
海事・調査項目表（本社）

№ 共通項目名 １９９０年　本社企業 １９９１年　本社企業 １９９２年　本社企業 １９９３年　本社企業 １９９４年　本社企業
1 @HG
2 本社No 本社No 本社No 本社No 本社No 本社No

3 子会社No 子会社No 子会社No 子会社No 子会社No 子会社No

4 孫会社No 孫会社No 孫会社No 孫会社No 孫会社No 孫会社No

5 本社企業名
6 本社企業名(ﾌﾘｶﾞﾅ) 企業名 企業名 企業名 企業名 企業名

7 都道府県
8 市区郡
9 区町村

10 所在地
11 所在地（カタカナ） 所在地（カタカナ） 所在地 所在地 所在地 所在地

12 郵便番号 郵便番号 郵便番号 郵便番号 郵便番号 郵便番号

13 部課名
14 担当部課（カタカナ） 担当部課（カタカナ） 調査票作成担当部課 調査票作成担当部課 担当部課 担当者名

15 電話番号 電話番号 電話番号 電話番号 電話番号 電話番号

16 業種 業種分類 業種分類 業種分類 業種分類 業種分類

17 消費税の取扱 消費税の経理 消費税の処理 消費税の処理 消費税の経理 消費税経理処理

18 資本金または出資金 資本金 資本金 資本金 資本金 資本金

19 海外現地法人の有無
20 現地法人数 現地法人数 現地法人数 現地法人数 現地法人数

21 対外直接投資許可・届出額 対外直接投資の許可・届出累計対外直接投資の許可・届出累計対外直接投資の許可・届出累計対外直接投資の許可・届出累計額

22 うち、現地法人への出資金 うち、現地法人への出資金 うち、現地法人への出資金 うち、現地法人への出資金 うち、現地法人への出資金　

23 現地法人への投融資残高 現地法人への出資金残高 現地法人への投融資残高 現地法人への投融資残高 現地法人への出資金残高

24 うち、投融資現地法人への出資金 うち、現地法人への出資金残高うち、投融資_現地法人への出資うち、投融資現地法人への出資うち、現地法人への出資金残高

25 現地法人への保証残高 現地法人への保証残高

26 常時従業者数 従業員数 従業員数

27 操業状況
28 総資産 総資産 総資産

29 うち固定資産 うち、固定資産 うち、固定資産

30 うち有形固定資産 うち、有形固定資産 うち、有形固定資産

31 売上高 売上高 売上高 売上高 売上高 売上高

32 うち輸出高 うち、輸出高 輸出高 輸出高 うち、輸出高 うち、輸出高

33 うち現地法人向け輸出高 うち、現地法人向け輸出高 うち、現地法人向け輸出高 うち、現地法人向け輸出高 うち、現地法人向け輸出高 うち、現地法人向け輸出高

34 仕入高 仕入高 仕入高 仕入高 仕入高 仕入高

35 うち輸入高 うち、輸入高 輸入高 輸入高 うち、輸入高 うち、輸入高

36 うち現地法人からの輸入高 うち、現地法人からの輸入高 うち、現地法人からの輸入高 うち、現地法人からの輸入高 うち、現地法人向け輸入高 うち、現地法人向け輸入高

