
第１巻 産業編（総括表）公表様式 
 
 
Table 1 (Total of incorporated and individual establishments) 

産業分類  事業所数 従業者数 年間商品販売額 商品手持額 売場面積  
（４桁） 年次 Number of establishments （人） （百万円） （百万円） （㎡）  

  計 法 人 個 人      
Industrial 

Classification Year Total Corporations Individuals Number of 
employees 

Annual sales 
of goods 

Value of goods 
in stock 

Sales floor 
space  

(4-digit)     (persons) (million yen) (million yen) (㎡)  
 
 
「年次」については次のとおり。 
 

 年次 年  年次 年   
 Year of Showa period Year Year of Heisei period Year  
 昭和51年 1976 平成 3年 1991  
 昭和54年 1979 平成 6年 1994  
 昭和57年 1982 平成 9年 1997  
 昭和60年 1985 平成11年 1999  
 昭和63年 1988 平成14年 2002  

 
 
Table 2 (Total of Incorporated and individual establishments) 

 合 計 法 人  
 Total Corporations  

産業分類  
(４桁) 就業者数 従業者数 計 有給投員  

Industrial Number of persons engaged Number of employees Total Paid officers  
Classification      

(4-digit) 計 男 女 計 男 女 計 男 女 男 女  
 （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）  

 Total 
(persons) 

Male 
(persons) 

Female 
(persons) 

Total 
(persons) 

Male 
(persons) 

Female 
(persons) 

Total 
(persons) 

Male 
(persons) 

Female 
(persons) 

Male 
(persons) 

Female 
(persons)  

 
法  人 

Corporations 
常用雇用者 臨時雇用者数 出向・派遣受入者数 

Regular employees Number of Number of workers 
計 正社員・正職員 ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等 temporary dispatched from 

Total Full-timers Part-timers Employees other companies 

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等の 
８時間換算雇用者数 

（人） 
Total number of   

計 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 hours worked 
（人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） by part-timers 
Total 

(persons) 
Male 

(persons) 
Female 

(persons) 
Male 

(persons) 
Female 

(persons) 
Male 

(persons) 
Female 

(persons) 
Male 

(persons) 
Female 

(persons) 
Male 

(persons) 
Female 

(persons) 
divided by eight 

(persons) 
 

個 人 
Individuals 

個人事業主及び 
無給家族従業者  

計 
Sole proprietors 

常用雇用者 
Regular employees  

Total and unpaid family 計 正社員・正職員 ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等  
 workers Total Full-timers Part-timers   

計 男 女 男 女 計 男 女 男 女 男 女  
（人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）  
Total 

(persons) 
Male 

(persons) 
Female 

(persons) 
Male 

(persons) 
Female 

(persons) 
Total 

(persons) 
Male 

(persons) 
Female 

(persons) 
Male 

(persons) 
Female 

(persons) 
Male 

(persons) 
Female 

(persons) 
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個 人 
Individuals 

臨時雇用者数 出向・派遣受入者数 
Number of Number of workers 

 temporary   dispatched from  
employees other companies 

ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等の 
８時間換算雇用者数 

（人） 
Total number of  

男 女 男 女 hours worked 
（人） （人） （人） （人） by part-timers 
Male 

(persons) 
Female 

(persons) 
Male 

(persons) 
Female 

(persons) 
divided by eight 

(persons) 
 
 
Table 3 (Total of incorporated and individual establishments) 

  合計 単独事業所（支店を持たない事業所） 

産業分類 経営組織 Total Single-unit  establishments 
(Establishments without branches) 

（３桁）  事業所数 従業者数 年間商品販売額 商品手持額 事業所数 従業者数 年間商品販売額 商品手持額 
   （人） （百万円） （百万円）  （人） （百万円） （百万円） 

Industrial 
classification 

Legal 
status 

Number of 
establish- 

ments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Value of goods 
in stock 

Number of 
establish- 

ments 

Number of 
employees 

 

Annual sales of 
goods 

Value of goods 
in stock 

(3-digit)   (persons) (million yen) (million yen)  (persons) (million yen) (million yen) 

 
 本店（支店を持っている事業所） 支店 Branches 

 Head offices 
(Establishments with branches) 

計 
Total 

 事業所数 従業者数 年間商品販売額 商品手持額 事業所数 従業者数 年間商品販売額 商品手持額 
  （人） （百万円） （百万円）  （人） （百万円） （百万円） 
 Number of 

establish- 
ments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Value of goods 
in stock 

Number of 
establish- 

ments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Value of goods 
in stock 

  (persons) (million yen) (million yen)  (persons) (million yen) (million yen) 

 
 支店  Branches 
 本店は商業 本店は製造業 
 Head office classified as commerce Head office classified as manufacturing 
 事業所数 従業者数 年間商品販売額 商品手持額 事業所数 従業者数 年間商品販売額 商品手持額 
  （人） （百万円） （百万円）  （人） （百万円） （百万円） 
 Number of 

establish- 
ments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Value of goods 
in stock 

Number of 
establish- 

ments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Value of goods 
in stock 

  (persons) (million yen) (million yen)  (persons) (million yen) (million yen) 
 

 支店 Branches  
 本店は他産業  
 Head office classified as other industries  
 事業所数 従業者数 年間商品販売額 商品手持額  
  （人） （百万円） （百万円）  
 Number of 

establish- 
ments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Value of goods 
in stock 

 

  (persons) (million yen) (million yen)  
 
 
「経営組織」については、次のとおり。 
                                                                                           

経営組織 Legal status 
     合   計   Total 
       法人事業所計   Total of incorporated establishments 
         株式会社    Stock companies 
         有限会社  Limited companies 
         合資・合名会社   Limited partnership and unlimited  partnership 
           生活協同組合 Consumers’ cooperative 
         会社以外の法人等  Corporations other than companies 
       個人事業所計 Total of individuals   
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Table 4 (Total of incorporated and individual establishments) 
  事業所数 従業者数 臨時雇用者数 

産業分類 従業者規模 Number of establishments Number of employees （人） 
（４桁）  計 法人 個人 計 法人 個人 

   （人） （人） （人） 
      
      

Industrial 
classification 

Number of 
employees 

Total Corporations Individuals Total Corporations Individuals 

Number of 
temporary 
employees 

(4-digit)     (persons) (persons) (persons) (persons) 

 
  その他の収入額  Other income 

出向・派遣 年間商品 計 内訳 Items 
受入者数 販売額 （百万円） 修理料 仲立手数料 商業以外の収入額 
（人） （百万円）  （百万円） （百万円） Income except commerce 

Total   計 製造業 飲食部門 ｻｰﾋﾞｽ業 その他 
 Repair fees Commission （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

Number of 
workers 

dispatched 
from other 
companies 

Annual sales
 of goods 

   Total Value of 
manufactured 

goods shipments 

Food and 
beverage 
section  

Services Others 

(persons) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) 
 

