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Ⅰ 東京のサービス業の経営実態 

1 回答企業の概要 

(1) 業種 

アンケート回答企業の業種をみると、「専門サービス業」が35.1％と最も高く、次いで「情報・コンテンツ業」が25.5％、

「事業サービス業」が20.5％、「技術サービス業」が16.3％となっている。 

 

(2) 従業者規模 

全従業者数（役員を含む）は、「1～4人」が53.2％と最も高く、次いで「5～9人」が19.3％、「10～29人」が15.4％、「30

人以上」が10.4％となっている。前回調査と比べると、「1～4人」が53.2％（前回調査50.0％）と、従業者規模の小さい企

業の割合がやや高いほか、「30人以上」と従業者規模の大きい企業も10.4％（前回調査9.6％）とわずかに高くなってい

る。 

 業種別にみると、専門サービス業と技術サービス業では「1～4人」がともに6割を超え、他の業種と比べて比較的従業

者規模の小さな企業が多い。一方、情報・コンテンツ業、事業サービス業は「10～29人」と「30人以上」をあわせた『10人

以上』の企業がそれぞれ4割程度を占め、他の業種に比べて規模の大きい企業が多くなっている。 

 

・ 本概要版は、報告書本編の第Ⅱ編、第Ⅲ編から抜粋して作成しています。図表番号は報告書本編と同じです。 

・ 本調査では、都内に本社のある中小サービス業について、無作為に抽出した 10,000 社を抽出し、アンケートを実施しました。

調査対象業種及び分類については、報告書を参照してください。 

平成 28年度 

東京の中小企業の現状（サービス産業編）【概要版】 
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2 経営成果（業績） 

 (1) 直近の売上高 

直近決算の年間売上高は、全体では「1～3 千万円未満」が 23.5％と最も高くなっている。「1 千万円未満」が 22.2％、

「3～5 千万円未満」が 11.4％、「5 千万～1 億円未満」が 14.9％となっており、『1 億円未満』が 72.0％と 7 割以上を占

めている。前回調査と比較すると、『5 億円以上』が 0.8 ポイントとわずかに増加している。 

業種別にみると、情報・コンテンツ業では『1億円以上』が 44.4％と 4割を超えており、他の業種に比べて高い。一方、

専門サービス業、技術サービス業ではともに『3 千万円未満』が半数以上を占めている。 

特定 10 業種別にみると、情報処理サービス業では『1 億円以上』が 47.2％と、他の業種に比べて高く、次いでソフト

ウェア業が 43.7％、広告制作業が 42.9％となっている。 

従業者規模別にみると、規模が大きくなるほど売上高も高くなる傾向にあり、特に 30 人以上は『5 億円以上』が 6 割

程度を占めている。 
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 (2) 直近の売上高経常利益率 

直近決算の売上高経常利益率は、「赤字（マイナス）」が 28.9％、『黒字（プラス）』が 67.5％となっている。 

業種別にみると、専門サービス業では「10％以上」が 38.8％と他の業種に比べて利益率の高い企業が多いが、これ

は税理士事務所（「10％以上」が 7 割程度）の影響によるものとみられる。一方、技術サービス業では「赤字（マイナス）」

が 38.3％となっており、最も高くなっている。 

特定 10業種別にみると、税理士事務所では「10％以上」が 67.9％と 7割程度を占めている。一方、自動車整備業で

は「赤字（マイナス）」が 4 割を超えている。 

従業者規模別にみると、規模が大きくなるほど「赤字（マイナス）」と「10％以上」が低くなる一方、『0～10％未満』は高

くなっている。 
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3 顧客と取引状況 

 (1) 3 年前と比較した顧客件数の変化 

3年前と比較した顧客件数の変化は、「ほぼ（±5％未満）横ばい」が53.8％と半数以上を占めている。「大幅（10％以

上）増加」と「やや（10％未満）増加」をあわせた『顧客増加』は16.1％となった一方、「やや（10％未満）減少」と「大幅

（10％以上）減少」をあわせた『顧客減少』は29.2％で、顧客件数は減少した企業が多い。前回調査と比較すると、『顧

客増加』（前回調査は13.6％）はわずかに高い一方、『顧客減少』（前回調査は37.8％）は低くなっている。 

業種別にみると、いずれの業種も「ほぼ（±5％未満）横ばい」が高くなっている。専門サービス業と事業サービス業で

は『顧客減少』がともに3割以上を占め、他の業種よりも高くなっている。 

特定10業種別にみると、経営コンサルタント業では「大幅（10％以上）増加」が1割以上を占め、他の業種に比べて高

くなっている。自動車整備業では『顧客減少』が56.8％と半数以上を占め、顧客数の減少企業が多くみられる。 

従業者規模別にみると、規模が大きくなるほど『顧客増加』が高くなっており、特に＜10人以上＞では『顧客増加』が

『顧客減少』を上回っている。一方、１～4人では『顧客減少』が3割以上を占めている。 
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 (2) 売上高上位３社への売上高依存度 

