企業活動基本調査・調査項目表
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H15(2003)
H16(2004)
Ｈ４（基本年）
Ｈ７（基本年）
Ｈ８（基本年）
H9（簡易年）
H10（基本年）
H11（簡易年）
H12（簡易年）
H13（基本年）
H14(2002)
(H05)永久企業番号
(H05)永久企業番号
(H05)永久企業番号
(H05)永久企業番号
(H05)永久企業番号
(H05)永久企業番号
(H05)永久企業番号
(H05)永久企業番号
(H05)永久企業番号
(H05)永久企業番号
(H05)永久企業番号
永久企業番号
(H12)産業格付小分類 (H12)産業格付小分類 (H12)産業格付小分類 (H12)産業格付小分類 (H12)産業格付小分類 (H12)産業格付小分類 (H12)産業格付小分類 (H12)産業格付小分類 (H12)産業格付小分類 (H12)産業格付小分類 (H12)産業格付小分類
産業分類３桁
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
企業名
本社所在地
本社所在地
本社所在地
本社所在地
本社所在地
本社所在地
本社所在地
本社所在地
本社所在地
本社所在地
本社所在地
本社所在地
本社電話番号
本社電話番号
本社電話番号
本社電話番号
本社電話番号
本社電話番号
本社電話番号
本社電話番号
本社電話番号
本社電話番号
本社電話番号
本社電話番号
(101-1)資本金（出資）
(011)資本金（出資）
(011)資本金（出資）
(011)資本金（出資）
(011)資本金（出資）
(011)資本金（出資）
(011)資本金（出資）
(0101)資本金（出資）
(0101)資本金（出資）
(0101)資本金（出資）
(0101)資本金（出資）
Ｋ０００１資本金額
Ｋ０００２外資比率
(101-2)外資比率
(012)外資比率
(012)外資比率
(012)外資比率
(012)外資比率
(012)外資比率
(012)外資比率
(0102)外資比率
(0102)外資比率
(0102)外資比率
(0102)外資比率
(102)設立形態
(013-1)設立形態
(013-1)設立形態
(013-1)設立形態
(013-1)設立形態
(013-1)設立形態
(013-1)設立形態
(0103-1)設立形態
(0103-1)設立形態
(0103-1)設立形態
(0103-1)設立形態
Ｋ０００４企業設立形態
(103)設立年（西）
(013-2)設立年（西）
(013-2)設立年（西）
(013-2)設立年（西）
(013-2)設立年（西）
(013-2)設立年（西）
(013-2)設立年（西）
(0103-2)設立年（西）
(0103-2)設立年（西）
(0103-2)設立年（西）
(0103-2)設立年（西）
Ｋ０００５企業設立年
(014-1)決算月１
(014-1)決算月１
(014-1)決算月１
(014-1)決算月１
(014-1)決算月１
(014-1)決算月１
(0104-1)決算月１
(0104-1)決算月１
(0104-1)決算月１
(0104-1)決算月１
Ｋ０００６企業決算期１
(014-2)決算月２
(014-2)決算月２
(014-2)決算月２
(014-2)決算月２
(014-2)決算月２
(014-2)決算月２
(0104-2)決算月２
(0104-2)決算月２
(0104-2)決算月２
(0104-2)決算月２
Ｋ０００７企業決算期２
(090)消費税の扱い
(090)消費税の扱い
(090)消費税の扱い
(090)消費税の扱い
(090)消費税の扱い
(090)消費税の扱い
(0121)消費税の扱い
(0121)消費税の扱い
(0121)消費税の扱い
(0105)消費税の扱い
Ｋ０００８消費税取扱
(212)従業者数本社機能調(101)従業者数本社機能調(101)従業者数本社機能調(101)従業者数本社機能調(102)従業者数本社機能調(102)従業者数本社機能調(102)従業者数本社機能調(0201)従業者数本社機能 (0201)従業者数本社機能 (0201)従業者数本社機能 (0201)従業者数本社機能調企
Ｋ０００９調査企画部門
(213)従業者数本社機能情(102)従業者数本社機能情(102)従業者数本社機能情(102)従業者数本社機能情(103)従業者数本社機能情(103)従業者数本社機能情(103)従業者数本社機能情(0202)従業者数本社機能 (0202)従業者数本社機能 (0202)従業者数本社機能 (0202)従業者数本社機能情報
Ｋ００１０情報処理部門
(214)従業者数本社機能研(103)従業者数本社機能研(103)従業者数本社機能研(103)従業者数本社機能研(104)従業者数本社機能研(104)従業者数本社機能研(104)従業者数本社機能研(0203)従業者数本社機能 (0203)従業者数本社機能 (0203)従業者数本社機能 (0203)従業者数本社機能研究
Ｋ００１１研究開発部門
(215)従業者数本社機能国(104)従業者数本社機能国(104)従業者数本社機能国(104)従業者数本社機能国(105)従業者数本社機能国(105)従業者数本社機能国(105)従業者数本社機能国(0204)従業者数本社機能 (0204)従業者数本社機能 (0204)従業者数本社機能 (0204)従業者数本社機能国際
Ｋ００１２国際事業部門
(105)従業者数本社機能他(105)従業者数本社機能他(105)従業者数本社機能他
(106)従業者数本社機能他(106)従業者数本社機能他(0205)従業者数本社機能 (0205)従業者数本社機能 (0205)従業者数本社機能 (0205)従業者数本社機能他
Ｋ００１３その他部門
(101)従業者数本社機能計(101)従業者数本社機能計(101)従業者数本社機能計(0206)従業者数本社機能 (0206)従業者数本社機能 (0206)従業者数本社機能 (0206)従業者数本社機能計
Ｋ００１４本社機能部門計
(216)従業者数本社現業鉱
(106)従業者数本社現業鉱
(106)従業者数本社現業鉱
(106)従業者数本社現業鉱
(107)従業者数本社現業鉱
(108)従業者数本社現業鉱(108)従業者数本社現業鉱(0207)従業者数本社現業 (0207)従業者数本社現業 (0207)従業者数本社現業 (0207)従業者数本社現業鉱山
Ｋ００１５鉱山事業部門
(217)従業者数本社現業製(107)従業者数本社現業製(107)従業者数本社現業製(107)従業者数本社現業製(108)従業者数本社現業製(109)従業者数本社現業製(109)従業者数本社現業製(0208)従業者数本社現業 (0208)従業者数本社現業 (0208)従業者数本社現業 (0208)従業者数本社現業製造
Ｋ００１６製造事業部門
(218)従業者数本社現業商(108)従業者数本社現業商(108)従業者数本社現業商(108)従業者数本社現業商(109)従業者数本社現業商(110)従業者数本社現業商(110)従業者数本社現業商(0209)従業者数本社現業 (0209)従業者数本社現業 (0209)従業者数本社現業 (0209)従業者数本社現業商業
Ｋ００１７商業事業部門
(111)従業者数本社現業飲(111)従業者数本社現業飲(0210)従業者数本社現業 (0210)従業者数本社現業 (0210)従業者数本社現業 (0210)従業者数本社現業飲食
Ｋ００１８飲食店部門
(0211)従業者数本社現業 (0211)従業者数本社現業 (0211)従業者数本社現業 (0211)従業者数本社現業サービス
Ｋ００１９サービス事業部門
(0212)従業者数本社現業 (0212)従業者数本社現業 (0212)従業者数本社現業 (0212)従業者数本社現業電気ガス
Ｋ００２０電気ガス事業部門
(0213)従業者数本社現業 (0213)従業者数本社現業 (0213)従業者数本社現業 (0213)従業者数本社現業割賦金融
Ｋ００２１割賦金融事業部門
(0214)情報通信事業部門 (0214)情報通信事業部門 (0214)情報通信事業部門
Ｋ０５３１情報通信事業部門
(0215)教育学習支援事業 (0215)教育学習支援事業 (0215)教育学習支援事業部門
Ｋ０５３２教育学習支援事業部門
(109)本社常従数現業他 (109)本社常従数現業他 (109)本社常従数現業他
(112)従業者数本社現業他(112)従業者数本社現業他(0214)従業者数本社現業 (0216)従業者数本社現業 (0216)従業者数本社現業 (0216)従業者数本社現業他
Ｋ００２２その他部門
(106)従業者数本社現業計(107)従業者数本社現業計(107)従業者数本社現業計(0215)従業者数本社現業 (0217)従業者数本社現業 (0217)従業者数本社現業 (0217)従業者数本社現業計
Ｋ００２３現業部門計
Ｋ００２４本社事業所数計
(211-1)本社本店数
(110-1)本社本店数
(110-1)本社本店数
(110-1)本社本店数
(110-1)本社本店数
(113-1)本社本店数
(113-1)本社本店数
(0216-1)本社本店数
(0218-1)本社本店数
(0218-1)本社本店数
(0218-1)本社本店数
(211-2)従業者数本社計 (110-2)従業者数本社計 (110-2)従業者数本社計 (110-2)従業者数本社計 (110-2)従業者数本社計 (113-2)従業者数本社計 (113-2)従業者数本社計 (0216-2)従業者数本社計 (0218-2)従業者数本社計 (0218-2)従業者数本社計 (0218-2)従業者数本社計
Ｋ００２５本社従業者数計
(219-1)事業所数以外国内(111-1)事業所数以外国内(111-1)事業所数以外国内(111-1)事業所数以外国内(111-1)事業所数以外国内(114-1)事業所数以外国内(114-1)事業所数以外国内(0217-1)事業所数以外国 (0219-1)事業所数以外国 (0219-1)事業所数以外国 (0219-1)事業所数以外国内鉱業
Ｋ００２６鉱業事業所数
(219-2)従業者数以外国内(111-2)従業者数以外国内(111-2)従業者数以外国内(111-2)従業者数以外国内(111-2)従業者数以外国内(114-2)従業者数以外国内(114-2)従業者数以外国内(0217-2)従業者数以外国 (0219-2)従業者数以外国 (0219-2)従業者数以外国 (0219-2)従業者数以外国内鉱業
Ｋ００２７鉱業従業者数
(220-1)事業所数以外国内(112-1)事業所数以外国内(112-1)事業所数以外国内(112-1)事業所数以外国内(112-1)事業所数以外国内(115-1)事業所数以外国内(115-1)事業所数以外国内(0218-1)事業所数以外国 (0220-1)事業所数以外国 (0220-1)事業所数以外国 (0220-1)事業所数以外国内製造
Ｋ００２８製造事業所数
(220-2)従業者数以外国内(112-2)従業者数以外国内(112-2)従業者数以外国内(112-2)従業者数以外国内(112-2)従業者数以外国内(115-2)従業者数以外国内(115-2)従業者数以外国内(0218-2)従業者数以外国 (0220-2)従業者数以外国 (0220-2)従業者数以外国 (0220-2)従業者数以外国内製造
Ｋ００２９製造従業者数
(221-1)事業所数以外国内(113-1)事業所数以外国内(113-1)事業所数以外国内(113-1)事業所数以外国内(113-1)事業所数以外国内(116-1)事業所数以外国内(116-1)事業所数以外国内(0219-1)事業所数以外国 (0221-1)事業所数以外国 (0221-1)事業所数以外国 (0221-1)事業所数以外国内商業
Ｋ００３０商業事業所数
(221-2)従業者数以外国内(113-2)従業者数以外国内(113-2)従業者数以外国内(113-2)従業者数以外国内(113-2)従業者数以外国内(116-2)従業者数以外国内(116-2)従業者数以外国内(0219-2)従業者数以外国 (0221-2)従業者数以外国 (0221-2)従業者数以外国 (0221-2)従業者数以外国内商業
Ｋ００３１商業従業者数
鉱業、製造業の支社、営業事業所数（②③を除く）(222-1)国内支店事業所数
鉱業、製造業の支社、営業所従業者数（②③を除(222-2)国内支店常従数
(114-1)事業所数以外国内(114-1)事業所数以外国内(114-1)事業所数以外国内(114-1)事業所数以外国内(117-1)事業所数以外国内(117-1)事業所数以外国内(0220-1)事業所数以外国 (0222-1)事業所数以外国 (0222-1)事業所数以外国 (0222-1)事業所数以外国内飲食
Ｋ００３２飲食店事業所数
(114-2)従業者数以外国内(114-2)従業者数以外国内(114-2)従業者数以外国内(114-2)従業者数以外国内(117-2)従業者数以外国内(117-2)従業者数以外国内(0220-2)従業者数以外国 (0222-2)従業者数以外国 (0222-2)従業者数以外国 (0222-2)従業者数以外国内飲食
Ｋ００３３飲食店従業者数
(225-1)事業所数以外国内(117-1)事業所数以外国内(117-1)事業所数以外国内(117-1)事業所数以外国内(117-1)事業所数以外国内(120-1)事業所数以外国内(120-1)事業所数以外国内(0221-1)事業所数以外国 (0223-1)事業所数以外国 (0223-1)事業所数以外国 (0223-1)事業所数以外国内商品
Ｋ００３４サービス事業所数
(225-2)従業者数以外国内(117-2)従業者数以外国内(117-2)従業者数以外国内(117-2)従業者数以外国内(117-2)従業者数以外国内(120-2)従業者数以外国内(120-2)従業者数以外国内(0221-2)従業者数以外国 (0223-2)従業者数以外国 (0223-2)従業者数以外国 (0223-2)従業者数以外国内商品
Ｋ００３５サービス従業者数
(0222-1)事業所数以外国 (0224-1)事業所数以外国 (0224-1)事業所数以外国 (0224-1)事業所数以外国内電気ガ
Ｋ００３６電気ガス事業所数
(0222-2)事業所数以外国 (0224-2)事業所数以外国 (0224-2)事業所数以外国 (0224-2)事業所数以外国内電気ガ
Ｋ００３７電気ガス従業者数
(223-1)事業所数以外国内(115-1)事業所数以外国内(115-1)事業所数以外国内(115-1)事業所数以外国内(115-1)事業所数以外国内(118-1)事業所数以外国内(118-1)事業所数以外国内(0223-1)事業所数以外国 (0225-1)事業所数以外国 (0225-1)事業所数以外国 (0225-1)事業所数以外国内研究
Ｋ００３８研究所事業所数
