
業態別統計編 公表様式 
 
Table 1 

区部   事業所数 従業者数 
市部 業態分類 従業者規模 Number of establishments  

郡部   計 法人 個人 本 支 店 別           (人) 
Wards Sales form  Number of Total Corporations Individuals By head office or branch Number of 
Cities classification employees    単独事業所 本店 支店 employees 

Counties      Single-unit Head offices Branches  
  (stratum)    establishments   (persons) 

  
臨  時 出向・派遣 年間商品販売額 その他の 商品手持額      売 場 面 積      

雇用者数 受入者数 Annual sales of goods 収入額   

(人) (人)    (百万円) (百万円) (㎡) 

Number of  Number of  計 法人 個人    
temporary workers (百万円) (百万円) (百万円) Other Value of Sales floor 
employees dispatched    income goods space 

 from other Total Corporations Individuals  in stock  
 companies       

(persons) (persons) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (㎡) 
 

販売効率 

Sales productivity 
１事業所当たり 

年間商品販売額 
就業者１人当たり 

年間商品販売額 

(ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊ ｲ゙ﾄ等は 

８時間換算値で算出) 

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

売場面積１㎡当たり

年間商品販売額 

（万円） （万円） （万円） （万円） 
Annual sales of 

goods per 
establishment 

Annual sales 
of goods 

per person engaged * 

Annual sales 
of goods 

per employee * 

Annual sales of 
goods per square 

meter of sales floor 
spaces 

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

 業態分類 
Sales form classification 

     百 貨 店             Department stores   ド ラ ッ ク ス ト ア            Drugstores 
     大 型 百 貨 店            Large-scale department stores   そ の 他 の ス ー パ ー            Other supermarkets 
     そ の 他 の 百 貨 店            Other department stores       うち各種商品取扱店            General merchandise 
  総 合 ス ー パ ー             Supermarkets   専 門 店            Special stores 
     大 型 総 合 ス ー パ ー            Large-scale supermarkets       衣 料 品 専 門 店            Apparel 
     中 型 総 合 ス ー パ ー            Medium-scale super markets       食 料 品 専 門 店               Food 
  専 門 ス ー パ ー             Special supermarkets       住 関 連 専 門 店               Housing 
     衣 料 品 ス ー パ ー              Apparel   中 心 店            Semi-special stores 
     食 料 品 ス ー パ ー              Food       衣 料 品 中 心 店               Apparel 
     住 関 連 ス ー パ ー              Housing       食 料 品 中 心 店               Food 
         うちホームセンター              Home center       住 関 連 中 心 店               Housing 
  コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア Convenience stores   そ の 他 の 小 売 店            Other retail stores 
         う ち 終 日 営 業 店              24 business hours       うち各種商品取扱店               General merchandise 

 
                                           従業者規模 

Stratum of number of employees 
 

 計 Total     
 2人以下   2 persons or less 20 ～ 29人 20 - 29 persons  
 3 ～  4人   3 -  4 persons 30 ～ 49人 30 - 49 persons  
 5 ～  9人   5 -  9 persons 50 ～ 99人 50 - 99 persons  
     10 ～ 19人 10 - 19 persons 100人以上 100 persons or more  

 
 



Table 2 
   法  人  

都道 業態 従業者数 Corporations  

府県 分類  計 有給投員  

  Number of employees Total Paid officers  

Prefec- Sales 

就業者数 

Number of persons 
engaged 

    

tures form 計 男 女 計 男 女 計 男 女 男 女  

 classifi- （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）  

 
cation 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 
ﾊﾟー ﾄ･ｱﾙﾊ゙ ｲﾄ等の 
８時間換算雇用者数 

計 正社員・正職員 ﾊ゚ ﾄー･ｱﾙﾊ゙ ｲﾄ等 temporary dispatched from （人） 
Total Full-timers Part-timers Employees other companies 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 
無給家族従業者数 計 
Sole proprietors 

常用雇用者 
Regular employees 

Total and unpaid family 計 正社員・正職員 ﾊ゚ ﾄー･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) 
 

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) 
 