売上高上位3社を合計した売上高の割合は、「80％以上」が29.4％で約3割を占め、最も高くなっている。一方、

「20％未満」が19.4％と約2割を占めている。 

業種別にみると、専門サービス業では「20％未満」が30.5％と他の業種よりも高くなっている。一方、情報･コンテンツ

業と技術サービス業では「80％以上」がそれぞれ38.0％、37.9％となっている。 

特定10業種別にみると、税理士事務所と自動車整備業では「20％未満」が最も高く、それぞれ50.1％、33.9％となっ

ている。 

従業者規模別にみると、1～4人では「80％以上」が33.0％と最も高くなっており、小規模の企業では主要顧客に依存

する割合が高いとみられる。 

売上高増減別にみると、売上高が大幅（10％以上）減少では「80％以上」が33.9％と最も高いほか、『60％以上』は

49.8％と半数を占めている。 
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4 競争状況と事業戦略 

 (1) 3 年前と比較した競争状況 

3年前と比較した他社との競争状況は、「変わらない」が63.3％と最も高い割合を占めている。「かなり激化した」

12.2％、「やや激化した」19.9％をあわせた『激化』は32.1％となった一方、「やや緩和した」1.8％、「かなり緩和した」

0.5％をあわせた『緩和』は2.3％で、『激化』が『緩和』を大きく上回っている。前回調査と比較すると、『激化』が減少し、

「変わらない」が増加した。 

業種別にみると、情報・コンテンツ業、専門サービス業、技術サービス業は『激化』がいずれも3割を超えている。一方、

事業サービス業は『激化』が29.1％で、他の業種よりも低くなっている。 

特定10業種別にみると、広告制作業とデザイン業は『激化』がそれぞれ4割以上で、他の業種よりも高くなっている。 

従業者規模別にみると、1～4人を除いて規模が小さくなるほど「かなり激化した」が高くなる。1～4人は「変わらない」

が67.3％と他の従業者規模に比べて高くなっている。 
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 (2) 取引上の強み 

自社の取引上の強みは、「専門性が高い」が50.6％で最も高く、半数以上を占めている。次いで「長年の取引」が

40.5％、「顧客と近接」が33.4％となっている。 

業種別にみると、情報・コンテンツ業、専門サービス業、技術サービス業では「専門性が高い」が最も高くなっており、

なかでも技術サービス業では 57.3％と特に高くなっている。一方、事業サービス業では「専門性が高い」は 32.8％にとど

まり、「長年の取引」が 47.8％、「顧客と近接」36.8％などが他の業種に比べて高くなっている。 

特定 10 業種別にみると、ソフトウェア業、情報処理サービス業、出版業、広告制作業、税理士事務所、デザイン業、

経営コンサルタント業、建築設計業では「専門性が高い」がいずれも最も高くなっている。一方、自動車整備業と建物サ

ービス業では「長年の取引」が最も高く、自動車整備業は約 6 割、建物サービス業は約 5 割を占めている。 

従業者規模別にみると、＜1～29人＞では「専門性が高い」が最も高くなっている。30人以上では「専門性が高い」は

＜1～29 人＞に比べて低い一方、「長年の取引」が 47.7％で最も高くなっている。規模が大きくなるほど「顧客と近接」、

「営業力」、「顧客ニーズの的確な把握」、「長年の取引」が高くなっている。1～4 人では＜5 人以上＞に比べて「特にな

い」が高くなっている。 

売上高増減別にみると、すべての区分で「専門性が高い」が最も高くなっており、なかでも大幅（10％以上）増加では

60.4％と 6 割を占めている。また、売上高が増加するほど「顧客ニーズの的確な把握」、「従業員の応対が良い」、「独自

サービスの提供」、「営業力」が高くなっている一方、「特にない」が低くなっている。 
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(3) 強化したいこと 