(223-2)従業者数以外国内(115-2)従業者数以外国内(115-2)従業者数以外国内(115-2)従業者数以外国内(115-2)従業者数以外国内(118-2)従業者数以外国内(118-2)従業者数以外国内(0223-2)従業者数以外国 (0225-2)従業者数以外国 (0225-2)従業者数以外国 (0225-2)従業者数以外国内研究
Ｋ００３９研究所従業者数
Ｋ００４０情報処理事業所数
(224-1)事業所数以外国内(116-1)事業所数以外国内(116-1)事業所数以外国内(116-1)事業所数以外国内(116-1)事業所数以外国内(119-1)事業所数以外国内(119-1)事業所数以外国内(0224-1)事業所数以外国 (0226-1)事業所数以外国 (0226-1)事業所数以外国 (0226-1)事業所数以外国内情報
(224-2)従業者数以外国内(116-2)従業者数以外国内(116-2)従業者数以外国内(116-2)従業者数以外国内(116-2)従業者数以外国内(119-2)従業者数以外国内(119-2)従業者数以外国内(0224-2)従業者数以外国 (0226-2)従業者数以外国 (0226-2)従業者数以外国 (0226-2)従業者数以外国内情報
Ｋ００４１情報処理従業者数
(226-1)事業所数以外国内(118-1)事業所数以外国内(118-1)事業所数以外国内(118-1)事業所数以外国内(118-1)事業所数以外国内(121-1)事業所数以外国内(121-1)事業所数以外国内(0225-1)事業所数以外国 (0227-1)事業所数以外国 (0227-1)事業所数以外国 (0227-1)事業所数以外国内倉庫
Ｋ００４２倉庫輸送配送事業所数
(226-2)従業者数以外国内(118-2)従業者数以外国内(118-2)従業者数以外国内(118-2)従業者数以外国内(118-2)従業者数以外国内(121-2)従業者数以外国内(121-2)従業者数以外国内(0225-2)従業者数以外国 (0227-2)従業者数以外国 (0227-2)従業者数以外国 (0227-2)従業者数以外国内倉庫
Ｋ００４３倉庫輸送配送従業者数
Ｋ００４４割賦金融事業所数
(0226-1)事業者数以外国 (0228-1)事業者数以外国 (0228-1)事業者数以外国 (0228-1)事業者数以外国内割賦金融
(0226-2)従業者数以外国 (0228-2)従業者数以外国 (0228-2)従業者数以外国 (0228-2)従業者数以外国内割賦金融
Ｋ００４５割賦金融従業者数
(0229-1)教育学習支援事 (0229-1)教育学習支援事 (0229-1)教育学習支援事業所数
Ｋ０５３３教育学習支援事業所数
(0229-2)教育学習支援従 (0229-2)教育学習支援従 (0229-2)教育学習支援従業者数
Ｋ０５３４教育学習支援従業者数
Ｋ００４６その他事業所数
(227-1)事業所数以外国内(119-1)事業所数以外国内(119-1)事業所数以外国内(119-1)事業所数以外国内(119-1)事業所数以外国内(122-1)事業所数以外国内(122-1)事業所数以外国内(0227-1)事業所数以外国 (0230-1)事業所数以外国 (0230-1)事業所数以外国 (0230-1)事業所数以外国内他
(227-2)従業者数以外国内(119-2)従業者数以外国内(119-2)従業者数以外国内(119-2)従業者数以外国内(119-2)従業者数以外国内(122-2)従業者数以外国内(122-2)従業者数以外国内(0227-2)従業者数以外国 (0230-2)従業者数以外国 (0230-2)従業者数以外国 (0230-2)従業者数以外国内他
Ｋ００４７その他従業者数
(228-1)事業所数以外海外(120-1)事業所数以外海外(120-1)事業所数以外海外(120-1)事業所数以外海外(120-1)事業所数以外海外(123-1)事業所数以外海外(123-1)事業所数以外海外(0228-1)事業所数以外海 (0231-1)事業所数以外海 (0231-1)事業所数以外海 (0231-1)事業所数以外海外
Ｋ００４８海外事業所数
(228-2)従業者数以外海外(120-2)従業者数以外海外(120-2)従業者数以外海外(120-2)従業者数以外海外(120-2)従業者数以外海外(123-2)従業者数以外海外(123-2)従業者数以外海外(0228-2)従業者数以外海 (0231-2)従業者数以外海 (0231-2)従業者数以外海 (0231-2)従業者数以外海外
Ｋ００４９海外従業者数
(121-1)事業所数以外合計(124-1)事業所数以外合計(124-1)事業所数以外合計(0229-1)事業所数以外合 (0232-1)事業所数以外合 (0232-1)事業所数以外合 (0232-1)事業所数以外合計
Ｋ００５０本社以外事業所数計
(121-2)従業者数以外計 (124-2)従業者数以外計 (124-2)従業者数以外計 (0229-2)従業者数以外計 (0232-2)従業者数以外計 (0232-2)従業者数以外計 (0232-2)従業者数以外計
Ｋ００５１本社以外従業者数計
(0230)他企業出向者数 (0233)他企業出向者数 (0233)他企業出向者数 (0233)他企業出向者数
Ｋ００５２他企業出向者数
(229-1)事業所数合計
(121-1)事業所数合計
(121-1)事業所数合計
(121-1)事業所数合計
(122-1)事業所数合計
(125-1)事業所数合計
(125-1)事業所数合計
(0231-1)事業所数合計 (0234-1)事業所数合計 (0234-1)事業所数合計 (0234-1)事業所数合計
Ｋ００５３事業所数合計
(229-2)従業者数計
(121-2)従業者数計
(121-2)従業者数計
(121-2)従業者数計
(122-2)従業者数計
(125-2)従業者数計
(125-2)従業者数計
(0231-2)従業者数計
(0234-2)従業者数計
(0234-2)従業者数計
(0234-2)従業者数計
Ｋ００５４従業者数合計
(241-1)従業者数男
(131-1)従業者数男
(131-1)従業者数男
(131-1)従業者数男
(131-1)従業者数男
(131-1)従業者数男
(131-1)従業者数男
Ｋ００５５常時従業者数男
(241-2)従業者数女
(131-2)従業者数女
(131-2)従業者数女
(131-2)従業者数女
(131-2)従業者数女
(131-2)従業者数女
(131-2)従業者数女
Ｋ００５６常時従業者数女
(131-3)従業者数計
(131-3)従業者数計
(131-3)従業者数計
(131-3)従業者数計
(131-3)従業者数計
(131-3)従業者数計
Ｋ００５７常時従業者数計
(242-1)従業者数パート男(132-1)従業者数パート男(132-1)従業者数パート男(132-1)従業者数パート男(132-1)従業者数パート男(132-1)従業者数パート男(132-1)従業者数パート男
Ｋ００５８パートタイム従業者男
(242-2)従業者数パート女(132-2)従業者数パート女(132-2)従業者数パート女(132-2)従業者数パート女(132-2)従業者数パート女(132-2)従業者数パート女(132-2)従業者数パート女
Ｋ００５９パートタイム従業者女
(132-3)従業者数パート計(132-3)従業者数パート計(132-3)従業者数パート計(132-3)従業者数パート計(132-3)従業者数パート計(132-3)従業者数パート計(0232)従業者数パート計 (0235)従業者数パート計 (0235)従業者数パート計 (0235)従業者数パート計
Ｋ００６０パートタイム従業者計
(243-1)従業者数他男
(133-1)従業者数他男
(133-1)従業者数他男
(133-1)従業者数他男
(133-1)従業者数他男
(133-1)従業者数他男
(133-1)従業者数他男
Ｋ００６１臨時日雇雇用者男
(243-2)従業者数他女
(133-2)従業者数他女
(133-2)従業者数他女
(133-2)従業者数他女
(133-2)従業者数他女
(133-2)従業者数他女
(133-2)従業者数他女
Ｋ００６２臨時日雇雇用者女
(133-3)従業者数他計
(133-3)従業者数他計
(133-3)従業者数他計
(133-3)従業者数他計
(133-3)従業者数他計
(133-3)従業者数他計
(0233)従業者数他計
(0236)従業者数他計
(0236)従業者数他計
(0236)従業者数他計
Ｋ００６３臨時日雇雇用者計
(0234)派遣従業者
(0237)派遣従業者
(0237)派遣従業者
(0237)派遣従業者
Ｋ００６４派遣従業者
(251)事業組織変更有無
事業組織の変更の有無
(261)事業分野変更有無
事業分野の変更の有無
(411)子会社有無
子会社・関連会社の有無
(921-1)子関連国内分社 (921-1)子関連国内分社 (921-1)子関連国内分社 (921-1)子関連国内分社 (921-1)子関連国内分社 (921-1)子関連国内分社 (0311-1)子関連国内分社 (0311-1)子関連国内分社 (0311-1)子関連国内分社 (0311-1)子関連国内分社
Ｋ００６６分社化新規国内
(921-2)子関連海外分社 (921-2)子関連海外分社 (921-2)子関連海外分社 (921-2)子関連海外分社 (921-2)子関連海外分社 (921-2)子関連海外分社 (0311-2)子関連海外分社 (0311-2)子関連海外分社 (0311-2)子関連海外分社 (0311-2)子関連海外分社
Ｋ００６７分社化新規海外
(423-1)子関連国内株式 (922-1)子関連国内株式 (922-1)子関連国内株式 (922-1)子関連国内株式 (922-1)子関連国内株式 (922-1)子関連国内株式 (922-1)子関連国内株式 (0312-1)子関連国内株式 (0312-1)子関連国内株式 (0312-1)子関連国内株式 (0312-1)子関連国内株式
Ｋ００６８買収新規国内
(423-2)子関連海外株式 (922-2)子関連海外株式 (922-2)子関連海外株式 (922-2)子関連海外株式 (922-2)子関連海外株式 (922-2)子関連海外株式 (922-2)子関連海外株式 (0312-2)子関連海外株式 (0312-2)子関連海外株式 (0312-2)子関連海外株式 (0312-2)子関連海外株式
Ｋ００６９買収新規海外
(923-1)子関連国内他
(923-1)子関連国内他
(923-1)子関連国内他
(923-1)子関連国内他
(923-1)子関連国内他
(923-1)子関連国内他
(0313-1)子関連国内他 (0313-1)子関連国内他 (0313-1)子関連国内他 (0313-1)子関連国内他
Ｋ００７０その他新規国内
(923-2)子関連海外他
(923-2)子関連海外他
(923-2)子関連海外他
(923-2)子関連海外他
(923-2)子関連海外他
(923-2)子関連海外他
(0313-2)子関連海外他 (0313-2)子関連海外他 (0313-2)子関連海外他 (0313-2)子関連海外他
Ｋ００７１その他新規海外
(421)子会社新規有無
子・関連会社の新規保有の有無
(422-1)子会社新規数国内
新規保有会社数（３年間計）国内
(422-2)子会社新規数海外
新規保有会社数（３年間計）海外
(404)親会社出資比率
(904)親会社出資比率
(904)親会社出資比率
(904)親会社出資比率
(904)親会社出資比率
(904)親会社出資比率
(904)親会社出資比率
(0321)親会社出資比率 (0321)親会社出資比率 (0321)親会社出資比率 (0321)親会社議決権所有割合
Ｋ００７２親会社出資比率
(905)親会社証券番号
(905)親会社証券番号
(905)親会社証券番号
(0322)親会社証券番号 (0322)親会社証券番号 (0322)親会社証券番号 (0322)親会社証券番号
Ｋ００７３証券コード
(402)親会社県ＮＯ
(901)親会社県ＮＯ
(901)親会社県ＮＯ
(901)親会社県ＮＯ
(901)親会社県ＮＯ
(901)親会社県ＮＯ
(901)親会社県ＮＯ
(0323)親会社県ＮＯ
(0323)親会社県ＮＯ
(0323)親会社県ＮＯ
(0323)親会社県ＮＯ
Ｋ００７５都道府県番号
(402)親会社国番号
(902)親会社国番号
(902)親会社国番号
(902)親会社国番号
(902)親会社国番号
(902)親会社国番号
(902)親会社国番号
(0324)親会社国番号
(0324)親会社国番号
(0324)親会社国番号
(0324)親会社国番号
Ｋ００８４国分類番号
(403)親会社三桁産業
(903)親会社業種番号
(903)親会社業種番号
(903)親会社業種番号
(903)親会社業種番
(903)親会社業種番号
(903)親会社業種番号
(0325)親会社業種番号 (0325)親会社業種番号 (0325)親会社業種番号 (0325)親会社業種番号
Ｋ００８５業種分類番号
親会社名
親会社名
親会社名
Ｋ００８６業種名
(601-1)流動資産額
(201)資産流動資産
(201)資産流動資産
(201)資産流動資産
(201)資産流動資産
(201)資産流動資産
(201)資産流動資産
(0401)資産流動資産
(0401)資産流動資産
(0401)資産流動資産
(0401)資産流動資産
Ｋ００８７流動資産
(602-21)在庫高年度初 (202)棚卸資産額期首
商品・製品・原材料等在庫高年度初
(602-22)在庫高年度末 (203)棚卸資産期末
(202)棚卸資産期末
(202)棚卸資産期末
(202)棚卸資産期末
(202)棚卸資産期末
(202)棚卸資産期末
(0402)棚卸資産期末
(0402)棚卸資産期末
(0402)棚卸資産期末
(0402)棚卸資産期末
Ｋ００８８内期末製品商品棚卸高
(204)資産固定資産
(203)資産固定資産
(203)資産固定資産
(203)資産固定資産
(203)資産固定資産
(203)資産固定資産
(0403)資産固定資産
(0403)資産固定資産
(0403)資産固定資産
(0403)資産固定資産
Ｋ００８９固定資産
(601-2)有形固定資産額 (205)固定資産有形
(204)固定資産有形
(204)固定資産有形
(204)固定資産有形
(204)固定資産有形
(204)固定資産有形
(0404)固定資産有形
(0404)固定資産有形
(0404)固定資産有形
(0404)固定資産有形
Ｋ００９０内有形固定資産
(205)固定資産有形機械 (205)固定資産有形機械 (205)固定資産有形機械 (0405)固定資産有形機械 (0405)固定資産有形機械 (0405)固定資産有形機械 (0405)固定資産有形機械
Ｋ００９１内機械装置
(205)有形固定資産内土地(205)有形固定資産内土地額
うち土地
(601-3)無形固定資産額
Ｋ００９２無形固定資産
(601-4)投資等資産額
(206)固定資産投資
(206)固定資産投資
(206)固定資産投資
(206)固定資産投資
(206)固定資産投資
(206)固定資産投資
(0406)固定資産投資
(0406)固定資産投資
(0406)固定資産投資