  販売効率 
商品手持額 売場面積 Sales productivity 
（百万円） （㎡） １事業所当たり 

年間商品販売額 
従業者１人当たり 
年間商品販売額 

(ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等は 
  8時間換算値で算出） 

就業者１人当たり 
年間商品販売額 

（ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等は 
  8時間換算値で算出） 

売場面積１㎡当たり 
年間商品販売額 

Value of goods  Sales floor  （万円） （万円） （万円） （万円） 

in stock space Annual sales of 
goods per 

establishment 

Annual sales  
of goods  

per employee* 

Annual sales  
of goods  

per person engaged* 
 

Annual sales of 
goods per square 

meter of sales floor 
spaces 

(million yen) （㎡） (10 thousand yen) (10 thousand yen) (10 thousand yen) (10 thousand yen) 
 
 
「従業者規模」については、次のとおり。 
 

従業者規模 Number of employees 

合計及び小売業 Total and retail 
trade 

卸売業  Wholesale trade 

計 Total 計  Total 
    2人以下    1 ~  2  persons    2人以下     1 ~   2  persons 
    3～ 4人    3 ~  4  persons    3～   4人     3 ~   4  persons 
    5～ 9人    5 ~  9  persons    5～   9人     5 ~   9  persons 
   10～19人  10 ~ 19  persons   10～  19人    10 ~  19  persons 
   20～29人  20 ~ 29  persons   20～  29人    20 ~  29  persons 
   30～49人  30 ~ 49  persons   30～  49人    30 ~  49  persons 
   50～99人  50 ~ 99  persons   50～  99人    50 ~  99  persons 
  100人以上 100 persons or more  100～199人   100 ~ 199  persons 
   200～299人   200 ~ 299  persons 
   300～499人   300 ~ 499  persons 
  500人以上  500 persons or more 
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Table 5 (Total of incorporated and individual establishments) 
  事業所数 従業者数  

産業分類 売場面積規模 Number of establishments Number of employees 年間商品販売額 
（４桁）  計 法人 個人 計 法人 個人  

     （人） （人） （人） （百万円） 
         

Industrial 
Classification 

Class of sales 
floor space 

Total Corporations Individuals Total Corporations Individuals Annual sales of 
goods 

(4-digit)     (persons) (persons) (persons) (million yen) 

 
その他の収入額 
Other incomes 

商品手持額 売場面積 

計 修理料 仲立手数料 商業以外の収入額  Income except commerce （百万円） （㎡） 
（百万円） （百万円） （百万円） 計 製造業 飲食部門 ｻｰﾋﾞｽ業 その他 

   （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 
Total Repair fees Commission Total Value of 

manufactured 
goods 

shipments 

Food and 
beverage 
section 

Services Others Value of 
goods in 

stock 

Sales floor 
space 

(million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) （㎡） 
 
 
「売場面積規模」については、次のとおり。 
 

売場面積規模 Class of sales floor space 
計 Total 

             １０㎡未満 Under 10 ㎡ 

         １０㎡以上   ２０㎡未満   10 ㎡ and over  ~  under   20 ㎡ 
         ２０㎡以上   ３０㎡未満   20 ㎡ and over  ~  under   30 ㎡ 
         ３０㎡以上   ５０㎡未満   30 ㎡ and over  ~  under   50 ㎡ 
         ５０㎡以上  １００㎡未満   50 ㎡ and over  ~  under  100 ㎡ 
        １００㎡以上  ２５０㎡未満  100 ㎡ and over  ~  under  250 ㎡ 
        ２５０㎡以上  ５００㎡未満  250 ㎡ and over  ~  under  500 ㎡ 
        ５００㎡以上 １０００㎡未満  500 ㎡ and over  ~  under 1000 ㎡ 
       １０００㎡以上 １５００㎡未満 1000 ㎡ and over  ~  under 1500 ㎡ 
       １５００㎡以上 ３０００㎡未満 1500 ㎡ and over  ~  under 3000 ㎡ 
       ３０００㎡以上 ６０００㎡未満 3000 ㎡ and over  ~  under 6000 ㎡ 
       ６０００㎡以上 6000 ㎡ and over 

不 詳 Sales floor space not reported 

 
 
Table 6 (Total of incorporated and individuals establishments) 

  計  
産業分類 従業者規模 Total  
（３桁）      事業所数 売場面積 年間商品販売額  

      
 （㎡） （百万円）  Industrial 

classification 
Number of 
employees Number of 

establishments 
Sales floor 

space 
Annual sales of 

goods 
 

(3-digit)   （㎡） (million yen)  
 

１０㎡未満 １０㎡以上～２０㎡未満 ２０㎡以上～３０㎡未満 
Under 10 ㎡ 10 ㎡ and over ~ under 20㎡ 20 ㎡ and over ~ under 30 ㎡ 

事業所数 売場面積 年間商品販売額 事業所数 売場面積 年間商品販売額 事業所数 売場面積 年間商品販売額 
 （㎡） （百万円）  （㎡） （百万円）  （㎡） （百万円） 
         

Number of 
establishments 

Sales floor 
space 

Annual sales of 
goods  

Number of 
establishments 

Sales floor 
space 

Annual sales of 
goods 

Number of 
establishments 

Sales floor 
space 

Annual sales of 
goods 

 （㎡） (Million yen)  （㎡） (Million yen)  （㎡） (Million yen) 
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３０㎡以上～５０㎡未満 ５０㎡以上～１００㎡未満 １００㎡以上～２５０㎡未満 
30 ㎡ and over ~ under 50㎡ 50 ㎡ and over ~ under 100㎡ 100 ㎡ and over ~ under 250㎡ 

事業所数 売場面積 年間商品販売額 事業所数 売場面積 年間商品販売額 事業所数 売場面積 年間商品販売額 
 （㎡） （百万円）  （㎡） （百万円）  （㎡） （百万円） 
         

Number of 
establishments 

Sales floor 
space 

Annual sales of 
goods  

Number of 
establishments 

Sales floor 
space 

Annual sales of 
goods 

Number of 
establishments 

Sales floor 
space 

Annual sales of 
goods 

 （㎡） (Million yen)  （㎡） (Million yen)  （㎡） (Million yen) 

 
２５０㎡以上～５００㎡未満 ５００㎡以上～１０００㎡未満 １０００㎡以上～１５００㎡未満 

250 ㎡ and over ~ under 500㎡ 500 ㎡ and over ~ under 1000㎡ 1000 ㎡ and over ~ under 1500㎡ 
事業所数 売場面積 年間商品販売額 事業所数 売場面積 年間商品販売額 事業所数 売場面積 年間商品販売額 

 （㎡） （百万円）  （㎡） （百万円）  （㎡） （百万円） 
         

Number of 
establishments 

Sales floor 
space 

Annual sales of 
goods  

Number of 
establishments 

Sales floor 
space 

Annual sales of 
goods 

Number of 
establishments 

Sales floor 
space 

Annual sales of 
goods 

 （㎡） (Million yen)  （㎡） (Million yen)  （㎡） (Million yen) 

