平成２６年経済産業省企業金融調査

調 査 票 記 入 要 領
平 成 ２ ６ 年 ５ 月
経済産業省経済産業政策局
産 業 資 金 課
調査票提出期限：平成２６年６月２７日
お問い合わせ先：経済産業省経済産業政策局産業資金課（担当：植木、本田）
（電 話）０３－３５０１－１５１１ （内線）２６４１～２６４５
（ＦＡＸ）０３－３５０１－６０７９
（メール）kigyou_kinyuu@meti.go.jp
［受付時間：平日 ９：３０～１８：１５］

Ⅰ．調査の概要
１．調査の目的
この調査は、我が国主要企業の設備投資、事業投資、資金調達等の企業金融活動の実態
を把握し、産業の適正な投資計画の遂行及びその所要資金の円滑な調達に資する施策等に
活用するための基礎資料を得るとともに、企業の投資活動や財務活動等に資する統計情報
の提供を行うことを目的として、昭和 26 年より毎年実施しています（旧「経済産業省設備
投資調査」。平成 21 年より「経済産業省企業金融調査」に名称変更）。なお、調査回答負担
の軽減や統計の精度向上等を目的として、本年度実施分より、調査事項の削減や調査対象
企業の見直し等を行っております。
２．調査の法的根拠及び秘密の保護
この調査は、統計法に基づき、経済産業省が実施するものです。
この調査により報告された記入内容は、統計法によって秘密が保護されます。従って、
統計目的以外の、例えば徴税事務などに使用されることはありません（統計法第 41 条）。
３．調査の対象
「経済産業省企業活動基本調査」の調査対象のうち、資本金額又は出資金額が 10 億円以
上の会社を対象としています。具体的には下記の通りです。
日本標準産業分類に掲げる大分類Ｃ-鉱業，採石業，砂利採取業、大分類Ｅ-製造業、大
分類Ｆ-電気・ガス・熱供給・水道業（中分類 35-熱供給業及び中分類 36-水道業を除く。
）、
大分類Ｇ-情報通信業（次表に掲げるもの）、大分類Ｉ-卸売業，小売業、大分類Ｊ-金融業，
保険業（次表に掲げるもの）、大分類Ｋ-不動産業，物品賃貸業のうち中分類 70-物品賃貸
業（次表に掲げるもの）
、大分類Ｌ-学術研究，専門・技術サービス業（次表に掲げもの）、
大分類Ｍ-宿泊業，飲食サービス業（次表に掲げるもの）、大分類Ｎ-生活関連サービス業，
娯楽業（次表に掲げるもの）、大分類Ｏ-教育，学習支援業（次表に掲げるもの）及び大
分類Ｒ-サービス業（他に分類されないもの）（次表に掲げるもの）に属する事業所を有
する企業のうち、従業者 50 人以上かつ資本金額又は出資金額 10 億円以上の会社。
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Ｇ－情報通信業

Ｊ－金融業，保険業
Ｋ－不動産業，物品賃
貸業
Ｌ－学術研究，専門・
技術サービス業

Ｍ－宿泊業，飲食サー
ビス業
Ｎ－生活関連サービス
業，娯楽業

Ｏ－教育，学習支援業

Ｒ－サービス業
（他に分類されない
もの）

日本標準産業分類に掲げる小分類 391-ソフトウェア業及び小分類
392-情報処理・提供サービス業、中分類 40-インターネット附随サ
ービス業、細分類 4111-映画・ビデオ制作業（テレビジョン番組制
作業、アニメーション制作業を除く）
、細分類 4112-テレビジョン番
組制作業（アニメーション制作業を除く）
、細分類 4113-アニメーシ
ョン制作業、小分類 413-新聞業及び小分類 414-出版業
日本標準産業分類に掲げる小分類 643-クレジットカード業，割賦金
融業
日本標準産業分類に掲げる中分類 70-物品賃貸業（小分類 704-自動
車賃貸業、細分類 7092-音楽・映像記録物賃貸業（別掲を除く）
、細
分類 7099-他に分類されない物品賃貸業を除く）
日本標準産業分類に掲げる中分類 71-学術・開発研究機関、小分類
726-デザイン業、中分類 73-広告業、中分類 74-技術サービス業（他
に分類されないもの）のうち小分類 743-機械設計業、小分類 744商品・非破壊検査業、小分類 745-計量証明業、小分類 746-写真業及
び小分類 749-その他の技術サービス業
日本標準産業分類に掲げる中分類 76-飲食店（細分類 7622-料亭、小
分類 765-酒場、ビアホール及び小分類 766-バー，キャバレー，ナイ
トクラブを除く）
、中分類 77-持ち帰り・配達飲食サービス業
日本標準産業分類に掲げる中分類 78-洗濯・理容・美容・浴場業（小
分類 785-その他の公衆浴場業は除く。）
、中分類 79-その他の生活関
連サービス業（小分類 791-旅行業及び細分類 7999-他に分類されな
いその他の生活関連サービス業は除く。）
、小分類 801-映画館、小分
類 804-スポーツ施設提供業（細分類 8041-スポーツ施設提供業（別
掲を除く）を除く。）及び小分類 805-公園，遊園地
日本標準産業分類に掲げる細分類 8245-外国語会話教授業及び細分
類 8249-その他の教養・技能教授業のうちカルチャー教室(総合的な
もの）
日本標準産業分類に掲げる中分類 88-廃棄物処理業、中分類 90-機械
等修理業（別掲を除く）、中分類 91-職業紹介・労働者派遣業、中分
類 92-その他の事業サービス業（小分類 922-建物サービス業及び小
分類 923-警備業を除く。
）

４．調査の方法
この調査は、経済産業省が郵送により調査書類を配付し、各企業に記入、返送していた
だく書面調査です。返送の際は、同封の返信用封筒をご利用ください。
また、必要に応じて経済産業省経済産業政策局産業資金課から電話等により内容の照会
をさせていただく場合がありますので、記入の終わった調査票はコピーをとり、控えとし
てお持ちください。
５．調査結果の公表
この調査は、経済産業省経済産業政策局産業資金課が集計、分析し、経済産業省のホー
ムページにて公表いたします。
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Ⅱ．共通事項
１．調査時点及び調査年度
この調査の調査期日は、平成２６年３月３１日現在です。特段、年度等の指示がない質
問事項については、平成２６年３月３１日時点で記入してください。また、年度間実績は、
下記の考え方に従って記入してください。
（１）１年決算の場合
平成２６年３月３１日又はそれ以前で最も近い決算日を平成２５年度末（2013 年度末）
として記入してください。平成２４年度、平成２６年度についても同様です。
（２）半年決算の場合
平成２６年３月３１日又はそれ以前で最も近い決算日を平成２５年度末（2013 年度末）
とし、年度間実績については当該期及びその前期を合計（上・下半期の合計）して記入
してください。平成２４年度、平成２６年度についても同様です。
（３）決算期の変更等
決算期の変更等により年度間実績を正確に記入できない場合には、適宜、貴社の区分
に従って記入頂いて結構です。なお、その際は備考欄（調査票Ｐ．８）に平成●年●月
●日から平成●年●月●日、●ヶ月決算である旨を明記してください。
２．数値等の記入
（１）原則として、
「単体」ベースで記入してください。ただし、調査票内に「
（連結）」と
記載されている下記の箇所については、
「連結」ベースで記入してください、
・
「４．
（１）設備投資額」の「国内設備投資額（連結）
」及び「海外設備投資額（連結）
」
・
「４．
（３）海外設備投資額（連結）の投資目的別構成比」
（２）金額の記入単位は百万円です。単位未満は四捨五入してください。
（３）各欄の数値は右詰めで、１マスに１字記入してください。
（４）マイナスの場合は金額の先頭に「△」を付けてください。
例）

△

１

２

３

４

（５）正確な数値の算出が困難な場合には、概算または推計によって記入していただいて
も結構です。
（６）実績がない場合には、
「０」を記入してください。

3

Ⅲ．各調査項目に関する事項
１．企業の概要（調査票 P．１）
＜［業種コード］主業種名＞
過去の「経済産業省企業活動基本調査」でご報告いただいた内容等に基づき、貴社の中
で売上高が最も大きい業種を主業種としてプレプリントいたしました。業種の変更等があ
る場合は、該当箇所を傍線（

）で消して、修正してください。業種コードや各業種

の内容例示については、巻末別表１の業種分類表（Ｐ．９～２０）をご参照ください。
＜［会社コード］会社名、本社又は本店の所在地、記入者＞
過去の「経済産業省企業活動基本調査」でご報告いただいた内容等に基づき、プレプリ
ントいたしました。内容に修正がある場合は、該当箇所を傍線（

）で消して、修正

してください。また、調査票を記入された担当者の氏名・連絡先等を必ずご記入ください。
＜（１）資本金額 ～ （７）金融子会社の有無＞
調査票欄外の注釈（※３～７）を参照いただき、貴社に該当する番号を○で囲んでくだ
さい。用語の定義は下記の通りです。
（３）常時従業者：有給役員及び常用雇用者（正社員、正職員、パート、アルバイト、嘱
託、契約社員等の呼称にかかわらず１ヶ月を超える雇用契約者及び当該年度末の前
２ヶ月においてそれぞれ１８日以上雇用した者）をいいます。
（４）社外取締役：株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行
取締役もしくは執行役又は支配人その他の使用人ではなく、かつ、過去に当該株式
会社又はその子会社の業務執行取締役もしくは執行役又は支配人その他の使用人と
なったことがないものをいいます。
（５）委員会設置会社：監査役を置かない代わりに、取締役の中に指名、監査、報酬の３
委員会を置いている統治形態（コーポレート・ガバナンス）をいいます。
（６）関係会社：子会社、関連会社及び親会社をいいます。
（他の調査項目についても同様）
（ⅰ）子会社：貴社が５０％超の議決権を所有する会社をいいます。なお、貴社の子会
社又は貴社とその子会社合計で５０％超の議決権を有している会社を含みます。
５０％以下であっても貴社が経営を実質的に支配している会社も含みます。
（ⅱ）関連会社：貴社が２０％以上５０％以下の議決権を所有している会社をいいます。
また、１５％以上議決権を所有していること等により、重要な影響を与えること
ができる会社を含みます。
（ⅲ）親会社：貴社の議決権の５０％を超えて所有している会社をいいます。
（参考）子会社：会社法第２条第３号、関連会社：財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則（財務諸表等規則）第８条第５項、親会社：会社法第２条第４号
（７）金融子会社：上記（６）
（ⅰ）子会社のうち、貴社または貴社を含む企業グループ等
の資金の調達、決済等を行うことを目的として設立された会社をいいます。
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２．資金運用・調達状況（調査票 P．２，３）
（１）支出