(0407)固定投資その他の資産
Ｋ００９３内投資等資産
(207)資産繰延資産
(207)資産繰延資産
(207)資産繰延資産
(207)資産繰延資産
(207)資産繰延資産
(207)資産繰延資産
(0407)資産繰延資産
(0407)資産繰延資産
(0407)資産繰延資産
(0408)資産繰延資産
Ｋ００９４繰越資産
(601-5)総資産額（含繰延 (208)資産資産合計
(208)資産資産合計
(208)資産資産合計
(208)資産資産合計
(208)資産資産合計
(208)資産資産合計
(0408)資産資産合計
(0408)資産資産合計
(0408)資産資産合計
(0409)資産資産合計
Ｋ００９５資産合計
(209)流動負債額
(0409)流動負債
(0409)流動負債
(0409)流動負債
(0410)流動負債
Ｋ００９６流動負債
(210)負債固定
(210)負債固定
(210)負債固定
(210)負債固定
(210)負債固定
(210)負債固定
(0410)負債固定
(0410)負債固定
(0410)負債固定
(0411)負債固定
Ｋ００９７固定負債
(212)資本うち準備金
うち資本・利益準備金
(0411)資本金
(0411)資本金
(0411)資本金
(0412)資本金
Ｋ００９８資本金
(212)資本準備金
(212)資本準備金
(212)資本準備金
(212)資本準備金
(212)資本準備金
(0412)資本準備金
(0412)資本準備金
(0412)資本準備金
Ｋ００９９法定準備金
(213)資本剰余金
(213)資本剰余金
(213)資本剰余金
(213)資本剰余金
(213)資本剰余金
(213)資本剰余金
(0413)資本剰余金
(0413)資本剰余金
(0413)資本剰余金
(0413)資本剰余金
Ｋ０１００資本剰余金
(0414)利益剰余金
Ｋ０１０１利益剰余金
(0415)その他
Ｋ０１０２その他
(214)負債資本負資計
(214)負債資本負資計
(214)負債資本負資計
(214)負債資本負資計
(214)負債資本負資計
(214)負債資本負資計
(0414)負債資本負資計 (0414)負債資本負資計 (0414)負債資本負資計 (0416)負債資本負資計
Ｋ０１０３負債資本合計
(603-4)投資国内投資残高(931)投資国内投資残高 (931)投資国内投資残高 (931)投資国内投資残高 (931)投資国内投資残高 (931)投資国内投資残高 (931)投資国内投資残高 (0421)投資国内投資残高 (0421)投資国内投資残高 (0421)投資国内投資残高 (0421)投資国内投資残高
Ｋ０１０４国内関係投融資残高
(932)投資国内うち出資残(932)投資国内うち出資残(932)投資国内うち出資残(932)投資国内うち出資残(932)投資国内うち出資残(932)投資国内うち出資残(0422)投資国内うち出資残(0422)投資国内うち出資残(0422)投資国内うち出資残(0422)投資国内うち出資残高
Ｋ０１０５国内内株式出資金残
(603-3)投資国内うち長期貸付
(933)投資国内うち長期貸(933)投資国内うち長期貸(0423)投資国内うち長期貸(0423)投資国内うち長期貸(0423)投資国内うち長期貸(0423)投資国内うち長期貸付
Ｋ０１０６国内内長期貸付金
(604-4)投融海外投融資残(941)投融海外投融資残高(941)投融海外投融資残高(941)投融海外投融資残高(941)投資海外投資残高 (941)投資海外投資残高 (941)投資海外投資残高 (0424)投資海外投資残高 (0424)投資海外投資残高 (0424)投資海外投資残高 (0424)投資海外投資残高
Ｋ０１０７海外関係投融資残高
(942)投融海外出資金残高(942)投融海外出資金残高(942)投融海外出資金残高(942)投資海外うち出資残(942)投資海外うち出資残(942)投資海外うち出資残(0425)投資海外うち出資残(0425)投資海外うち出資残(0425)投資海外うち出資残(0425)投資海外うち出資残高
Ｋ０１０８海外内株式出資金残
(604-3)海外投融資額（長期貸付金）
(943)投資海外うち長期貸(943)投資海外うち長期貸(0426)投資海外うち長期貸(0426)投資海外うち長期貸(0426)投資海外うち長期貸(0426)投資海外うち長期貸付
Ｋ０１０９海外内長期貸付金
Ｋ０１１０関係会社の投融資残高
Ｋ０１１１内関係会社出資金残高
(602-1)有形固定増加当期(221)有形固定増加当期取(221)有形固定増加当期取(221)有形固定増加当期取(221)有形固定増加当期取(221)有形固定増加当期取(221)有形固定増加当期取(0431)有形固定増加当期 (0431)有形固定増加当期 (0431)有形固定増加当期 (0431)有形固定増加当期取得
Ｋ０１１２有形固定資産当期取得額
(222)有形固定増加機械 (222)有形固定増加機械 (222)有形固定増加機械 (0332)有形固定増加機械 (0432)有形固定増加機械 (0432)有形固定増加機械 (0432)有形固定増加機械
Ｋ０１１３有形固定資産内機械装置
(223)有形固定減少当期除(223)有形固定減少当期除(223)有形固定減少当期除(223)有形固定減少当期除(223)有形固定減少当期除(0433)有形固定減少当期 (0433)有形固定減少当期 (0433)有形固定減少当期 (0433)有形固定減少当期除却
Ｋ０１１４有形固定資産当期除去額
(301)売上売高計
(306)売上売高計
(306)売上売高計
(306)売上売高計
(306)売上売高計
(306)売上売高計
(306)売上売高計
(0501)売上売高計
(0501)売上売高計
(0501)売上売高計
(0501)売上売高計
Ｋ０１１５売上高
(603-1)国内投融資額（有価証券）
関係会社への投資額国内有価証券
(603-2)国内投融資額（出資金）
関係会社への投資額国内出資金
(604-1)海外投融資額（有価証券）
関係会社への投資額海外有価証券
(604-2)海外投融資額（出資金）
関係会社への投資額海外出資金
(309)売上営業売原
(307)売上営業売原
(307)売上営業売原
(307)売上営業売原
(307)売上営業売原
(307)売上営業売原
(307)売上営業売原
(0502)売上営業売原
(0502)売上営業売原
(0502)売上営業売原
(0502)売上営業売原
Ｋ０１２３売上原価
(310)売上営業売原仕入
(308)売上営業売原仕入
Ｋ０１２４内商品仕入高
Ｋ０１２５販売費一般管理費
(311)営:般管費
(308)売上営業販売
(308)売上営業販売
(308)売上営業販売
(309)売上営業販売
(308)売上営業販売
(308)売上営業販売
(0503)売上営業販売
(0503)売上営業販売
(0503)売上営業販売
(0503)売上営業販売
(308)営業費用合計
Ｋ０１２６営業費用合計
Ｋ０１２７営業外収益
(307)売上営外収益
(309)売上営外収益
(309)売上営外収益
(309)売上営外収益
(310)売上営外収益
(309)売上営外収益
(309)売上営外収益
(0504)売上営外収益
(0504)売上営外収益
(0504)売上営外収益
(0504)売上営外収益
(316)売上営外費用
(310)売上営外費用
(310)売上営外費用
(310)売上営外費用
(311)売上営外費用
(310)売上営外費用
(310)売上営外費用
(0505)売上営外費用
(0505)売上営外費用
(0505)売上営外費用
(0505)売上営外費用
Ｋ０１２８営業外費用
Ｋ０１２９営業利益
(311)売上経常利益
(311)売上経常利益
(311)売上経常利益
(312)売上経常利益
(311)売上経常利益
(311)売上経常利益
(0506)売上経常利益
(0506)売上経常利益
(0506)売上経常利益
(0506)売上経常利益
Ｋ０１３０経常利益
(312)売上税引利益
(312)売上税引利益
(312)売上税引利益
(313)売上税引利益
(312)売上税引利益
(312)売上税引利益
(0507)売上税引利益
(0507)売上税引利益
(0507)売上税引利益
(0507)売上税引利益
Ｋ０１３１税引後当期利益
(312)売上内訳広告
(313)売上内訳広告
(321)売上内訳広告
(321)売上内訳広告
(321)売上内訳広告
(321)売上内訳広告
(321)売上内訳広告
(0511)売上内訳広告
(0511)売上内訳広告
(0511)売上内訳広告
(0511)売上内訳広告
Ｋ０１３２広告宣伝費
(313)売上内訳情報
(314)売上内訳情報
(322)売上内訳情報
(322)売上内訳情報
(322)売上内訳情報
(322)売上内訳情報
(322)売上内訳情報
(0512)売上内訳情報
(0512)売上内訳情報
(0512)売上内訳情報
(0512)売上内訳情報
Ｋ０１３３情報処理通信費
(315)売上内訳賃借
(323)売上内訳賃借
(323)売上内訳賃借
(323)売上内訳賃借
(323)売上内訳賃借
(323)売上内訳賃借
(0513)売上内訳賃借
(0513)売上内訳賃借
(0513)売上内訳賃借
(0513)売上内訳賃借
Ｋ０１３４賃借料
(314)営:般管費うち不動産賃貸
(0514)内土地建物
(0514)内土地建物
(0514)内土地建物
(0514)内土地建物
Ｋ０１３５内土地建物
(315)営:般管費うち動産賃貸
動産賃借料
(319)売上内訳荷造
(316)売上内訳荷造
(324)売上内訳荷造
(324)売上内訳荷造
(324)売上内訳荷造
(324)売上内訳荷造
(324)売上内訳荷造
(0515)売上内訳荷造
(0515)売上内訳荷造
(0515)売上内訳荷造
(0515)売上内訳荷造
Ｋ０１３６荷造運搬費
(317)売上内訳給与
(317)売上内訳給与
(325)売上内訳給与
(325)売上内訳給与
(325)売上内訳給与
(325)売上内訳給与
(325)売上内訳給与
(0516)売上内訳給与
(0516)売上内訳給与
(0516)売上内訳給与
(0516)売上内訳給与
Ｋ０１３７給与総額
(318)売上内訳減償
(318)売上内訳減償
(326)売上内訳減償
(326)売上内訳減償
(326)売上内訳減償
(326)売上内訳減償
(326)売上内訳減償
(0517)売上内訳減償
(0517)売上内訳減償
(0517)売上内訳減償
(0517)売上内訳減償
Ｋ０１３８減価償却費
(327)売上内訳租税
(327)売上内訳租税
(327)売上内訳租税
(327)売上内訳租税
(327)売上内訳租税
(0518)売上内訳租税
(0518)売上内訳租税
(0518)売上内訳租税
(0518)売上内訳租税
Ｋ０１３９租税公課
(328)売上内訳割引
(328)売上内訳割引
(328)売上内訳割引
(328)売上内訳割引
(328)売上内訳割引
(0519)売上内訳割引
(0519)売上内訳割引
(0519)売上内訳割引
(0519)売上内訳割引
Ｋ０１４０支払利息割引料
(329)売上内訳リース
(329)売上内訳リース
(329)売上内訳リース
(329)売上内訳リース
(329)売上内訳リース
(0520)売上内訳リース
(0520)売上内訳リース
(0520)売上内訳リース
(0520)売上内訳リース
Ｋ０１４１支払リース料
(403-1)取引売上計
(403-1)取引売上計
(403-1)取引売上計
(401-1)取引売上計
(401-1)取引売上計
(401-1)取引売上計
(0601-1)取引売上計
(0601-1)取引売上計
(0601-1)取引売上計
(0601-1)取引売上計
Ｋ０１４４売上高計
(403-2)取引売上うち計 (403-2)取引売上うち計 (403-2)取引売上うち計 (401-2)取引売上うち計 (401-2)取引売上うち計 (401-2)取引売上うち計 (0601-2)取引売上うち計 (0601-2)取引売上うち計 (0601-2)取引売上うち計 (0601-2)取引売上うち計
Ｋ０１４５売上高計内関係会社
(401-1)売上国内額
(401-1)売上国内額
(401-1)売上国内額
売上高うち国内
(401-2)売上国内うち関係(401-2)売上国内うち関係(401-1)売上国内うち関係会社額
売上高うち国内関係会社
(404-1)仕入国内額
(404-1)仕入国内額
(404-1)仕入国内額
仕入高うち国内
(404-2)仕入国内うち関係(404-2)仕入国内うち関係(404-2)仕入国内うち関係会社額
仕入高うち国内関係会社
(402-1)取引売上海外
(402-1)取引売上海外
(402-1)取引売上海外
(402-1)取引売上海外
(402-1)取引売上海外
Ｋ０１４６売上高計内海外
(402-2)取引売上うち海外(402-2)取引売上うち海外(402-2)取引売上うち海外(402-2)取引売上うち海外(402-2)取引売上うち海外
Ｋ０１４７売上高計内海外関係会社
(402-1)売上海外額
(403-1)取引売上海外輸出(403-1)取引売上海外輸出(403-1)取引売上海外輸出(0602-1)取引売上海外輸 (0602-1)取引売上海外輸 (0602-1)取引売上海外輸 (0602-1)取引売上海外輸出
Ｋ０１４８売上高計内直接輸出額
(402-2)売上海外うち関係会社額
(403-2)取引売上うち輸出(403-2)取引売上海外輸出(403-2)取引売上うち輸出(0602-2)取引売上うち輸出(0602-2)取引売上うち輸出(0602-2)取引売上うち輸出(0602-2)取引売上うち輸出
Ｋ０１４９売上高計内直接輸出額関係会社
(406-1)仕入高計
(406-1)仕入高計
(406-1)仕入高計
(404-1)取引仕入計
(404-1)取引売上うち輸出(404-1)取引仕入計
(0603-1)取引仕入計
(0603-1)取引仕入計
(0603-1)取引仕入計
(0603-1)取引仕入計
Ｋ０１５０仕入高計
(406-2)仕入合計関係会社(406-2)仕入高計うち関係(406-2)仕入高計うち関係(404-2)取引仕入うち計 (404-2)取引仕入うち計 (404-2)取引仕入うち計 (0603-2)取引仕入うち計 (0603-2)取引仕入うち計 (0603-2)取引仕入うち計 (0603-2)取引仕入うち計
Ｋ０１５１仕入高計内関係会社
(405-1)仕入海外額
(405-1)仕入海外額
(405-1)取引仕入海外
(405-1)取引仕入海外
(405-1)取引仕入海外
Ｋ０１５２仕入高計内海外
(405-2)仕入海外うち関係(405-2)仕入海外うち関係(405-2)取引仕入うち海外(405-2)取引仕入うち海外(405-2)取引仕入うち海外
Ｋ０１５３仕入高計内海外関係会社
(405-1)仕入海外額
(406-1)取引仕入海外輸出(406-1)取引仕入海外輸出(406-1)取引仕入海外輸入(0604-1)取引仕入海外輸 (0604-1)取引仕入海外輸 (0604-1)取引仕入海外輸 (0604-1)取引仕入海外輸入