 
１５００㎡以上～３０００㎡未満 ３０００㎡以上～６０００㎡未満 ６０００㎡以上 
1500 ㎡ and over ~ under 3000㎡ 3000 ㎡ and over ~ under 6000㎡ 6000 ㎡ and over 

事業所数 売場面積 年間商品販売額 事業所数 売場面積 年間商品販売額 事業所数 売場面積 年間商品販売額 
 （㎡） （百万円）  （㎡） （百万円）  （㎡） （百万円） 
         

Number of 
establishments 

Sales floor 
space 

Annual sales of 
goods  

Number of 
establishments 

Sales floor 
space 

Annual sales of 
goods 

Number of 
establishments 

Sales floor 
space 

Annual sales of 
goods 

 （㎡） (Million yen)  （㎡） (Million yen)  （㎡） (Million yen) 

 
不詳  

Sales floor space not reported  
事業所数 売場面積 年間商品販売額  

 （㎡） （百万円）  
    

Number of 
establishments 

Sales floor 
space 

Annual sales of 
goods  

 （㎡） (Million yen)  
 
 
「従業者規模」については、Table 4 を参照。 
 
 
Table 7 (Total of incorporated and individual establishments) 

  計 現金販売  
産業分類 従業者規模 Total Cash sales  
（４桁）  事業所数 年間商品販売額  事業所数 年間商品販売額   

   （百万円） 構成比  （百万円） 構成比  

Industrial 
Classification 

Number of 
employees 

Number of 
establishments 

Annual sales of 
goods 

（％） 
Composition 

ratio 

Number of 
establishments 

Annual sales of 
goods 

（％） 
Composition 

ratio 
 

(4-digit)   (million yen) (%)  (million yen) (%)  
 

信用販売  Credit Sales 
計 

Total 
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞによる販売 

Credit card sales 
掛売・その他 

Other credit sales 
延事業所数 年間商品販売額  事業所数 年間商品販売額  事業所数 年間商品販売額  

 （百万円） 構成比  （百万円） 構成比  （百万円） 構成比 
Aggregate 
number of 

establishments 

Annual sales of 
goods 

（％） 
Composition 

ratio 

Number of 
establishments 

Annual sales of 
goods 

（％） 
Composition 

ratio 

Number of 
establishments 

Annual sales of 
goods 

（％） 
Composition 

ratio 
 (million yen) (%)  (million yen) (%)  (million yen) (%) 

 
「従業者規模」については、Table 4 を参照。 



 
Table 8 (Total of incorporated and individual establishments) 

  合計  Total 
産業分類 
（３桁） 

従業者規模 事業所数 従業者数 臨時雇用者数 出向・派遣 
受入者数 

年間商品販売額 商品手持額 売場面積 

   （人） （人） （人） （百万円） （百万円） （㎡） 
Industrial 

Classification 
Number of 
employees 

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Number of 
temporary 
employees 

Number of workers 
dispatched from 
other companies  

Annual sales of 
goods 

Value of goods 
in stock 

Sales floor 
space 

(3-digit)   (persons) (persons) (persons) (million yen) (million yen) （㎡） 
 

セルフサービス事業所  Establishments introducing self-service system 
 従業者数  Number of employees 臨時雇用者数 出向・派遣 

事業所数 計 個人事業主及び 
無給家族従業者 有給投員 常用雇用者  

（人） 
受入者数 
（人） 

 （人） （人） （人） Regular employees   
Number of Total Sole proprietors Paid officers 正社員・正職員 ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等 Number of Number of workers 

establishments  and unpaid  （人） （人） temporary dispatched from 
  family employees  Full-timers Par-timers workers other companies 
 (persons) (persons) (persons) (persons) (persons) (persons) (persons) 

 
  

 
年間商品販売額 

 

 
商品手持額 

 
売場面積 

 

 

（百万円） （百万円） （㎡）  
    

Annual sales of 
goods 

Value of goods 
in stock 

Sales floor space  

(million yen) (million yen) （㎡）  
 
「従業者規模」については、Table 4 を参照。 
 
 
Table 9 (Total of incorporated and individual establishments) 

     
産業分類 従業者 合計 卸売計 小売計 
（３桁） 規  模 Total Wholesale trade total Retail trade total 

     
   事業所数 年間商品 

販売額 事業所数 年間商品 
販売額 延事業所数 年間商品 

販売額 構成比 
Industrial Number of  （百万円）  （百万円）  （百万円） （％） 

Classification employees Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Aggregate 
number of 

establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

(3-digit)   (million yen)  (million yen)  (million yen) (%) 
 

小売計  Retail trade total 
商品販売形態別  Types of sales 

店頭販売 訪問販売 通信・カタログ販売 
Over-the-counter sales Door-to-door sales Mail order and catalogue sales 

   
事業所数 年間商品 

販売額 構成比 事業所数 年間商品 
販売額 構成比 事業所数 年間商品 

販売額 構成比 
 （百万円） （％）  （百万円） （％）  （百万円） （％） 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

 (million yen) (%)  (million yen) (%)  (million yen) (%) 
 
 
 
 
 
 

第１巻 6P 



小売計  Retail trade total 
商品販売形態別  Types of sales 

自動販売機による販売 その他 
Sales by vending machines Others 

  
事業所数 年間商品 

販売額 構成比 事業所数 年間商品 
販売額 構成比 

 （百万円） （％）  （百万円） （％） 
Number of 

establishments 
Annual sales 

of goods 
Composition 

ratio 
Number of 

establishments 
Annual sales 

of goods 
Composition 

ratio 
 (million yen) (%)  (million yen) (%) 

 
「従業者規模」については、Table 4 を参照。 
 
 
 
Table 10 (Total of incorporated and individual establishments) 

    
産業分類 合計 卸売計 小売計 
（４桁） Total Wholesale trade total Retail trade total 

    
Industrial  

Classification 
事業所数 年間商品 

販売額 事業所数 年間商品 
販売額 延事業所数 年間商品 

販売額 構成比 
  （百万円）  （百万円）  （百万円） （％） 
 Number of 

establishments 
Annual sales 

of goods 
Number of 

establishments 
Annual sales 

of goods 
Aggregate 
number of 

establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

(4-digit)  (million yen)  (million yen)  (million yen) (%) 
 

小売計  Retail trade total 
商品販売形態別  Types of sales 

店頭販売 訪問販売 通信・カタログ販売 
Over-the-counter sales Door-to-door sales Mail order and catalogue sales 

   
事業所数 年間商品 

販売額 構成比 事業所数 年間商品 
販売額 構成比 事業所数 年間商品 

販売額 構成比 
 （百万円） （％）  （百万円） （％）  （百万円） （％） 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

 (million yen) (%)  (million yen) (%)  (million yen) (%) 
 

