に設立。大手スーパーや地元食堂、 一般個人を主な得意先に「茶
きり蕎麦」「とっちゃんラーメン」「とっちゃん焼きそば」などの自社商品
を販売するほか、本店事務所兼店舗にて米などの食料品も販売し、2015年9
月期には年売上高約1億5000万円を計上していた。

しかし、近年は得意先からの受注が低迷し、2019年9月期の年売上高は約
7700万円にダウン、ここ数期は赤字経営を余儀なくされていた。

このため、プロサッカー「ベガルタ仙台」やプロ野球「東北楽天ゴールデ
ンイーグルス」のホームゲームにおけるスタジアム内売店（焼き そば・五目
おこわ等）などを出店して売り上げ回復を図っていたが、新型コロナウイル
ス感染症の拡大に伴い開幕が延期する事態となり、見込んでいた収入もな く
なり、相次ぐイベント中止なども痛手となり、資金繰りの見通しが立たなく
なった。負債は約１億円。
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ケース⑤ 中国製の部品入らず製品仕入れ・工期に支障

配管材料、住宅設備機器等卸

（株）和倉屋金物店 石川県七尾市 3月27日に事業を停止

1833年（天保４年）創業、1949年に法人改組した。長い歴史を背景に地
元での知名度は極めて高く、配管材料の卸売では地域有力企業として能登地
区全域を営業エリアに、設備工事業者や工務店を販路として95年5月期には
年売上高約8億300万円を計上していた。

しかし、バブル崩壊後の長引く景気の低迷で地域需要は減少傾向を辿り、
2019年5月期の売上高は約1億7200万円にまで落ち込んでいた。この間、金
融機関より返済条件緩和等の支援を受ける一方、採算管理の強化や社内体制
の整備など経営改善に取り組んできたが、それでも赤字決算が続いていた。

そうしたなか、 新型コロナウイルスの感染拡大によって、中国生産の部品
を組み込んだ住宅設備機器の流通に大きな影響が生じたため、受注商品の仕
入が思うよう にできず、納入物件の工期の延びも加わって、売り上げはさら
ダウン。先行き見通し難から事業継続を断念した。負債は約2億2000万円の
見込み。
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ケース⑥ 英・親会社が全店舗閉

雑貨店経営

キャスキッドソンジャパン（株）東京都港区 4月22日に自己破産申請

2014年に英国のキャスキッドソン社が日本での営業拠点として設立。同社は
93年に創業、レトロなデザインを基調しながらも、現代的なデザイン、色使い
によるインテリア・雑貨などの販売を手がけ、高い知名度を有し、英国を中 心
に、アイルランドや日本などで店舗展開していた。

布製バッグや財布、靴、タオル、婦人・子供用衣料品などを取り扱い、全国
各地の大型商業施設や百貨店、ファッションビル、アウトレットモールなど近
時は44店舗のほか、自社サイトなどで販売していた。

しかし、2019年3月期において年売上高約25億円を計上する一方で赤字決算
となり債務超過の状態にあった。そうしたなか英国の親会社・キャスキッド ソ
ン社において、新型コロナウイルスの影響により業績が悪化し、英国内の全店
舗を閉鎖。当社においても、緊急事態宣言が発令されたことを受け、すべての
店 舗で当面の間、短縮営業・臨時休業となったことで、先行きの見通しが立た
なくなった。負債は債権者約400名に対し約65億円。
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4月の倒産は758件、前年同月比16.4％増

1. 倒産件数は758件、8カ月連続の前年同月比増加

2. 負債総額は1614億6700万円、2カ月連
3. 続の前年同月比増加
4. 業種別にみると、7業種中6業種で前年同月を上回った。なかでも小売業（190件、前年同月比27.5％増）は、5カ

月連続増。建設業（124件、同10.7％増）は8カ月連続増。サービス業（183件、同10.2％増）では、宿泊業（25件
）が過去最多となり、件数全体を押し上げた

5. 主因別にみると、「不況型倒産」の合計は614件、構成比は81.0％を占める
6. 負債規模別にみると、負債5000万円未満の倒産は441件（前年同月比15.4％増）、構成比は58.2％を占める
7. 地域別にみると、9地域中8地域で前年同月を上回った。北陸（35件）は、3カ月連続の増加となった。近畿（194

件、前年同月比17.6％増）は、小売業が8カ月連続の増加
8. 人手不足倒産は15件（前年同月比25.0％減）発生、6カ月ぶりの前年同月比減少
9. 後継者難倒産は54件（前年同月比58.8％増）発生、過去最多を更新
10. 返済猶予後倒産は55件（前年同月比48.6％増）発生、6カ月ぶりの前年同月比増加
11. 負債トップは、WBFホテル＆リゾーツ㈱（大阪府、民事再生）の約160億円
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今後の見通し