Ｋ０１５４仕入高計内直接輸入額
(405-2)仕入海外うち関係会社額
(406-2)取引仕入うち輸出(406-2)取引仕入うち輸入(406-2)取引仕入うち輸入(0604-2)取引仕入うち輸入(0604-2)取引仕入うち輸入(0604-2)取引仕入うち輸入(0604-2)取引仕入うち輸入
Ｋ０１５５仕入高計内直接輸入額関係会社
(501-1)仕入国内比
商品・原材料・部品仕入高国内
商品・原材料・部品仕入高国内うち資本関係会社 (501-2)仕入国内うち関係会社比
(501-3)仕入海外比
商品・原材料・部品仕入高海外
商品・原材料・部品仕入高海外うち資本関係会社 (501-4)仕入海外うち関係会社比
(502-1)売上国内比
自社生産品・仕入商品売上高国内
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304
305
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322
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H15(2003)
H16(2004)
Ｈ４（基本年）
Ｈ７（基本年）
Ｈ８（基本年）
H9（簡易年）
H10（基本年）
H11（簡易年）
H12（簡易年）
H13（基本年）
H14(2002)
自社生産品・仕入商品売上高国内うち資本関係会(502-2)売上国内うち関係会社比
(502-3)売上海外比
自社生産品・仕入商品売上高海外
自社生産品・仕入商品売上高海外うち資本関係会(502-4)売上海外うち関係会社比
(411-1)輸出地域アジア
(411-1)輸出地域アジア (411-1)輸出地域アジア (411-1)輸出地域アジア (0611-1)輸出地域アジア (0611-1)輸出地域アジア (0611-1)輸出地域アジア (0611-1)輸出地域アジア
Ｋ０１５６アジア直接輸出額
(411-2)輸入地域アジア
(411-2)輸入地域アジア (411-2)輸入地域アジア (411-2)輸入地域アジア (0611-2)輸入地域アジア (0611-2)輸入地域アジア (0611-2)輸入地域アジア (0611-2)輸入地域アジア
Ｋ０１５７アジア直接輸入額
(412-1)輸出地域中東
(412-1)輸出地域中東
(412-1)輸出地域中東
(412-1)輸出地域中東
(0612-1)輸出地域中東 (0612-1)輸出地域中東 (0612-1)輸出地域中東 (0612-1)輸出地域中東
Ｋ０１５８中東直接輸出額
(412-2)輸入地域中東
(412-2)輸入地域中東
(412-2)輸入地域中東
(412-2)輸入地域中東
(0612-2)輸入地域中東 (0612-2)輸入地域中東 (0612-2)輸入地域中東 (0612-2)輸入地域中東
Ｋ０１５９中東直接輸入額
(413-1)輸出地域ヨーロッパ
(413-1)輸出地域ヨーロッパ
(413-1)輸出地域ヨーロッパ
(0613-1)輸出地域ヨーロッ(0613-1)輸出地域ヨーロッ(0613-1)輸出地域ヨーロッ(0613-1)輸出地域ヨーロッパ
Ｋ０１６０欧州直接輸出額
(413-2)輸入地域ヨーロッパ
(413-2)輸入地域ヨーロッパ
(413-2)輸入地域ヨーロッパ
(0613-2)輸入地域ヨーロッ(0613-2)輸入地域ヨーロッ(0613-2)輸入地域ヨーロッ(0613-2)輸入地域ヨーロッパ
Ｋ０１６１欧州直接輸入額
(415-1)輸出地域北米
輸出地域北米
(414-1)輸出地域北米
(414-1)輸出地域北米
(414-1)輸出地域北米
(0614-1)輸出地域北米 (0614-1)輸出地域北米 (0614-1)輸出地域北米 (0614-1)輸出地域北米
Ｋ０１６２北米直接輸出額
(415-2)輸入地域北米
輸入地域北米
(414-2)輸入地域北米
(414-2)輸入地域北米
(414-2)輸入地域北米
(0614-2)輸入地域北米 (0614-2)輸入地域北米 (0614-2)輸入地域北米 (0614-2)輸入地域北米
Ｋ０１６３北米直接輸入額
(416-1)輸出地域中南米 輸出地域中南米
(415-1)輸出地域中南米 (415-1)輸出地域中南米 (415-1)輸出地域中南米 (0615-1)輸出地域中南米 (0615-1)輸出地域中南米 (0615-1)輸出地域中南米 (0615-1)輸出地域中南米
Ｋ０１６４中南米直接輸出額
(416-2)輸入地域中南米 輸入地域中南米
(415-2)輸入地域中南米 (415-2)輸入地域中南米 (415-2)輸入地域中南米 (0615-2)輸入地域中南米 (0615-2)輸入地域中南米 (0615-2)輸入地域中南米 (0615-2)輸入地域中南米
Ｋ０１６５中南米直接輸入額
(417-1)輸出地域アフリカ 輸出地域アフリカ
(416-1)輸出地域アフリカ (416-1)輸出地域アフリカ (416-1)輸出地域アフリカ (0616-1)輸出地域アフリカ(0616-1)輸出地域アフリカ(0616-1)輸出地域アフリカ(0616-1)輸出地域アフリカ
Ｋ０１６６アフリカ直接輸出額
(417-2)輸入地域アフリカ 輸入地域アフリカ
(416-2)輸入地域アフリカ (416-2)輸入地域アフリカ (416-2)輸入地域アフリカ (0616-2)輸入地域アフリカ(0616-2)輸入地域アフリカ(0616-2)輸入地域アフリカ(0616-2)輸入地域アフリカ
Ｋ０１６７アフリカ直接輸入額
(418-1)輸出地域オセアニ輸出地域オセアニア
(417-1)輸出地域オセアニ(417-1)輸出地域オセアニ(417-1)輸出地域オセアニ(0617-1)輸出地域オセアニ
(0617-1)輸出地域オセアニ
(0617-1)輸出地域オセアニ
(0617-1)輸出地域オセアニア
Ｋ０１６８オセアニア直接輸出額
(418-2)輸入地域オセアニ輸入地域オセアニア
(417-2)輸入地域オセアニ(417-2)輸入地域オセアニ(417-2)輸入地域オセアニ(0617-2)輸入地域オセアニ
(0617-2)輸入地域オセアニ
(0617-2)輸入地域オセアニ
(0617-2)輸入地域オセアニア
Ｋ０１６９オセアニア直接輸入額
Ｋ０１７０直接輸出額計
(419-1)輸出地域計
輸出地域計
(418-1)輸出地域計
(418-1)輸出地域計
(418-1)輸出地域計
(0618-1)輸出地域計
(0618-1)輸出地域計
(0618-1)輸出地域計
(0618-1)輸出地域計
(419-2)輸入地域計
輸入地域計
(418-2)輸入地域計
(418-2)輸入地域計
(418-2)輸入地域計
(0618-2)輸入地域計
(0618-2)輸入地域計
(0618-2)輸入地域計
(0618-2)輸入地域計
Ｋ０１７１直接輸入額計
(421-1)輸出商品食品
輸出商品食品
(421-1)輸出商品食品
(421-1)輸出商品食品
(421-1)輸出商品食品
(0621-1)輸出商品食品 (0621-1)輸出商品食品 (0621-1)輸出商品食品 (0621-1)輸出商品食品
Ｋ０１７２食料品直接輸出額
(421-2)輸入商品食品
輸入商品食品
(421-2)輸入商品食品
(421-2)輸入商品食品
(421-2)輸入商品食品
(0621-2)輸入商品食品 (0621-2)輸入商品食品 (0621-2)輸入商品食品 (0621-2)輸入商品食品
Ｋ０１７３食料品直接輸入額
(422-1)輸出商品材料
輸出商品材料
(422-1)輸出商品材料
(422-1)輸出商品材料
(422-1)輸出商品材料
(0622-1)輸出商品材料 (0622-1)輸出商品材料 (0622-1)輸出商品材料 (0622-1)輸出商品材料
Ｋ０１７４原材料直接輸出額
(422-2)輸入商品材料
輸入商品材料
(422-2)輸入商品材料
(422-2)輸入商品材料
(422-2)輸入商品材料
(0622-2)輸入商品材料 (0622-2)輸入商品材料 (0622-2)輸入商品材料 (0622-2)輸入商品材料
Ｋ０１７５原材料直接輸入額
(423-1)輸出商品燃料
輸出商品燃料
(423-1)輸出商品燃料
(423-1)輸出商品燃料
(423-1)輸出商品燃料
(0623-1)輸出商品燃料 (0623-1)輸出商品燃料 (0623-1)輸出商品燃料 (0623-1)輸出商品燃料
Ｋ０１７６鉱物性燃料直接輸出額
(423-2)輸入商品燃料
輸入商品燃料
(423-2)輸入商品燃料
(423-2)輸入商品燃料
(423-2)輸入商品燃料
(0623-2)輸入商品燃料 (0623-2)輸入商品燃料 (0623-2)輸入商品燃料 (0623-2)輸入商品燃料
Ｋ０１７７鉱物性燃料直接輸入額
(424-1)輸出商品化学
輸出商品化学
(424-1)輸出商品化学
(424-1)輸出商品化学
(424-1)輸出商品化学
(0624-1)輸出商品化学 (0624-1)輸出商品化学 (0624-1)輸出商品化学 (0624-1)輸出商品化学
Ｋ０１７８化学製品直接輸出額
(424-2)輸入商品化学
輸入商品化学
(424-2)輸入商品化学
(424-2)輸入商品化学
(424-2)輸入商品化学
(0624-2)輸入商品化学 (0624-2)輸入商品化学 (0624-2)輸入商品化学 (0624-2)輸入商品化学
Ｋ０１７９化学製品直接輸入額
(425-1)輸出商品繊維
輸出商品繊維
(425-1)輸出商品繊維
(425-1)輸出商品繊維
(425-1)輸出商品繊維
(0625-1)輸出商品繊維 (0625-1)輸出商品繊維 (0625-1)輸出商品繊維 (0625-1)輸出商品繊維
Ｋ０１８０繊維製品直接輸出額
(425-2)輸入商品繊維
輸入商品繊維
(425-2)輸入商品繊維
(425-2)輸入商品繊維
(425-2)輸入商品繊維
(0625-2)輸入商品繊維 (0625-2)輸入商品繊維 (0625-2)輸入商品繊維 (0625-2)輸入商品繊維
Ｋ０１８１繊維製品直接輸入額
(426-1)輸出商品非金属 輸出商品非金属
(426-1)輸出商品非金属 (426-1)輸出商品非金属 (426-1)輸出商品非金属 (0626-1)輸出商品非金属 (0626-1)輸出商品非金属 (0626-1)輸出商品非金属 (0626-1)輸出商品非金属
Ｋ０１８２非金属鉱物製品直接輸出額
(426-2)輸入商品非金属 輸入商品非金属
(426-2)輸入商品非金属 (426-2)輸入商品非金属 (426-2)輸入商品非金属 (0626-2)輸入商品非金属 (0626-2)輸入商品非金属 (0626-2)輸入商品非金属 (0626-2)輸入商品非金属
Ｋ０１８３非金属鉱物製品直接輸入額
(427-1)輸出商品金属
輸出商品金属
(427-1)輸出商品金属
(427-1)輸出商品金属
(427-1)輸出商品金属
(0627-1)輸出商品金属 (0627-1)輸出商品金属 (0627-1)輸出商品金属 (0627-1)輸出商品金属
Ｋ０１８４金属同製品直接輸出額
(427-2)輸入商品金属
輸入商品金属
(427-2)輸入商品金属
(427-2)輸入商品金属
(427-2)輸入商品金属
(0627-2)輸入商品金属 (0627-2)輸入商品金属 (0627-2)輸入商品金属 (0627-2)輸入商品金属
Ｋ０１８５金属同製品直接輸入額
(428-1)輸出商品一般
輸出商品一般
(428-1)輸出商品一般
(428-1)輸出商品一般
(428-1)輸出商品一般
(0628-1)輸出商品一般 (0628-1)輸出商品一般 (0628-1)輸出商品一般 (0628-1)輸出商品一般
Ｋ０１８６一般機械直接輸出額
(428-2)輸入商品一般
輸入商品一般
(428-2)輸入商品一般
(428-2)輸入商品一般
(428-2)輸入商品一般
(0628-2)輸入商品一般 (0628-2)輸入商品一般 (0628-2)輸入商品一般 (0628-2)輸入商品一般
Ｋ０１８７一般機械直接輸入額
(429-1)輸出商品電気
輸出商品電気
(429-1)輸出商品電気
(429-1)輸出商品電気
(429-1)輸出商品電気
(0629-1)輸出商品電気 (0629-1)輸出商品電気 (0629-1)輸出商品電気 (0629-1)輸出商品電気
Ｋ０１８８電気機械直接輸出額
(429-2)輸入商品電気
輸入商品電気
(429-2)輸入商品電気
(429-2)輸入商品電気
(429-2)輸入商品電気
(0629-2)輸入商品電気 (0629-2)輸入商品電気 (0629-2)輸入商品電気 (0629-2)輸入商品電気
Ｋ０１８９電気機械直接輸入額
(430-1)輸出商品輸送
輸出商品輸送
(430-1)輸出商品輸送
(430-1)輸出商品輸送
(430-1)輸出商品輸送
(0630-1)輸出商品輸送 (0630-1)輸出商品輸送 (0630-1)輸出商品輸送 (0630-1)輸出商品輸送
Ｋ０１９０輸送機械直接輸出額
(430-2)輸入商品輸送
輸入商品輸送
(430-2)輸入商品輸送
(430-2)輸入商品輸送
(430-2)輸入商品輸送
(0630-2)輸入商品輸送 (0630-2)輸入商品輸送 (0630-2)輸入商品輸送 (0630-2)輸入商品輸送
Ｋ０１９１輸送機械直接輸入額
(431-1)輸出商品精密
輸出商品精密
(431-1)輸出商品精密
(431-1)輸出商品精密
(431-1)輸出商品精密
(0631-1)輸出商品精密 (0631-1)輸出商品精密 (0631-1)輸出商品精密 (0631-1)輸出商品精密
Ｋ０１９２精密機械直接輸出額
(431-2)輸入商品精密
輸入商品精密
(431-2)輸入商品精密
(431-2)輸入商品精密
(431-2)輸入商品精密
(0631-2)輸入商品精密 (0631-2)輸入商品精密 (0631-2)輸入商品精密 (0631-2)輸入商品精密
Ｋ０１９３精密機械直接輸入額
(432-1)輸出商品他
輸出商品他
(432-1)輸出商品他
(432-1)輸出商品他
(432-1)輸出商品他
(0632-1)輸出商品他
(0632-1)輸出商品他
(0632-1)輸出商品他
(0632-1)輸出商品他
Ｋ０１９４その他直接輸出額
(432-2)輸入商品他
輸入商品他
(432-2)輸入商品他
(432-2)輸入商品他
(432-2)輸入商品他
(0632-2)輸入商品他
(0632-2)輸入商品他
(0632-2)輸入商品他
(0632-2)輸入商品他
Ｋ０１９５その他直接輸入額
(433-1)輸出商品計
輸出商品計
(433-1)輸出商品計
(433-1)輸出商品計
(433-1)輸出商品計
(0633-1)輸出商品計
(0633-1)輸出商品計
(0633-1)輸出商品計
(0633-1)輸出商品計
Ｋ０１９６直接輸出額計
(433-2)輸入商品計
輸入商品計
(433-2)輸入商品計
(433-2)輸入商品計
(433-2)輸入商品計
(0633-2)輸入商品計
(0633-2)輸入商品計
(0633-2)輸入商品計
(0633-2)輸入商品計
Ｋ０１９７直接輸入額計