37 H６年度見込み売上高 H６年度見込み売上高

38 H６年度見込みうち、現地法人向け輸出高 H６年度見込みうち、現地法人向

39 H６年度見込み仕入高のうち現地法人からの輸入高 H６年度見込み仕入高のうち現地

40 H７年度計画売上高 H７年度計画売上高

41 H７年度計画うち、現地法人向け輸出高 H７年度計画うち、現地法人向け

42 H７年度計画仕入高のうち現地法人からの輸入高 H７年度計画仕入高のうち現地法

43 経常損益 経常利益 経常利益 経常利益 経常損益

44 税引後当期利益 税引後当期利益 税引後当期利益 税引後当期利益 税引後損益

45 北米向け輸出総額 売上高（うち輸出）　北米 売上高（うち輸出）北米

46 中南米向け輸出総額 売上高（うち輸出）中南米 売上高（うち輸出）中南米　

47 アジア向け輸出総額 売上高（うち輸出）ｱｼﾞｱ 売上高（うち輸出）ｱｼﾞｱ　

48 中東向け輸出総額 売上高（うち輸出）中東 売上高（うち輸出）中東　

49 ヨーロッパ向け輸出総額 売上高（うち輸出）ﾖｰﾛｯﾊﾟ 売上高（うち輸出）ﾖｰﾛｯﾊﾟ　

50 オセアニア向け輸出総額 売上高（うち輸出）オセアニア 売上高（うち輸出）オセアニア　

51 アフリカ向け輸出総額 売上高（うち輸出）アフリカ 売上高（うち輸出）アフリカ

52 北米現地法人向け輸出高内訳 うち、現地法人向け　北米 売上高（うち現地法人向け）北米

53 中南米現地法人向け輸出高内訳 うち、現地法人向け中南米 売上高（うち現地法人向け）中南米

54 アジア現地法人向け輸出高内訳 うち、現地法人向けアジア 売上高（うち現地法人向け）ｱｼﾞｱ

55 中東現地法人向け輸出高内訳 うち、現地法人向け中東 売上高（うち現地法人向け）中東

56 ヨーロッパ現地法人向け輸出高内訳 うち、現地法人向けヨーロッパ 売上高（うち現地法人向け）ﾖｰﾛｯﾊﾟ

57 オセアニア現地法人向け輸出高内訳 うち、現地法人向けオセアニア 売上高（うち現地法人向け）オセアニア

58 アフリカ現地法人向け輸出高内訳 うち、現地法人向けアフリカ 売上高（うち現地法人向け）アフリカ

59 合計現地法人向け輸出高内訳
60 北米向け輸入総額 仕入高（うち輸入）　北米 仕入高（うち輸入）北米

61 中南米向け輸入総額 仕入高（うち輸入）中南米 仕入高（うち輸入）中南米

62 アジア向け輸入総額 仕入高（うち輸入）アジア 仕入高（うち輸入）ｱｼﾞｱ

63 中東向け輸入総額 仕入高（うち輸入）中東 仕入高（うち輸入）中東

64 ヨーロッパ向け輸入総額 仕入高（うち輸入）ヨーロッパ 仕入高（うち輸入）ﾖｰﾛｯﾊﾟ

65 オセアニア向け輸入総額 仕入高（うち輸入）オセアニア 仕入高（うち輸入）オセアニア

66 アフリカ向け輸入総額 仕入高（うち輸入）アフリカ 仕入高（うち輸入）アフリカ

67 北米現地法人からの輸入高内訳 うち、現地法人から　北米 仕入高（うち現地法人）北米

68 中南米現地法人からの輸入高内訳 うち、現地法人から中南米 仕入高（うち現地法人）中南米

69 アジア現地法人からの輸入高内訳 うち、現地法人からアジア 仕入高（うち現地法人）ｱｼﾞｱ

70 中東現地法人からの輸入高内訳 うち、現地法人から中東 仕入高（うち現地法人）中東

71 ヨーロッパ現地法人からの輸入高内訳 うち、現地法人からヨーロッパ 仕入高（うち現地法人）ﾖｰﾛｯﾊﾟ

72 オセアニア現地法人からの輸入高内訳 うち、現地法人からオセアニア 仕入高（うち現地法人）オセアニア

73 アフリカ現地法人からの輸入高内訳 うち、現地法人からアフリカ 仕入高（うち現地法人）アフリカ

74 合計現地法人からの輸入高内訳
75 生産高 生産高 生産高 生産高 生産高

76 研究開発費 研究開発費 研究開発費

77 配当金 配当金 配当金

78 貸付金利息 貸付金利息 貸付金利息

79 ロイヤリティ ロイヤルティ ロイヤルティ

80 その他受取利息 その他受取収入 その他受取収入

81 合計 海外受取収益　合計 合計

82 海外へライセンシング　北米 海外ﾗｲｾﾝｼﾞﾝｸﾞ契約数　北米 海外への技術ライセンシング契約数　北米

83 海外へライセンシング　中南米 海外ﾗｲｾﾝｼﾞﾝｸﾞ契約数中南米 海外への技術ライセンシング契約数　中南米

84 海外へライセンシング　アジア 海外ﾗｲｾﾝｼﾞﾝｸﾞ契約数アジア 海外への技術ライセンシング契約数　ｱｼﾞｱ

85 海外へライセンシング　中東 海外ﾗｲｾﾝｼﾞﾝｸﾞ契約数中東 海外への技術ライセンシング契約数　中東

86 海外へライセンシング　ヨーロッパ 海外ﾗｲｾﾝｼﾞﾝｸﾞ契約数ヨーロッパ 海外への技術ライセンシング契約数　ﾖｰﾛｯﾊﾟ