 
「都道府県」については、次のとおり。 
「業態分類」については、Table 1 を参照。 
 

都道府県 
Prefectures 

全 国 National wide 千 葉 Chiba 三 重 Mie 徳 島 Tokushima 
北海道 Hokkaido 東 京 Tokyo 滋 賀 Shiga 香 川 Kagawa 
青 森 Aomori 神奈川 Kanagawa 京 都 Kyoto 愛 媛 Ehime 
岩 手 Iwate 新 潟 Niigata 大 阪 Osaka 高 知 Kochi 
宮 城 Miyagi 富 山 Toyama 兵 庫 Hyogo 福 岡 Fukuoka 
秋 田 Akita 石 川 Ishikawa 奈 良 Nara 佐 賀 Saga 
山 形 Yamagata 福 井 Fukui 和歌山 Wakayama 長 崎 Nagasaki 
福 島 Fukushima 山 梨 Yamanashi 鳥 取 Tottori 熊 本 Kumamoto 
茨 城 Ibaraki 長 野 Nagano 島 根 Shimane 大 分 Oita 
栃 木 Tochigi 岐 阜 Gifu 岡 山 Okayama 宮 崎 Miyazaki 
群 馬 Gunma 静 岡 Shizuoka 広 島 Hiroshima 鹿児島 Kagoshima 
埼 玉 Saitama 愛 知 Aichi 山 口 Yamaguchi 沖 縄 Okinawa 

 
 
 
 



Table 3 
区部   計  
支部 業態分類 従業者規模 Total  
郡部   事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積  

Wards Sales form Number of  （人） （百万円） (㎡)  
Cities classification employees      

Counties   Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Sales floor 
space  

  (stratum)  (persons) (million yen) (㎡)  
 

２００万円未満 ２００万円以上５００万円未満 
Under 2 million yen 2 million and over ~ under 5 million yen 

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

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Sales floor 
space 

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Sales floor 
space 

 (persons) (million yen) (㎡)  (persons) (million yen) (㎡) 
 

５００万円以上１千万円未満 １千万円以上２千万円未満 
5 million and over ~ under 10 million yen 10 million and over ~ under 20 million yen 

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

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Sales floor 
space 

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Sales floor 
space 

 (persons) (million yen) (㎡)  (persons) (million yen) (㎡) 
 

２千万円以上５千万円未満 ５千万円以上１億円未満 
20 million and over ~ under 50 million yen 50 million and over ~ under 100 million yen 

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

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Sales floor 
space 

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Sales floor 
space 

 (persons) (million yen) (㎡)  (persons) (million yen) (㎡) 
 

１億円以上１０億円未満 １０億円以上１００億円未満 
100 million and over ~ under 1 billion yen 1 billion and over ~ under 10 billion yen 

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

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Sales floor 
space 

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Sales floor 
space 

 (persons) (million yen) (㎡)  (persons) (million yen) (㎡) 
 

１００億円以上  
10 billion yen  

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

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Sales floor 
space     

 (persons) (million yen) (㎡) 
 
 
「業態分類」、「従業者規模」については、Table 1 を参照。 



Table 4 
都道府県  事業所数 従業者数 

Prefectures 業態分類 Number of establishments  

東京特別区・  計 法人 個人 本 支 店 別           (人) 
政令指定都市 Sales form  Total Corporations Individuals By head office or branch  
Special ward classification    単独事業所 本店 支店 Number of 
of Tokyo and     Single-unit Head offices Branches employees 

ordinance     establishments    
-designated          

cities        (persons) 
  

臨  時 出向・派遣 年間商品販売額 その他の 商品手持額      売 場 面 積      

雇用者数 受入者数 Annual sales of goods 収入額   

(人) (人)    (百万円) (百万円) (㎡) 

Number of  Number of  計 法人 個人    
temporary workers (百万円) (百万円) (百万円) Other Value of Sales floor 
employees dispatched    income goods space 

 from other Total Corporations Individuals  in stock  
 companies       

(persons) (persons) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (million yen) (㎡) 
 

販売効率 

Sales productivity 
１事業所当たり 

年間商品販売額 
就業者１人当たり 

年間商品販売額 

(ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊ ｲ゙ﾄ等は 

８時間換算値で算出) 

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

売場面積１㎡当たり

年間商品販売額 

（万円） （万円） （万円） （万円） 
Annual sales of 

goods per 
establishment 

Annual sales 
of goods 

per person engaged * 

Annual sales 
of goods 

per employee * 

Annual sales of 
goods per square 

meter of sales floor 
spaces 

(10 thousand yen) (10 thousand yen) (10 thousand yen) (10 thousand yen) 
 
 
「都道府県」については、Table 2 を参照。 
「東京特別区・政令指定都市」については、次のとおり。 
「業態別」については、Table 1 を参照。 
 
 東京特別区・政令指定都市 

Special ward of Tokyo and ordinance-designated cities 
合計 Total 名古屋市 Nagoya 
札幌市 Sapporo 京都市 Kyoto 
仙台市 Sendai 大阪市 Osaka 
千葉市 Chiba 神戸市 Kobe 