及び（２）収入

記載されている各項目について、平成２４年度実績額、平成２５年度実績見込額、平成
２６年度計画額を、いずれもキャッシュフローベースで記入してください。
（
（１）支出の各項目について）
ⅰ．設備投資

当該年度に実施した設備投資。具体的には、当該年度に取得した有
形固定資産（建設仮勘定も含む）の償却前金額。
建設仮勘定から本勘定への振替額については、二重計算とならない
よう注意してください。

ⅱ．投資

当該年度に実施した長期性の投資（貸借対照表上の「投資その他の
資産」のうち、投資有価証券や関係会社等に対する出資金などで、
新たに計上されたもの）

ⅲ．融資

当該年度に実施した長期性の融資（貸借対照表上の「投資その他の
資産」のうち、関係会社等に対する貸付金などで、新たに計上され
たもの）

うち、関係会社

「ⅲ．融資」のうち、関係会社（子会社、関連会社及び親会社）向
けのもの

ⅳ．長期借入金返済 当該年度に返済した借入期間が１年以上の借入金（元本）
うち、関係会社

「ⅳ．長期借入金返済」のうち、関係会社（子会社、関連会社及び
親会社）向けのもの

ⅴ．短期借入金返済

当該年度に返済した借入期間が３ヶ月以上１年未満の借入金（元
本）及びＣＰ

うち、関係会社

「ⅴ．短期借入金返済」のうち、関係会社（子会社、関連会社及び
親会社）向けのもの

ⅵ．社債償還

①と②の合計

普通社債（①）

当該年度に償還した貴社の普通社債

転換社債（②）

当該年度の償還した貴社の転換社債

ⅶ．自己株式取得

③と④の合計

普通株式（③）

当該年度に取得した自社の普通株式

優先株式（④）

当該年度に取得した自社の優先株式

ⅷ．配当金支払

当該年度に支払った配当金

ⅸ．その他

（１）支出の「合計」と（２）収入の「合計」の差額を（１）支出
の「その他」に記入することで、（１）と（２）の「合計」を年度
ごとに一致させてください。「その他」がマイナスとなる場合もあ
ります。

合計

ⅰ＋ⅱ＋ⅲ＋ⅳ＋ⅴ＋ⅵ＋ⅶ＋ⅷ＋ⅸ
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（
（２）収入の各項目について）
Ⅰ．自己資金
当期利益（⑤）

⑤と⑥の合計
当該年度の当期純利益

減価償却費（⑥） 当該年度の減価償却費
Ⅱ．投資回収

当該年度に資金が回収された長期性の投資（貸借対照表上の「投資
その他の資産」に含まれる投資有価証券などの売却額など）

Ⅲ．融資回収

当該年度に資金が回収された長期性の融資（貸借対照表上の「投資
その他の資産」に含まれる貸付金などの回収額など）

うち、関係会社
Ⅳ．長期借入金
うち、関係会社
Ⅴ．短期借入金
うち、関係会社
Ⅵ．社債

「Ⅲ．融資回収」のうち、関係会社（子会社、関連会社及び親会社）
から回収された融資
当該年度に借り入れた借入期間が１年以上の借入金
「Ⅳ．長期借入金」のうち、関係会社（子会社、関連会社及び親会
社）からの借入金
当該年度に借り入れた借入期間が３ヶ月以上１年未満の借入金及び
ＣＰ
「Ⅴ．短期借入金」のうち、関係会社（子会社、関連会社及び親会
社）からの借入金
⑦と⑧の合計

普通社債（⑦）

当該年度に発行した貴社の普通社債

転換社債（⑧）

当該年度の発行した貴社の転換社債

Ⅶ．株式

⑨と⑩の合計

普通株式（⑨）

当該年度に発行した貴社の普通株式

優先株式（⑩）

当該年度に発行した貴社の優先株式

Ⅷ．資産売却
・流動化

固定資産（有形固定資産など）の売却や特定資産の流動化に関する
法律による流動化

合計

Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ＋Ⅴ＋Ⅵ＋Ⅶ＋Ⅷ

（３）投資額について
①投資先別構成比
投資先別構成比については、国内投資（内国法人に対する投資）と海外投資（外国法
人に対する投資）の割合を、小数点以下を四捨五入して、整数で、合計が１００％とな
るように記入してください。海外投資の地域別の内訳については、巻末別表２の地域区
分表（Ｐ．２１）をご参照の上、ご記入ください。
地域別の内訳についても、分母は国内投資と海外投資の合計額としてください。
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②国内投資の目的別構成比 及び

③海外投資の目的別構成比

投資の目的別構成比の各項目については、下表をご参照ください。構成比については、
小数点以下を四捨五入して、整数で、合計が１００％となるように記入してください。
コア事業の強化

貴社が既に取り組んでいる事業分野への投資

事業多角化

新規事業分野への投資

純投資

余剰資金の運用等

その他

上記以外

３．売上高（調査票 P．４）
貴社の単体決算ベースでの売上高を、平成２４年度実績額、平成２５年度実績見込額、
平成２６年度計画額について、それぞれ記入してください。
４．設備投資（調査票 P．４，５）
（１）設備投資額
＜国内設備投資額＞
・貴社が平成２４年度、平成２５年度及び平成２６年度に実施した、又は実施する予定
の国内における設備投資の実績額、実績見込額及び計画額を、連結ベース・単体ベー
スそれぞれについて記入してください。
・記入に際しては、当該年度に取得した有形固定資産（建設仮勘定を含む）の償却前金
額を記入するようにしてください。なお、建設仮勘定から本勘定への振替額について
は、二重計算とならないよう注意してください。
・設備投資額が無い場合には、
「０」を記入してください。
＜海外設備投資額＞
・貴社が平成２４年度、平成２５年度及び平成２６年度に実施した、又は実施する予定
の海外における設備投資の実績額、実績見込額及び計画額を連結ベースで記入してく
ださい。
・海外における設備投資とは、貴社（単体ベース）の現地支店や現地工場、及び連結対
象となっている外国法人にて実施される設備投資（資金回収分を差し引かない新規投
資）としてください。
・金額は円換算とし、為替レートは貴社の社内レート等をご活用ください。
・また、記入に際しては、当該年度に取得した有形固定資産（建設仮勘定を含む）の償
却前金額を記入するようにしてください。なお、建設仮勘定から本勘定への振替額に
ついては、二重計算とならないよう注意してください。
・設備投資額が無い場合には「０」を記入してください。
・地域別構成比については、巻末別表２の地域区分表（Ｐ．２１）をご参照の上、投資
を行った会社の所在地ではなく、投資が行われた地域を基準として、小数点以下を四
捨五入して、整数で、合計が１００％となるように記入してください。
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（２）国内設備投資額（単体）及び（３）海外設備投資額（連結）の投資目的別構成比
・
「
（１）設備投資額」でご記入いただきました「うち、国内設備投資額（単体）」及び「海
外設備投資額（連結）
」について、それぞれの投資目的別にその構成比を記入してくだ
さい。
・構成比は、おおよその数字で結構です。整数で、合計が１００％となるように記入し
てください。なお、構成比の算出にあたっては、上記の「（１）設備投資額」の「うち、
国内設備投資額（単体）」、
「海外設備投資額（連結）
」のそれぞれを分母としてくださ
い。
・目的の分類は、下表を参照してください。
投資目的
生産能力増強

うち、店舗の新設
更新、維持・補修

合理化・省力化

研究開発
環境関連投資

その他

分類の目安
生産能力拡大及び品質向上のための工場、機会等の新・増設、
店舗網の拡大等（自動車のモデルチェンジによる新製品製造
対応の投資等を含む。）
小売業における店舗の新設
老朽化、陳腐化等による工場、店舗等の建て替え・リニュー
アル、生産設備の代替及び建物、機械装置等に係る本体を取
り替えないで行う部分的補修工事等
生産（販売）数量の極度の増加を招かず、一報でコストダウ
ンが図られる設備の導入（ＦＡ、ＯＡ等コンピュータの導入
等、生産、販売、管理の各部分における合理化、省力化を主
目的とした投資）
研究開発（基礎研究、応用研究、開発研究）を主目的とする
施設の設置、機械の導入等
地球環境問題に対応した、脱フロン、廃棄物処理、リサイク
ル、公害防止（大気汚染、水質の汚濁、騒音その他の公共の
災害の防止）等に係る設備や廃エネルギー回収、非化石燃料
への転換等省エネ・新エネを主目的とする設備の導入
上記以外の設備投資

５．その他（調査票 P．５～８）
各質問事項について、貴社のお考えに最も近いものの番号を記入してください。
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別表１ 業種分類表
産業・分類番号・業種分類