87 海外へライセンシング　オセアニア 海外ﾗｲｾﾝｼﾞﾝｸﾞ契約数オセアニア 海外への技術ライセンシング契約数　オセアニア

88 海外へライセンシング　アフリカ 海外ﾗｲｾﾝｼﾞﾝｸﾞ契約数アフリカ 海外への技術ライセンシング契約数　アフリカ

89 海外へライセンシング　総計 海外ﾗｲｾﾝｼﾞﾝｸﾞ契約数総計 海外への技術ライセンシング契約数　総計

90 海外へライセンシング（うち現法向）北米 海外ﾗｲｾﾝｼﾝｸﾞうち現法向け　北米　 海外への技術ライセンシング契約数（うち現地法人）北米　

91 海外へライセンシング（うち現法向）中南米 海外ﾗｲｾﾝｼﾝｸﾞうち現法向け中南米 海外への技術ライセンシング契約数（うち現地法人）中南米　

92 海外へライセンシング（うち現法向）アジア 海外ﾗｲｾﾝｼﾝｸﾞうち現法向けアジア 海外への技術ライセンシング契約数（うち現地法人）ｱｼﾞｱ　

93 海外へライセンシング（うち現法向）中東 海外ﾗｲｾﾝｼﾝｸﾞうち現法向け中東 海外への技術ライセンシング契約数（うち現地法人）中東　

94 海外へライセンシング（うち現法向）ヨーロッパ 海外ﾗｲｾﾝｼﾝｸﾞうち現法向けヨーロッパ 海外への技術ライセンシング契約数（うち現地法人）ﾖｰﾛｯﾊﾟ　

95 海外へライセンシング（うち現法向）オセアニア 海外ﾗｲｾﾝｼﾝｸﾞうち現法向けオセアニア 海外への技術ライセンシング契約数（うち現地法人）オセアニア

96 海外へライセンシング（うち現法向）アフリカ 海外ﾗｲｾﾝｼﾝｸﾞうち現法向けアフリカ 海外への技術ライセンシング契約数（うち現地法人）アフリカ　

97 海外へライセンシング（うち現法向）総計 海外ﾗｲｾﾝｼﾝｸﾞうち現法向け総計 海外への技術ライセンシング契約数（うち現地法人）総計　

98 海外への派遣者数 海外への派遣者数 海外への派遣者数

99 うち現地法人への派遣者数 現地法人への派遣者数 現地法人への派遣者数

100 うち技術者 うち、技術者数 うち、技術者数

101 基礎研究－現在

1



海事・調査項目表（本社）

№ 共通項目名 １９９０年　本社企業 １９９１年　本社企業 １９９２年　本社企業 １９９３年　本社企業 １９９４年　本社企業
102 基礎研究－将来
103 応用研究－現在
104 応用研究－将来
105 開発研究（全世界向け）－現在
106 開発研究（全世界向け）－将来
107 開発研究（日本向け）－現在
108 開発研究（日本向け）－将来
109 企画・設計（全世界向け）－現在
110 企画・設計（全世界向け）－将来
111 企画・設計（日本向け）－現在
112 企画・設計（日本向け）－将来
113 試作－現在
114 試作－将来
115 生産（汎用品）－現在
116 生産（汎用品）－将来
117 生産（高付加価値品）－現在
118 生産（高付加価値品）－将来
119 本社－現在
120 本社－将来
121 持株会社－現在
122 持株会社－将来
123 生産の海外移転等に伴う国内雇用への対応
124 連結情報把握の迅速化
125 国際会計基準の採用
126 国内戦略① 国内戦略①

127 国内戦略② 国内戦略②

128 国内戦略③ 国内戦略③

129 今後海外展開　設立・拡充　北米
130 今後海外展開　設立・拡充　中南米
131 今後海外展開　設立・拡充　アジア
132 今後海外展開　設立・拡充　ヨーロッパ
133 今後海外展開　設立・拡充　オセアニア
134 今後海外展開　設立・拡充　その他
135 今後海外展開　現状維持　北米
136 今後海外展開　現状維持　中南米
137 今後海外展開　現状維持　アジア
138 今後海外展開　現状維持　ヨーロッパ
139 今後海外展開　現状維持　オセアニア
140 今後海外展開　現状維持　その他
141 今後海外展開　縮小　北米
142 今後海外展開　縮小　中南米
143 今後海外展開　縮小　アジア
144 今後海外展開　縮小　ヨーロッパ
145 今後海外展開　縮小　オセアニア
146 今後海外展開　縮小　その他
147 今後海外展開　委託生産　北米
148 今後海外展開　委託生産　中南米
149 今後海外展開　委託生産　アジア
150 今後海外展開　委託生産　ヨーロッパ
151 今後海外展開　委託生産　オセアニア
152 今後海外展開　委託生産　その他
153 今後海外展開　その他　北米
154 今後海外展開　その他　中南米
155 今後海外展開　その他　アジア
156 今後海外展開　その他　ヨーロッパ
157 今後海外展開　その他　オセアニア
158 今後海外展開　その他　その他
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海事・調査項目表（本社）