小売計  Retail trade total 
商品販売形態別  Types of sales 

自動販売機による販売 その他 
Sales by vending machines Others 

事業所数 年間商品  事業所数 年間商品  
 販売額 構成比  販売額 構成比 
 （百万円） （％）  （百万円） （％） 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

 (million yen) (%)  (million yen) (%) 
 
 
 
Table 11 (Total of incorporated and individual establishments) 

     
産業分類 年間商品 合計 卸売計 小売計 

 販売額階級 Total Wholesale trade total  Retail trade total 
（３桁） （３桁）    

  事業所数 年間商品 事業所数 年間商品 延事業所数 年間商品  
Industrial Class of  販売額  販売額  販売額 構成比 

classification Annual  （百万円）  （百万円）  （百万円） （％） 
 sales of  

goods 
Number of 

establishments 
Annual sales 

of goods 
Number of 

establishments 
Annual sales 

of goods 
Aggregate 
number of 

establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

(3-digit)   (million yen)  (million yen)  (million yen) (%) 
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小売計  Retail trade total 
商品販売形態別 Sales type 

店頭販売 訪問販売 通信・カタログ販売 
Over-the-counter sales Door-to-door sales Mail orders and catalogue sales 

事業所数 年間商品  事業所数 年間商品  事業所数 年間商品  
 販売額 構成比  販売額 構成比  販売額 構成比 
 （百万円） （％）  （百万円） （％）  （百万円） （％） 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods  

Composition 
ratio 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

 (million yen) (%)  (million yen) (%)  (million yen) (%) 
 

小売計  Retail trade total 
商品販売形態別 Sales type 

自動販売機による販売 その他 
Sales by vending machines Others 

事業所数 年間商品  事業所数 年間商品  
 販売額 構成比  販売額 構成比 
 （百万円） （％）  （百万円） （％） 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods  

Composition 
ratio 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

 (million yen) (%)  (million yen) (%) 
 
「年間商品販売額階級」については、次のとおり。 
 

年間商品販売額階級 Class of annual sales of goods 
合    計 Total 

     ( 平成１２年以前に開設した事業所計) (Total amount of establishments which opened in or before 2000) 
      ２００万円未満 Under 2 million yen 
      ２００万円以上  ５００万円未満   2 million yen and over  ~  under   5 million yen 
      ５００万円以上   １千万円未満   5 million yen and over  ~  under  10 million yen 
        １千万円以上   ２千万円未満  10 million yen and over  ~  under  20 million yen 
        ２千万円以上   ５千万円未満  20 million yen and over  ~  under  50 million yen 
        ５千万円以上    １億円未満  50 million yen and over  ~  under 100 million yen 
         １億円以上   １０億円未満 100 million yen and over  ~  under   1 billion yen 
        １０億円以上  １００億円未満   1 billion yen and over   ~  under  10 billion yen 
      １００億円以上  10 billion yen and over 
     ( 平成１３年以降に開設した事業所計) (Total amount of establishments which opened in or after 2001) 

 
 
Table 12 (Total of incorporated and individual establishments) 

  事業所数  Number of establishments 
産業分類 年間商品  従業者規模  Number of employees 
(３桁） 販売額階級 計         

   2人以下 3～4人 5～9人 10～19人 20～29人 30～49人 50～99人 100人以上 
Industrial Class of          

classification annual sales Total 1~ 2  3 ~ 4  5 ~ 9  10 ~ 19  20 ~ 29  30 ~ 49  50~ 99  Over 100  
(3-digit) of goods  persons persons Persons persons persons persons persons persons 

 
事業所数  Number of establishments 
売場面積規模  Class of sales floor space 

10㎡未満 10㎡以上 20㎡以上 30㎡以上 50㎡以上 100㎡以上 250㎡以上 500㎡以上 
 20㎡未満 30㎡未満 50㎡未満 100㎡未満 250㎡未満 500㎡未満 1000㎡未満 

        
Under 10㎡ 10㎡ and over  20㎡ and over  30㎡ and over  50㎡ and over  100㎡ and over  250㎡ and over  500㎡ and over  

 ~ under 20㎡ ~  under 30㎡ ~ under 50㎡ ~ under 100㎡ ~ under 250㎡ ~ under 500㎡ ~ under 1000㎡ 
 

事業所数  Number of establishments 従業者数 年間商品販売額  
売場面積規模  Class of sales floor space （人） （百万円）  

1000㎡以上 1500㎡以上 3000㎡以上 6000㎡以上 不詳    
1500㎡未満 3000㎡未満 6000㎡未満   Number of Annual sales    

     employees of goods  
1000㎡and over  1500㎡ and over 3000㎡ and over 6000㎡ and over sales floor space    

~ under 1500㎡ ~ under 3000㎡ ~ under 6000 ㎡    not reported (persons) (million yen)  
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「年間商品販売額階級」については、Table 11 のとおり。 
 
 
Table 13 (Total of incorporated and unincorporated establishments)  

  事業所数  Number of establishments 
産業分類 営業時間階級  開店時刻  Opening time 

（３桁）  計 午前０時台

～５時台 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時台 11時台 午後０時台

～11時台 
Industrial Class of Total Between Between Between Between Between Between Between Between 

classification business   AM 0:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM 9:00 PM 10:00 PM 11:00 PM 0:00 
(3-digit) hours  and and and and and and and and 

   PM 5:00 PM 6:59 PM 7:59 PM 8:59 PM 9:59 PM 10:59 PM 11:59 PM 11:59 

 

 
事業所数  Number of establishments  

閉店時刻  Closing time   従業者数 
（人） 午前０時台

～11時台 
午後０時台

～４時台 ５時台 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 午後10時台

～11時台 
終日営業 不詳 

Between Between Between Between Between Between Between Between 24-hours Business  
AM 10:00 PM 0:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM 9:00 PM 10:00 operation hours not 

and and and and and And and and  reported 

 
Number of 
Employees 

AM 11:59 PM 4:59 PM 5:59 PM 6:59 PM 7:59 PM 8:59 PM 9:59 PM 11:59   (persons) 
 
年間商品販売額 売場面積 
（百万円） （㎡） 

  
Annual sales of 

goods 
Sales floor 

space 
  

(million yen)  
 
 
「営業時間階級」については、次のとおり。 
 

営業時間階級 Class of business hours 
計 Total 

   ８時間未満  Under 8 hours 
   ８時間以上 １０時間未満  8 hours and over  ~  under 10 hours 
  １０時間以上 １２時間未満 10 hours and over  ~  under 12 hours 
  １２時間以上 １４時間未満 12 hours and over  ~  under 14 hours 
  １４時間以上 ２４時間未満 14 hours and over  ~  under 24 hours 

終日営業 24-hours operation 
不詳 Business hours not reported 

 
 
Table 14 (Total of incorporated and individual establishments)  