今後、強化したいと考えていることは、「人材の確保育成」が44.8％で最も多く、次いで「商品・サービスの開発」が

23.4％、「財務体質の強化」が22.0％となっている。また、「特に考えていない」は24.4％となっている。 

業種別にみると、いずれの業種も「人材の確保育成」が最も高く、なかでも情報・コンテンツ業が57.4％と6割程度を

占め、特に高くなっている。また、情報・コンテンツ業では「グローバル化への対応」が10.6％と他の業種に比べて高くな

っている。 

従業者規模別にみると、＜5人以上＞では「人材の確保育成」が最も高く、規模が大きくなるほど割合も高くなってい

る。また、１～4人では「特に考えていない」が37.9％と最も高くなっている。 

売上高増減別にみると、売上高が増加するほど「人材の確保育成」、「職場環境の改善」、「経営理念の浸透」が高く

なる一方、「特に考えていない」は低くなっている。 
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Ⅱ 東京のサービス業に関するテーマ分析 

1 IT(情報技術)の利活用  

 (1) 導入している IT 

導入している IT（情報技術）は、「電子メール等の連絡ツール」が 74.2％で最も高く、次いで「財務会計システム」が

52.7％、「会社情報の発信（HP や SNS など）」が 33.2％となっている。 

業種別にみると、いずれの業種も「電子メール等の連絡ツール」が最も高く、次いで「財務会計システム」、「会社情報

の発信（HP や SNS など）」となっている。情報・コンテンツ業では「いずれも利用していない」を除くすべての選択肢で全

体を上回っている。専門サービス業では「財務会計システム」が 60.8％で、他の業種よりも高くなっている。技術サービ

ス業では「財務会計システム」、「人事管理システム」、「顧客管理システム」、「販売管理システム」は他の業種よりも低く

なっている。 

特定 10業種別にみると、税理士事務所を除く 9業種では「電子メール等の連絡ツール」が最も高く、なかでもソフトウ

ェア業が 89.7％で最も高くなっている。一方、税理士事務所は「財務会計システム」が最も高く 92.2％となっている。出

版業では「ネットによる受発注業務」が 40.8％、「販売管理システム」が 34.0％で、それぞれ他の業種よりも高くなってい

る。広告制作業では「クラウドを使ったデータの保存や共有」が 34.3％で、他の業種よりも高くなっている。また、自動車

整備業は「電子メール等の連絡ツール」が 36.7％にとどまる一方、「いずれも利用していない」が 30.3％にのぼる。 

従業者規模別にみると、すべての規模において「電子メール等の連絡ツール」が最も高くなっている。1～4 人は「そ

の他」、「いずれも利用していない」を除くすべての選択肢で他の規模を下回っている。 
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 (2) IT 利活用の進展に伴う業務の生産性向上 

IT利活用の進展に伴う業務の生産性向上は、「（生産性が向上すると）やや思う」が最も高く37.0％、次いで「思う」が

25.1％で、あわせると62.1％となっている。 

業種別にみると、いずれの業種も「やや思う」が最も高くなっている。「思う」と「やや思う」をあわせた割合は情報・コン

テンツ業が最も高く69.0％、専門サービス業は66.1％、技術サービス業は56.4％、事業サービス業は50.2％となってい

る。 

従業者規模別にみると、いずれの規模も「やや思う」が最も高くなっている。規模が大きくなるほど「思う」と「やや思う」

の割合が高くなり、「あまり思わない」と「思わない」の割合が低下している。 

売上高増減別にみると、大幅（10％以上）増加では「思う」が41.2％で「やや思う」の36.8％を上回っている。売上高が

増加するほど「思う」と「やや思う」をあわせた割合が高くなり、「あまり思わない」と「思わない」をあわせた割合が低下して

いる。 
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2 海外関連取引 

 (1) 現在の海外関連取引の状況 

現在の海外関連取引（外国での業務・サービス、国内・国外の外国企業・外国人に向けた業務・サービス、顧客が持

っている国内・国外の外国企業・外国人に向けた業務・サービス等）の状況は、「検討していない」が58.8％で最も高く

なっている。一方、「取引がある」が12.8％、「取引はないが、検討している」が9.9％と、それぞれ1割程度を占めている。 

業種別にみると、情報・コンテンツ業、専門サービス業では「取引がある」がそれぞれ17.2％、15.3％と、1割を超えて

いる。 

特定10業種別にみると、出版業は「取引がある」が他の業種よりも高く、25.2％と4分の1を超えている。また、ソフトウ

ェア業では「取引はないが、検討している」が20.2％と高い。 

従業者規模別にみると、30人以上の企業を除き、規模が大きくなるほど「取引がある」が高くなっており、10～29人で

は19.7％と約2割を占めている。一方、すべての規模の企業で「検討していない」が6割程度となっている。また、規模が

小さくなるほど「把握していない」が高くなっている。 

売上高増減別にみると、売上高が増加するほど「取引がある」が高くなっている。 
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 (2) 今後の発展の可能性 