(411-1)出アジア
(411-1)出アジア
アジア海外への売上高
(411-2)入アジア
(411-2)入アジア
アジア海外からの仕入高
(412-1)出中近東
(412-1)出中近東
中近東海外への売上高
(412-2)入中近東
(412-2)入中近東
中近東海外からの仕入高
(413-1)出西欧
(413-1)出西欧
西ヨーロッパ海外への売上高
(413-2)入西欧
(413-2)入西欧
西ヨーロッパ海外からの仕入高
(414-1)出旧ソ連東欧
(414-1)出旧ソ連東欧
旧ソ連、東欧海外への売上高
(414-2)入旧ソ連東欧
(414-2)入旧ソ連東欧
旧ソ連、東欧海外からの仕入高
(415-1)出北米
(415-1)出北米
北アメリカ海外への売上高
(415-2)入北米
(415-2)入北米
北アメリカ海外からの仕入高
(416-1)出中南米
(416-1)出中南米
ラテンアメリカ海外への売上高
(416-2)入中南米
(416-2)入中南米
ラテンアメリカ海外からの仕入高
(417-1)出アフリカ
(417-1)出アフリカ
アフリカ海外への売上高
(417-2)入アフリカ
(417-2)入アフリカ
アフリカ海外からの仕入高
(418-1)出大洋州
(418-1)出大洋州
大洋州海外への売上高
(418-2)入大洋州
(418-2)入大洋州
大洋州海外からの仕入高
(419-1)出地域別計
(419-1)出地域別計
計海外への売上高
(419-2)入地域別計
(419-2)入地域別計
計海外からの仕入高
(421-1)入食料品
(421-1)入食料品
食料品海外への売上高
(421-2)出食料品
(421-2)出食料品
食料品海外からの仕入高
(422-1)入原材料
(422-1)入原材料
原材料海外への売上高
(422-2)出原材料
(422-2)出原材料
原材料海外からの仕入高
(423-1)入鉱物性燃料
(423-1)入鉱物性燃料
鉱物性燃料海外への売上高
(423-2)出鉱物性燃料
(423-2)出鉱物性燃料
鉱物性燃料海外からの仕入高
(424-1)入化学製品
(424-1)入化学製品
化学製品海外への売上高
(424-2)出化学製品
(424-2)出化学製品
化学製品海外からの仕入高
(425-1)入繊維製品
(425-1)入繊維製品
繊維製品海外への売上高
(425-2)出繊維製品
(425-2)出繊維製品
繊維製品海外からの仕入高
(426-1)入非金属鉱物製品(426-1)入非金属鉱物製品
非金属鉱物製品への売上高
(426-2)出非金属鉱物製品(426-2)出非金属鉱物製品
非金属鉱物製品からの仕入高
(427-1)入金属及び同製品(427-1)入金属及び同製品
金属及び同製品海外への売上高
(427-2)出金属及び同製品(427-2)出金属及び同製品
金属及び同製品海外からの仕入高
(428-1)入一般機械
(428-1)入一般機械
一般機械海外への売上高
(428-2)出一般機械
(428-2)出一般機械
一般機械海外からの仕入高
(429-1)入電気機械
(429-1)入電気機械
電気機械海外への売上高
(429-2)出電気機械
(429-2)出電気機械
電気機械海外からの仕入高
(430-1)入輸送機械
(430-1)入輸送機械
輸送機器海外への売上高
(430-2)出輸送機械
(430-2)出輸送機械
輸送機器海外からの仕入高
(431-1)入精密機械
(431-1)入精密機械
精密機器海外への売上高
(431-2)出精密機械
(431-2)出精密機械
精密機器海外からの仕入高
(432-1)入その他
(432-1)入その他
その他商品海外への売上高
(432-2)出その他
(432-2)出その他
その他商品海外からの仕入高
(433-1)入商品別計
(433-1)入商品別計
計海外への売上高
(433-2)出商品別計
(433-2)出商品別計
計海外からの仕入高
(0701-1)外注費
(0701-1)外注費
(0701-1)外注費
(0701-1)外注費
Ｋ０１９８外注費
(0701-2)外注費関係会社 (0701-2)外注費関係会社 (0701-2)外注費関係会社 (0701-2)外注費関係会社の割合
Ｋ０１９９外注費関係会社の割合
(461)その他委託先企業数(461)その他委託先企業数(461)その他委託先企業数国内
Ｋ０２００国内生産委託先企業数
(463)その他生産委託費国(463)その他生産委託費国(463)その他生産委託費国内
Ｋ０２０１国内生産委託費
(462)その他委託先企業数(462)その他委託先企業数(462)その他委託先企業数国外
Ｋ０２０２海外生産委託先企業数
(464)その他生産委託費国(464)その他生産委託費国(464)その他生産委託費国外
Ｋ０２０３海外生産委託費
(441-1)生産委託数国内 (441-1)生産委託数国内 (441-1)生産委託数国内
国内生産委託先企業数
(441-2)生産委託費国内 (441-2)生産委託費国内 (441-2)生産委託費国内
国内生産委託費
(442-1)生産委託数海外 (442-1)生産委託数海外 (442-1)生産委託数海外
海外生産委託先企業数
(442-2)生産委託費海外 (442-2)生産委託費海外 (442-2)生産委託費海外
海外生産委託費
生産委託割合又は外注加工費完成品
(532-1)完成品委託比
(532-2)完成品委託うちOEM比
生産委託割合又は外注加工費うちＯＥＭ製品
生産委託割合又は外注加工費部品・半製品等外 (532-3)半製品委託額
(533-1)完成品委託国内企業数
生産委託企業数国内完成品
(533-2)完成品委託うちOEM国内企業数
生産委託企業数国内うちＯＥＭ製品
生産委託企業数部分・半製品等外注加工賃支払 (533-3)半製品委託国内企業数
生産委託企業数国内うち、下請企業完成品
(534-1)完成品委託国内企業（うち下請）数
(534-2)完成品委託うちOEM国内企業（うち下請）数
生産委託企業数国内うち、下請企業うちＯＥＭ製品
生産委託企業数国内うち、下請け企業部品・半製(534-3)半製品委託企業（うち下請）数
(535-1)完成品委託海外企業数
生産委託企業数海外完成品
生産委託企業数海外うちＯＥＭ製品
(535-2)完成品委託うちOEM海外企業数
生産委託企業数海外部品・半製品等外注加工賃 (535-3)半製品委託海外企業（うち下請）数
(541-1)生産下請有無
生産の下請状況の有無
(451-1)下請他企業数
Ｋ０２０６他企業製造受託受注先企業数
(451-2)下請他金額
Ｋ０２０７他企業製造受託生産受託費
(541-2)生産下請相手企業(472-2)下請生産企業数
(452-1)下請親企業数
Ｋ０２０８内親事業者下請受注先企業数
(452-2)下請他金額
Ｋ０２０９内親事業者下請生産受託費
(471-1)生産下請利用有無
下請の利用の有無
(471-2)下請相手先企業数
下請の利用相手先企業数
(472-1)下請生産有無
下請生産（受託事業者）の有無
(471-1)販割内卸
Ｋ０２１０製造仕入品売上高卸売業
(471-2)販割内小売
Ｋ０２１１製造仕入品売上高小売業
(471-3)販割内製造
Ｋ０２１２製造仕入品売上高製造業
(471-4)販割内一般
Ｋ０２１３製造仕入品売上高一般使用者
(471-5)販割外輸入
Ｋ０２１４製造仕入品売上高直接輸出
(472-1)仕割内卸
Ｋ０２１５商品仕入高卸売業
(472-2)仕割内小売
Ｋ０２１６商品仕入高小売業
(472-3)仕割内製造
Ｋ０２１７商品仕入高製造業
(472-4)仕割外輸入
Ｋ０２１８商品仕入高直接輸出
(511-1)商品仕入高計
（商業）商品仕入高
（商業）商品仕入高商品の取引相手生産者（産業 (511-2)商品仕入生産者比
(511-3)商品仕入卸売比
（商業）商品仕入高商品の取引相手卸売業者
(511-4)商品仕入小売比
（商業）商品仕入高商品の取引相手小売業者
(511-6)商品仕入海外比
（商業）商品仕入高商品の取引相手海外
（商業）商品仕入高商品の取引相手原材料仕入額(511-7)商品仕入原材料加工比
（商業）商品売上高商品の取引相手生産者（産業 (512-2)商品売上生産者比
(512-3)商品売上卸売比
（商業）商品売上高商品の取引相手卸売業者
(512-4)商品売上小売比
（商業）商品売上高商品の取引相手小売業者
（商業）商品売上高商品の取引相手一般消費者 (512-5)商品売上消費者比
(512-6)商品売上海外比
（商業）商品売上高商品の取引相手海外
(521-1)商品仕入企業数
商品仕入の仕入相手取引企業数
(521-2)商品仕入1位企業比
商品仕入の仕入相手取引割合１位
(521-3)商品仕入2位企業比
商品仕入の仕入相手取引割合２位
(521-4)商品仕入3位企業比
商品仕入の仕入相手取引割合３位
自社生産品・仕入商品の売上相手取引企業数 (522-1)商品売上企業数
自社生産品・仕入商品の売上相手取引割合１位 (522-2)商品売上1位企業比
自社生産品・仕入商品の売上相手取引割合２位 (522-3)商品売上2位企業比
自社生産品・仕入商品の売上相手取引割合３位 (522-4)商品売上3位企業比
(461-1)外部現情報
(451-1)外部現情報
(451-1)外部現情報
(0711-1)外部現情報
(0711-1)外部現情報
(0711-1)外部現情報
(0711-1)外部現情報
Ｋ０２１９委託情報処理関連
(461-2)外部現調査
(451-2)外部現調査
(451-2)外部現調査
(0711-2)外部現調査
(0711-2)外部現調査
(0711-2)外部現調査
(0711-2)外部現調査
Ｋ０２２０委託調査マーケティング
(461-3)外部現デザイン (451-3)外部現デザイン (451-3)外部現デザイン (0711-3)外部現デザイン (0711-3)外部現デザイン (0711-3)外部現デザイン (0711-3)外部現デザイン
Ｋ０２２１委託デザイン商品企画
(461-4)外部現一般
(451-4)外部現一般
(451-4)外部現一般
(0711-4)外部現一般
(0711-4)外部現一般
(0711-4)外部現一般
(0711-4)外部現一般
Ｋ０２２２委託一般事務処理
(461-5)外部現福利
(451-5)外部現福利
(451-5)外部現福利
(0711-5)外部現福利
(0711-5)外部現福利
(0711-5)外部現福利
(0711-5)外部現福利
Ｋ０２２３委託従業員福祉関連
(461-6)外部現税務
(451-6)外部現税務
(451-6)外部現税務
(0711-6)外部現税務
(0711-6)外部現税務
(0711-6)外部現税務
(0711-6)外部現税務
Ｋ０２２４委託特殊分野
(461-7)外部現研修
(451-7)外部現研修
(451-7)外部現研修
(0711-7)外部現研修
(0711-7)外部現研修
(0711-7)外部現研修
(0711-7)外部現研修
Ｋ０２２５委託従業員教育
(461-8)外部現受付
(451-8)外部現受付
(451-8)外部現受付
(0711-8)外部現受付
(0711-8)外部現受付
(0711-8)外部現受付
(0711-8)外部現受付
Ｋ０２２６委託渉外業務
(461-9)外部現運送
(451-9)外部現運送
(451-9)外部現運送
(0711-9)外部現運送
(0711-9)外部現運送
(0711-9)外部現運送
(0711-9)外部現運送
Ｋ０２２７委託物流関連
(461-10)外部現清掃
(451-10))外部現清掃
(451-10)外部現清掃
(0711-10)外部現清掃
(0711-10)外部現清掃
(0711-10)外部現清掃
(0711-10)外部現清掃
Ｋ０２２８委託環境防犯関連
(461-11)外部現研究
(451-11))外部現研究
(451-11)外部現研究
(0711-11)外部現研究
(0711-11)外部現研究
(0711-11)外部現研究
(0711-11)外部現研究
Ｋ０２２９委託研究開発関連
(461-12)外部現なし
(451-12))外部現なし
(451-12)外部現なし
(0711-12)外部現なし
(0711-12)外部現なし
(0711-12)外部現なし
(0711-12)外部現なし
Ｋ０２３０委託特にない
(462-1)外部後情報
(452-1)外部後情報
(452-1)外部後情報
(0712-1)外部後情報
(0712-1)外部後情報
(0712-1)外部後情報
(0712-1)外部後情報
Ｋ０２３１拡大情報処理関連
(462-2)外部後調査
(452-2)外部後調査
(452-2)外部後調査
(0712-2)外部後調査
(0712-2)外部後調査
(0712-2)外部後調査
(0712-2)外部後調査
Ｋ０２３２拡大調査マーケティング
(462-3)外部後デザイン (452-3)外部後デザイン (452-3)外部後デザイン (0712-3)外部後デザイン (0712-3)外部後デザイン (0712-3)外部後デザイン (0712-3)外部後デザイン
Ｋ０２３３拡大デザイン商品企画
(462-4)外部後一般
(452-4)外部後一般
(452-4)外部後一般
(0712-4)外部後一般
(0712-4)外部後一般
(0712-4)外部後一般
(0712-4)外部後一般
Ｋ０２３４拡大一般事務処理
(462-5)外部後福利
(452-5)外部後福利
(452-5)外部後福利
(0712-5)外部後福利
(0712-5)外部後福利
(0712-5)外部後福利
(0712-5)外部後福利
Ｋ０２３５拡大従業員福祉関連
(462-6)外部後税務
(452-6)外部後税務
(452-6)外部後税務
(0712-6)外部後税務
(0712-6)外部後税務
(0712-6)外部後税務
(0712-6)外部後税務
Ｋ０２３６拡大特殊分野
(462-7)外部後研修
(452-7)外部後研修
(452-7)外部後研修
(0712-7)外部後研修
(0712-7)外部後研修
(0712-7)外部後研修
(0712-7)外部後研修
Ｋ０２３７拡大従業員教育
(462-8)外部後受付
(452-8)外部後受付
(452-8)外部後受付
(0712-8)外部後受付
(0712-8)外部後受付
(0712-8)外部後受付
(0712-8)外部後受付
Ｋ０２３８拡大渉外業務
(462-9)外部後運送
(452-9)外部後運送
(452-9)外部後運送
(0712-9)外部後運送
(0712-9)外部後運送
(0712-9)外部後運送
(0712-9)外部後運送
Ｋ０２３９拡大物流関連
(462-10)外部後清掃
(452-10))外部後清掃
(452-10)外部後清掃
(0712-10)外部後清掃
(0712-10)外部後清掃
(0712-10)外部後清掃
(0712-10)外部後清掃
Ｋ０２４０拡大環境防犯関連
(462-11)外部後研究
(452-11))外部後研究
(452-11)外部後研究
(0712-11)外部後研究
(0712-11)外部後研究
(0712-11)外部後研究
(0712-11)外部後研究
Ｋ０２４１拡大研究開発関連