産業分類 来客用駐車場 合計   
（４桁） 収容台数区分 Total 

事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 収容台数 
 （人） （百万円） （㎡） （台） Industrial 

classification 

Class of vehicle 
capacity  

of parking space 
for customers 

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Sales floor 
space 

Number of 
cars 

(4-digit)   (persons) (million yen) （㎡）  
 

法人   個人  
Corporations Individuals 

事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 収容台数 事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 収容台数 
 （人） （百万円） （㎡） （台）  （人） （百万円） （㎡） （台） 

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Sales floor 
space 

Number of 
cars 

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Sales floor 
space 

Number of 
cars 

 (persons) (million yen) （㎡）   (persons) (million yen) （㎡）  
 
「駐車場台数区分」については、次のとおり。 
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来客用駐車場収容台数区分 Class of vehicle capacity of customer parking space for customers 

計 Total 
来客専用駐車場有り計 Total amount of establishments with their own parking space for customers 

         １ ～   ２台            1  ~    2 cars 
         ３ ～   ４台           3  ~    4 cars 
         ５ ～   ９台           5  ~    9 cars 
        １０ ～  １９台          10  ~   19 cars 
        ２０ ～  ２９台          20  ~   29 cars 
        ３０ ～  ４９台          30  ~   49 cars 
        ５０ ～  ９９台          50  ~   99 cars 
       １００ ～ ２９９台         100  ~  299 cars 
       ３００台以上         Over 300 cars 

（併用） (Establishments that have both their own and shared parking space for customers) 

共用駐車場のみ有り Total amount of establishments that only have shared parking space for 
customers. 

駐車場無し Total amount of establishments with no parking space for customers. 

 
 
Table 15 (Total of incorporated and individual establishments)  

  計  
産業分類 従業者規模 Total 

     
（４桁）  事業所数 従業者数 年間商品販売額 

   （人） （百万円） 
     

Industrial 
classification 

Number of  
employees 

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

(4-digit)   (persons) (million yen) 
 

来客用駐車場を有する事業所 
Establishments with parking space for customers 

   専用駐車場を有する事業所 
事業所数 従業者数 年間商品販売額 Establishments with their own parking space for customers  

 （人） （百万円） 事業所数  従業者数 年間商品販売額 収容台数 
    （人） （百万円） （台） 
    うち併用    

Number of 
establishments 

Number of 
establishments 

Annual sales of 
goods 

Number of 
establishments 

With both their 
own and shared 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Number of 
cars 

 (persons) (million yen)  parking space (persons) (million yen) (cars) 

 
来客用駐車場を有する事業所 来客用駐車場の無い事業所 

Establishments with parking space for customers Establishments without parking space for customers   
共用駐車場のみ有する事業所    

Establishments with only shared parking space for 
customers 事業所数 従業者数 年間商品販売額 

事業所数 従業者数 年間商品販売額  （人） （百万円） 
 （人） （百万円）    
   Annual sales of Number of Annual sales of 

goods employees goods Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods    

 (persons) (million yen)  (persons) (million yen) 
 
「従業者規模」については、Table 4 のとおり。 



Table 16 (Total of incorporated and individual establishments)  
  合計   

産業分類 従業者規模 Total 

（３桁）  従業者数 年間商品 
販売額 商品手持額 売場面積 

  

事業所数 
Number of establishments 

（人） （百万円） （百万円） （㎡） 
         

計 法人 個人 Industrial 
classification 

Number of 
employees Total Corporations Individuals 

Number of 
employees 

Annual sales 
of goods 

Value of goods 
in stock 

Sales floor 
space 

(3-digit)     (persons) (million yen) (million yen) （㎡） 

 
フランチャイズ・チェーン加盟事業所 ボランタリー・チェーン加盟事業所 

Establishments which are franchise chain store members Establishments which are voluntary chain store members 

事業所数 従業者数 年間商品 
販売額 商品手持額 売場面積 事業所数 従業者数 年間商品 

販売額 商品手持額 売場面積 

Number of （人） （百万円） （百万円） （㎡） Number of （人） （百万円） （百万円） （㎡） 
establishments     establishments     
法人 個人 法人 個人 

Corpo- Indivi- 
Number of 
employees 

Annual sales 
of goods 

Value of goods 
in stock 

Sales floor 
space Corpo- Indivi- 

Number of 
employees 

Annual sales 
of goods 

Value of goods 
in stock 

Sales floor 
space 

rations duals     rations duals     
  (persons) (million yen) (million yen) （㎡）   (persons) (million yen) (million yen) （㎡） 

 
いずれにも加盟していない事業所 

Establishments which are neither franchise nor chain store members 

事業所数 従業者数 年間商品 
販売額 商品手持額 売場面積 

Number of （人） （百万円） （百万円） （㎡） 
establishments     
法人 個人 

Corpo- Indivi- 
Number of 
employees 

Annual sales 
of goods 

Value of goods 
in stock 

Sales floor 
space 

rations duals     
  (persons) (million yen) (million yen) （㎡） 
 
「従業者規模」については、Table 4 のとおり。 
 
 
Table 17 (Incorporated establishments) 

産業分類 従業者規模 
事業所数 

Number of establishments 

（４桁）  
計 本支店別  

Head office or branches 
開設時期 

Opening year 
Industrial 

classification 
Number of 
employees Total 

単独 
事業所 本店 支店 昭和19年 

以  前 
昭和20 
～29年 

昭和30 
～39年 

昭和40 
～49年 

昭和50 
～59年 

昭和60 
～平成６年 

平成７ 
～９年 

             
(4-digit) 

  
Single-unit 
establish- 

ments 

Head 
offices 

Bran-
ches 

By 1944 From 
1945 to 
1954 

From 
1955 to 
1964 

From 
1965 to 
1974 

From 
1975 to 
1984 

From 
1985 to 
1994 

From 
1995 to 
1997 

             
 

事業所数 
Number of establishments 

従業者数 
Number of employees 

臨時雇用者数 出向・派遣受入者数 年間商品 
販売額 

開設時期 
Opening year 

有給役員 常用雇用者 
Regular employees 

（人） （人） （百万円） 

     （人） 正社員 ﾊﾟｰﾄ･アル Number of Number of workers Annual sales 
平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 ・正職員 バイト等 

（人） （人） 1998 1999 2000 2001 2002 
Paid 

officers Full-timers Part-timers 

temporary 
employees 

dispatched from 
other companies 

of goods 

           
     (persons) (persons) (persons) (persons) (persons) (million yen) 
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その他の収入額  
Other income 

商品手持額 売場面積 

計 内訳  Items 
（百万円） 修理料 仲立手数料 商業以外の収入額  Income except commerce （百万円） （㎡） 

 （百万円） （百万円） 計 製造業 飲食部門 ｻｰﾋﾞｽ業 その他 
Total   （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