№ 共通項目名
1 @HG
2 本社No
3 子会社No
4 孫会社No
5 本社企業名
6 本社企業名(ﾌﾘｶﾞﾅ)
7 都道府県
8 市区郡
9 区町村

10 所在地
11 所在地（カタカナ）
12 郵便番号
13 部課名
14 担当部課（カタカナ）
15 電話番号
16 業種
17 消費税の取扱
18 資本金または出資金
19 海外現地法人の有無
20 現地法人数
21 対外直接投資許可・届出額
22 うち、現地法人への出資金
23 現地法人への投融資残高
24 うち、投融資現地法人への出資金
25 現地法人への保証残高
26 常時従業者数
27 操業状況
28 総資産
29 うち固定資産
30 うち有形固定資産
31 売上高
32 うち輸出高
33 うち現地法人向け輸出高
34 仕入高
35 うち輸入高
36 うち現地法人からの輸入高
37 H６年度見込み売上高
38 H６年度見込みうち、現地法人向け輸出高
39 H６年度見込み仕入高のうち現地法人からの輸入高
40 H７年度計画売上高
41 H７年度計画うち、現地法人向け輸出高
42 H７年度計画仕入高のうち現地法人からの輸入高
43 経常損益
44 税引後当期利益
45 北米向け輸出総額
46 中南米向け輸出総額
47 アジア向け輸出総額
48 中東向け輸出総額
49 ヨーロッパ向け輸出総額
50 オセアニア向け輸出総額
51 アフリカ向け輸出総額
52 北米現地法人向け輸出高内訳
53 中南米現地法人向け輸出高内訳
54 アジア現地法人向け輸出高内訳
55 中東現地法人向け輸出高内訳
56 ヨーロッパ現地法人向け輸出高内訳
57 オセアニア現地法人向け輸出高内訳
58 アフリカ現地法人向け輸出高内訳
59 合計現地法人向け輸出高内訳
60 北米向け輸入総額
61 中南米向け輸入総額
62 アジア向け輸入総額
63 中東向け輸入総額
64 ヨーロッパ向け輸入総額
65 オセアニア向け輸入総額
66 アフリカ向け輸入総額
67 北米現地法人からの輸入高内訳
68 中南米現地法人からの輸入高内訳
69 アジア現地法人からの輸入高内訳
70 中東現地法人からの輸入高内訳
71 ヨーロッパ現地法人からの輸入高内訳
72 オセアニア現地法人からの輸入高内訳
73 アフリカ現地法人からの輸入高内訳
74 合計現地法人からの輸入高内訳
75 生産高
76 研究開発費
77 配当金
78 貸付金利息
79 ロイヤリティ
80 その他受取利息
81 合計
82 海外へライセンシング　北米
83 海外へライセンシング　中南米
84 海外へライセンシング　アジア
85 海外へライセンシング　中東
86 海外へライセンシング　ヨーロッパ
87 海外へライセンシング　オセアニア
88 海外へライセンシング　アフリカ
89 海外へライセンシング　総計
90 海外へライセンシング（うち現法向）北米
91 海外へライセンシング（うち現法向）中南米
92 海外へライセンシング（うち現法向）アジア
93 海外へライセンシング（うち現法向）中東
94 海外へライセンシング（うち現法向）ヨーロッパ
95 海外へライセンシング（うち現法向）オセアニア
96 海外へライセンシング（うち現法向）アフリカ
97 海外へライセンシング（うち現法向）総計
98 海外への派遣者数
99 うち現地法人への派遣者数

100 うち技術者
101 基礎研究－現在

１９９５年　本社企業 １９９６年　本社企業 １９９７年　本社企業 １９９８年　本社企業 １９９９年　本社企業
種別 H H @HG

本社No 本社企業 本社コード 本社No 本社No

子会社No 子会社 子会社コード 子会社No 子会社No

孫会社No 孫会社 孫コード 孫会社No 孫会社No

本社企業名 本社企業名 本社企業名 本社企業名

企業名 本社企業名(ﾌﾘｶﾞﾅ) 本社企業名(ﾌﾘｶﾞﾅ) 本社企業名(ﾌﾘｶﾞﾅ) 本社企業名(ﾌﾘｶﾞﾅ)