事業分類とその内容例示

【鉱業、採石業、砂利採取業】
鉱業、採石業、砂利採取業

［金属鉱業］金、銀、鉛、亜鉛、鉄、白金、砂白金など
［石炭・亜炭鉱業］炭鉱、石炭水洗業、廃石選別業、石炭回収業
［原油・天然ガス鉱業］
［採石業、砂・砂利・玉石採取業］花こう岩、石英粗面岩、安山岩、大理石、ぎょ
う灰岩、砂岩、砂・砂利・玉石など
［窯業原料用鉱物鉱業］耐火粘土、ろう石、ドロマイト、長石、陶石、けい石、天然け
い砂、石灰石など
［その他の鉱業］普通粘土、酸性白土、ベントナイト、けいそう土、滑石、雲母、ひる
石、重晶石など

０９１

畜産食料品製造業

０９２

水産食料品製造業

０９３

精穀・製粉業

０９９

その他の食料品製造業

１０１

清涼飲料・酒類・茶・たばこ

［部分肉・冷凍肉・肉加工品］部分肉、肉缶詰、ハム、ソーセージ、焼豚など
［処理牛乳・乳飲料・乳製品］牛乳、練乳、バター、チーズ、アイスクリーム、乳飲
料など
［その他の畜産食料品］ブロイラー加工品、加工卵、すき焼缶詰など
［水産缶詰・瓶詰］まぐろ缶詰、かに缶詰、塩から瓶詰など
［海藻加工品］こんぶ、のり、わかめ、とろろこんぶ、酢こんぶ、寒天など
［水産練製品］かまぼこ、ちくわ、魚肉ハム・ソーセージなど
［塩干・塩蔵品］
［冷凍水産物］
［冷凍水産食品］
［その他の水産食料品］素干魚介類、くん製魚介類、削節、塩辛製品、水産つくだ
煮、水産漬物など
［精米］精米、ぬか、はい芽など
［精麦］圧搾麦、ひき割麦など
［小麦粉］
［その他の精穀・製粉］こんにゃく粉、そば粉、きな粉など
［野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品］野菜・果実缶詰、野菜・果実瓶詰、
冷凍野菜・果実、漬物など
［調味料］味そ、しょう油、ソース、食酢など
［糖類］砂糖、精製糖、ぶどう糖、水あめ、異性化糖など
［パン・菓子］
［動植物油脂］
［その他の食料品］ふくらし粉、酵母剤、でんぷん、めん類、こうじ、麦芽、豆腐、あ
ん類、冷凍調理食品、こんにゃく、納豆、オブラート、そう菜、栄養補助食品（サプ
リメント）、すし、弁当、調理パン、レトルト食品など
［清涼飲料］
［酒類］
［茶・コーヒー］
［製氷業］人造氷
［たばこ］
［配合飼料］配合飼料、ペット用飼料など
［単体飼料］酵母飼料、魚粉飼料、羽毛粉飼料、貝殻粉飼料など
［有機質肥料］海産肥料、魚肥、植物かす、腐葉土、たい肥など
［製糸］器械生糸、座繰生糸、玉糸など
［化学繊維］レーヨン、アセテート、合成繊維など
［炭素繊維］
［紡績］綿紡績、化学繊維紡績、毛紡績、絹紡績、麻紡績など
［ねん糸］編織糸、漁網糸、レース糸、刺しゅう糸など
［織物］綿・スフ織物、絹・人絹織物、毛織物、麻織物、細幅織物など
［ニット生地］丸編ニット生地・同半製品、たて編ニット生地・同半製品、横編ニット
生地・同半製品など

０５１

【製造業】

食料品製造業
飲料・たばこ・飼料製造業

製造業

飼料・有機質肥料製造業

１１１

製糸、紡績、ねん糸等製造業

１１２

織物・ニット生地製造業

繊維工業

１０２
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１１３

染色整理業

１１４

その他の繊維工業

１１５

織物・ニット製衣服製造業

１１９

身の回り品・その他の繊維製
品製造業

木材・木製品製造業

１２１

製材・合板製造業

１２９

その他の木製品製造業（家具
を除く）

家具・装備品製造業

パルプ・紙・紙加工品製造業
印刷・同関連産業
化学工業

１３１

家具・装備品製造業

１４１

パルプ・紙製造業

１４２

紙加工品製造業

１５０

印刷・同関連業

１６１

化学肥料・無機化学工業製品
製造業

［綿・スフ・麻織物機械染色］
［絹・人絹織物機械染色］
［毛織物機械染色整理］
［織物整理］
［織物手加工染色整理］
［綿状繊維・糸染色整理］
［ニット・レース染色整理］
［繊維雑品染色整理］
［綱・網］綱、漁網、その他の網地など
［レース・組ひも］
［その他の繊維］整毛、麻製繊、せん毛、製綿、フェルト・不織布、上塗りした織物・
防水した織物など
［織物製外衣・シャツ］成人男子・少年服、成人女子・少女服、乳幼児服、事務用・
作業用服、スポーツ用衣服、学生服など
［ニット製外衣・シャツ］アウターシャツ類、セーター類など
［下着類］下着、寝着類、補整着など
［和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品］和服、帯、柔道着、はんてん、
ふろしき、ネクタイ、スカーフ・マフラー、ハンカチーフ、靴下、手袋、帽子、なめし
革製衣服、繊維製履物、布製腕カバー、腹巻き、毛皮など
［その他の繊維製品］寝具、毛布、じゅうたん・その他の繊維製床敷物、帆布製品、
繊維製袋、刺しゅう製品、タオル、繊維製衛生材料、旗、のれん、ハンモック、テー
ブル掛け、包帯、カーテン、化粧パフ、見本帳（糸、布付き）など
［製材・木製品］一般製材、ベニヤ、屋根板、経木・同製品、木毛、たる・おけ材、
床板、木材チップ、印材など
［造作材・合板・建築用組立材料］造作材（建具を除く）、合板、集成材、建築用
木製組立材料、パーティクルボード、繊維板、銘木、木質系プレハブ住宅など
［木製容器］竹・とう・きりゅう等容器、折箱、木箱、和たる、洋たる、おけなど
［その他の木製品］木材薬品処理、靴型等、木製履物、木製履物塗装、曲輪・曲
物、ふるい、せいろ、コルク加工基礎資材・コルク製品、木製台所用品など
［家具］木製家具、金属製家具、マットレス・組スプリング、システムキッチン、ベッド
（電動含む）など
［宗教用具］神仏具、お宮、みこし、仏壇、三方、数珠など
［建具］戸、障子、雨戸、格子、ふすまなど
［その他の家具・装備品］事務所用・店舗用装備品、窓用・扉用日よけ、びょうぶ、
鏡縁・額縁など
［パルプ］溶解パルプ、製紙パルプ
［紙］洋紙、板紙、機械すき和紙、手すき和紙など
［加工紙］塗工紙、段ボール、壁紙・ふすま紙、ブックバインディングクロス（紙製、
織物製、プラスチック加工）、絶縁テープ、合成樹脂ラミネート紙、樹脂浸透紙、金
属はくラミネート紙など
［紙製品］事務用紙製品、学用紙製品、日用紙製品など
［紙製容器］重包装紙袋、角底紙袋（ショッピングバッグ、手提げ紙袋など）、段ボー
ル箱、紙器（印刷箱、簡易箱、紙コップ・皿など）など
［その他のパルプ・紙・紙加工品］セロファン、セロファン袋、紙製衛生材料、紙
おむつ、紙ひも、巻取紙、紙管、紙切断整理業、ソリッドファイバー（箱、管、筒）、
バルカナイズドファイバー製品など
［印刷］出版印刷、商業印刷、証券印刷、事務用印刷、包装資材特殊印刷
［製版］写真製版、写真植字、デジタル刷版、刷版焼付、グラビア製版、スクリーン
製版、フォトマスクなど
［製本・印刷物加工］製本、印刷物加工（光沢加工、裁断、折りたたみ、はく押し、
のり付け、表装など）
［印刷関連サービス］校正刷業、刷版研磨業、印刷物結束、印刷校正など
［化学肥料］窒素質・りん酸質肥料、複合肥料など
［無機化学工業製品］ソーダ工業、無機顔料、圧縮ガス・液化ガス、塩、電炉工業
（カルシウムカーバイト、りん酸など）、その他の無機化学工業製品
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１６２