東京特別区 Special ward of Tokyo 広島市 Hiroshima 
横浜市 Yokohama 北九州市 Kitakyushu 
川崎市 Kawasaki 福岡市 Fukuoka 

 
 



Table 5 
都道府県 業態分類 

  
Prefectures Sales form 

合計 
Total 

小売計 
 Retail trade total 

 classification 事業所数 年間商品 延事業所数 年間商品  
   販売額  販売額 構成比 
   （百万円）  （百万円） （％） 
  Number of 

establishments 
Annual sales 

of goods 
Aggregate 
number of 

establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

   (million yen)  (million yen) (%) 
 

商品販売形態別   Type 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 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) (%) 
 

商品販売形態別   Type of sales 卸売 
自動販売機による販売 その他（共同購入、月極め等） Wholesale trade 

Sales by vending machines Others  
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 
 （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 

 (million yen) (%)  (million yen) (%)  (million yen) 
 
「都道府県」については、Table 2 を参照。 
「業態別」については、Table 1 を参照。 
 

Table 6 
  

産業分類  
 

計 
Total  

Industrial 
classification 事業所数 従業者数 年間商品 

販売額 売場面積  

  (人) (百万円) (㎡)  
(4-digit) Number of Number of Annual sales Sales floor  

 establishments Employees of goods Space  
  (persons) (million yen) (㎡)  

 
   
 大型百貨店  
 

百貨店 
Department stores Large-scale department stores  

 事業所数 従業者数 年間商品 
販売額 

売場面積 事業所数 従業者数 年間商品 
販売額 

売場面積  

  (人) (百万円) (㎡)  (人) (百万円) (㎡)  
 Number of Number of Annual sales Sales floor Number of Number of Annual sales Sales floor   
 establishments employees of goods space establishments employees of goods space   
  (persons) (million yen) (㎡)  (persons) (million yen) (㎡)   
 

    
   うち各種商品取扱店 
   

その他の小売店 
Other retail stores General merchandise 

   事業所数 従業者数 年間商品 
販売額 

売場面積 事業所数 従業者数 年間商品 
販売額 

売場面積 

    (人) (百万円) (㎡)  (人) (百万円) (㎡) 
   Number of Number of Annual sales Sales floor Number of Number of Annual sales Sales floor 
   establishments employees of goods space establishments employees of goods space 
    (persons) (million yen) (㎡)  (persons) (million yen) (㎡) 

 
 



 

Table 7 
  計 百貨店  

都道府県 産業分類 Total Department stores  
   

Prefec- Industrial  事業所数 従業者数 年間商品 
販売額 売場面積 事業所数 従業者数 年間商品 

販売額 売場面積  
tures classification  (人) (百万円) (㎡)  (人) (百万円) (㎡)  

 (3-digit) Number of Number of Annual sales  Sales floor Number of Number of Annual sales  Sales floor  
  establishments employees of goods space establishments employees of goods space  
   (persons) (million yen) (㎡)  (persons) (million yen) (㎡)  

 

 その他の小売店 
Other retail stores  

 年間商品 
   事業所数 従業者数 

販売額 売場面積 
     (人) (百万円) (㎡) 

 Number of Number of Annual sales  Sales floor 
 

  establishments employees of goods space 
   (persons) (million yen) (㎡) 

 
「都道府県」については、Table 2 を参照。 
 
 

Table 8 
区部  計  
市部  Total  
郡部 業態分類      

Wards  事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積  
Cities   (人) (百万円) (㎡)  

Counties Sales form      
 classification Number of Number of Annual sales Sales floor  

都道府県  establishments employees of goods space  
Prefectures   (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 売場面積 Establishments with their own parking space for customers  
 （人） （百万円） (㎡) 事業所数 従業者 年間商品販売額 売場面積  
     うち併用 （人） （百万円） (㎡)  

Number of Number of Annual sales of Sales floor Number of With both their Number of Annual sales of Sales floor  
establishments employees goods space establishments own and shared employees goods space  

 (persons) (million yen) (㎡)  parking space (persons) (million yen) (㎡)  
 

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

来客用駐車場の無い事業所 
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 年間商品販売額 売場面積 

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

Number of Number of Number of Annual sales of Sales floor Number of Number of Annual sales of Sales floor 
cars establishments employees goods space establishments employees goods space 