 Repair fees Commission Total Value of 
manufactured 

goods 
shipments 

Food and 
beverage 
section  

Services Others 
Value of 
goods in 

stock 

Sales floor 
space 

(million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) （㎡） 
 
「従業者規模」については、Table 4 のとおり。 
 
 
Table 18 (Incorporated establishments) 

  合計 製造業の販売事業所 
産業分類 従業者規模 Total   Sales establishments of manufacturers  

（３桁）  事業所数 従業者数 年間商品 
販売額 商品手持額 事業所数 従業者数 年間商品 

販売額 商品手持額 

Industrial Number of  （人） （百万円） （百万円）  （人） （百万円） （百万円） 
classification employees         

  Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales 
of goods 

Value of goods 
in stock 

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales 
of goods 

Value of 
goods in stock 

(3-digit)   (persons) (million yen) (million yen)  (persons) (million yen) (million yen) 
 

製造業の販売事業所以外の卸売業 
Sales establishments of wholesaleres except manufacturers 
事業所数 従業者数 年間商品販売額 商品手持額 

 （人） （百万円） （百万円） 
    

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods  

Value of goods 
in stock 

 (persons) (million yen) (million yen) 
 
「従業者規模」については、Table 4 のとおり。 
 
 
Table 19 (Incorporated establishments) 

  事業所数  Number of establishments 
産業分類 営業時間階級  開店時刻  Opening time 

（３桁）  計 午前０時台

～５時台 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時台 11時台 午後０時台

～11時台 
Industrial Class of Total Between Between Between Between Between Between Between Between 

Classification business   AM 0:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM 9:00 PM 10:00 PM 11:00 PM 0:00 
(3-digit) hours  and and and and and and and and 

   PM 5:00 PM 6:59 PM 7:59 PM 8:59 PM 9:59 PM 10:59 PM 11:59 PM 11:59 
 

  
閉店時刻  Closing time   従業者数 

午前０時台

～11時台 
午後０時台

～４時台 ５時台 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 午後10時台

～11時台 
終日営業 不詳 （人） 

Between Between Between Between Between Between Between Between 24-hours Business  Number of 
AM 10:00 PM 0:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM 9:00 PM 10:00 operation hours not Employees 

And and and and and and and And  reported  
AM 11:59 PM 4:59 PM 5:59 PM 6:59 PM 7:59 PM 8:59 PM 9:59 PM 11:59   (persons) 

 
  

年間商品販売額 売場面積 
（百万円） （㎡） 

  
Annual sales of 

goods 
Sales floor 

space 
(million yen) （㎡） 

 
「営業時間階級」については、Table 13 のとおり。 
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Table 20 (Incorporated establishments)  
  計 現金販売  

産業分類 従業者規模 Total Cash sales  
  

（４桁）  事業所数 年間商品 
販売額 構成比 事業所数 年間商品 

販売額 構成比  

   （百万円） （％）  （百万円） （％）  
Industrial 

Classification 
Number of 
employees 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio  

(4-digit)   (million yen) （％）  (million yen) （％）  
 

信用販売  Credit Sales 
計 

Total 
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞによる販売 

Credit card sales 
掛売・その他 

Other credit sales 
   

延事業所数 年間商品 
販売額 構成比 事業所数 年間商品 

販売額 構成比 事業所数 年間商品 
販売額 構成比 

 （百万円） （％）  （百万円） （％）  （百万円） （％） 
Aggregate 
number of 

establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

 (million yen) （％）  (million yen) （％）  (million yen) （％） 
 
「従業者規模」については、Table 4のとおり。 
 
 
Table 21 (Incorporated establishments) 

   仕入先  Supplier 
産業分類 従業者規模 計 本支店間移動 自店内製造 

  Total Transfer between head office 
and branches 

Manufacturing in own 
establishments 

   
（２桁）  事業所数 年間商品 

販売額 構成比 
年間商品 
販売額 構成比 

年間商品 
販売額 構成比 

   （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 
Industrial 

classification 
Number of 
employees 

Number of 
establishments 

Annual sales of 
goods 

Composition 
ratio 

Annual sales of 
goods 

Composition 
ratio 

Annual sales of 
goods 

Composition 
ratio 

(2-digit)   (million yen) （％） (million yen) （％） (Million yen) （％） 
 
 
 
 仕入先  Supplier 

生産業者    Producers 卸売業者・その他 国外（直接輸入） 
親会社 その他の生産業者 Wholesalers and others Overseas (direct import)  Parent company Other producers     

     年間商品 
販売額 構成比 

年間商品 
販売額 構成比 

年間商品 
販売額 構成比 

年間商品 
販売額 構成比 

 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 

 Annual sales of 
goods 

Composition 
ratio 

Annual sales of 
goods 

Composition 
ratio 

Annual sales of 
goods 

Composition 
ratio 

Annual sales of 
goods 

Composition 
ratio 

 (million yen) （％） (million yen) （％） (million yen) （％） (million yen) （％） 
 
 販売先  Purchaser 
 卸売  Wholesales 

本支店間移動 卸売業者 小売業者 産業用使用者・その他 
 Transfers between head offices 

and branches 
To wholesalers 

 
To retailers 

 
Users for industry and others 

 
     年間商品 

販売額 構成比 
年間商品 
売額 構成比 

年間商品 
販売額 構成比 

年間商品 
販売額 構成比 

 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 

 Annual sales of 
goods 

Composition 
ratio 

Annual sales of 
goods 

Composition 
ratio 

Annual sales of 
goods 

Composition 
ratio 

Annual sales of 
goods 

Composition 
ratio 

 (million yen) （％） (million yen) （％） (million yen) （％） (million yen) （％） 
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 販売先  Purchaser 
 卸売  Wholesales 小売計（一般消費者） 
 国外（直接輸出） 

Overseas (direct export) 
Retail trade total  
(to consumers) 

   年間商品 
販売額 構成比 

年間商品 
販売額 構成比 

 （百万円） （％） （百万円） （％） 

 Annual sales of 
goods 

Composition 
ratio 

Annual sales of 
goods 

Composition 
ratio 

 (million yen) （％） (million yen) （％） 
 
「従業者規模」については、Table 4のとおり。 
 
 
Table 22 (Incorporated establishments) 

  商業企業数（商業事業所数階級別） 
産業分類 企業の Number of enterprises (by class of commercial establishments) 
（３桁） 従業者規模 計 

 
単独事業所 

 
２ 

事業所 
３～４ 
事業所 

５～９ 
事業所 

10～19 
事業所 

20～49 
事業所 

50 
事業所 

          
Industrial 

classification 
Number of 

employees of 
enterprises 

Total Single-unit 
establish- 

ments 

Establish- 
ments 

Establish- 
ments 

Establish- 
ments 

Establish- 
ments 

Establish- 
ments 

Establish- 
ments 

(3-digit)          
          
 