有機化学工業製品製造業

１６３

油脂加工製品・石けん・合成
洗剤・界面活性剤・塗料製造
業

石油製品・石炭製品製造業

１６４

医薬品製造業

１６９

その他の化学工業製品製造業

１７１

石油精製業

１７９

その他の石油製品・石炭製品
製造業

プラスチック製品製造業

ゴム製品製造業

１８０

プラスチック製品製造業

１９１

タイヤ・チューブ製造業

１９９

その他のゴム製品製造業

［石油化学系基礎製品］エチレン、プロピレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、アセ
チレンなど
［脂肪族系中間物］エチルアルコール・ブタノール等のアルコール類、アルデヒド
類、ケトン類、エステル、酸化エチレン誘導品、酸化プロピレン誘導品、ハロゲン
化物、脂肪族系モノマーなど
［発酵工業］エチルアルコール、クエン酸、乳酸など
［環式中間物・合成染料・有機顔料］テレフタル酸、スチレンモノマー、合成石炭
酸等のベンゼン系誘導品、ナフタリン系・アントラセン系誘導品など
［プラスチック］フェノール樹脂、ユリア樹脂、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタ
レートなど
［合成ゴム］合成ゴム、合成ラテックスなど
［その他の有機化学工業製品］メタノール誘導品、メタンハロゲン化物、可塑剤、有
機ゴム薬品、クレオソート油、ピッチ、精製コールタールなど
［脂肪酸・硬化油・グリセリン］
［石けん・合成洗剤］
［界面活性剤］
［塗料］
［印刷インキ］
［洗浄剤・磨用剤］
［ろうそく］
［医薬品原薬］医薬品原末、医薬品原液
［医薬品製剤］内服薬、注射剤、殺虫・殺そ剤、殺菌・消毒剤など
［生物学的製剤］ワクチン、血清など
［生薬・漢方製剤］
［動物用医薬品］
［化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品］仕上用、皮膚用化粧品、頭髪用化粧
品など
［その他の化学工業］火薬類、農薬、香料、ゼラチン、接着剤、写真感光材料、天
然樹脂製品、木材化学製品、試薬、筆記用・スタンプ用インキ、デキストリン、漂白
剤、防臭剤、防水剤、骨炭、浄水剤、イオン交換樹脂、鋳物用医薬品、液晶など
［石油精製］ガソリン、ナフサ、ジェット燃料油、灯油、軽油、重油、潤滑油、パラフィ
ン、アスファルト、液化石油ガスなど
［潤滑油・グリース（石油精製業によらないもの）
］
［コークス］
［舗装材料］乳剤、アスファルト混合剤、タール混合剤、アスファルトブロック、タール
ブロックなど
［その他の石油製品・石炭製品］練炭・豆炭・石油コークス、再生燃料油、膨潤炭、
廃油再生品、回収いおうなど
［プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品］
［プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革］
［工業用プラスチック製品］電気機械器具用プラスチック製品、輸送機械器具用
プラスチック製品、その他の工業用プラスチック製品など
［発泡・強化プラスチック製品］
［プラスチック成形材料］プラスチック成形材料、廃プラスチック製品
［その他のプラスチック製品］プラスチック製日用雑貨・食卓用品、プラスチック
製容器、医療・衛生用プラスチック製品、絶縁材料、人工芝など
＊プラスチック製品加工業（切断、接合、塗装、蒸着めっき、バフ加工等）を含む
［自動車タイヤ・チューブ］
［その他のタイヤ・チューブ］自転車タイヤ・チューブ、リヤカータイヤ・チューブ
など
［ゴム製・プラスチック製履物・同附属品］ゴム製覆物、スリッパ、サンダル
［ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品］
［その他のゴム製品］ゴム引布・同製品、医療・衛生用ゴム製品、ゴム練生地、更生
タイヤ、再生ゴム、ゴム手袋、フォームラバー、ゴムバンド、消しゴム、ゴムタイルな
ど
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【調査票記入要領：巻末別表】
なめし革・同製品・毛皮製造業

２０１

なめし革・同製品・毛皮製造
業

窯業・土石製品製造業

２１１

ガラス・同製品製造業

２１２

セメント・同製品製造業

２１９

その他の窯業・土石製品製造
業

銑鉄・粗鋼・鋼材製造業

２２２

鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品

鉄鋼業

２２１

製造業

非鉄金属製造業

２３１

非鉄金属製錬・精製業

２３２

非鉄金属加工品製造業

［なめし革］
［工業用革製品］工業用革ベルト、革製パッキン、なめし革製ガスケットなど
［革製履物用材料・同附属品］
［革製履物］靴（主として革製）
［革製手袋］
［かばん］革製かばん、繊維製かばん、金属製トランク、プラスチック製かばんなど
［袋物］財布、名刺入れ、小物入れ、眼鏡入れ、たばこ入れ、定期券入れ、ハンド
バッグなど
［毛皮］
［その他のなめし革製品］革製馬具、服装用革ベルト、腕時計用革バンド、帽子つ
ば革など
［板ガラス］
［板ガラス加工］
［ガラス製加工素材］光学ガラス素地、電球類用ガラスバルブ、アンプル用ガラス
管、電子機器用基盤ガラス
［ガラス容器］ガラス製の飲料容器、食料容器、化粧品容器など
［理化学用・医療用ガラス器具］フラスコ、ビーカー、シリンダなど
［卓上用・ちゅう房用ガラス器具］
［ガラス繊維・同製品］
［その他のガラス・同製品］照明器具用ガラス、眼鏡ガラス、時計用ガラスなど
［セメント］
［生コンクリート］
［コンクリート製品］コンクリート管・柱・くい・ブロック、テラゾー製品、コンクリート
系プレハブ住宅など
［その他のセメント製品］木毛セメント板、木片セメント板、パルプセメント板など
［建設用粘土製品］粘土かわら、普通れんが、陶管、テラコッタなど
［陶磁器・同関連製品］衛生陶器、食卓用・ちゅう房用陶磁器、陶磁器製置物、電
気用陶磁器、理化学用・工業用陶磁器、陶磁器製タイル、陶磁器絵付、陶磁器用
はい土、植木鉢、ファインセラミック製ナイフ・はさみなど
［耐火物］耐火れんが、耐火モルタルなど
［炭素・黒鉛製品］炭素質電極、炭素棒、カーボンスライダなど
［研磨材・同製品］研磨材、研削と石、研磨布紙など
［骨材・石工品等］砕石、再生骨材、人工骨材、石工品、けいそう土・同製品、鉱
物・土石粉砕等処理品など
［その他の窯業・土石製品］ほうろう鉄器、七宝製品、人造宝石、ロックウール・同
製品、石こう製品、石灰、鋳型、白墨、うわ薬、雲母板など
［高炉による製鉄］圧延鋼材、普通鋼、特殊鋼など
［高炉によらない製鉄］電気炉銑、小形高炉銑、再生炉銑など
［フェロアロイ］
［製鋼・製鋼圧延］
［製鋼を行わない鋼材］熱間・冷間圧延鋼材、冷間ロール成型形鋼、鋼管、伸鉄、
磨棒鋼、引抜鋼管、伸線など
［表面処理鋼材］ブリキ、亜鉛鉄板、めっき鋼管、めっき硬鉄鋼線、ビニル鋼板など
［鉄素形材］銑鉄鋳物、可鍛鋳物、鋳鋼、鍛工品、鍛鋼など
［その他の鉄鋼］鉄粉、鉄鋼シャースリット、鉄スクラップ加工処理、鋳鉄管、ペレッ
トなど
［非鉄金属第１次製錬・精製］銅、鉛、亜鉛、貴金属、ニッケル、アルミニウム、ア
ルミナ、金、銀、白金、チタン、ウラン、トリウム、すずなど
［非鉄金属第２次製錬・精製］鉛、亜鉛、アルミニウム、すず、水銀、ニッケルなど
＊非鉄金属合金製造業を含む。
［非鉄金属・同合金圧延］伸銅品、鉛・同合金圧延、アルミニウム・同合金圧延など
（抽伸、押出しを含む）
［電線・ケーブル］電線、ケーブル、光ファイバーケーブルなど
［非鉄金属素形材］銅・同合金鋳物、非鉄金属鋳物、アルミニウム・同合金ダイカス
ト、非鉄金属鍛造品、非鉄金属ダイカストなど
［その他の非鉄金属］核燃料、非鉄金属粉末、非鉄金属シャーリング、粗製品マッ
トなど
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【調査票記入要領：巻末別表】