(cars) (persons) (persons) (million yen) (㎡)  (persons) (million yen) (㎡) 
 
「業態別」については、Table 1 を参照。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Table 9 
区部   開設時期 
市部 業態分類 計 Opening year 
郡部  

 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 

Wards Sales form Total        
Cities 

Counties 
classification  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 
          
          

 
 開設時期  
 Opening year  
  
 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年  
       
 1998 1999 2000 2001 2002  
       
       

 
営 業 時 間 別                                          

Business hours 
8 時 間     8時間以上     9時間以上     10時間以上      11時間以上      12時間以上      13時間以上      14時間以上      
未 満     9時間未満     10時間未満      11時間未満      12時間未満      13時間未満      14時間未満      24時間未満      終日営業 不 詳     

          
Under 
8 hours 

8 hours 
and over 
 ~ under 9 

hours 

9 hours 
and over 

 ~ under 10 
hours 

10 hours 
and over 

 ~ under 11 
hours 

11 hours 
and over 

 ~ under 12 
hours 

12 hours 
and over 

 ~ under 13 
hours 

13 hours 
and over 

 ~ under 14 
hours 

14 hours 
and over 

 ~ under 24 
hours 

24-hour 
operation 

Not 
reported 

 
「業態別」については、Table 1 を参照。 
 
 

Table 10 
  

区部  
市部 業態分類 

計 
Total 

郡部  事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 
Wards Sales form  (人) (百万円) (㎡) 
Cities classification     

Counties  Number of Number of Annual sales Sales floor 
  establishments employees of goods space 
   (persons) (million yen) (㎡) 

 
 

株 式 会 社            法 人 事 業 所            
Total of incorporated establishments Stock companies 

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

Number of Number of Annual sales Sales floor Number of Number of Annual sales Sales floor 
establishments employees of goods space establishments employees of goods space 

 (persons) (million yen) (㎡)  (persons) (million yen) (㎡) 
 

法人事業所 Incorporated establishments 
有限会社 合 資 ・ 合 名 会 社 

Limited companies Limited partnership and unlimited partnership 
事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 

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

Number of Number of Annual sales Sales floor Number of Number of Annual sales Sales floor 
establishments employees of goods space establishments employees of goods space 

 (persons) (million yen) (㎡)  (persons) (million yen) (㎡) 
 
 
 
 



 
法人事業所 Incorporated establishments 

生 活 協 同 組 合 会社以外の法人等（農協、漁業等） 
Consumers’ cooperative Corporations other than companies (agricultural/fisheries) 

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

Number of Number of Annual sales Sales floor Number of Number of Annual sales Sales floor 
establishments employees of goods space establishments employees of goods space 

 (persons) (million yen) (㎡)  (persons) (million yen) (㎡) 
 

個人事業所 
Individuals 

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

Number of Number of Annual sales Sales floor 
establishments employees of goods space 

 (persons) (million yen) (㎡) 
 
「業態別」については、Table 1 を参照。 
 
 

Table 11 
区部  
市部 業態分類 

計 
Total 

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

Wards Sales form     
Cities classification Number of Number of Annual sales Sales floor 

Counties  establishments Employees of goods space 
   (persons) (million yen) (㎡) 

 
３０m2未満 ３０m2以上 ５０m2未満 

Under 30 ㎡ 30 ㎡ and over ~ under 50 ㎡ 
事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 

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

Number of Number of Annual sales Sales floor Number of Number of Annual sales Sales floor 
establishments employees of goods space establishments Employees of goods space 

 (persons) (million yen) (㎡)  (persons) (million yen) (㎡) 
 

５０m2 以上 １００m2 未満 １００m2以上 ２５０m2未満 
50 ㎡ and over ~ under 100 ㎡ 100 ㎡ and over ~ under 250 ㎡ 

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

Number of Number of Annual sales Sales floor Number of Number of Annual sales Sales floor 
establishments employees of goods space establishments employees of goods space 

 (persons) (million yen) (㎡)  (persons) (million yen) (㎡) 
 

２５０m2 以上 ５００m2 未満 ５００m2以上 １０００m2未満 
250 ㎡ and over ~ under 500 ㎡ 500 ㎡ and over ~ under 1000 ㎡ 

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

Number of Number of Annual sales Sales floor Number of Number of Annual sales Sales floor 
establishments employees of goods space establishments employees of goods space 

 (persons) (million yen) (㎡)  (persons) (million yen) (㎡) 
 