都道府県 都道府県 都道府県 都道府県

市区郡 市区郡 市区郡 市区郡

区町村 区町村 区町村 区町村

所在地 所在地 所在地 所在地

所在地

郵便番号 郵便番号 郵便番号 郵便番号 郵便番号

部課名 部課名 部課名 部課名

担当者名

電話番号 電話番号 電話番号 電話番号 電話番号

業種分類 (105A)業種分類 (105A)業種分類 (104A)業種分類 (104A)業種分類

消費税経理処理 (105C)消費税取扱 (105B)消費税取扱 (104B)消費税取扱 (104B)消費税有無

資本金 (106A)資本金または出資金 (106A)資本金または出資金 (105A)資本金または出資金 (105A)資本金または出資金

(105B)現地法人数

海外直接投資 (701A)対外直接投資の許可・届(301A)対外直接投資許可・届出額（８年度実績）

(701B)うち現地法人への出資額

(601A)常時従業者数 (107A)常時従業者数 (106A)常時従業者数 (106A)常時従業者数

(201A)総資産 (201A)総資産

(201B)うち固定資産 (202A)うち固定資産

(201C)うち有形固定資産 (203A)うち有形固定資産

売上高 (301A)売上高 (201A)売上高 (201A)売上高 (301A)売上高

うち輸出高 (301B)うち輸出高 (201B)輸出額 (201B)輸出額 (302A)うち輸出高

うち現地法人向け輸出高 (301C)うち現地法人向け輸出高(201C)輸出額（現地向け） (201C)輸出額（現地向け） (303A)うち現地法人向け輸出高

仕入高 (302A)仕入高 (202A)仕入高 (202A)仕入高 (304A)仕入高

うち輸入高 (302B)うち輸入高 (202B)輸入額 (202B)輸入額 (305A)うち輸入高

うち現地法人向け輸入高 (302C)うち現地法人からの輸入(202C)輸入額（現地から） (202C)輸入額（現地から） (306A)うち現地法人からの輸入

向け輸出高

地法人からの輸入高

け輸出高

法人からの輸入高

(302D)経常損益 (307A)経常損益

(302E)税引後当期利益 (308A)税引後損益

(501A)現地法人向け輸出高（北米） (401A)地域別内訳（北米）

(502A)現地法人向け輸出高（中南米） (401B)地域別内訳（中南米）

(503A)現地法人向け輸出高（アジア） (401C)地域別内訳（アジア）

(504A)現地法人向け輸出高（中東） (401D)地域別内訳（中東）

(505A)現地法人向け輸出高（ヨーロッパ） (401E)地域別内訳（ﾖｰﾛｯﾊﾟ）

(506A)現地法人向け輸出高（オセアニア） (401F)地域別内訳（ｵｾｱﾆｱ）

(507A)現地法人向け輸出高（アフリカ） (401G)地域別内訳（ｱﾌﾘｶ）

(508A)現地法人向け輸出高（合計） (401H)地域別内訳（合計）

(501B)現地法人からの輸入高（北米） (402A)地域別内訳（北米）

(502B)現地法人からの輸入高（中南米） (402B)地域別内訳（中南米）

(503B)現地法人からの輸入高（アジア） (402C)地域別内訳（アジア）

(504B)現地法人からの輸入高（中東） (402D)地域別内訳（中東）

(505B)現地法人からの輸入高（ヨーロッパ） (402E)地域別内訳（ﾖｰﾛｯﾊﾟ）

(506B)現地法人からの輸入高（オセアニア） (402F)地域別内訳（ｵｾｱﾆｱ）

(507B)現地法人からの輸入高（アフリカ） (402G)地域別内訳（ｱﾌﾘｶ）

(508B)現地法人からの輸入高（合計） (402H)地域別内訳（合計）

(401A)配当金 (501A)配当金

(401B)貸付金利息 (502A)貸付金利息

(401C)ロイヤリティ (503A)ロイヤルティ

(401D)その他受取利息 (504A)その他の受取収益

(401E)合計 (505A)合計

(501C)海外への技術ライセンシング契約件数（北米） (601A)ﾗｲｾｼﾝｸﾞ（北米）

(502C)海外への技術ライセンシング契約件数（中南米） (602A)ﾗｲｾｼﾝｸﾞ（中南米）

(503C)海外への技術ライセンシング契約件数（アジア） (603A)ﾗｲｾｼﾝｸﾞ（アジア）

(504C)海外への技術ライセンシング契約件数（中東） (604A)ﾗｲｾｼﾝｸﾞ（中東）

(505C)海外への技術ライセンシング契約件数（ヨーロッパ） (605A)ﾗｲｾｼﾝｸﾞ（ﾖｰﾛｯﾊﾟ）

(506C)海外への技術ライセンシング契約件数（オセアニア） (606A)ﾗｲｾｼﾝｸﾞ（ｵｾｱﾆｱ）

(507C)海外への技術ライセンシング契約件数（アフリカ） (607A)ﾗｲｾｼﾝｸﾞ（ｱﾌﾘｶ）

(508C)海外への技術ライセンシング契約件数（合計） (608A)ﾗｲｾｼﾝｸﾞ（合計）

(501D)うち現地法人向け（北米） (601B)ﾗｲｾｼﾝｸﾞうち現法向け（北

(502D)うち現地法人向け（中南米） (602B)ﾗｲｾｼﾝｸﾞうち現法向け（中

(503D)うち現地法人向け（アジア） (603B)ﾗｲｾｼﾝｸﾞうち現法向け（ア

(504D)うち現地法人向け（中東） (604B)ﾗｲｾｼﾝｸﾞうち現法向け（中

(505D)うち現地法人向け（ヨーロッパ） (605B)ﾗｲｾｼﾝｸﾞうち現法向け（ﾖｰ

(506D)うち現地法人向け（オセアニア） (606B)ﾗｲｾｼﾝｸﾞうち現法向け（ｵ

(507D)うち現地法人向け（アフリカ） (607B)ﾗｲｾｼﾝｸﾞうち現法向け（ｱ

(508D)うち現地法人向け（合計） (608B)ﾗｲｾｼﾝｸﾞうち現法向け（合

(601B)うち海外への派遣者数 (701A)海外への派遣者数

(601C)うち現地法人への派遣者数 (701B)うち現地法人への派遣者

(601D)うち技術者 (701C)うち技術者

(401A)基礎研究 (801A)基礎研究－現在
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海事・調査項目表（本社）