２４１

建設用・建築用金属製品製造
業

金属製品製造業
はん用機械器具製造業

２４９

その他の金属製品製造業

２５１

ボイラ・原動機製造業

２５２

ポンプ・圧縮機器製造業

２５３

一般産業用機械・装置製造業

２５９

その他のはん用機械・同部品
製造業

生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業

２６１

金属加工機械製造業

２６２

特殊産業用機械製造業

２７１

事務用・サービス用機械器具
製造業

２７３

計量器・測定器・分析機器・
試験機・測量機製造業

［建設用金属製品］鉄骨、鉄塔、鋼橋、貯蔵槽、金属柵、鋼板煙突、橋りょう、水
門、ガードレール、メタルフォーム、浮さん橋、浮ドックなど
［建築用金属製品］金属扉、シャッタ（手動式）、サッシ、建築用板金製品、カーテン
ウォール、鉄骨系プレハブ住宅、ユニットハウス、金属製置物、金属製日よけ、建
築装飾用金属製品、金属屋根製品など
［製缶板金］板金製タンク、板金製煙突及びタンク、高圧ボンベ、ドラム缶、コンテ
ナ、梱包容器（スチール）など
［ブリキ缶・その他のめっき板等製品］18 リットル缶、缶詰用缶、ビール缶、取
枠、巻枠、ケーシングなど
［洋食器・刃物・手道具・金物類］洋食器、機械刃物、利器工匠具、作業工具、
手引のこぎり、やすり、農業用器具、錠、蝶番、建築用・建具用金具類、架線金
物、キャスターなど
［暖房装置・配管工事用附属品］配管工事用附属品（金属製管継手、衛生器具、
ノズルなど）、ガス機器・石油機器、温風・温水暖房装置、太陽熱利用機器など
［金属素形材製品］アルミニウム・同合金プレス製品（自動車車体部分品、機械部
分品、アルミニウム製飲料用缶・台所食卓用品、王冠など）、金属プレス製品（抜
打・プレス機械部分品、湯たんぽなど）、粉末や金製品など
［金属被覆・彫刻業、熱処理業］金属製品塗装、溶融めっき、金属彫刻、電気め
っき、金属熱処理、その他の金属表面処理など
［金属線製品］くぎ、鉄製金網、鋼索、溶接棒など
［ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等］
［その他の金属製品］金庫、金属製スプリング、金属製ヘルメット、金属製パッキ
ン、ガスケット、金属はく、フレキシブルチューブ、金属製ネームプレート、ガス灯、
金属製はしご、脚立など
［ボイラ・原動機］ボイラ、蒸気機関・タービン・水力タービン、はん用内燃機関、
原子動力炉、水車、風力機関、特殊車輌用エンジンなど
［ポンプ・圧縮機器］ポンプ・同装置、空気・ガス圧縮機、送風機、油圧・空圧機器・
同附属品など
［一般産業用機械・装置］エレベータ・エスカレータ、家庭用エレベータ、荷役運搬
設備、動力伝導装置、工業窯炉、冷凍機・温湿調整装置など
［その他のはん用機械・同部分品］消火器具・消火装置、弁・同附属品、一般バ
ルブ・コック、パイプ加工・パイプ附属品加工、玉軸受・ころ軸受、ピストンリング、
各種機械・同部分品製造修理、じゃ口、潜水装置、駐車装置、焼却炉など
［金属工作機械］旋盤、ボール盤、フライス盤、歯車仕上げ機械、マシニングセン
タ、放電加工機械など
［金属加工機械］圧延機械・同附属装置、線引機、液圧プレス、ベンディングマシ
ン、ガス溶接機、巻線機など
［金属工作機械・金属加工機械用部分品・附属品］
［機械工具］電動工具、ダイヤモンド工具、動力付手持工具
［農業用機械］耕うん機、噴霧機、飼料機器、コンバイン、農業用トラクタなど
［建設機械・鉱山機械］建設用トラクタ、掘さく機、建設用クレーン、建設用ショベル
トラック、スクレーパ、コンクリートミキサなど
［繊維機械］化学繊維機械・紡績機械、製織機械・編組機械、染色整理仕上機械、
繊維機械部分品・取付具・附属品、縫製機械、毛糸手編機械など
［その他の生産用機械］食品機械・同装置、木材加工機械、パルプ装置・製紙機
械、印刷・製本・紙工機械、包装・荷造機械、鋳造装置、化学機械・同装置、プラ
スチック加工機械・同附属装置、半導体製造装置、フラットパネルディスプレイ製
造装置、金型・同部分品・附属品、真空装置・真空機器、ロボット、製綿機械、帽
子製造機械、皮革処理機械、ゴム製品製造機械、自動選瓶機械など
［事務用機械器具］事務用印刷機械、電子式卓上計算機、複写機、エアシュータ、
レジスタ、ワードプロセッサ、タイムレコーダ、電動ホッチキス、電子会計機（プログ
ラム内蔵方式でないもの）など
［サービス用機械器具］営業用洗濯機、ドライクリーニング機、プレス機など
［娯楽用機械］アミューズメント機器、遊園施設機械、遊戯機械など
［自動販売機］自動販売機・同部分品など
［その他のサービス用・娯楽用機械器具］両替機、自動改札機、自動ドアなど
［計量器・測定器・分析機器・試験機］一般長さ計、体積計、はかり、温度計、圧
力計、流量計、液面計、精密測定器、分析機器、試験機など
［測量機械器具］ジャイロ計器、磁気コンパスなど
［理化学機械器具］研究用機器、教育用機器、天文機器など

13

【調査票記入要領：巻末別表】

２７４

医療用機械器具・医療用品製
造業

［医療用機械器具］
［歯科用機械器具］
［医療用品（動物用医療機械器具を含む）
］手術用品、外科用品、整形外科用品、
放射線関連用品、眼科用品など
［歯科材料］
［顕微鏡・望遠鏡等］
［写真機・映画用機械・同附属品］
［光学機械用レンズ・プリズム］

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業

２７５

光学機械器具・レンズ製造業

２７６

武器製造業

［武器］

２８０

電子部品・デバイス・電子回

［電子デバイス］電子管、光電変換素子、半導体素子、集積回路、液晶パネル、
フラットパネルなど
［電子部品］抵抗器、コンデンサ、変成器、音響部品、磁気ヘッド、小形モータ、コ
ネクタ、スイッチ、リレーなど
［記録メディア製造業］半導体メモリメディア、光・磁気ディスク、磁気テープなど
［電子回路］電子回路基板、電子回路実装基板など
［ユニット部品］電源ユニット、高周波ユニット、コントロールユニット、その他のユ
ニット部品など
［その他の電子部品・デバイス・電子回路］
［発電機・電動機・その他の回転電気機械］
［変圧器類（電子機器用を除く）
］
［開閉装置・配電盤・電力制御装置］分電盤、配電盤、避雷装置、抵抗器など
［配線器具・配線附属品］小型開閉器、点滅器、接続器、プラスチック製差込プラ
グ、ヒューズ、スイッチなど
［電気溶接機］
［内燃機関電装品］充電・始動・磁石発電機、ワイヤハーネスなど
［その他の産業用電気機械器具］コンデンサ（電子機器用を除く）、電気窯炉、産
業用電熱装置、電力変換装置、整流器、赤外線乾燥装置など
［ちゅう房機器］電子レンジ、電磁調理器、電気がま、トースタ、ホットプレート、ジュ
ーサミキサ、ジャーポット、食器乾燥機、食器洗い機、電気冷蔵庫など
［空調・住宅関連機器］扇風機、換気扇、電気温水器、除湿器、家庭用エアコン
ディショナ、空気清浄機など
［衣料衛生関連機器］家庭用電気洗濯機、衣類乾燥機、電気アイロン、電気掃除
機、ハンドクリーナーなど
［その他の民生用電気機械器具］電気こたつ、電気毛布、電気カーペット、電気か
みそり、電気マッサージ器具、ヘアドライヤ、家庭用生ごみ処理機など
［Ｘ線装置］医療用・歯科用Ｘ線装置、Ｘ線探傷機など
［医療用電子応用装置］医療用粒子加速装置、超音波画像診断装置など
［その他の電子応用装置］粒子加速装置、放射性物質応用装置、高周波電力応
用装置、超音波応用装置、電磁応用探知装置、レーザー装置、電子顕微鏡、水
中聴音装置、高周波ミシン、電子応用測定装置（医療用を除く）など
［電球・電気照明器具］電球、蛍光灯、放電灯器具、携帯電灯など
［電池］蓄電池、一次電池（乾電池・湿電池）など
［電気計測器］電気計測器、工業計器、医療用計測器、半導体・ＩＣ測定器、化学
分析機器、地質探査装置など
［その他の電気機械器具］電球用口金、導入線、シリコンウエハ、モリブデン製品、
電子用タングステン、永久磁石など
［有線通信機械器具］電話機、交換機、電信機、ファクシミリ、デジタル伝送装置、
搬送装置、有線放送装置など
［無線通信機械器具］ラジオ放送装置、テレビジョン放送装置、固定局通信装置、
移動局通信装置、車両用通信装置、船舶用通信装置、携帯用通信装置、無線応
用装置、携帯電話、ＰＨＳ電話、カーナビゲーションシステムなど
［ラジオ受信機・テレビジョン受信機］
［交通信号保安装置］
［その他の通信機械器具・同関連機械器具］音響信号装置、警報装置、モータサ
イレン、発光信号装置など
［電気音響機械器具］ステレオセット、ＩＣレコーダ、ハイファイ用増幅器、オーディ
オディスクプレーヤ、カーステレオ、カラオケ、イヤホン、補聴器、マイクロホンなど
［ビデオ機器］磁気録画装置、画像再生装置、ＤＶＤプレーヤー、ビデオカメラ、防
犯カメラなど
［デジタルカメラ］デジタルカメラなど

路製造業

２９１

産業用電気機械器具製造業

２９２

民生用電気機械器具製造業

２９３

電子応用装置製造業

２９９

その他の電気機械器具製造業

３０１

通信機械器具・同関連機械器
具製造業
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【調査票記入要領：巻末別表】

３０２

電子計算機・同附属装置製造
業

輸送用機械器具製造業

３１１

自動車・同附属品製造業

３１９

その他の輸送用機械器具製造
業

３２０

その他の製造業

その他の製造業

［電子計算機］アナログ形電子計算機、デジタル形電子計算機、電子会計機、半導
体設計用装置
［パーソナルコンピュータ］
［外部記憶装置］
［印刷装置］ラインプリンタ、ページプリンタなど
［その他の附属装置］ＣＲＴディスプレイ、液晶ディスプレイ、スキャナー、端末装
置、その他の入力装置など
［自動車（二輪自動車を含む）
］
［自動車車体・附随車］
［自動車部分品・附属品］自動車用エンジン、ブレーキ、クラッチ、ラジエータ、変
速機、トランスミッション、車輪、ワイパー、オイルフィルタ、方向指示器、自動車バ
ルブ、カーエアコン、カーヒータ、クラクション、バックミラーなど
［鉄道車両・同部分品］
［船舶製造・修理、舶用機関］
［航空機・同附属品］
［産業用運搬車両・同部分品・附属品］フォークリフトトラック、動力付運搬車、構
内トレーラ、ショベルトラック、ハンドトラックなど
［その他の輸送用機械器具］自転車・同部分品、牛馬車、リヤカー、ロケット、人工
衛星、荷車、ショッピングカー、ゴルフカート、産業用トレーラ、軽快車、マウンテン
バイク、一輪車、車椅子（電動含む）など
［貴金属・宝石製品］貴金属製品、宝石附属品、同材料加工品、同細工品など
［装身具・装飾品・ボタン・同関連品］造花、装飾用羽毛、ボタン、針、ピン、ホ
ック、スナップ、かつらなど
［時計・同部分品］
［楽器］ピアノ、その他の楽器・楽器部品・同材料など
［がん具・運動用具］人形、児童乗物、スポーツ用品、釣道具、ぶらんこ、家庭用
テレビゲーム機、携帯用電子ゲーム機、電子応用がん具など
［ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品］
［漆器］
［畳等生活雑貨製品］畳、麦わら帽子、わら工品、うちわ、ちょうちん、ほうき、傘、ブ
ラシ、マッチ、魔法瓶、保温用ジャー（電子式を除く）、喫煙用具など
［他に分類されない製造業］煙火、看板及び標識機（電気的、機械的なものを含
む）、パレット、モデル・模型、工業用模型、情報記録物（録音、録画済のもの）、ゲ
ーム用カセット、眼鏡（枠を含む）、繊維壁材、建築用吹付材、人体保護具、救命
具、リノリウム・同製品、ユニット住宅、ルームユニット（バスユニット、トイレユニットな
ど）、オガライトなど

