
別表１－２．日本標準産業分類との対応表 　

番号 業種名
業種名

※なお、小分類で表示した業種は、それぞれ「管理、
補助的経済活動を行う事業所」を含む。

農業、林業、漁業  
0101 農業 中分類01　農業
0102 林業 中分類02　林業
0103 漁業・水産養殖業 大分類 B　漁業

鉱業、採石業、砂利採取業
0201 鉱業、採石業、砂利採取業 大分類 C　鉱業，採石業，砂利採取業

建設業
0301 建設業 大分類 D　建設業

食料品、飲料・たばこ・飼料製造業
0401 食料品製造業 中分類09　食料品製造業

0402 飲料製造業
小分類 101　清涼飲料製造業　102　酒類製造業　103
茶・コーヒー製造業（清涼飲料を除く）　104　製氷業

0403 たばこ製造業 小分類105　たばこ製造業
0404 飼料・有機質肥料製造業 小分類106　飼料・有機質肥料製造業

繊維工業
0501 製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸 小分類111　製糸業，紡績業，化学繊維・ねん糸等製

　製造業
0502 織物業、ニット生地製造業 小分類112　織物業　113　ニット生地製造業

0503 染色整理業、綱・網・レース・繊維粗
小分類114　染色整理業　　115　綱・網・レース・繊維
粗製品製造業

　 製品製造業

0504 衣服・その他の繊維製品製造業
小分類116　　外衣・シャツ製造業（和式を除く）　117
下着類製造業　　118　和装製品・その他の衣服・繊維
製身の回り品製造業　　119　その他の繊維製品製造

木材・木製品、パルプ・紙・紙加工品
製造業

0601 木材・木製品製造業 中分類12　木材・木製品製造業（家具を除く）
0602 パルプ・紙製造業 小分類141　パルプ製造業　　142　紙製造業

0603 紙加工品製造業
小分類143　加工紙製造業　144　紙製品製造業　145
紙製容器製造業　149　その他のパルプ・紙・紙加工品

化学工業
0701 化学肥料製造業 小分類161　化学肥料製造業製造業
0702 無機化学工業製品製造業 小分類162　無機化学工業製品製造業
0703 有機化学工業製品製造業 小分類163　有機化学工業製品製造業

0704
油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活
性剤・塗料製造業

小分類164　油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活
性剤・塗料製造業

0705 医薬品製造業 小分類165　医薬品製造業

0706
化粧品・歯磨、その他の化粧用調整品製
造業

小分類166　化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製
造業

0707 その他の化学工業 小分類169　その他の化学工業

石油製品・石炭製品製造業
0801 石油精製業 小分類171　石油精製業

0802 その他の石油製品・石炭製品製造業
小分類172　潤滑油・グリース製造業（石油精製業によ
らないもの）　　173　コークス製造業　　　174　　舗装材
料製造業　　　179　その他の石油製品・石炭製品製造

注．「研究所」は親会社と同一の業種格付けとする。
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※なお、小分類で表示した業種は、それぞれ「管理、
補助的経済活動を行う事業所」を含む。

窯業・土石製品製造業
0901 ガラス・同製品製造業 小分類211　ガラス・同製品製造業
0902 セメント・同製品製造業 小分類212　セメント・同製品製造業

0903 その他の窯業・土石製品製造業

小分類213　建設用粘土製品製造業（陶磁器製を除く)
214　陶磁器・同関連製品製造業　　215　耐火物製造
業　　216　炭素・黒鉛製品製造業　　217　研磨材・同
製品製造業　　218　骨材・石工品等製造業　　219　そ
の他の窯業・土石製品製造業

鉄鋼業

1001 銑鉄・粗鋼・鋼材製造業
小分類221　製鉄業　　222　製鋼・製鋼圧延業　　223
製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材を除く）
224　表面処理鋼材製造業