№ 共通項目名
102 基礎研究－将来
103 応用研究－現在
104 応用研究－将来
105 開発研究（全世界向け）－現在
106 開発研究（全世界向け）－将来
107 開発研究（日本向け）－現在
108 開発研究（日本向け）－将来
109 企画・設計（全世界向け）－現在
110 企画・設計（全世界向け）－将来
111 企画・設計（日本向け）－現在
112 企画・設計（日本向け）－将来
113 試作－現在
114 試作－将来
115 生産（汎用品）－現在
116 生産（汎用品）－将来
117 生産（高付加価値品）－現在
118 生産（高付加価値品）－将来
119 本社－現在
120 本社－将来
121 持株会社－現在
122 持株会社－将来
123 生産の海外移転等に伴う国内雇用への対応
124 連結情報把握の迅速化
125 国際会計基準の採用
126 国内戦略①
127 国内戦略②
128 国内戦略③
129 今後海外展開　設立・拡充　北米
130 今後海外展開　設立・拡充　中南米
131 今後海外展開　設立・拡充　アジア
132 今後海外展開　設立・拡充　ヨーロッパ
133 今後海外展開　設立・拡充　オセアニア
134 今後海外展開　設立・拡充　その他
135 今後海外展開　現状維持　北米
136 今後海外展開　現状維持　中南米
137 今後海外展開　現状維持　アジア
138 今後海外展開　現状維持　ヨーロッパ
139 今後海外展開　現状維持　オセアニア
140 今後海外展開　現状維持　その他
141 今後海外展開　縮小　北米
142 今後海外展開　縮小　中南米
143 今後海外展開　縮小　アジア
144 今後海外展開　縮小　ヨーロッパ
145 今後海外展開　縮小　オセアニア
146 今後海外展開　縮小　その他
147 今後海外展開　委託生産　北米
148 今後海外展開　委託生産　中南米
149 今後海外展開　委託生産　アジア
150 今後海外展開　委託生産　ヨーロッパ
151 今後海外展開　委託生産　オセアニア
152 今後海外展開　委託生産　その他
153 今後海外展開　その他　北米
154 今後海外展開　その他　中南米
155 今後海外展開　その他　アジア
156 今後海外展開　その他　ヨーロッパ
157 今後海外展開　その他　オセアニア
158 今後海外展開　その他　その他

１９９５年　本社企業 １９９６年　本社企業 １９９７年　本社企業 １９９８年　本社企業 １９９９年　本社企業
(801B)基礎研究－将来

(402A)応用研究 (802A)応用研究－現在

(802B)応用研究－将来

(403A)開発研究（全世界向け） (803A)開発研究（全世界向け）－

(803B)開発研究（全世界向け）－

(404A)開発研究（日本向け） (804A)開発研究（日本向け）－現

(804B)開発研究（日本向け）－将

(405A)企画・設計（全世界向け） (805A)企画・設計（全世界向け）

(805B)企画・設計（全世界向け）

(406A)企画・設計（日本向け） (806A)企画・設計（日本向け）－

(806B)企画・設計（日本向け）－

(407A)試作 (807A)試作－現在

(807B)試作－将来

(408A)生産（汎用品） (808A)生産（汎用品）－現在

(808B)生産（汎用品）－将来

(409A)生産（高付加価値品） (809A)生産（高付加価値品）－現

(809B)生産（高付加価値品）－将

(410A)本社（人事、財務、経営等の管理業務機能） (810A)本社－現在

(810B)本社－将来

(811A)持株会社－現在

(811B)持株会社－将来

(411A)生産の海外移転等に伴う国内雇用への対応 (812A)生産の海外移転等に伴う

(412A)連結情報把握の迅速化

(413A)国際会計基準の採用

国内戦略① (801A)国内戦略１

国内戦略② (801B)国内戦略２

国内戦略③ (801C)国内戦略３
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海事・調査項目表（本社）