【電気・ガス・熱供給・水道業】
３３１

電気業

［電気業］水力発電所、火力発電所、原子力発電所、ガスタービン発電所、地熱発
電所、変電所、電力事業会社

３４１

ガス業

［ガス業］ガス製造工場、ガス供給所、ガス会社

【情報通信業】
ソフトウェア業
情報処理・提供サービス業
インターネット付随サービス業

３９１

ソフトウェア業

３９２

情報処理・提供サービス業

４０１

インターネット附随サービス
業

［受託開発ソフトウェア業］受託開発ソフトウェア業、プログラム作成業、情報シス
テム開発業、ソフトウェア作成コンサルタント業
［組込みソフトウェア業］組込みソフトウェア業
［パッケージソフトウェア業］パッケージソフトウェア業
［ゲームソフトウェア業］ゲーム用ソフトウェア作成業
［情報処理サービス業］受託計算サービス業、計算センター、タイムシェアリングサ
ービス業、マシンタイムサービス業、データエントリー業、パンチサービス業など
（システムインテグレーションサービスを含む）
［情報提供サービス業］データベースサービス業（不動産情報、交通運輸情報、
気象情報、科学技術情報などの提供サービス業）
［その他の情報処理・提供サービス業］市場調査業、世論調査業など
※プログラムのメンテナンス保守・運用も含む
［ポータルサイト・サーバ運営業］ウェブ情報検索サービス業、インターネット・シ
ョッピング・サイト運営業、インターネット・オークション・サイト運営業
［アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ］ＡＳＰ（アプリケーシ
ョン・サービス・プロバイダ）、ウェブ・コンテンツ提供業（電気通信役務利用放送に
該当しないもの）
［インターネット利用サポート業］電子認証業、情報ネットワーク・セキュリティ・
サービス業
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映像・音声・文字情報制作業

ーション制作業を含む）

［映画・ビデオ制作業］映画撮影所、小型映画制作業、映画制作業、ビデオ制作
業
［アニメーション制作業］アニメーション制作業

４１３

新聞業

［新聞業］新聞社、新聞発行業、新聞印刷発行業

４１４

出版業

［出版業］書籍出版・印刷出版業、教科書出版・印刷出版業、辞典出版・印刷出版
業、パンフレット出版・印刷出版業、雑誌・定期刊行物出版・印刷出版業、情報誌
発行業

５１１

繊維品卸売業

５１２

衣服・身の回り品卸売業

５２１

農畜産物・水産物卸売業

５２２

食料・飲料卸売業

５３１

建築材料卸売業

５３２

化学製品卸売業

［生糸・繭卸］
［繊維原料卸］綿花、原毛、化学繊維、羊毛、麻類、レーヨンパルプなど
［糸卸］綿糸、人絹糸、スフ糸、合成繊維糸、毛糸、絹糸、麻糸など
［織物卸］綿・スフ織物、絹・人絹織物、毛織物、合成繊維織物、ニット生地、反物、
麻織物など（室内装飾繊維品を除く）
［男子服卸］背広、学生服、オーバーコート、ズボン、作業服など
［婦人・子供服卸］ドレス、スーツ、スカート、ブラウス、子供服など
［下着類卸］下着（パンツ、スリップ、ズボン下など）、シャツなど
［寝具類卸］パジャマ、毛布、ふとん、ふとん綿、座ぶとん、敷布、マットレス、ナイト
ガウンなど
［靴・履物卸］各種の靴、靴ひも、地下足袋、げた、草履、スリッパなど
［かばん・袋物卸］かばん、袋物、ランドセル、ハンドバッグ、小物入れ（さいふ、定
期券入れなど）、トランクなど
［その他の衣服・身の回り品卸］和服、タオル、ハンカチーフ、手袋、和洋傘、ラ
イター、小間物（ヘアネット、くし、歯ブラシなど）、洋品雑貨（靴下、マフラー、ネク
タイ、ベルト、ステッキなど）、ボタン、帽子、かつら、化粧道具、装身具（貴金属製
を除く）、うちわなど
［米麦卸］
［雑穀・豆類卸］雑穀、豆類、小麦粉、でん粉など
［野菜卸］生鮮野菜、青物市場仲買業など
［果実卸］果実類、木の実、果物市場仲買業など
［食肉卸］食肉、畜産副生物など
［生鮮魚介卸］鮮魚、貝類、冷凍魚など
［その他の農畜産物・水産物卸］原皮、原羽毛、種実（製油用）、家畜、卵、はち
みつ、わら類、海藻など
［砂糖・味そ・しょう油卸］砂糖、粉糖、異性化糖、味そ、しょう油、たまりなど
［酒類卸］日本酒、洋酒、果実酒、味りんなど
［乾物卸］塩干魚、干しのり、こんぶ、香辛料、こんにゃく粉、高野豆腐、乾燥野菜、
寒天など
［菓子・パン類卸］和菓子、洋菓子、パン類、あめなど
［飲料卸］清涼飲料、果汁、ミネラルウォータ、炭酸水、コーヒー飲料など
［茶類卸］茶、こぶ茶、紅茶、麦茶、コーヒー、ココア、中国茶など
［牛乳・乳製品卸］酪農製品（牛乳、バター、チーズ、練乳、粉乳など）、アイスクリ
ームなど
［その他の食料・飲料卸］水産練製品（かまぼこ、はんぺん、ちくわなど）、うどん・
そば・中華そば、氷、くん製品、ハム・ベーコン・ソーセージ、食用油、酢、レトルト
食品、豆腐、冷凍調理食品、塩、ソース、加工豆、缶詰、瓶詰、つぼ詰など
［木材・竹材卸］材木、銘木、竹材、まくら木、ベニヤ板、おけ材など
［セメント卸］
［板ガラス卸］
［建築用金属製品卸（建築用金物を除く）
］サッシなど
［その他の建築材料卸］れんが、かわら、タイル、石材、人造石、大理石、砂利、砕
石、土・砂、壁土、漆くい、石灰、繊維板、ヒューム管・セメントポール、衛生用陶磁
器、コンクリートブロック、スレート、シャッター、パネル等建築部材、建築用プラス
チック板・管、ビニルタイルなど
［塗料卸］塗料、エナメル、ラッカー、ペンキ、漆、印刷インキ、パテなど
［プラスチック卸］プラスチック板・管（建築用を除く）など
［その他の化学製品卸］染料、顔料、着色剤、食品染料、硫酸、塩酸、防腐剤、溶
剤、ソーダ、農薬、コールタール、工業用アルコール、圧縮ガス、液体ガス、接着
剤、現像液、カーボンブラック、筆記用インキ、靴墨、セルロイド生地、工業塩、合
成ゴム、界面活性剤、ドライアイス、動植物油脂（食用油を除く）、ろう、油脂製品
（ボイル油、ステアリン酸、オレイン酸、グリセリンなど）、火薬、爆薬、火工品、花火
など

