
第２巻 産業編（都道府県表）公表様式 
 
Table 1 (Total of incorporated and individual establishments) 

  合計 
都道府県 年次 Total 

  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 establishments （人） （百万円） （百万円） （㎡） 
  計 法 人 個 人     

Prefecture Year Total Corporations Individuals Number of 
employees 

Annual sales 
of goods 

Value of goods 
in stock 

Sales floor 
space 

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

  卸売業 
  Wholesale trade 
  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 establishments （人） （百万円） （百万円） （㎡） 
  計 法 人 個 人     

  Total Corporations Individuals Number of 
employees 

Annual sales 
of goods 

Value of goods 
in stock 

Sales floor 
space 

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

  小売業 
  Retail trade 
  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 establishments （人） （百万円） （百万円） （㎡） 
  計 法 人 個 人     

  Total Corporations Individuals Number of 
employees 

Annual sales 
of goods 

Value of goods 
in stock 

Sales floor 
space 

     (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)  

都道府県 産業分類 事業所数 
Prefecture （４桁） Number of establishments 

東京特別区・   従業者規模 
政令指定都市   Number of employees 

Special ward Industrial 計         
of Tokyo and classification  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 
ordinance- (4-digit)          
designated  Total 1~ 2  3 ~ 4  5 ~ 9  10 ~ 19  20 ~ 29  30 ~ 49  50~ 99  Over 100  

city   persons persons Persons persons persons persons persons persons 
 

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 
employees 

Annual sales 
of goods 

Value of 
goods  in 

stock 

Sales floor 
space 

(persons) (million yen) (million yen) (㎡) 
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Table 3 (Total of incorporated and unincorporated establishments) 
都道府県 卸売 合 計 法 人 

Prefecture Wholesale Total Corporations 
東京特別区・ trade 
政令指定都市  

Special  小売 
就業者数 従業者数 計 有給投員 

ward Retail Number of persons engaged Number of employees Total Paid officer 
of Tokyo  trade     

and  計 男 女 計 男 女 計 男 女 男 女 
ordinance-  （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） 
designated 

city 
 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) 
 

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 4 (Total of incorporated and individuals establishments)  

   事業所数 
都道府県 卸売業 経営組織 Number of establishments 

Prefecture Wholesale  Legal  単独事業所 本店 
 trade status 計 〔支店を持たない事業所〕 〔支店を持っている事業所〕 
 小売業  Total   
 Retail trade   Single establishments Head offices 
    (Establishments without branches) (Establishments with branches) 

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

支店     Branches Number of Annual sales of Value of goods 
 計 本店は商業 本店は製造業 本店は他産業 employees goods in stock 
 Total Head office classified Head office classified Head office classified    
  as commerce As manufacturer as other industries (persons) (million yen) (million yen) 
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「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   

 
 
Table 5 (Total of incorporated and individual establishments) 

都道府県  計 現金販売 
Prefecture 産業分類 Total Cash sales 

  東京特別区・ 
政令指定都市 （３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 

Special ward   （百万円） （％）  （百万円） （％） 
of Tokyo and 
ordinance- 
designated 

Industrial 
classification 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

 (3-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) （％） 
 
 

Table 6 (Total of incorporated and individual establishments)  
都道府県 産業分類    

Prefecture （３桁） 合計 卸売計 小売計 
東京特別区・  Total Wholesale trade total  Retail trade total 
政令指定都市     

Special  Industrial  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  
ward of  classification  販売額  販売額  販売額 構成比 
Tokyo   （百万円）  （百万円）  （百万円） （％） 

and 
ordinance-
designated 

 Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Aggregate 
number of 

establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

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

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) (%) 
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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) (%) 
 
 
 Table 7 (Total of incorporated and individual establishments) 

都道府県  計  
Prefecture 産業分類 Total  

東京特別区・ （２桁）     事業所数 売場面積 年間商品販売額  
政令指定都市      

 （㎡） （百万円）  Special ward 
of Tokyo and 
ordinance-  

Industrial 
classification Number of 

establishments 
Sales floor 

space 
Annual sales of 

goods 
 

designated (2-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) 
 

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)  
 



Table 8 (Total of incorporated and individual establishments) 
都道府県  計 

Prefecture 産業分類 Total 
東京特別区・ （２桁）     事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積 
政令指定都市   （人） （百万円） （㎡） 

    Special ward 
of Tokyo and 
ordinance-  

Industrial 
classification Number of 

establishments 
Number of 
employees 

Annual sales of 
goods 

Sales floor 
space 

designated (2-digit)  (persons) (million yen) （㎡） 
 

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

    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) （㎡） 
 

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

    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) （㎡） 
 

１４時間以上 ２４時間未満 終日営業 
14 hours and over  ~  under 24 hours 24-hours operation 

    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) （㎡） 
 

不詳 
Business hours 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 
establishments 

Number of 
employees 

Annual sales 
of goods 

Sales floor 
space 

 (persons) (million yen) （㎡） 
 
Table 9 (Incorporated establishments) 

  合計 製造業の販売事業所 
都道府県 産業分類 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 

Prefecture Industrial  （人） （百万円） （百万円）  （人） （百万円） （百万円） 
 classification         

  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) 
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Table 10 (Incorporated establishments) 

都道府県  計 現金販売  
Prefecture 産業分類 Total Cash sales  

東京特別区・   
政令指定都市 （３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  

Special ward    （百万円） （％）  （百万円） （％）  
of Tokyo and 
ordinance- 

Industrial 
Classification 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio 

Number of 
establishments 

Annual sales 
of goods 

Composition 
ratio  

designated (3-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) （％） 
 
 
Table 11 (Incorporated establishments) 

   仕入先  Supplier 
都道府県 産業分類 計 本支店間移動 自店内製造 

 （３桁） Total Transfer between head office 
and branches 

Manufacturing in own 
establishments 

     
Industrial 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 

Prefecture Classification  （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 

 (3-digit) Number of 
establishments 

Annual sales of 
goods 

Composition 
ratio 

Annual sales of 
goods 

Composition 
ratio 

Annual sales of 
goods 

Composition 
ratio 

   (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) （％） 
 
 
 
 
 
 

第２巻 6P 



第２巻 7P 

 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) （％） 

 