№ 共通項目名
1 @HG
2 本社No
3 子会社No
4 孫会社No
5 本社企業名
6 本社企業名(ﾌﾘｶﾞﾅ)
7 都道府県
8 市区郡
9 区町村

10 所在地
11 所在地（カタカナ）
12 郵便番号
13 部課名
14 担当部課（カタカナ）
15 電話番号
16 業種
17 消費税の取扱
18 資本金または出資金
19 海外現地法人の有無
20 現地法人数
21 対外直接投資許可・届出額
22 うち、現地法人への出資金
23 現地法人への投融資残高
24 うち、投融資現地法人への出資金
25 現地法人への保証残高
26 常時従業者数
27 操業状況
28 総資産
29 うち固定資産
30 うち有形固定資産
31 売上高
32 うち輸出高
33 うち現地法人向け輸出高
34 仕入高
35 うち輸入高
36 うち現地法人からの輸入高
37 H６年度見込み売上高
38 H６年度見込みうち、現地法人向け輸出高
39 H６年度見込み仕入高のうち現地法人からの輸入高
40 H７年度計画売上高
41 H７年度計画うち、現地法人向け輸出高
42 H７年度計画仕入高のうち現地法人からの輸入高
43 経常損益
44 税引後当期利益
45 北米向け輸出総額
46 中南米向け輸出総額
47 アジア向け輸出総額
48 中東向け輸出総額
49 ヨーロッパ向け輸出総額
50 オセアニア向け輸出総額
51 アフリカ向け輸出総額
52 北米現地法人向け輸出高内訳
53 中南米現地法人向け輸出高内訳
54 アジア現地法人向け輸出高内訳
55 中東現地法人向け輸出高内訳
56 ヨーロッパ現地法人向け輸出高内訳
57 オセアニア現地法人向け輸出高内訳
58 アフリカ現地法人向け輸出高内訳
59 合計現地法人向け輸出高内訳
60 北米向け輸入総額
61 中南米向け輸入総額
62 アジア向け輸入総額
63 中東向け輸入総額
64 ヨーロッパ向け輸入総額
65 オセアニア向け輸入総額
66 アフリカ向け輸入総額
67 北米現地法人からの輸入高内訳
68 中南米現地法人からの輸入高内訳
69 アジア現地法人からの輸入高内訳
70 中東現地法人からの輸入高内訳
71 ヨーロッパ現地法人からの輸入高内訳
72 オセアニア現地法人からの輸入高内訳
73 アフリカ現地法人からの輸入高内訳
74 合計現地法人からの輸入高内訳
75 生産高
76 研究開発費
77 配当金
78 貸付金利息
79 ロイヤリティ
80 その他受取利息
81 合計
82 海外へライセンシング　北米
83 海外へライセンシング　中南米
84 海外へライセンシング　アジア
85 海外へライセンシング　中東
86 海外へライセンシング　ヨーロッパ
87 海外へライセンシング　オセアニア
88 海外へライセンシング　アフリカ
89 海外へライセンシング　総計
90 海外へライセンシング（うち現法向）北米
91 海外へライセンシング（うち現法向）中南米
92 海外へライセンシング（うち現法向）アジア
93 海外へライセンシング（うち現法向）中東
94 海外へライセンシング（うち現法向）ヨーロッパ
95 海外へライセンシング（うち現法向）オセアニア
96 海外へライセンシング（うち現法向）アフリカ
97 海外へライセンシング（うち現法向）総計
98 海外への派遣者数
99 うち現地法人への派遣者数

100 うち技術者
101 基礎研究－現在

２０００年　本社企業 ２００１年　本社企業 ２００２年　本社企業
@HG @HG @HG

本社No 本社 本社

子会社No 子会社 子会社

孫会社No 孫会社 孫会社

本社企業名 本社企業名 本社企業名

本社企業名(ﾌﾘｶﾞﾅ) 本社企業名(ﾌﾘｶﾞﾅ) 本社企業名(ﾌﾘｶﾞﾅ)

都道府県 都道府県 都道府県

市区郡 市区郡 市区郡

区町村 区町村 区町村

所在地 所在地 所在地

郵便番号 郵便番号 郵便番号

部課名 部課名 部課名

電話番号 電話番号 電話番号

104A-業種 104A-業種 104A-業種分類

104B-消費税の取扱 104B-消費税の取扱 104B-消費税の取扱

105A資本金又は出資金 105A-資本金又は出資金 105A-資本金又は出資金

106A-常時従業者数 106A-常時従業者数 106A-常時従業者数

201A-操業状況

301A-総資産

302A-うち固定資産

303A-うち有形固定資産

201A-売上高 201A-売上高 401A-売上高

201B-うち輸出高 201B-うち輸出高 402A-うち輸出高

201C-うち現地法人向け輸出高201C-うち現地法人向け輸出高403A-うち現地法人向け輸出高

202A-仕入高 202A-仕入高 404A-仕入高

202B-うち輸入高 202B-うち輸入高 405A-うち輸入高

202C-うち現地法人からの輸入 202C-うち現地法人からの輸入 406A-うち現地法人からの輸入

407A-経常損益

408A-税引後損益

501A-現地輸出　内訳　北米

501B-現地輸出　内訳　中南米

501C-現地輸出　内訳　アジア

501D-現地輸出　内訳　中東

501E-現地輸出　内訳　ヨーロッ

501F-現地輸出　内訳　オセアニ

501G-現地輸出　内訳　アフリカ

501H-現地輸出　内訳　合計

502A-現地輸入　内訳　北米

502B-現地輸入　内訳　中南米

502C-現地輸入　内訳　アジア

502D-現地輸入　内訳　中東

502E-現地輸入　内訳　ヨーロッ

502F-現地輸入　内訳　オセアニ

502G-現地輸入　内訳　アフリカ

502H-現地輸入　内訳　合計

602A-配当金

603A-ロイヤルティー

601A-海外からの受取収益　合

701A-海外へライセシング件数

702A-海外へライセシング件数

703A-海外へライセシング件数

704A-海外へライセシング件数

705A-海外へライセシング件数

706A-海外へライセシング件数

707A-海外へライセシング件数

北米） 701B-海外へライセシング（現法

中南米） 702B-海外へライセシング（現法

アジア） 703B-海外へライセシング（現法

中東） 704B-海外へライセシング（現法

ｰﾛｯﾊﾟ） 705B-海外へライセシング（現法

ｾｱﾆｱ） 706B-海外へライセシング（現法

ﾌﾘｶ） 707B-海外へライセシング（現法

合計）

801A-海外への派遣者数

者数

901A-国内戦略　現在　基礎研究
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海事・調査項目表（本社）