４１１

映画・ビデオ制作業（アニメ

【卸売業】
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５３３

石油・鉱物卸売業

５３４

鉄鋼製品卸売業

５３５

非鉄金属卸売業

５３６

再生資源卸売業

５４１

産業機械器具卸売業

５４２

自動車卸売業

５４３

電気機械器具卸売業

５４９

その他の機械器具卸売業

５５１

家具・建具・じゅう器等卸売
業

５５２

医薬品・化粧品等卸売業

５５３

紙、紙製品卸売業

［石油卸］原油、ナフサ、揮発油、潤滑油、灯油、軽油、重油、機械油、ＬＰＧ、プロ
パンガス、アスファルトなど
［鉱物卸］石炭、コークス、鉄鉱、銅鉱、マンガン鉱、砂鉄、ボーキサイト、タングステ
ン鉱、石灰石、雲母、粘土、黒鉛、陶磁器用原料など
［鉄鋼卸］鉄鋼粗製品、鋼材、鉄板、鉄線、針金、ドラム缶、ブリキ、鉄管、鋳・鍛鋼
品、溶接棒、トタン、ばねなど
［非鉄金属卸］銅板、銅地金、銅管、金地金、銀・白金地金、アルミニウム地金、ア
ルミニウム板、鉛管、はんだ、真ちゅうなど
［空瓶・空缶等空容器卸］空瓶、空缶、空たる、空袋、空箱など
［鉄スクラップ卸］鉄くず、廃車処理など
［非鉄金属スクラップ卸］
［古紙卸］
［その他の再生資源卸］くず繊維、カレット（ガラスくず）、古ゴム、プラスチック再生
資源など
［農業用機械器具卸］噴霧機・散粉機、トラクタ（農業用）、コンバイン、田植機など
［建設機械・鉱山機械卸］掘削機械、くい打機、せん孔機、破砕機、建設用クレー
ン、土木機械、整地機械など
［金属加工機械卸］旋盤、ボール盤、フライス盤、せん断機、鍛造機械、鋳造装置、
プレス機械など
［事務用機械器具卸］金銭登録機、複写機、ワードプロセッサ、会計機、事務用印
刷機、ファクシミリ、電子式卓上計算機、金庫など
［その他の産業機械器具卸］繊維機械、製材機械、自動販売機、製本機械、治具・
工具類、娯楽用機械、食料品加工機械、ポンプ・圧縮機、はん用内燃機関、ボイ
ラ、荷役運搬設備、消火器、ミシン、ガス器具、石油ストーブ、金型、配管冷暖房
設備など
［自動車卸］乗用車、トラック、バス、タンクローリー、コンクリートミキサー車、冷凍
車、二輪自動車、スクータ、中古自動車、自動車販売（卸）に伴う各種手数料収入
など
［自動車部分品・附属品卸］自動車タイヤ、カーアクセサリー、カーエアコン、カー
ステレオなど
［自動車中古部品卸］自動車中古部品、自動車解体業
［家庭用電気機械器具卸］テレビ、ラジオ、ステレオ、電気冷蔵庫、電気掃除機、電
気洗濯機、電気ストーブ、照明器具、ＭＤコンポ、ルームエアコン、ＤＶＤレコー
ダ、電子レンジ、録音・録画ディスク（記録されていないもの）、ビデオカメラ、電気
毛布、デジタルカメラなど
［電気機械器具卸（家庭用電気機械器具を除く）
］無線通信機械器具、有線通信
機械器具、警報機、発電機、電動機、変圧器、電話機、電気炉、電線、架線金
物、蓄電池、配線器具、ネオンサイン装置、パーソナルコンピュータ、パソコンソフ
ト、電子手帳、携帯電話、半導体素子など
［輸送用機械器具卸（自動車を除く）］船舶、航空機、ヨット、リヤカー、自転車、
荷車、運搬車、車椅子（電動含む）、フォークリフトトラックなど
［計量器・理化学機械器具・光学機械器具等卸］理化学機械器具、測定用機械
器具、度量衡器、写真機械器具、光学機械器具、光学レンズ、時計、眼鏡、コンタ
クトレンズ、体温計など
［医療用機械器具卸（歯科用機械器具を含む）］電気医療機械器具、レントゲン
装置、歯科医療機械器具、吸入器、注射器具、血圧計など
［家具・建具卸］家具（木製、金属製など）、鏡、浴槽、ベッド、建具、ふすま、つい
立て、ブラインド、額縁、宗教用具、流し台など
［荒物卸］荒物雑貨、ほうき、かご、わら工品、荷造ひも、線香、マッチ、ろうそく、は
し、バケツ、ラップフィルムなど
［畳卸］畳表、畳床、ござ、敷物など
［室内装飾繊維品卸］じゅうたん、カーペット、カーテンなど
［陶磁器・ガラス器卸］瀬戸物、焼物、ガラス器など
［その他のじゅう器卸］魔法瓶、プラスチック製容器・食器、金属製食器（ナイフ、
フォーク、スプーン、皿等）、漆器など
［医薬品卸］医薬品、漢方薬、朝鮮人参、薬用酒、生薬、コンタクトレンズ洗浄剤、
保存液など
［医療用品卸］医療材料、衛生材料、紙おむつ、衛生用ゴム製品、医療用コルセッ
ト、マスクなど
［化粧品卸］化粧品、香水、石けん、シャンプー、歯磨、白髪染など
［合成洗剤卸］
［紙・紙製品卸］洋紙、和紙、加工紙、紙製品、板紙、紙器、段ボール、アルバム、
カレンダー、トイレットペーパーなど
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５５９

その他の卸売業

［金物卸］金物、刃物、錠前、金具、ボルト、ナット、リベット、18 リットル缶、金属製
台所用品（なべ、やかん、フライパンなど）、すき・くわ・かま、くぎなど
［肥料・飼料卸］化学肥料、有機質肥料、飼料、ペットフードなど
［スポーツ用品卸］スポーツ用品（野球用品、ゴルフ用品、登山用品、釣道具等）、
運動衣など
［娯楽用品・がん具卸］娯楽用品（囲碁、将棋、マージャン、トランプ、花札、かる
たなど）、がん具、人形、幼児用乗物、テレビゲーム機、ゲーム用ソフト、遊園器具
（すべり台、シーソーなど）など
［たばこ卸］
［ジュエリー製品卸］宝石、金製品、装身具、真珠など
［書籍・雑誌卸］書籍・雑誌（古本を含む）など
［代理商、仲立業］ブローカー、仲立業、代理業、買継業
［他に分類されないその他の卸］種苗、花、愛がん用動物、文房具、美術品・骨と
う品、楽器、なめし革製品、生ゴム、ゴム製品、情報記録物（録音、録画済のも
の）、時計バンド、写真フィルム、Ｘ線フィルム、き章・バッジ、製紙用パルプ、ポリエ
チレン袋、と石、ガラス繊維、漁網、墓石、仮設トイレ、木炭、まき、練炭、豆炭、オ
ガライトなど

織物・衣服・身の回り品小売

［呉服・服地・寝具小売］呉服、服地、和服、帯、裏地、ふとん、毛布、敷布、ナイ
トガウン、まくら、マットレス、パジャマなど
［男子服小売］背広、学生服、オーバーコート、ズボンなど
［婦人・子供服小売］スカート、ブラウス、子供服、毛皮コートなど
［靴・履物小売］各種の靴、靴ひも、靴墨、げた、草履、スリッパなど
［その他の織物・衣服・身の回り品小売］かばん、袋物（ハンドバッグ、札入れ、
名刺入れなど）、洋品雑貨、小間物、装身具（貴金属製を除く）、化粧道具、シャ
ツ、帽子、ネクタイ、ハンカチーフ、ふろしき、タオル、足袋、靴下、扇子・うちわ、ベ
ルト、下着、裁縫用品、和洋傘、ステッキ、白衣、かつらなど
［各種食料品小売］
［野菜・果実小売］
［食肉小売］食肉、肉製品、ハム・ソーセージ、卵など
［鮮魚小売］鮮魚、貝類、川魚、冷凍魚など
［酒小売］
［菓子・パン小売］和菓子、洋菓子、干菓子、駄菓子、あめ、焼きいも、アイスクリ
ーム、パンなど
［その他の飲食料品小売］コンビニエンスストア（飲食料品を中心とするもの）、牛
乳、乳製品、ミネラルウォーター、そう菜、調理パン、すし、茶、コーヒー、豆腐、こ
んにゃく、漬物、かまぼこ、氷、清涼飲料、乾めん、調味料、夕食材料宅配、干
魚、干ぴょう、麩、乾燥野菜、くん製、米麦、雑穀、豆類など
［自動車小売］自動車（中古車を含む）、自動車部分品・附属品、自動車タイヤ、二
輪自動車、スクータ、二輪自動車部分品・附属品、カーアクセサリー、カーエアコ
ン、自動車販売（小売）に伴う各種手数料収入など
［自転車小売］自転車・部分品・附属品、自転車タイヤ・チューブ、リヤカー、中古自
転車、車椅子（電動含む）など
［電気機械器具小売（中古品を除く）
］テレビ・ラジオ受信機、電気冷蔵庫、電球、
録音・録画ディスク（記録されていないもの）、電気音響機械器具、電気毛布、ホッ
トカーペット、電話機、ビデオカメラ、電気医療機械器具など
［電気事務機械器具小売（中古品を除く）
］タイムレコーダー、パーソナルコンピュ
ータ、ワードプロセッサ、プリンター、卓上計算機、パソコンソフト（ゲーム用を除く）
など
［中古電気製品小売］
［その他の機械器具小売］ガス器具、石油ストーブ、家庭用ミシン、編機、金庫、度
量衡品、浄水器など
［家具・建具・畳小売］家具、ベッド、浴槽、額縁、鏡台、流し台、建具（ふすま、
障子など）、畳、ござ、花むしろ、じゅうたん、カーテンなど
［宗教用具小売］仏具、神具など
［金物小売］金物雑貨、刃物、ほうろう鉄器、くぎ、錠前、魔法瓶、アルミニウム製
品、鉄器など
［荒物小売］日用雑貨、ほうき、ざる、わら製品、マッチ、ろうそく、包装用品、農業用
ビニールシート、ラップ類、アルミホイル、鋳物製ストーブ、ポリバケツ、荷造りひ
も、ガムテープなど
［陶磁器・ガラス器小売］瀬戸物、焼物、陶器、磁器、ガラス器など
［その他のじゅう器小売］漆器、茶道具、華道具、プラスチック製食器など

【小売業】
５７０

業

５８０

飲食料品小売業

５９１

自動車・自転車小売業

５９３

機械器具小売業

６０２

家具・建具・じゅう器小売業
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６０３

医薬品・化粧品小売業

６０５

燃料小売業

６０９

その他の小売業

６１０

無店舗小売業

［医薬品小売］医薬品、医療用品、薬用酒、紙おむつ、体温計、コンタクトレンズ洗
浄剤・保存液など
［調剤薬局］薬局、ファーマシー
［化粧品小売］化粧品、香水、歯磨、石けん、シャンプー、白髪染など
［燃料小売］ガソリンスタンド、揮発油（ガソリン）、軽油、灯油、プロパンガス、石炭、
練炭、薪など
［農業用品小売］農業用機械器具、鳥獣害防除器具、家畜用機器、耕うん機、苗・
種子、肥料、農薬、飼料など
［書籍・文房具小売］書籍、雑誌、新聞（販売店を含む）、紙、紙製品、古本、文房
具、絵画用品、アルバム、カレンダーなど
［スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売］スポーツ用品、釣具、狩猟用具、
スポーツ用靴、運動衣、おもちゃ、人形、娯楽用品（囲碁、将棋、マージャン、トラ
ンプ、花札、かるたなど）、テレビゲーム機、ゲーム用ソフト、和洋楽器、情報記録
物（録音、録画済のもの）など
［写真機・時計・眼鏡小売］写真機、撮影機、映写機、写真感光材料、写真フィ
ルム、時計屋、眼鏡、コンタクトレンズ、双眼鏡、望遠鏡など
［他に分類されない小売］たばこ・喫煙用具、花・植木、建築材料（木材、セメント、
板ガラス、ブロックなど）、ジュエリー製品、美術品、名刺、印章、愛がん用動物、
鑑賞用魚、ペットフード、ペット用品、標本、碑石・墓石、旗ざお・物干しざお、絵
画、骨とう品、中古衣服、古道具、古楽器、みやげ品など
店舗を持たず、カタログや新聞・雑誌・テレビジョン・ラジオ・インターネット等で広告
を行い、通信手段によって個人からの注文を受け商品の販売を行う。家庭等を訪問
し個人への物品販売又は販売契約を行う。自動販売機によって物品の販売を行う。