調査年ごとの項目名
項目名
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総項目名

調査年ごとの項目名
項目名

Ｋ０２４２拡大特にない
Ｋ０２４３共同研究開発国内
Ｋ０２４４共同研究開発海外
Ｋ０２４５共同生産国内
Ｋ０２４６共同生産海外
Ｋ０２４７共同販売国内
Ｋ０２４８共同販売海外
Ｋ０２４９共同配送国内
Ｋ０２５０共同配送海外
共同販売、共同配送相手先企業数国内
共同販売、共同配送相手先企業数海外
Ｋ０２５１自社研究開発費
Ｋ０２５２委託研究開発費
Ｋ０２５３委託研究開発費割合
Ｋ０２５４内海外大学国立研究機関
Ｋ０２５５受託研究費
Ｋ０２５６受託研究費割合
Ｋ０２５７研究開発有形固定資産取得額
Ｋ０２５８特許権所有
Ｋ０２５９特許権内自社開発
Ｋ０２６０特許権内使用
Ｋ０２６１特許権内使用内自社使用
Ｋ０２６２特許権内使用内自社開発
Ｋ０２６３実用新案権所有
Ｋ０２６４実用新案権内自社開発
Ｋ０２６５実用新案権内使用
Ｋ０２６６実用新案権内使用内自社使用
Ｋ０２６７実用新案権内使用内自社開発
Ｋ０２６８意匠権所有
Ｋ０２６９意匠権内自社開発
Ｋ０２７０意匠権内使用
Ｋ０２７１意匠権内使用内自社使用
Ｋ０２７２意匠権内使用内自社開発
Ｋ０２７３特許権国内導入件数
Ｋ０２７４特許権国内供与件数
Ｋ０２７５特許権国内支払金額
Ｋ０２７６特許権国内受取金額
Ｋ０２７７特許権海外導入件数
Ｋ０２７８特許権海外供与件数
Ｋ０２７９特許権海外支払金額
Ｋ０２８０特許権海外受取金額
Ｋ０２８１実用新案権国内導入件数
Ｋ０２８２実用新案権国内供与件数
Ｋ０２８３実用新案権国内支払金額
Ｋ０２８４実用新案権国内受取金額
Ｋ０２８５実用新案権海外導入件数
Ｋ０２８６実用新案権海外供与件数
Ｋ０２８７実用新案権海外支払金額
Ｋ０２８８実用新案権海外受取金額
Ｋ０２８９意匠権国内導入件数
Ｋ０２９０意匠権国内供与件数
Ｋ０２９１意匠権国内支払金額
Ｋ０２９２意匠権国内受取金額
Ｋ０２９３意匠権海外導入件数
Ｋ０２９４意匠権海外供与件数
Ｋ０２９５意匠権海外支払金額
Ｋ０２９６意匠権海外受取金額
Ｋ０２９７著作権国内導入件数
Ｋ０２９８著作権国内供与件数
Ｋ０２９９著作権国内支払金額
Ｋ０３００著作権国内受取金額
Ｋ０３０１著作権海外導入件数
Ｋ０３０２著作権海外供与件数
Ｋ０３０３著作権海外支払金額
Ｋ０３０４著作権海外受取金額
Ｋ０３０５内ソフト国内導入件数
Ｋ０３０６内ソフト国内供与件数
Ｋ０３０７内ソフト国内支払金額
Ｋ０３０８内ソフト国内受取金額
Ｋ０３０９内ソフト海外導入件数
Ｋ０３１０内ソフト海外供与件数
Ｋ０３１１内ソフト海外支払金額
Ｋ０３１２内ソフト海外受取金額
Ｋ０３１３その他国内導入件数
Ｋ０３１４その他国内供与件数
Ｋ０３１５その他国内支払金額
Ｋ０３１６その他国内受取金額
Ｋ０３１７その他海外導入件数
Ｋ０３１８その他海外供与件数
Ｋ０３１９その他海外支払金額
Ｋ０３２０その他海外受取金額
Ｋ０３２１企業内コンピュータ使用
Ｋ０３２２特定企業間コンピュータ使用
Ｋ０３２３オープンコンピュータ使用
Ｋ０３２４コンピュータ未使用
Ｋ０３２５ＰＯＳ／ＥＯＳ
Ｋ０３２６ＣＡＤ／ＣＡＭ
Ｋ０３２７ＥＤＩ
Ｋ０３２８ＥＣ
Ｋ０３２９ＣＡＬＳ
Ｋ０３３０１人１台
Ｋ０３３１２人１台
Ｋ０３３２５人１台
Ｋ０３３３９人１台
Ｋ０３３４１９人１台
Ｋ０３３５２０人１台
Ｋ０３３６ＬＡＮ接続割合
Ｋ０３３７電子商取引実施
Ｋ０３３８電子商取引未実施
Ｋ０３３９ＢＴＯＢ
Ｋ０３４０ＢＴＯＣ
Ｋ０３４１対公共機関
Ｋ０３４２販売
Ｋ０３４３生産管理
Ｋ０３４４在庫管理
Ｋ０３４５設計管理
Ｋ０３４６購買
Ｋ０３４７物流管理
Ｋ０３４８会計管理
Ｋ０３４９原価管理
Ｋ０３５０人事給与管理
Ｋ０３５１ＯＡ関連機器
Ｋ０３５２ネットワーク環境
Ｋ０３５３Ｃ／Ｓシステム構築
Ｋ０３５４ソフト開発導入
Ｋ０３５５その他
Ｋ０３５６ＰＣ保有台数
Ｋ０３５７ストックオプション導入
Ｋ０３５８ストックオプション導入検討
Ｋ０３５９ストックオプション導入未検討
Ｋ０３６０権利役員一部
Ｋ０３６１権利全役員
Ｋ０３６２権利一部幹部
Ｋ０３６３権利全社員
Ｋ０５３５権利社員一部
Ｋ０５３６権利全社員
Ｋ０３６４権利不明
Ｋ０３６５組織形態事業部制
Ｋ０３６６組織形態社内分社制
Ｋ０３６７組織形態その他
Ｋ０３６８持株会社設立
Ｋ０３６９持株会社設立検討
Ｋ０３７０持株会社設立検討余地
Ｋ０３７１持株会社設立未検討
Ｋ０３７２持株会社無回答
Ｋ０３７３環境配慮明記
Ｋ０３７４環境行動計画作成
Ｋ０３７５環境報告書作成
Ｋ０３７６リサイクル利用
Ｋ０３７７リサイクル開発
Ｋ０３７８省エネ設備導入
Ｋ０３７９省エネ技術開発
Ｋ０３８０バイオ生産
Ｋ０３８１バイオ他社製品原料
Ｋ０３８２バイオ購入製品販売
Ｋ０３８３バイオ分析検査
Ｋ０３８４バイオ研究開発
Ｋ０３８５バイオ直接未利用
Ｋ０３８６バイオその他
Ｋ０３８７負債計
Ｋ０３８８資本
Ｋ０３８９組織形態持株会社
Ｋ０３９０有形固定資産当期取得額うち土地
Ｋ０３９１有形固定資産当期除却額うち土地
Ｋ０３９２特許・実用新案件所有
Ｋ０３９３特許・実用新案件使用
Ｋ０３９４特許・実用新案件うち自己開発
Ｋ０３９５特許・実用新案件国内導入件数
Ｋ０３９６特許・実用新案件国内供与件数
Ｋ０３９７特許・実用新案件国内支払金額
Ｋ０３９８特許・実用新案件国内受取金額
Ｋ０３９９特許・実用新案件海外導入件数
Ｋ０４００特許・実用新案件海外供与件数
Ｋ０４０１特許・実用新案件海外支払金額
Ｋ０４０２特許・実用新案件海外受取金額
Ｋ０４０３クロスライセンス契約件数
Ｋ０４０４クロスライセンス受取件数
Ｋ０４０５クロスライセンス引渡件数
Ｋ０４０６クロスライセンス契約国内

Ｈ４（基本年）

Ｈ７（基本年）

Ｈ８（基本年）

H9（簡易年）

H10（基本年）

H11（簡易年）

(462-12)外部後なし
(452-12))外部後なし
(481-1)共同研究開発国内
(481-2)共同研究開発海外
(482-1)共同生産国内
(482-2)共同生産海外

H12（簡易年）
(452-12)外部後なし

H13（基本年）

H14(2002)

(0712-12)外部後なし
(0712-12)外部後なし
(0721-1)共同研究開発国内
(0721-2)共同研究開発海外
(0722-1)共同生産国内
(0722-2)共同生産海外
(0723-1)共同販売国内
(0723-2)共同販売海外
(0724-1)共同配送国内
(0724-2)共同配送海外

H15(2003)
(0712-12)外部後なし

H16(2004)

備考

(0712-12)外部後なし
(0721-1)共同研究開発国内
(0721-2)共同研究開発海外
(0722-1)共同生産国内
(0722-2)共同生産海外
(0723-1)共同販売国内
(0723-2)共同販売海外
(0724-1)共同配送国内
(0724-2)共同配送海外