№ 共通項目名
102 基礎研究－将来
103 応用研究－現在
104 応用研究－将来
105 開発研究（全世界向け）－現在
106 開発研究（全世界向け）－将来
107 開発研究（日本向け）－現在
108 開発研究（日本向け）－将来
109 企画・設計（全世界向け）－現在
110 企画・設計（全世界向け）－将来
111 企画・設計（日本向け）－現在
112 企画・設計（日本向け）－将来
113 試作－現在
114 試作－将来
115 生産（汎用品）－現在
116 生産（汎用品）－将来
117 生産（高付加価値品）－現在
118 生産（高付加価値品）－将来
119 本社－現在
120 本社－将来
121 持株会社－現在
122 持株会社－将来
123 生産の海外移転等に伴う国内雇用への対応
124 連結情報把握の迅速化
125 国際会計基準の採用
126 国内戦略①
127 国内戦略②
128 国内戦略③
129 今後海外展開　設立・拡充　北米
130 今後海外展開　設立・拡充　中南米
131 今後海外展開　設立・拡充　アジア
132 今後海外展開　設立・拡充　ヨーロッパ
133 今後海外展開　設立・拡充　オセアニア
134 今後海外展開　設立・拡充　その他
135 今後海外展開　現状維持　北米
136 今後海外展開　現状維持　中南米
137 今後海外展開　現状維持　アジア
138 今後海外展開　現状維持　ヨーロッパ
139 今後海外展開　現状維持　オセアニア
140 今後海外展開　現状維持　その他
141 今後海外展開　縮小　北米
142 今後海外展開　縮小　中南米
143 今後海外展開　縮小　アジア
144 今後海外展開　縮小　ヨーロッパ
145 今後海外展開　縮小　オセアニア
146 今後海外展開　縮小　その他
147 今後海外展開　委託生産　北米
148 今後海外展開　委託生産　中南米
149 今後海外展開　委託生産　アジア
150 今後海外展開　委託生産　ヨーロッパ
151 今後海外展開　委託生産　オセアニア
152 今後海外展開　委託生産　その他
153 今後海外展開　その他　北米
154 今後海外展開　その他　中南米
155 今後海外展開　その他　アジア
156 今後海外展開　その他　ヨーロッパ
157 今後海外展開　その他　オセアニア
158 今後海外展開　その他　その他

２０００年　本社企業 ２００１年　本社企業 ２００２年　本社企業
901B-国内戦略　将来　基礎研究

902A-国内戦略　現在　応用研究

902B-国内戦略　将来　応用研究

－現在 903A-国内戦略　現在　開発研究

－将来 903B-国内戦略　将来　開発研究

現在 904A-国内戦略　現在　開発研究

将来 904B-国内戦略　将来　開発研究

－現在 905A-国内戦略　現在　企画設計

－将来 905B-国内戦略　将来　企画設計

－現在 906A-国内戦略　現在　企画設計

－将来 906B-国内戦略　将来　企画設計

907A-国内戦略　現在　試作

907B-国内戦略　将来　試作

908A-国内戦略　現在　生産（汎

908B-国内戦略　将来　生産（汎

現在 909A-国内戦略　現在　生産（高

将来 909B-国内戦略　将来　生産（高

910A-国内戦略　現在　本社（管

910B-国内戦略　将来　本社（管

911A-国内戦略　現在　持株会社

911B-国内戦略　将来　持株会社

う国内雇用への対応 912A-国内雇用への対応

913A-今後海外展開　設立・拡充

913B-今後海外展開　設立・拡充

913C-今後海外展開　設立・拡充

913D-今後海外展開　設立・拡充

913E-今後海外展開　設立・拡充

913F-今後海外展開　設立・拡充

914A-今後海外展開　現状維持

914B-今後海外展開　現状維持

914C-今後海外展開　現状維持

914D-今後海外展開　現状維持

914E-今後海外展開　現状維持

914F-今後海外展開　現状維持

915A-今後海外展開　縮小　北

915B-今後海外展開　縮小　中南

915C-今後海外展開　縮小　アジ

915D-今後海外展開　縮小　ヨー

915E-今後海外展開　縮小　オセ

915F-今後海外展開　縮小　その

916A-今後海外展開　委託生産

916B-今後海外展開　委託生産

916C-今後海外展開　委託生産

916D-今後海外展開　委託生産

916E-今後海外展開　委託生産

916F-今後海外展開　委託生産

917A-今後海外展開　その他　北

917B-今後海外展開　その他　中

917C-今後海外展開　その他　ア

917D-今後海外展開　その他　ヨ

917E-今後海外展開　その他　オ

917F-今後海外展開　その他　そ
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