【金融業、保険業】
６４３

クレジットカード業、割賦金

［クレジットカード業、割賦金融業］

融業
【不動産業、物品賃貸業】
７０２

産業用機械器具賃貸業

７０３

事務用機械器具賃貸業

７０４

自動車賃貸業（レンタルを除く）

［産業用機械器具賃貸業］
（レンタルを含む）
［建設機械器具賃貸業］
（レンタルを含む）
［事務用機械器具賃貸業］
（レンタルを含む）
＊リースした複写機のメンテナンスを含む。
［電子計算機・同関連機器賃貸業］
（レンタルを含む）
［自動車賃貸業］
（レンタルを除く）

７０５

スポーツ・娯楽用品賃貸業

［スポーツ・娯楽用品賃貸業］
（レンタルを含む）

７０８

その他の物品賃貸業

［その他の物品賃貸業］映画・演劇用品賃貸業、貸衣しょう業など（レンタルを含む）

【学術研究、専門・技術サービス業】
この業種に属する研究・開発事業には、次の研究所等の独立の研究施設のほか、
独立の組織で行っている研究・開発活動や試験サービスも含まれる。
［研究所］理学研究所、工学研究所、農学研究所、医学・薬学研究所、人文・社会
科学研究所、試験研究所など
［研究・開発］新製品開発、試験研究など
［試験サービス］食品試験サービス、製品試験サービス、Ｘ線検査など
［デザイン業］工業デザイン事務所、クラフトデザイン業、インテリアデザイン事務
所、商業デザイン事務所など
顧客の要請に応じ、プラント又は機械設備システム等を完成させることに関連し、必
要となる事前コンサルティング、設計、建設、据え付け、試運転、操業、保全等の一
連の業務のすべて、又いくつかの組み合わせを請け負い、総合的に管理して自ら
若しくは、外部の事業者を活用して行う事業。
［広告業］総合広告業、広告代理業、新聞広告代理業、インターネット広告業、屋
外広告業・車両広告業・電柱広告業（総合的なサービスを提供するもの）など

７１０

学術・開発研究機関

７２６

デザイン業

７２８

エンジニアリング業

７３０

広告業

７４３

機械設計業

［機械設計業］機械設計業、機械設計製図業など

７４４

商品・非破壊検査業

７４５

計量証明業

７４６

写真業

［商品検査業］計量検定所、肥料検査所など
［非破壊検査業］
［一般計量証明業］質量計量証明業、長さ・面積等計量証明業など
［環境計量証明業］環境測定分析業、水質汚濁測定分析業など
［その他の計量証明業］金属・鉱物分析業など
［写真業（商業写真業を除く）
］写真撮影業、写真館、街頭写真業など
［商業写真業］商業写真業、宣伝写真業、出版写真業、広告写真業など
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【宿泊業、飲食サービス業】
７６０

一般飲食店

７７０

持ち帰り・配達飲食サービス
業

大衆食堂、定食屋、日本料理店、そば・うどん店、すし店、中華料理店、西洋料理
店、喫茶店（スナックバーを除く）、社員食堂（食材を自社で購入している場合。な
お、調理人等だけを委託先に派遣している場合は、「912 労働者派遣業」。）、その
他の一般飲食店（ハンバーガー店、お好み焼き店、甘味屋、アイスクリーム店など）
［持ち帰り飲食サービス業］すし、弁当、クレープなど
［配達飲食サービス業］宅配ピザ屋、仕出し料理屋、デリバリー専門店、給食セン
ター、病院給食など

【生活関連サービス業、娯楽業】
７８１

洗濯業

７８９

その他の洗濯・理容・美容・
浴場業

７９１

旅行業

７９６

冠婚葬祭業（冠婚葬祭互助会
を含む）

７９７

写真現像・焼付業

７９８

その他の生活関連サービス業

８０１

映画館

８０４

スポーツ施設提供業

８０５

公園，遊園地・テーマパーク

［普通洗濯業］クリーニング業、ランドリー業など
［洗濯物取次業］洗濯物取次所など
［リネンサプライ業］リネンサプライ業、貸おしぼり業、貸ぞうきん業など
［理容業］理容店、理髪店、バーバー、床屋など
［美容業］美容室、美容院、ビューティサロンなど
［一般公衆浴場業］銭湯業、湯屋業、ふろ屋業など
［その他の洗濯・理容・美容・浴場業］洗張・張物業、寝具消毒・乾燥業、エステ
ティック業、マニキュア業、ペディキュア業、ネイルサロン、ソープランド業など
［旅行業］第一種旅行業（海外・国内旅行の主催等）、第二種旅行業（国内旅行の
主催、海外・国内旅行の手配等）、第三種旅行業（海外・国内旅行の手配等）など
［旅行業者代理業］旅行業者代理業など
［葬儀業］葬儀屋、斎場、葬儀会館など
［結婚式場業］結婚式場業など
［冠婚葬祭互助会］冠婚葬祭互助会など
［写真現像・焼付業］写真現像・焼付業、写真修整業、ＤＰＥ取次業、デジタルカメ
ラによるプリントサービスなど
［家事サービス業］ハウスメイドなど
［衣服縫製修理業］衣服縫製業（材料個人持ちのもの）、衣服修理業、更生仕立直
し業、裏返し業、和・洋服裁縫業（材料個人持ちのもの）、かけはぎ業など
［物品預かり業］手荷物預り業、自転車預り業、コインロッカー業など
［火葬・墓地管理業］墓地管理業、霊園管理事務所、納骨堂、火葬業、火葬場など
［他に分類されない生活関連サービス業］食品賃加工業、結婚相談業、結婚式
場紹介業など
［映画館］映画館、映画館賃貸業、ミニ・シアター、ビデオ・シアター、シネマコンプ
レックスなど
［スポーツ施設提供業］体育館、テニス場、ゴルフ練習場、バッティング・テニス練
習場、フィットネスクラブなど
［公園］公園、庭園、公園管理事務所など
［遊園地］遊園地、遊園場など
［テーマパーク］テーマパークなど

【サービス業（他に分類されないもの）】
［一般廃棄物処理業］一般廃棄物の収集運搬業・処理・処分業など
［産業廃棄物処理業］産業廃棄物の収集運搬業・処理・処分業、特別管理産業廃
棄物の収集運搬業・処理・処分業など
［その他の廃棄物処理業］死亡獣畜取扱業など
［一般機械修理業］ 機械修理業、内燃機関修理業、航空機整備業、フォークリフト
整備業、農業用トラクタ修理業など
［建設機械・鉱山機械整備業］建設用トラクタ整備業、掘削機械整備業、建設用ク
レーン整備業、整地機械整備業、基礎工事用機械整備業、鉱山機械整備業など
［電気機械器具修理業］ 電気機械器具修理業など
［表具業］ 表具業、びょうぶ張業、ふすま張業、障子張業など
［その他の修理業］家具修理業、時計修理業、かじ業、他に分類されない修理業
（台所用金属器機、楽器の調律・修正など）

８８０

廃棄物処理業

９００

機械等修理業

９１１

職業紹介業

［職業紹介業］民営職業紹介業、労働者供給業、労働者募集業、マネキン紹介業など

９１２

労働者派遣業

［労働者派遣業］労働者派遣業など

９２７

ディスプレイ業

［ディスプレイ業］ディスプレイ業など

９２８

テレマーケティング業

［テレマーケティング業］テレマーケティング業など

９２９

その他の事業サービス業

［その他の事業サービス業］速記・ワープロ入力・複写業、産業用設備洗浄業、看
板書き業、新聞切抜業、パーティ請負業、レッカー車業、圧縮ガス・液化ガス・液
化石油ガス充てん業、サンプル配布業など
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別表２ 地域区分表
北米
アメリカ合衆国
カナダ

欧州

アジア

英国
フランス
ドイツ
ベルギー
アイルランド
スイス
ポルトガル
オランダ
イタリア
ルクセンブルク
スペイン
ギリシャ
マルタ
オーストリア
ノルウェー
セルビア・モンテネグロ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
マケドニア旧ユーゴスラビア
共和国
クロアチア
スロベニア
デンマーク
アイスランド
スウェーデン
トルコ
フィンランド
キプロス
モナコ
アンドラ
アゾレス（葡）
ジブラルタル（英）
サンマリノ
リヒテンシュタイン
バチカン
ポーランド
チェコ
スロバキア
ハンガリー
アルバニア
ルーマニア
ブルガリア
エストニア
ラトビア
リトアニア
ロシア
アゼルバイジャン
アルメニア
ウズベキスタン
カザフスタン
キルギス
タジキスタン
トルクメニスタン
グルジア
ウクライナ
ベラルーシ
モルドバ
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ASEAN
中華人民共和国
（香港・マカオを含む）
インド
パキスタン
バングラデシュ
スリランカ
大韓民国
台湾
ネパール
モルディブ
東ティモール
朝鮮民主主義人民共和国
モンゴル

ASEAN
ミャンマー
マレーシア
シンガポール
タイ
インドネシア
フィリピン
ラオス
ベトナム
ブルネイ
カンボジア