1002 鋳鍛造品・その他の鉄鋼製品製造業 小分類225　鉄素形材製造業　　229　その他の鉄鋼業

非鉄金属製造業

1101 非鉄金属製錬・精製業
分類231　　非鉄金属第1次製錬・精製業　　232　非鉄
金属第2次製錬・精製業（非鉄金属合金製造業を含

1102 その他の非鉄金属製品製造業
233 非鉄金属・同合金圧延業（抽伸、押出しを含む）
234　電線・ケーブル製造業　235 非鉄金属素形材製
造業　239 その他の非鉄金属製造業

金属製品製造業

1201 建設用・建築用金属製品製造業
小分類244　建設用・建築用金属製品製造業（製缶板
金業を含む)

1202 その他の金属製品製造業

小分類240　　管理，補助的経済活動を行う事業所（24
金属製品製造業）　241　　ブリキ缶・その他のめっき板
等製品製造業　242　　洋食器・刃物・手道具・金物類
製造業　243　　暖房・調理等装置,配管工事用附属品
製造業　245　　金属素形材製品製造業　246　　金属
被覆・彫刻業，熱処理業（ほうろう鉄器を除く）　247
金属線製品製造業（ねじ類を除く)　248　　ボルト・ナッ
ト・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業　249　　その他の

はん用機械器具製造業
1301 一般産業用機械・装置製造業 小分類253　一般産業用機械・装置製造業

1302 その他のはん用機械器具製造業

小分類250　管理，補助的経済活動を行う事業所（25
はん用機械器具製造業）　251　　ボイラ・原動機製造
業　252　　ポンプ・圧縮機器製造業　259　　その他の
はん用機械・同部分品製造業

生産用機械器具製造業

1401 農業用機械、建設機械・鉱山機械、
小分類261　農業用機械製造業（農業用器具を除く）
262　　建設機械・鉱山機械製造業　263　　繊維機械

　繊維機械製造業

1402 生活関連産業用機械・基礎素材産業
小分類264　生活関連産業用機械製造業　265　　基礎
素材産業用機械製造業

　用機械製造業
1403 金属加工機械製造業 小分類266　金属加工機械製造業

1404 半導体・フラットパネルディスプレイ
小分類267　半導体・フラットパネルディスプレイ製造装
置製造業

　製造装置製造業
1405 その他の生産用機械器具製造業 小分類269　その他の生産用機械・同部分品製造業

業務用機械器具製造業

1501 事務用・サービス用・娯楽用機械器具製造業
小分類271　事務用機械器具製造業　　272　サービス
用・娯楽用機械器具製造業

1502 光学機械器具・レンズ製造業 小分類275　光学機械器具・レンズ製造業

1503 その他の業務用機械器具製造業
小分類273　計量器・測定器・分析機器・試験機・測量
機械器具・理化学機械器具製造業　　274　医療用機
械器具・医療用品製造業　　276　武器製造業
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電気機械器具製造業

1601 産業用電気機械器具製造業
小分類291　発電用・送電用・配電用電気機械器具製
造業　　292　産業用電気機械器具製造業

1602 民生用電気機械器具製造業 小分類293　民生用電気機械器具製造業

1603 電子応用装置製造業 小分類296　電子応用装置製造業

1604 その他の電気機械器具製造業
小分類294　電球・電気照明器具製造業　295　電池製
造業　　297　電気計測器製造業　　　299　その他の電
気機械器具製造業

情報通信機械器具、電子部品・デバイ
ス・電子回路製造業

1701
通信機械器具・同関連機械器具、映像・
音響機械器具製造業

小分類301　通信機械器具・同関連機械器具製造業
302　映像・音響機械器具製造業

1702 電子計算機・同附属装置製造業
小分類283　記録メディア製造業　　303　電子計算機・
同附属装置製造業

1703 電子部品・デバイス・電子回路製造業
小分類281　電子デバイス製造業　　282　電子部品製
造業　　284　電子回路製造業　　285　ユニット部品製
造業　　289　その他の電子部品・デバイス・電子回路

輸送機械器具製造業

1801 自動車、自動車車体・附随車製造業
細分類3111　自動車製造業（二輪自動車を含む）
3112　自動車車体・附随車製造業分類

1802 自動車部分品・附属品製造業 細分類3113　自動車部分品・附属品製造業

1803 その他の輸送用機械器具製造業

小分類312　鉄道車両・同部分品製造業　313　船舶製
造・修理業，舶用機関製造業　　314　航空機・同附属
品製造業　　315　産業用運搬車両・同部分品・附属品
製造業　　319　その他の輸送用機械器具製造業