倒産件数は8カ月連続増、宿泊業は過去最多

2020年4月の倒産件数（758件、前年同月比16.4％増）は8カ月連続の前年同月比増加で、4月としては5年ぶりに700件を上回った。業種別では、消費税率引き上

げや新型コロナウイルス感染拡大にともなう売り上げ減少などから、小売業（190件、前年同月比27.5％増）が5カ月連続の増加と、比較可能な2000年以降で4月と

しての最多を更新し、件数全体を押し上げた。

負債総額は1614億6700万円と、負債100億円超の倒産が3カ月ぶりに発生したほか、負債数十億円規模の倒産も相次いだことから、前年同月を54.3％上回った。

負債額上位には、計27のホテルを展開していたWBFホテル＆リゾーツ㈱（民事再生、大阪府、負債約160億円）や、リゾートホテル経営の㈱ロイヤルオークリゾ

ート（破産、滋賀県、負債約50億円）、高級カプセルホテル経営の㈱ファーストキャビンなどグループ5社（破産、東京都、負債合計約37億円）といった新型コロ

ナ関連で稼働率が急激に悪化したホテルの倒産が目立ち、4月の宿泊業の倒産件数（25件）も過去最多を更新。多額の設備投資により借入金が嵩むホテル、旅館な

どでは、今後も稼働率低下による倒産は散発する可能性が高い。

飲食店の倒産相次ぐ

4月の飲食店の倒産（75件、前年同月比15.4％増）は、5カ月連続の前年同月比2ケタ増と増加傾向が続き、年ベースで過去最多だった前年（732件）をさらに上

回るペースで推移している。消費税率引き上げ後も価格転嫁せずに対応してきた企業や、人件費、原材料費、物流費などの負担増に苦しむ企業の倒産が相次いだ

うえ、3月以降は新型コロナウイルス感染拡大の影響から、繁忙期の宴会等の売り上げを逸したことによる倒産もみられた。

現金商売が多い飲食店では、4月後半より緊急事態宣言の対象が全国に拡大されたことを受け、資金繰りに困窮する企業が一段と増加している。デリバリーやテ

イクアウトへの対応で乗り切ろうとする企業は多いものの、時短営業や休業を余儀なくされ、とくに固定費負担の大きい繁華街や駅周辺にある店舗などはダメー

ジが深刻化している。また、在宅勤務やオンライン学習の広がりを背景に、オフィス街や学生街にある店舗では業績回復の見通しを立てにくくなるケースなども

想定され、飲食店の倒産は今後さらなる増加が懸念される。

中小への支援進むも、倒産は緩やかに増加へ

新型コロナウイルス感染拡大の影響で資金繰りに窮する中小企業への支援策として、金融機関は返済猶予等の条件変更対応をすでに進めているほか、手形・小

切手等の支払い不能にともなう不渡り報告や銀行取引停止処分も当面猶予している。さらに、今月からは売り上げが減少した中小企業と個人事業主を対象にした

持続化給付金の申請がスタート。また、これまで政府系金融機関に限られていた実質無利子・無担保での融資受付が民間金融機関でも始まり、官民挙げた資金繰

り支援策が相次いで打ち出されている。

とはいえ、倒産件数は4月時点で8カ月連続の前年同月比増加と、リーマン・ショック以降では最長の増加トレンドが続いており、収束の見えない未曾有の危機

に直面し、感染拡大の影響に起因する倒産も、5月12日時点で計139件にのぼっている。4月は後継者難倒産（54件）が調査開始（2013年1月）以降で最多を更新。

高齢の経営者も多いことなどから、事業承継問題の深刻化も顕著となっている。緊急事態宣言の延長で経済社会活動の停滞が長期化し、今後は業績回復や事業継

続の展望も描きづらくなる企業が増えることから、社会構造や産業構造の変容などとも相俟って、倒産件数は緩やかな増加基調を辿るものと見込まれる。
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＜参考データ＞倒産件数推移（2005年～2020年4月）
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新型コロナウイルス ～今後のポイント～

１．倒産は7年ぶりに『年間1万件ライン』へ（増加率・景気DIなどから考察）

２．倒産件数の増加に加え『廃業』も増加する予想

（休廃業・解散数は2018年：2万2036件、2019年は2万3634件）

３．今後も雇用情勢に倒産・廃業・休業が影響大

４．先が見えないコロナの影響、『長期戦』も

５．『コロナ後』「ヒト・モノ・カネ」の回復予想にプラスの声が僅少

６．ドイツなどの「破産9月まで受け付けない」方策の一考

７．事業継続のために中小企業は

①各種支援策の活用
②金融機関へのリスケジュール要請
③従業員に対する心身・金銭面でのサポート・説明
④事務所・店舗維持のための大家との交渉が優先事項
⑤取引先の状況把握、自社の現状・意向の説明 に注力すべき
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帝国データバンクについて

◆ 本社：東京都港区南青山2-5-20

◆ 年売上高：522億円（2019年９月期）

◆ 事業所数：全国83カ所

◆ 従業員数3300名（うち調査取材部門1700名）

◆ 企業概要データCOSMOS2 147万社収録、

信用調査報告書ファイルCCR 180万社収録

ご清聴ありがとうございました
お問い合わせは下記までお願いいたします

帝国データバンク 東京支社
新宿区四谷本塩町14-3

情報部 03-5919-9341