商業事業所数 商業企業の 
従業者数 

商業企業の 
年間商品仕入額 

商業企業の 
年間商品販売額 

 （人） （百万円） （百万円） 

電子商取引実施の商業企業数・取引額 
Total number and value of trade of commercial enterprises 

using electronic trade  
Total number of Number of Annual purchase Annual sales of 年間商品仕入額 年間商品販売額 

commercial  employees of goods in  Goods in  Annual purchase of goods Annual sales of goods 
establishments  commercial Commercial 企業数 取引額 企業数 取引額 
of enterprises  enterprises Enterprises  （百万円）  （百万円） 

    Number of 
enterprises Value of trade Number of 

enterprises Value of trade 

 (persons) (million yen) (million yen)  (million yen)  (million yen) 
 
 
「企業の従業者規模」については、次のとおり。 
 

企業の従業者規模 Number of employees of enterprises 
計 Total 

            4人以下    4 persons or less 
            5 ～    9 人    5 ~   9  persons 
           10 ～  19 人   10 ~  19  persons 
           20 ～  29 人   20 ~  29  persons 
           30 ～  49 人   30 ~  49  persons 
           50 ～  99 人   50 ~  99  persons 
          100 ～ 199 人  100 ~ 199  persons 
          200 ～ 299 人  200 ~ 299  persons 
          300 ～ 499 人  300 ~ 499  persons 
          500 ～ 999 人  500 ~ 999  persons 
         1000 人以上 1000 persons or more 

 



Table 23 (Incorporated establishments)  

産業分類 企業の年間商品 
合計 
Total  

（３桁） 販売額階級    
  

企業数 従業者総数 年間商品仕入額 
うち電子商取引 年間商品販売額 

うち電子商取引  
Industrial Class of    （人） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）  

classification annual sales of 
goods of 

enterprise 

Number of 
commercial 
enterprises 

Gross 
number of 
employees 

Annual 
purchase of 

goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total purchase 

Annual sales of 
goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total sales 

 

(3-digit)   (persons) (million yen)  (million yen)  (million yen)  (million yen)   
 

 単独事業所（支店を持たない事業所） 
Single-unit  establishments (without branches)  

    
 

企業数 従業者総数 年間商品仕入額 
うち電子商取引 年間商品販売額 

うち電子商取引  
  （人） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）  
 Number of 

commercial 
enterprises 

Gross 
number of 
employees 

Annual 
purchase of 

goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total purchase 

Annual sales of 
goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total sales 

 

  (persons) (million yen)  (million yen)  (million yen)  (million yen)   
 

 ２事業所 
2 establishments  

    
 

企業数 従業者総数 年間商品仕入額 
うち電子商取引 年間商品販売額 

うち電子商取引  
  （人） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）  
 Number of 

commercial 
enterprises 

Gross 
number of 
employees 

Annual 
purchase of 

goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total purchase 

Annual sales of 
goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total sales 

 

  (persons) (million yen)  (million yen)  (million yen)  (million yen)   
 

 ３～４事業所 
3 ~ 4 establishments  

    
 

企業数 従業者総数 年間商品仕入額 
うち電子商取引 年間商品販売額 

うち電子商取引  
  （人） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）  
 Number of 

commercial 
enterprises 

Gross 
number of 
employees 

Annual 
purchase of 

goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total purchase 

Annual sales of 
goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total sales 

 

  (persons) (million yen)  (million yen)  (million yen)  (million yen)   
 

 ５～９事業所 
5 ~ 9 establishments  

    
 

企業数 従業者総数 年間商品仕入額 
うち電子商取引 年間商品販売額 

うち電子商取引  
  （人） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）  
 Number of 

commercial 
enterprises 

Gross 
number of 
employees 

Annual 
purchase of 

goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total purchase 

Annual sales of 
goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total sales 

 

  (persons) (million yen)  (million yen)  (million yen)  (million yen)   
 

 １０～１９事業所 
10 ~ 19 establishments  

    
 

企業数 従業者総数 年間商品仕入額 
うち電子商取引 年間商品販売額 

うち電子商取引  
  （人） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）  
 Number of 

commercial 
enterprises 

Gross 
number of 
employees 

Annual 
purchase of 

goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total purchase 

Annual sales of 
goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total sales 

 

  (persons) (million yen)  (million yen)  (million yen)  (million yen)   
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 ２０～４９事業所 
20 ~ 49 establishments  

    
 

企業数 従業者総数 年間商品仕入額 
うち電子商取引 年間商品販売額 

うち電子商取引  
  （人） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）  
 Number of 

commercial 
enterprises 

Gross 
number of 
employees 

Annual 
purchase of 

goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total purchase 

Annual sales of 
goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total sales 

 

  (persons) (million yen)  (million yen)  (million yen)  (million yen)   
 

 ５０事業所以上 
50 establishments or more  

    
 

企業数 従業者総数 年間商品仕入額 
うち電子商取引 年間商品販売額 

うち電子商取引  
  （人） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）  
 Number of 

commercial 
enterprises 

Gross 
number of 
employees 

Annual 
purchase of 

goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total purchase 

Annual sales of 
goods 

Amount of 
electronic 
commerce 

within total 
sales 

 

  (persons) (million yen)  (million yen)  (million yen)  (million yen)   
 
 
「企業の年鑑商品販売額階級」については、次のとおり。 
 

企業の年間商品販売額階級 Class of annual sales of goods of enterprise 
合計 Total 

(平成１２年以前に開設した企業計) Total amount of enterprises established in and before 2000. 
              ２００万円未満 Under 2 million yen 
     ２００万円以上 ５００万円未満   2 million yen and over  ~  under   5 million yen 
     ５００万円以上  １千万円未満   5 million yen and over  ~  under  10 million yen 
       １千万円以上  ２千万円未満  10 million yen and over  ~  under  20 million yen 
       ２千万円以上  ５千万円未満  20 million yen and over  ~  under  50 million yen 
       ５千万円以上   １億円未満  50 million yen and over  ~  under 100 million yen 
        １億円以上  １０億円未満 100 million yen and over  ~  under   1 billion yen 
       １０億円以上 １００億円未満    1 billion yen and over  ~  under  10 billion yen 
     １００億円以上  １千億円未満   10 billion yen and over  ~  under 100 billion yen 
               １千億円以上  100 billion yen or more 

(平成１３年以降に開設した企業計) Total amount of enterprises established in and after 2001 
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Table 24 (Incorporated establishments)  

産業分類 資本金階級 
合計 
Total 
  

（３桁）  企業数 従業者総数 年間商品仕入額 
うち電子商取引 年間商品販売額 

うち電子商取引 資本金総額 

   （人） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 
         

Industrial 
classification 

Class of 
paid-up 
capital 

Number of 
commercial 
enterprises 

Gross 
number of 
employees 

Annual 
purchase of 

goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total purchase 

Annual sales of 
goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total sales 

Total paid-up 
capital 

(3-digit)   (persons) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) 
 

 単独事業所（支店を持たない事業所） 
Single-unit  establishment  (Establishment with no branches) 