(483-1)業務共販売内
(483-2)業務共販売外
(702-1)研究費自社研究費(511)研究費自社研究費 (511)研究費自社研究費 (511)研究費自社研究費 (501)研究費自社研究費 (501)研究費自社研究費 (501)研究費自社研究費 (0801)研究費自社研究費 (0801)研究費自社研究費 (0801)研究費自社研究費 (0801)研究費自社研究費
(702-2)研究費委託研究費(512-1)研究費委託研究費(512-1)研究費委託研究費(512-1)研究費委託研究費(502-1)研究費委託研究費(502-1)研究費委託研究費(502-1)研究費委託研究費(0802-1)研究費委託研究 (0802-1)研究費委託研究 (0802-1)研究費委託研究 (0802-1)研究費委託研究費
(702-3)研究費委託割合 (512-2)研究費委託割合 (512-2)研究費委託割合 (512-2)研究費委託割合 (502-2)研究費委託割合 (502-2)研究費委託割合 (502-2)研究費委託割合 (0802-2)研究費委託割合 (0802-2)研究費委託割合 (0802-2)研究費委託割合 (0802-2)研究費委託割合
(503)研究費海外機関
(503)研究費海外機関
(503)研究費海外機関
(703-1)研究費受託研究費(513-1)研究費受託研究費(513-1)研究費受託研究費(513-1)研究費受託研究費(504-1)研究費受託研究費(504-1)研究費受託研究費(504-1)研究費受託研究費(0803-1)研究費受託研究 (0803-1)研究費受託研究 (0803-1)研究費受託研究 (0803-1)研究費受託研究費
(703-2)研究費受託割合 (513-2)研究費受託割合 (513-2)研究費受託割合 (513-2)研究費受託割合 (504-2)研究費受託割合 (504-2)研究費受託割合 (504-2)研究費受託割合 (0803-2)研究費受託割合 (0803-2)研究費受託割合 (0803-2)研究費受託割合 (0803-2)研究費受託割合
(224)有形固定減少研究当(224)有形固定減少研究当(224)有形固定減少研究当(0804)有形固定減少研究 (0804)有形固定減少研究 (0804)有形固定減少研究 (0804)有形固定減少研究当取
(601-1)特許特許所有
(601-1)特許特許所有
(601-1)特許特許所有
(0901-1)特許特許所有 (0901-1)特許特許所有 (0901-1)特許特許所有 (0901-1)特許特許所有
(601-2)特許特許開発
(601-2)特許特許開発
(601-2)特許特許開発
(601-3)特許特許所有使用(601-3)特許特許所有使用(601-3)特許特許所有使用(0901-2)特許特許所有使 (0901-2)特許特許所有使 (0901-2)特許特許所有使 (0901-2)特許特許所有使用
(601-4)特許特許うち使用(601-4)特許特許うち使用(601-4)特許特許うち使用
(601-5)特許特許うち開発(601-5)特許特許うち開発(601-5)特許特許うち開発(0901-3)特許特許うち開発(0901-3)特許特許うち開発(0901-3)特許特許うち開発(0901-3)特許特許うち開発
(602-1)特許実用所有
(602-1)特許実用所有
(602-1)特許実用所有
(0902-1)特許実用所有 (0902-1)特許実用所有 (0902-1)特許実用所有 (0902-1)特許実用所有
(602-2)特許実用開発
(602-2)特許実用開発
(602-2)特許実用開発
(602-3)特許実用所有使用(602-3)特許実用所有使用(602-3)特許実用所有使用(0902-2)特許実用所有使 (0902-2)特許実用所有使 (0902-2)特許実用所有使 (0902-2)特許実用所有使用
(602-4)特許実用うち使用(602-4)特許実用うち使用(602-4)特許実用うち使用
(602-5)特許実用うち開発(602-5)特許実用うち開発(602-5)特許実用うち開発(0902-3)特許実用うち開発(0902-3)特許実用うち開発(0902-3)特許実用うち開発(0902-3)特許実用うち開発
(603-1)特許意匠所有
(603-1)特許意匠所有
(603-1)特許意匠所有
(0903-1)特許意匠所有 (0903-1)特許意匠所有 (0903-1)特許意匠所有 (0903-1)特許意匠所有
(802-1)特許意匠開発
(602-1)特許意匠開発
(602-1)特許意匠開発
(602-1)特許意匠開発
(603-2)特許意匠開発
(603-2)特許意匠開発
(603-2)特許意匠開発
(802-2)特許意匠所有使用(602-2)特許意匠所有使用(602-2)特許意匠所有使用(602-2)特許意匠所有使用(603-3)特許意匠所有使用(603-3)特許意匠所有使用(603-3)特許意匠所有使用(0903-2)特許意匠所有使 (0903-2)特許意匠所有使 (0903-2)特許意匠所有使 (0903-2)特許意匠所有使用
(603-4)特許意匠うち使用(603-4)特許意匠うち使用(603-4)特許意匠うち使用
(602-3)特許意匠うち開発(602-3)特許意匠うち開発(602-3)特許意匠うち開発(603-5)特許意匠うち開発(603-5)特許意匠うち開発(603-5)特許意匠うち開発(0903-3)特許意匠うち開発(0903-3)特許意匠うち開発(0903-3)特許意匠うち開発(0903-3)特許意匠うち開発
(611-1)技取特許国内導入(611-1)技取特許国内導入(611-1)技取特許国内導入(0911-1)技取特許国内導 (0911-1)技取特許国内導 (0911-1)技取特許国内導 (0911-1)技取特許国内導入数
(611-2)技取特許国内共与(611-2)技取特許国内共与(611-2)技取特許国内共与(0911-2)技取特許国内共 (0911-2)技取特許国内共 (0911-2)技取特許国内共 (0911-2)技取特許国内共与数
(611-3)技取特許国内支払(611-3)技取特許国内支払(611-3)技取特許国内支払(0911-3)技取特許国内支 (0911-3)技取特許国内支 (0911-3)技取特許国内支 (0911-3)技取特許国内支払額
(611-4)技取特許国内受取(611-4)技取特許国内受取(611-4)技取特許国内受取(0911-4)技取特許国内受 (0911-4)技取特許国内受 (0911-4)技取特許国内受 (0911-4)技取特許国内受取額
(612-1)技取特許海外導入(612-1)技取特許海外導入(612-1)技取特許海外導入(0912-1)技取特許海外導 (0912-1)技取特許海外導 (0912-1)技取特許海外導 (0912-1)技取特許海外導入数
(612-2)技取特許海外共与(612-2)技取特許海外共与(612-2)技取特許海外共与(0912-2)技取特許海外共 (0912-2)技取特許海外共 (0912-2)技取特許海外共 (0912-2)技取特許海外共与数
(612-3)技取特許海外支払(612-3)技取特許海外支払(612-3)技取特許海外支払(0912-3)技取特許海外支 (0912-3)技取特許海外支 (0912-3)技取特許海外支 (0912-3)技取特許海外支払額
(612-4)技取特許海外受取(612-4)技取特許海外受取(612-4)技取特許海外受取(0912-4)技取特許海外受 (0912-4)技取特許海外受 (0912-4)技取特許海外受 (0912-4)技取特許海外受取額
(613-1)技取実用国内導入(613-1)技取実用国内導入(613-1)技取実用国内導入(0913-1)技取実用国内導 (0913-1)技取実用国内導 (0913-1)技取実用国内導 (0913-1)技取実用国内導入数
(613-2)技取実用国内共与(613-2)技取実用国内共与(613-2)技取実用国内共与(0913-2)技取実用国内共 (0913-2)技取実用国内共 (0913-2)技取実用国内共 (0913-2)技取実用国内共与数
(613-3)技取実用国内支払(613-3)技取実用国内支払(613-3)技取実用国内支払(0913-3)技取実用国内支 (0913-3)技取実用国内支 (0913-3)技取実用国内支 (0913-3)技取実用国内支払額
(613-4)技取実用国内受取(613-4)技取実用国内受取(613-4)技取実用国内受取(0913-4)技取実用国内受 (0913-4)技取実用国内受 (0913-4)技取実用国内受 (0913-4)技取実用国内受取額
(614-1)技取実用海外導入(614-1)技取実用海外導入(614-1)技取実用海外導入(0914-1)技取実用海外導 (0914-1)技取実用海外導 (0914-1)技取実用海外導 (0914-1)技取実用海外導入数
(614-2)技取実用海外共与(614-2)技取実用海外共与(614-2)技取実用海外共与(0914-2)技取実用海外共 (0914-2)技取実用海外共 (0914-2)技取実用海外共 (0914-2)技取実用海外共与数
(614-3)技取実用海外支払(614-3)技取実用海外支払(614-3)技取実用海外支払(0914-3)技取実用海外支 (0914-3)技取実用海外支 (0914-3)技取実用海外支 (0914-3)技取実用海外支払額
(614-4)技取実用海外受取(614-4)技取実用海外受取(614-4)技取実用海外受取(0914-4)技取実用海外受 (0914-4)技取実用海外受 (0914-4)技取実用海外受 (0914-4)技取実用海外受取額
(823-1)技取意匠国内導入(623-1)技取意匠国内導入(623-1)技取意匠国内導入(623-1)技取意匠国内導入(615-1)技取意匠国内導入(615-1)技取意匠国内導入(615-1)技取意匠国内導入(0915-1)技取意匠国内導 (0915-1)技取意匠国内導 (0915-1)技取意匠国内導 (0915-1)技取意匠国内導入数
(823-2)技取意匠国内共与(623-2)技取意匠国内共与(623-2)技取意匠国内共与(623-2)技取意匠国内共与(615-2)技取意匠国内共与(615-2)技取意匠国内共与(615-2)技取意匠国内共与(0915-2)技取意匠国内共 (0915-2)技取意匠国内共 (0915-2)技取意匠国内共 (0915-2)技取意匠国内共与数
(823-3)技取意匠国内支払(623-3)技取意匠国内支払(623-3)技取意匠国内支払(623-3)技取意匠国内支払(615-3)技取意匠国内支払(615-3)技取意匠国内支払(615-3)技取意匠国内支払(0915-3)技取意匠国内支 (0915-3)技取意匠国内支 (0915-3)技取意匠国内支 (0915-3)技取意匠国内支払額
(823-4)技取意匠国内受取(623-4)技取意匠国内受取(623-4)技取意匠国内受取(623-4)技取意匠国内受取(615-4)技取意匠国内受取(615-4)技取意匠国内受取(615-4)技取意匠国内受取(0915-4)技取意匠国内受 (0915-4)技取意匠国内受 (0915-4)技取意匠国内受 (0915-4)技取意匠国内受取額
(824-1)技取意匠海外導入(624-1)技取意匠海外導入(624-1)技取意匠海外導入(624-1)技取意匠海外導入(616-1)技取意匠海外導入(616-1)技取意匠海外導入(616-1)技取意匠海外導入(0916-1)技取意匠海外導 (0916-1)技取意匠海外導 (0916-1)技取意匠海外導 (0916-1)技取意匠海外導入数
(824-2)技取意匠海外共与(624-2)技取意匠海外共与(624-2)技取意匠海外共与(624-2)技取意匠海外共与(616-2)技取意匠海外共与(616-2)技取意匠海外共与(616-2)技取意匠海外共与(0916-2)技取意匠海外共 (0916-2)技取意匠海外共 (0916-2)技取意匠海外共 (0916-2)技取意匠海外共与数
(824-3)技取意匠海外支払(624-3)技取意匠海外支払(624-3)技取意匠海外支払(624-3)技取意匠海外支払(616-3)技取意匠海外支払(616-3)技取意匠海外支払(616-3)技取意匠海外支払(0916-3)技取意匠海外支 (0916-3)技取意匠海外支 (0916-3)技取意匠海外支 (0916-3)技取意匠海外支払額
(824-4)技取意匠海外受取(624-4)技取意匠海外受取(624-4)技取意匠海外受取(624-4)技取意匠海外受取(616-4)技取意匠海外受取(616-4)技取意匠海外受取(616-4)技取意匠海外受取(0916-4)技取意匠海外受 (0916-4)技取意匠海外受 (0916-4)技取意匠海外受 (0916-4)技取意匠海外受取額
(825-1)技取著作国内導入(625-1)技取著作国内導入(625-1)技取著作国内導入(625-1)技取著作国内導入(617-1)技取著作国内導入(617-1)技取著作国内導入(617-1)技取著作国内導入(0917-1)技取著作国内導 (0917-1)技取著作国内導 (0917-1)技取著作国内導 (0917-1)技取著作国内導入数
(825-2)技取著作国内共与(625-2)技取著作国内共与(625-2)技取著作国内共与(625-2)技取著作国内共与(617-2)技取著作国内共与(617-2)技取著作国内共与(617-2)技取著作国内共与(0917-2)技取著作国内共 (0917-2)技取著作国内共 (0917-2)技取著作国内共 (0917-2)技取著作国内共与数
(825-3)技取著作国内支払(625-3)技取著作国内支払(625-3)技取著作国内支払(625-3)技取著作国内支払(617-3)技取著作国内支払(617-3)技取著作国内支払(617-3)技取著作国内支払(0917-3)技取著作国内支 (0917-3)技取著作国内支 (0917-3)技取著作国内支 (0917-3)技取著作国内支払額
(825-4)技取著作国内受取(625-4)技取著作国内受取(625-4)技取著作国内受取(625-4)技取著作国内受取(617-4)技取著作国内受取(617-4)技取著作国内受取(617-4)技取著作国内受取(0917-4)技取著作国内受 (0917-4)技取著作国内受 (0917-4)技取著作国内受 (0917-4)技取著作国内受取額
(826-1)技取著作海外導入(626-1)技取著作海外導入(626-1)技取著作海外導入(626-1)技取著作海外導入(618-1)技取著作海外導入(618-1)技取著作海外導入(618-1)技取著作海外導入(0918-1)技取著作海外導 (0918-1)技取著作海外導 (0918-1)技取著作海外導 (0918-1)技取著作海外導入数
(826-2)技取著作海外共与(626-2)技取著作海外共与(626-2)技取著作海外共与(626-2)技取著作海外共与(618-2)技取著作海外共与(618-2)技取著作海外共与(618-2)技取著作海外共与(0918-2)技取著作海外共 (0918-2)技取著作海外共 (0918-2)技取著作海外共 (0918-2)技取著作海外共与数
(826-3)技取著作海外支払(626-3)技取著作海外支払(626-3)技取著作海外支払(626-3)技取著作海外支払(618-3)技取著作海外支払(618-3)技取著作海外支払(618-3)技取著作海外支払(0918-3)技取著作海外支 (0918-3)技取著作海外支 (0918-3)技取著作海外支 (0918-3)技取著作海外支払額
(826-4)技取著作海外受取(626-4)技取著作海外受取(626-4)技取著作海外受取(626-4)技取著作海外受取(618-4)技取著作海外受取(618-4)技取著作海外受取(618-4)技取著作海外受取(0918-4)技取著作海外受 (0918-4)技取著作海外受 (0918-4)技取著作海外受 (0918-4)技取著作海外受取額
(619-1)技取ソフト国内導入
(619-1)技取ソフト国内導入
(619-1)技ソフト国内導入数
(0919-1)技ソフト国内導入(0919-1)技ソフト国内導入(0919-1)技ソフト国内導入(0919-1)技ソフト国内導入数
(619-2)技取ソフト国内共与
(619-2)技取ソフト国内共与
(619-2)技取ソフト国内共与
(0919-2)技取ソフト国内共(0919-2)技取ソフト国内共(0919-2)技取ソフト国内共(0919-2)技取ソフト国内共与数
(619-3)技取ソフト国内支払
(619-3)技取ソフト国内支払
(619-3)国内支払額
(0919-3)国内支払額
(0919-3)国内支払額
(0919-3)国内支払額
(0919-3)国内支払額
(619-4)技取ソフト国内受取
(619-4)技取ソフト国内受取
(619-4)技取ソフト国内受取
(0919-4)技取ソフト国内受(0919-4)技取ソフト国内受(0919-4)技取ソフト国内受(0919-4)技取ソフト国内受取額
(620-1)技取ソフト海外導入
(620-1)技取ソフト海外導入
(620-1)技取ソフト海外導入
(0920-1)技取ソフト海外導(0920-1)技取ソフト海外導(0920-1)技取ソフト海外導(0920-1)技取ソフト海外導入数
(620-2)技取ソフト海外共与
(620-2)技取ソフト海外共与
(620-2)技取ソフト海外共与
(0920-2)技取ソフト海外共(0920-2)技取ソフト海外共(0920-2)技取ソフト海外共(0920-2)技取ソフト海外共与数
(620-3)技取ソフト海外支払
(620-3)技取ソフト海外支払
(620-3)技取ソフト海外支払
(0920-3)技取ソフト海外支(0920-3)技取ソフト海外支(0920-3)技取ソフト海外支(0920-3)技取ソフト海外支払額
(620-4)技取ソフト海外受取
(620-4)技取ソフト海外受取
(620-4)技取ソフト海外受取
(0920-4)技取ソフト海外受(0920-4)技取ソフト海外受(0920-4)技取ソフト海外受(0920-4)技取ソフト海外受取額
(827-1)技取他国内導入数(627-1)技取他国内導入数(627-1)技取他国内導入数(627-1)技取他国内導入数(621-1)技取他国内導入数(621-1)技取他国内導入数(621-1)技取他国内導入数(0921-1)技取他国内導入 (0921-1)技取他国内導入 (0921-1)技取他国内導入 (0921-1)技取他国内導入数
(827-2)技取他国内共与数(627-2)技取他国内共与数(627-2)技取他国内共与数(627-2)技取他国内共与数(621-2)技取他国内共与数(621-2)技取他国内共与数(621-2)技取他国内共与数(0921-2)技取他国内共与 (0921-2)技取他国内共与 (0921-2)技取他国内共与 (0921-2)技取他国内共与数
(827-3)技取他国内支払額(627-3)技取他国内支払額(627-3)技取他国内支払額(627-3)技取他国内支払額(621-3)技取他国内支払額(621-3)技取他国内支払額(621-3)技取他国内支払額(0921-3)技取他国内支払 (0921-3)技取他国内支払 (0921-3)技取他国内支払 (0921-3)技取他国内支払額
(827-4)技取他国内受取額(627-4)技取他国内受取額(627-4)技取他国内受取額(627-4)技取他国内受取額(621-4)技取他国内受取額(621-4)技取他国内受取額(621-4)技取他国内受取額(0921-4)技取他国内受取 (0921-4)技取他国内受取 (0921-4)技取他国内受取 (0921-4)技取他国内受取額
(828-1)技取他海外導入数(628-1)技取他海外導入数(628-1)技取他海外導入数(628-1)技取他海外導入数(622-1)技取他海外導入数(622-1)技取他海外導入数(622-1)技取他海外導入数(0922-1)技取他海外導入 (0922-1)技取他海外導入 (0922-1)技取他海外導入 (0922-1)技取他海外導入数
(828-2)技取他海外共与数(628-2)技取他海外共与数(628-2)技取他海外共与数(628-2)技取他海外共与数(622-2)技取他海外共与数(622-2)技取他海外共与数(622-2)技取他海外共与数(0922-2)技取他海外共与 (0922-2)技取他海外共与 (0922-2)技取他海外共与 (0922-2)技取他海外共与数
(828-3)技取他海外支払額(628-3)技取他海外支払額(628-3)技取他海外支払額(628-3)技取他海外支払額(622-3)技取他海外支払額(622-3)技取他海外支払額(622-3)技取他海外支払額(0922-3)技取他海外支払 (0922-3)技取他海外支払 (0922-3)技取他海外支払 (0922-3)技取他海外支払額
(828-4)技取他海外受取額(628-4)技取他海外受取額(628-4)技取他海外受取額(628-4)技取他海外受取額(622-4)技取他海外受取額(622-4)技取他海外受取額(622-4)技取他海外受取額(0922-4)技取他海外受取 (0922-4)技取他海外受取 (0922-4)技取他海外受取 (0922-4)技取他海外受取額
(901-1)有無企業内ネット (701-1)有無企業内ネット
(951-1)有無企業内ネット
(1001-1)有無企業内ネット(1001-1)有無企業内ネット(1001-1)有無企業内ネット(1001-1)有無企業内ネット
(901-2)有無企業間ネット (701-2)有無企業間ネット
(951-2)有無企業間ネット
(1001-2)有無企業間ネット(1001-2)有無企業間ネット(1001-2)有無企業間ネット(1001-2)有無企業間ネット
(951-3)有無オープンネット
(1001-3)有無オープンネッ(1001-3)有無オープンネッ(1001-3)有無オープンネッ(1001-3)有無オープンネット
(901-3)有無利用無し
(701-3)有無利用無し
(951-4)有無利用無し
(1001-4)有無利用無し (1001-4)有無利用無し (1001-4)有無利用無し (1001-4)有無利用無し
(952-1)種類ＰＯＳＥＯＳ
(952-2)種類ＣＡＤＣＡＭ
(952-3)種類ＥＤＩ
(952-4)種類ＥＣ
(952-5)種類ＣＡＬＳ
(953-1)普及１に１
(953-2)普及２に１
(953-3)普及３、５に１
(953-4)普及６、９に１
(953-5)普及１０、１９に１
(953-6)普及２０以上に１
(954)普及ＬＡＮ
(1002-1)電子商取引実施 (1002-1)電子商取引実施 (1002-1)電子商取引実施 (1002-1)電子商取引実施
(1002-2)電子商取引未実 (1002-2)電子商取引未実 (1002-2)電子商取引未実 (1002-2)電子商取引未実施
(1003-1)ＢＴＯＢ
(1003-1)ＢＴＯＢ
(1003-1)ＢＴＯＢ
(1003-1)ＢＴＯＢ
(1003-2)ＢＴＯＣ
(1003-2)ＢＴＯＣ
(1003-2)ＢＴＯＣ
(1003-2)ＢＴＯＣ
(1003-3)対公共機関
(1003-3)対公共機関
(1003-3)対公共機関
(1003-3)対公共機関
(1004-1)販売
(1004-1)販売
(1004-1)販売
(1004-1)販売
(1004-2)生産管理
(1004-2)生産管理
(1004-2)生産管理
(1004-2)生産管理
(1004-3)在庫管理
(1004-3)在庫管理
(1004-3)在庫管理
(1004-3)在庫管理
(1004-4)設計管理
(1004-4)設計管理
(1004-4)設計管理
(1004-4)設計管理
(1004-5)購買
(1004-5)購買
(1004-5)購買
(1004-5)購買
(1004-6)物流管理
(1004-6)物流管理
(1004-6)物流管理
(1004-6)物流管理
(1004-7)会計管理
(1004-7)会計管理
(1004-7)会計管理
(1004-7)会計管理
(1004-8)原価管理
(1004-8)原価管理
(1004-8)原価管理
(1004-8)原価管理
(1004-9)人事給与管理 (1004-9)人事給与管理 (1004-9)人事給与管理 (1004-9)人事給与管理
(1005-1)ＯＡ関連機器
(1005-1)ＯＡ関連機器
(1005-1)ＯＡ関連機器
(1005-1)ＯＡ関連機器
(1005-2)ネットワーク環境 (1005-2)ネットワーク環境 (1005-2)ネットワーク環境 (1005-2)ネットワーク環境
(1005-3)Ｃ／Ｓシステム構(1005-3)Ｃ／Ｓシステム構(1005-3)Ｃ／Ｓシステム構(1005-3)Ｃ／Ｓシステム構築
(1005-4)ソフト開発導入 (1005-4)ソフト開発導入 (1005-4)ソフト開発導入 (1005-4)ソフト開発導入
(1005-5)その他
(1005-5)その他
(1005-5)その他
(1005-5)その他
(1006)ＰＣ保有台数
(1006)ＰＣ保有台数
(1006)ＰＣ保有台数
(1006)ＰＣ保有台数
(961-1)オプション導入 (961-1)オプション導入 (961-1)オプション導入 (1101-1)オプション導入 (1101-1)オプション導入 (1101-1)オプション導入 (1101-1)オプション導入
(961-2)オプション検討 (961-2)オプション検討 (961-2)オプション検討 (1101-2)オプション検討 (1101-2)オプション検討 (1101-2)オプション検討 (1101-2)オプション検討
(961-3)オプション予定無し(961-3)オプション予定無し(961-3)オプション予定無し(1101-3)オプション予定無(1101-3)オプション予定無(1101-3)オプション予定無(1101-3)オプション予定無し
(962-1)権利付与役員一部(962-1)権利付与役員一部(1102-1)権利付与役員一 (1102-1)権利付与役員一 (1102-1)権利付与役員一 (1102-1)権利付与役員一部
(962-2)権利付与全役員 (962-2)権利付与全役員 (1102-2)権利付与全役員 (1102-2)権利付与全役員 (1102-2)権利付与全役員 (1102-2)権利付与全役員
(962-3)権利付与幹部
(962-3)権利付与幹部
(1102-3)権利付与幹部 (1102-3)権利付与幹部 (1102-3)権利付与幹部 (1102-3)権利付与幹部
(962-4)権利付与全社員 (962-4)権利付与全社員 (1102-4)権利付与全社員 (1102-4)権利付与全社員 (1102-4)権利付与全社員 (1102-4)権利付与全社員
(1102-5)権利付与社員一 (1102-5)権利付与社員一部
(1102-6)権利付与全社員 (1102-6)権利付与全社員
(962-5)権利付与不明
(962-5)権利付与不明
(1102-5)権利付与不明 (1102-5)権利付与不明 (1102-7)権利付与不明 (1102-7)権利付与不明
(962-1)経営組織事業部制
(1103-1)組織形態事業部制
(1103-1)経営組織事業部制
(962-2)経営組織カンパニー制
(1103-2)組織形態社内分社制
(1103-2)経営組織カンパニー・社内分社制
(962-4)経営組織以外
(1103-3)組織形態その他
(1103-3)経営組織以外
(1104-1)持株会社設立 (1103-1)持株会社設立 (1103-1)持株会社設立 (1103-1)持株会社設立
(963-1)持株検討
(963-1)持株検討
(963-1)持株検討
(1104-2)持株検討
(1103-2)持株検討
(1103-2)持株検討
(1103-2)持株検討
(963-2)持株状況検討
(963-2)持株状況検討
(963-2)持株状況検討
(1104-3)持株状況検討 (1103-3)持株状況検討 (1103-3)持株状況検討 (1103-3)持株状況検討
(963-3)持株予定無し
(963-3)持株予定無し
(963-3)持株予定無し
(1104-4)持株予定無し (1103-4)持株予定無し (1103-4)持株予定無し (1103-4)持株予定無し
(963-4)持株無回答
(963-4)持株無回答
(964-1)環境配慮
(964-2)環境行動計画
(964-3)環境報告書
(964-4)環境リサイクル
(964-5)環境リサイクル技術
(964-6)環境省エネ導入
(964-7)環境省エネ技術
(951-1)バイオ自社生産
(951-2)バイオ他原自社生産
(951-3)バイオ他購入販売
(951-4)バイオ分析
(951-5)バイオ自社研究
(951-6)バイオ利用支援
(951-7)バイオ他
(209)負債資本負債計
(209)負債資本負債計
(209)負債資本負債計
(209)負債資本負債計
(209)負債資本負債計
(211)負債資本資本計
(211)負債資本資本計
(211)負債資本資本計
(211)負債資本資本計
(211)負債資本資本計
(211)負債資本資本計
(962-3)経営組織持株会社制
(222)有形増加当期取得う(222)有形増加当期取得うち土地額
(224)有形減少当期除去う(224)有形減少当期除去うち土地額
(801-1)特実開発所有
(601-1)特実開発所有
(601-1)特実開発所有
(601-1)特実開発所有
(801-2)特実使用
(601-2)特実使用
(601-2)特実使用
(601-2)特実使用
(601-3)特実内自己開発 (601-3)特実内自己開発 (601-3)特実内自己開発
(821-1)特実国内入件
(621-1)特実国内入件
(621-1)特実国内入件
(621-1)特実国内入件
(821-2)特実国内与件
(621-2)特実国内与件
(621-2)特実国内与件
(621-2)特実国内与件
(821-3)特実国内払額
(621-3)特実国内払額
(621-3)特実国内払額
(621-3)特実国内払額
(821-4)特実国内受額
(621-4)特実国内受額
(621-4)特実国内受額
(621-4)特実国内受額
(822-1)特実海外入件
(622-1)特実海外入件
(622-1)特実海外入件
(622-1)特実海外入件
(822-2)特実海外与件
(622-2)特実海外与件
(622-2)特実海外与件
(622-2)特実海外与件
(822-3)特実海外払額
(622-3)特実海外払額
(622-3)特実海外払額
(622-3)特実海外払額
(822-4)特実海外受額
(622-4)特実海外受額
(622-4)特実海外受額
(622-4)特実海外受額