海外関連取引の今後の発展の可能性は、「可能性がない」が最も高く47.6％と5割程度を占めている。一方、「非常

に可能性がある」が9.9％、「ある程度は可能性がある」が19.7％で、あわせた『海外関連取引の発展の可能性がある』は

29.6％と約3割を占めている。 

業種別にみると、情報・コンテンツ業では『海外関連取引の発展の可能性がある』が41.0％と約4割を占めており、他

の業種よりも割合が高くなっている。 

従業者規模別にみると、規模が小さくなるほど「可能性がない」が高くなっており、1～4人では53.9％と半数以上を占

めている。一方、＜10人以上＞の企業では『海外関連取引の発展の可能性がある』が約4割と高くなっている。 

売上高増減別にみると、大幅（10％以上）減少を除き、売上高が増加するほど『海外関連取引の発展の可能性があ

る』が高くなっており、大幅（10％以上）増加では47.4％と半数程度を占めている。 

競争状況の変化別にみると、『海外関連取引の発展の可能性がある』は＜競争激化＞企業では3割以上となってお

り、＜競争緩和＞企業よりも割合が高くなっている。 
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3 多様な人材需要の状況 

 (1) 充実させたい能力 

従業者（役員含む）に関して充実させたい能力は、「物事に進んで取り組む力」が最も高く 51.3％、次いで「現状分

析し目的・課題を明らかにする力」が 37.0％、「目的を設定し行動する力」が 36.3％となっている。 

業種別にみると、いずれの業種も「物事に進んで取り組む力」が最も高く、なかでも情報・コンテンツ業と事業サービ

ス業はそれぞれ 57.7％、56.8％で、ともに 5 割を超えて高くなっている。一方、専門サービス業と技術サービス業はそれ

ぞれ 45.8％と 46.0％で、5 割を下回っている。情報・コンテンツ業では「新しい価値を生み出す力」が 48.0％で、他の業

種よりも高くなっている。また、専門サービス業は多くの選択肢で全体を下回っているが、「課題解決に向けて準備する

力」と「相手の意見を丁寧に聴く力」は全体を上回っている。 

特定 10業種別にみると、デザイン業と経営コンサルタント業を除く 8業種は「物事に進んで取り組む力」が最も高くな

っている。デザイン業は「新しい価値を生み出す力」が、経営コンサルタント業は「現状分析し目的・課題を明らかにする

力」が、それぞれ最も高くなっている。また、ソフトウェア業は「その他」を除くすべての選択肢で、全体を上回っている。

一方、自動車整備業は「その他」を除くすべての選択肢で全体を下回っている。 

従業者規模別にみると、いずれの規模でも「物事に進んで取り組む力」が最も高くなっており、なかでも＜10 人以上

＞では約 7 割となっている。 
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 (2) 多様な人材を活用するために必要なこと 

多様な人材を積極的に活用するために必要なことは、「従業員一人ひとりのスキルアップ」が 52.6％、「職場のリーダ

ーシップ」が 22.3％、「経営戦略の見直し」が 16.0％となっている。一方、「特にない」は 22.3％となっている。 

業種別にみると、すべての業種で「従業員一人ひとりのスキルアップ」が最も高い。情報・コンテンツ業では「従業員

一人ひとりのスキルアップ」、「経営戦略の見直し」、「人事管理制度の見直し」など、多くの選択肢で他の業種よりも高く

なっている。 

従業者規模別にみると、すべての規模で「従業員一人ひとりのスキルアップ」が最も高い。従業者規模が大きくなるほ

ど「職場のリーダーシップ」、「人事管理制度の見直し」、「組織体制の見直し」、「企業文化や風土の転換」が高くなる一

方、従業者規模が小さくなるほど「特にない」が高くなる傾向がみられる。 

売上高増減別にみると、すべての区分で「従業員一人ひとりのスキルアップ」が最も高く、特に＜増加＞では 6 割を

超えている。大幅（10％以上）増加では他の区分に比べて「組織体制の見直し」、「経営戦略の見直し」、「人事管理制

度の見直し」など、多くの選択肢が高くなっている。 

 

 