その他の製造業
1901 家具・装備品製造業 中分類13　家具・装備品製造業

1902 印刷・同関連業 中分類15　印刷・同関連業

1903 プラスチック製品製造業 中分類18　プラスチック製品製造業（別掲を除く）

1904 ゴム製品製造業 中分類19　ゴム製品製造業

1905 なめし革・同製品・毛皮製造業 中分類20　なめし革・同製品・毛皮製造業

1906 その他の製造業

小分類321　貴金属・宝石製品製造業　　322　装身具・
装飾品・ボタン・同関連品製造業（貴金属・宝石製を除
く）　　　323　時計・同部分品製造業　　324　楽器製造
業　　325　がん具・運動用具製造業　　326　ペン・鉛
筆・絵画用品・その他の事務用品製造業　　327　漆器
製造業　　328　畳等生活雑貨製品製造業　　329　他

外資系企業動向調査 業種分類 日本標準産業分類（第13回改定）



番号 業種名
業種名

※なお、小分類で表示した業種は、それぞれ「管理、
補助的経済活動を行う事業所」を含む。

電気・ガス・熱供給・水道業
2001 電気業、ガス業、熱供給業、水道業 大分類 F　電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業
2101 通信業 中分類37　通信業
2102 放送業 中分類38　放送業
2103 情報サービス業 中分類39　情報サービス業
2104 インターネット附随サービス業 中分類40　インターネット附随サービス業
2105 映像・音声・文字情報制作業 中分類41　映像・音声・文字情報制作業

運輸業

2201
鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物、運
送業、水運業、航空運輸業、郵便業

中分類42　　鉄道業　　43　道路旅客運送業　　44
道路貨物運送業　　　45　水運業　　46　航空運輸業
47　倉庫業　　　48　運輸に附帯するサービス業　　49
郵便業（信書便事業を含む）

2202 倉庫業・運輸に附帯するサービス業

卸売業、小売業

2301 卸売業
中分類50　各種商品卸売業　　51　繊維・衣服等卸売
業　　52　飲食料品卸売業　　　53　建築材料，鉱物・
金属材料等卸売業　　54　機械器具卸売業　　　55　そ

2302 小売業
中分類56　各種商品小売業　　57　織物・衣服・身の回
り品小売業　　58　飲食料品小売業　　　59　機械器具
小売業　　60　その他の小売業　　61　無店舗小売業

金融業、保険業
2401 金融業、保険業 大分類J　金融業，保険業

不動産業
2501 不動産業 中分類68　不動産取引業　　69　不動産賃貸業・管理

物品賃貸業
2601 物品賃貸業 中分類70　物品賃貸業

宿泊業、飲食サービス業
2701 宿泊業 中分類75　宿泊業
2702 飲食店 中分類76　飲食店
2703 持ち帰り・配達飲食サービス業 中分類77　持ち帰り・配達飲食サービス業

教育、学習支援、医療、福祉、
複合サービス業

2801 教育、学習支援 大分類 O　教育，学習支援業
2802 医療、福祉 大分類 P　医療，福祉
2803 複合サービス業 大分類 Q　複合サービス事業

サービス業
2901 経営コンサルタント業、純粋持株会社 小分類728　経営コンサルタント業，純粋持株会社
2902 広告業 中分類73　広告業

2903
その他の学術研究、専門・技術サービス
業

中分類71　学術・開発研究機関　72　専門サービス業
（他に分類されないもの）（小分類728　経営コンサルタ
ント業，純粋持株会社を除く。）　74　技術サービス業
（他に分類されないもの）

2904 生活関連サービス業、娯楽業
中分類78　洗濯・理容・美容・浴場業　　79　その他の
生活関連サービス業　　80　娯楽業

2905 その他のサービス業 大分類 R　サービス業（他に分類されないもの）
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