   資本金総額 
 

企業数 従業者総数 年間商品仕入額 
うち電子商取引 年間商品販売額 

うち電子商取引  
  （人） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 
        
 Number of 

commercial 
enterprises 

Gross 
number of 
employees 

Annual 
purchase of 

goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total purchase 

Annual sales of 
goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total sales 

Total paid-up 
capital 

  (persons) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) 
 

 ２事業所 
2 establishments 

   
 

企業数 従業者総数 年間商品仕入額 
うち電子商取引 年間商品販売額 

うち電子商取引 資本金総額 

  （人） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 
        
 Number of 

commercial 
enterprises 

Gross 
number of 
employees 

Annual 
purchase of 

goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total purchase 

Annual sales of 
goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total sales 

Total paid-up 
capital 

  (persons) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) 
 
 ３～４事業所 

3 ~ 4 establishments 
   
 

企業数 従業者総数 年間商品仕入額 
うち電子商取引 年間商品販売額 

うち電子商取引 資本金総額 

  （人） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 
 Number of 

commercial 
enterprises 

Gross 
number of 
employees 

Annual 
purchase of 

goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total purchase 

Annual sales of 
goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total sales 

Total paid-up 
capital 

        
  (persons) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) 

 

 ５～９事業所 
5 ~ 9 establishments 

   
 

企業数 従業者総数 年間商品仕入額 
うち電子商取引 年間商品販売額 

うち電子商取引 資本金総額 

  （人） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 
        
 Number of 

commercial 
enterprises 

Gross 
number of 
employees 

Annual 
purchase of 

goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total purchase 

Annual sales of 
goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total sales 

Total paid-up 
capital 

  (persons) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) 
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 １０～１９事業所 
10 ~ 19 establishments 

   
 

企業数 従業者総数 年間商品仕入額 
うち電子商取引 年間商品販売額 

うち電子商取引 資本金総額 

  （人） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 
        
 Number of 

commercial 
enterprises 

Gross 
number of 
employees 

Annual 
purchase of 

goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total purchase 

Annual sales of 
goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total sales 

Total paid-up 
capital 

  (persons) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) 
 

 ２０～４９事業所 
20 ~ 49 establishments 

   
 

企業数 従業者総数 年間商品仕入額 
うち電子商取引 年間商品販売額 

うち電子商取引 資本金総額 

  （人） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 
        
 Number of 

commercial 
enterprises 

Gross 
number of 
employees 

Annual purchase 
of goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total purchase 

Annual sales of 
goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total sales 

Total paid-up 
capital 

  (persons) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) 
 

 ５０事業所以上 
50 establishments or more 

   
 

企業数 従業者総数 年間商品仕入額 
うち電子商取引 年間商品販売額 

うち電子商取引 資本金総額 

  （人） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 
        
 Number of 

commercial 
enterprises 

Gross 
number of 
employees 

Annual purchase 
of goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total purchase 

Annual sales of 
goods 

Amount of 
electronic 

commerce within 
total sales 

Total paid-up 
capital 

  (persons) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) 
 
 
「資本金階級」については、次のとおり。 
 

資本金階級 Class of paid-up capital 
計 Total 

            ２００万円未満 Under 2 million yen 
    ２００万円以上 ３００万円未満   2 million yen and over  ~ under 3 million yen 
    ３００万円以上 ５００万円未満   3 million yen and over  ~ under 5 million yen 
    ５００万円以上   １千万円未満   5 million yen and over  ~ under 10 million yen 
      １千万円以上   ３千万円未満  10 million yen and over  ~ under 30 million yen 
      ３千万円以上   １億円未満  30 million yen and over  ~ under 100 million yen 
              １億円以上 100 million yen or more 

 
 
Table 25 (Individuals) 

産業分類 従業者規模 
事業所数 

Number of establishments 

（４桁）  計 本支店別  
Head office or branches 

開設時期 
Opening year 

Industrial 
classification 

Number of 
employees Total 

単独 
事業所 本店 支店 昭和19年 

以  前 
昭和20 
～29年 

昭和30 
～39年 

昭和40 
～49年 

昭和50 
～59年 

昭和60 
～平成６年 

平成７ 
～９年 

(4-digit)   
Single-unit 
establish- 

ments 

Head 
offices 

Bran-
ches 

By 1944 From 
1945 to 
1954 

From 
1955 to 
1964 

From 
1965 to 
1974 

From 
1975 to 
1984 

From 
1985 to 
1994 

From 
1995 to 
1997 
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事業所数 
Number of establishments 

従業者数 
Number of employees 

開設時期 
Opening year 

個人事業主及び 
無給家族従業者 常用雇用者 

年間商品販売額 

     （人） （人） （百万円） 

平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 
Sole proprietors 

and unpaid 
family workers 

Regular 
employees 

Annual sales of 
goods 

1998 1999 2000 2001 2002    
     (persons) (persons) (million yen) 

 
その他の収入額  
Other income 商品手持額 売場面積 

計 内訳  Items 
（百万円） 修理料 仲立手数料 商業以外の収入 Income except commerce （百万円） （㎡） 

計 製造業 飲食部門 ｻｰﾋﾞｽ業 その他 
Total 

（百万円） （百万円） 
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

 Repair fees Commission Total Value of 
manufactured 

goods 
shipments 

Food and 
beverage 
section  

Services Others 
Value of  
goods in 

stock 

Sales floor  
space 

(million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) （㎡） 
 
「従業者規模」については、Table 4 のとおり。 
 
 
Table 26 (Individuals) 

  事業所数  Number of establishments 
産業分類 営業時間階級  開店時刻  Opening time 

（３桁）  計 
午前０時台

～５時台 
６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時台 11時台 

午後０時台

～11時台 
Industrial Class of Total Between Between Between Between Between Between Between Between 

classification business   AM 0:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM 9:00 PM 10:00 PM 11:00 PM 0:00 
(3-digit) hours  and and and and and and and and 

   PM 5:00 PM 6:59 PM 7:59 PM 8:59 PM 9:59 PM 10:59 PM 11:59 PM 11:59 
 

事業所数  Number of establishments 従業者数 
閉店時刻  Closing time   （人） 

午前０時台

～11時台 
午後０時台

～４時台 
５時台 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 

午後10時台

～11時台 
終日営業 不詳 

Between Between Between Between Between Between Between Between 24-hours Business  
AM 10:00 PM 0:00 PM 5:00 PM 6:00 PM 7:00 PM 8:00 PM 9:00 PM 10:00 operation hours not 

Number of 
Employees 

and and And and and and and and  reported  
AM 11:59 PM 4:59 PM 5:59 PM 6:59 PM 7:59 PM 8:59 PM 9:59 PM 11:59   (persons) 

 
年間商品販売額 売場面積 
（百万円） （㎡） 

  
Annual sales of 

goods 
Sales floor 

space 
  

(million yen)  
 
「営業時間階級」については、Table 13のとおり。 
 