 
 
 
 



 
１０００m2 以上 １５００m2 未満 １５００m2以上 ３０００m2未満 
1000 ㎡ and over ~ under 1500 ㎡ 1500 ㎡ and over ~ under 3000 ㎡ 

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

Number of Number of Annual sales Sales floor Number of Number of Annual sales Sales floor 
establishments employees of goods space establishments employees of goods space 

 (persons) (million yen) (㎡)  (persons) (million yen) (㎡) 
 

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

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

Number of Number of Annual sales Sales floor Number of Number of Annual sales Sales floor 
establishments employees of goods space establishments employees of goods space 

 (persons) (million yen) (㎡)  (persons) (million yen) (㎡) 
 

不詳 
Not reported 

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

Number of Number of Annual sales Sales floor 
establishments employees of goods space 

 (persons) (million yen) (㎡) 
 
注：売場面積不詳の事業所については、集計していない。 
「業態別」については、Table 1 を参照。 
 

 

Table 12 
 区部 売場面積 従業者 合計 １４時間以上 １６時間未満  
 支部 規    模 規 模 Total 14 hours and over ~ under 16 hours  
 郡部   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)  
 Ward Class of Number of        
 City sales floor employees Number of Number of Annual sales Number of Number of Annual sales  
 District space  establishments employees of goods establishments employees of goods  
   (stratum)  (persons) (million yen)  (persons) (million yen)  
 
    １６時間以上 １８時間未満 １８時間以上 ２０時間未満  
    16 hours and over ~ under 18 hours 18 hours and over ~ under 20 hours  
    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)  
           
    Number of Number of Annual sales Number of Number of Annual sales  
    establishments employees of goods establishments employees of goods  
     (persons) (million yen)  (persons) (million yen)  
 
    ２０時間以上 ２４時間未満 終日営業  
    20 hours and over ~ under 24 hours 24-hours operation  
    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)  
           
    Number of Number of Annual sales Number of Number of Annual sales  
    establishments employees of goods establishments employees of goods  
     (persons) (million yen)  (persons) (million yen)  
 
「売場面積」については、次のとおり。 
「従業者規模」については、Table 1 を参照。 



 
売場面積 

Class of sales floor space 
計 Total 

３０㎡未満   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 13 
区部 業態分類 従業者 合 計                     
支部  規 模 Total 
郡部   事業所数 従業者数 年間商品 

販売額 商品手持額 売場面積 

Ward Sales form Number of  （人） （百万円） （百万円） （㎡） 
City classification employees      

District   Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Value of goods 
in stock 

Sales floor 
space 

  (stratum)  (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 

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

Number of Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales 
of goods 

Value of goods 
in stock 

Sales floor 
space establishments 

Number of 
employees 

Annual sales  
of goods 

Value of goods 
in stock 

Sales floor 
space 

 (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 

 （人） （百万円） （百万円） （㎡） 
     

Number of 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales 
of goods 

Value of goods 
in stock 

Sales floor 
space 

 (persons) (million yen) (million yen) （㎡） 
 
「業態分類」及び「従業者規模」については、Table 1 を参照。  
 



Table 14 
   

業態分類 合計  
 Total  
   

Sales form 事業所数 延事業所数 年間商品販売額  
classification   （百万円）  

 Number of 
establishments 

Aggregate 
number of 

establishments 

Annual sales 
of goods  

   (million yen)  
 

  551 百貨店、総合スーパー 
 小売計 551 Department stores and general merchandise supermarkets 
 Retail trade total 計 55111 紳士服・洋品  

  Total 55111  Men’s clothing / 
haberdashery  

 延事業所数 年間商品販売額 延事業所数 年間商品販売額 事業所数 年間商品販売額  
  （百万円）  （百万円）  （百万円）  
 Aggregate 

number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Aggregate 
number of 

establishments 

Annual sales 
of goods 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

 

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

 60  その他の小売  
 Miscellaneous retail trade 卸 売       
  60991  みやげ品小売        60992 合成洗剤小売       60999 その他小売       Wholesale trade 

  60991  Tourist souvenirs 60992 Synthetic detergent 
60999  Miscellaneous retail 
commodities, not elsewhere 

classified 
 

  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 延事業所数 年間商品販売額 
   （百万円）  （百万円）  （百万円）  （百万円） 
  Number of 

establishments 
Annual 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 

   (million yen)  (million yen)  (million yen)  (million yen) 
                                                                                          
「業態分類」については、Table 1 を参照。  
 