(811-1)CL国内契約件数 (611-1)CL国内契約件数 (611-1)CL国内契約件数 (611-1)CL国内契約件数
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企業活動基本調査・調査項目表

通し
番号

NO
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586

総項目名

調査年ごとの項目名
項目名

Ｋ０４０７クロスライセンス受取国内
Ｋ０４０８クロスライセンス引渡国内
Ｋ０４０９クロスライセンス契約海外
Ｋ０４１０クロスライセンス受取海外
Ｋ０４１１クロスライセンス引渡海外
Ｋ０４１２生産委託有無
生産委託有外注加工
生産委託有外注加工以外
生産委託無
Ｋ０４１３外注加工先企業数国内
Ｋ０４１４外注加工先企業数海外
Ｋ０４１５外注加工費国内
Ｋ０４１６外注加工費海外
Ｋ０４１７調査費
Ｋ０４１８委託調査費
Ｋ０４１９委託調査費関係会社割合
Ｋ０４２０西ヨーロッパ直接輸出額
Ｋ０４２１西ヨーロッパ直接輸入額
Ｋ０４２２旧ソ連東欧直接輸出額
Ｋ０４２３旧ソ連東欧直接輸入額
Ｋ０４２４利用業務の種類１
Ｋ０４２５利用業務の種類２
Ｋ０４２６利用業務の種類３
Ｋ０４２７利用業務の種類４
Ｋ０４２８利用業務の種類５
Ｋ０４２９利用業務の種類６
Ｋ０４３０利用業務の種類７
Ｋ０４３１利用業務の種類８
Ｋ０４３２利用業務の種類９
Ｋ０４３３利用業務の種類１０
Ｋ０４３４利用業務の種類１１
Ｋ０４３５利用業務の種類１２
Ｋ０４３６利用業務の種類１３
Ｋ０４３７運営主体１
Ｋ０４３８運営主体２
Ｋ０４３９運営主体３
運営主体４
運営主体５
運営主体６
運営主体７
Ｋ０４４０共同化の状況１
Ｋ０４４１共同化の状況２
Ｋ０４４２共同化の状況３
Ｋ０４４３共同化の状況４
Ｋ０４４４共同化の状況５
Ｋ０４４５共同化の状況６
Ｋ０４４６共同化の状況７
Ｋ０４４７共同化の状況８
共同化の状況９
共同化の状況１０
共同化の状況１１
共同化の状況１２
Ｋ０４４８団体への加入状況１
Ｋ０４４９団体への加入状況２
Ｋ０４５０団体への加入状況３
Ｋ０４５１団体への加入状況４
Ｋ０４５２団体への加入状況５
団体への加入状況６
Ｋ０４７１生産高
子会社数（１企業複数レコードとなります）
項目番号
業種分類番号
国内計+海外計
国内計
海外計
海外内アジア
海外内中近東
海外内欧州
海外内北米
海外内中南米
海外内アフリカ
海外内大洋州
社数
国内子会社売上高
売上高の内訳（１企業複数レコードとなります）
項目番号
業種分類番号
金額

Ｈ４（基本年）

Ｈ７（基本年）

Ｈ８（基本年）

H9（簡易年）

(811-2)CL国内受取件数
(811-3)CL国内引渡件数
(812-1)CL海外契約件数
(812-2)CL海外受取件数
(812-3)CL海外引渡件数
(531)生産委託有無

(611-2)CL国内受取件数
(611-3)CL国内引渡件数
(612-1)CL海外契約件数
(612-2)CL海外受取件数
(612-3)CL海外引渡件数

(611-2)CL国内受取件数
(611-3)CL国内引渡件数
(612-1)CL海外契約件数
(612-2)CL海外受取件数
(612-3)CL海外引渡件数

(611-2)CL国内受取件数
(611-3)CL国内引渡件数
(612-1)CL海外契約件数
(612-2)CL海外受取件数
(612-3)CL海外引渡件数

H10（基本年）

H11（簡易年）

H12（簡易年）

H13（基本年）

H14(2002)

H15(2003)

H16(2004)

備考

(441-11)外注加工報告企 (441-11)外注加工報告企 (441-11)外注加工報告企業数
(441-12)その他生産委託 (441-12)その他生産委託 (441-12)その他生産委託報告企業数
(441-2)生産委託無
(441-2)生産委託無
(441-2)生産委託無
(451)外注先企業数国内 (451)外注先企業数国内 (451)外注先企業数国内
(452)外注先企業数国外 (452)外注先企業数国外 (452)外注先企業数国外
(453)外注加工費国内
(453)外注加工費国内
(453)外注加工費国内
(454)外注加工費国外
(454)外注加工費国外
(454)外注加工費国外
(701-1)調査費計
(501)調査費計
(501)調査費計
(501)調査費計
(701-21)調査費うち委託 (502-1)調査費うち委託 (502-1)調査費うち委託 (502-1)調査費うち委託
(701-22)調：委託うち関係(502-2)調：委託うち関係会(502-2)調：委託うち関係会(502-2)調：委託うち関係会社比
(413-1)出西欧
(413-2)入西欧
(414-1)出旧ソ連東欧
(414-2)入旧ソ連東欧
(902-1)受発注取引
(702-1)受発注取引
(902-2)生産資材管理
(702-2)生産資材管理
(902-3)販売在庫管理
(702-3)販売在庫管理
(902-4)物流管理
(702-4)物流管理
(902-5)技術情報管理
(702-5)技術情報管理
(902-6)経理財務管理
(702-6)経理財務管理
(902-7)人事労務管理
(702-7)人事労務管理
(902-8)経営企画
(702-8)経営企画
(902-9)顧客情報管理
(702-9)顧客情報管理
(902-10)金融関連取引 (702-10)金融関連取引
(902-11)予約案内サービス
(702-11)予約案内サービス
(902-12)情報検索
(702-12)情報検索
(902-13)その他の業務 (702-13)その他の業務
(903-1)自社
(703-1)自社
(903-2)メーカー
(703-2)メーカー
(903-3)卸業者
(703-3)卸業者
(903-4)小売業者
(703-4)小売業者
(903-5)DB業者
(703-5)DB業者
(903-6)VAN業者
(703-6)VAN業者
(903-7)その他の主体
(703-7)その他の主体
(951-1)共同生産
(951-2)共同研究開発
(951-3)共同仕入
(951-4)共同販売
(951-5)共同保管
(951-6)共同運搬
(951-7)共同宣伝
(951-8)共同情報事業
(952-1)団体加入（商工会
(951-9)共同信用事業
(951-10)共同教育
(951-11)共同その他
(951-12)共同業務なし
(952-2)団体加入（協同組
(952-3)団体加入（商工組
(952-4)団体加入（他組合
(952-5)団体加入（他団体
(952-6)団体加入なし
(321)生産高
(412-0)子会社項目／ＮＯ(911-0)子会社項目／ＮＯ(911-0)子会社項目／ＮＯ(911-0)子会社項目／ＮＯ(911-0)子会社項目／ＮＯ(911-0)子会社項目／ＮＯ(911-0)子会社項目／ＮＯ(0301-0)子会社項目／ＮＯ(0301-0)子会社項目／ＮＯ(0301-0)子会社項目／ＮＯ(0301-0)子会社項目／ＮＯ 項目は、出資割合で100%､50～
(412-1)子会社／業種分類(911-1)子会社／業種分類(911-1)子会社／業種分類(911-1)子会社／業種分類(911-1)子会社／業種分類(911-1)子会社／業種分類(911-1)子会社／業種分類(0301-1)子会社／業種分 (0301-1)子会社／業種分 (0301-1)子会社／業種分 (0301-1)子会社／業種分類
(412-2)子会社・関連社／ (911-2)子会社・関連社／ (911-2)子会社・関連社／ (911-2)子会社・関連社／ (911-2)子会社・関連社／ (911-2)子会社・関連社／ (911-2)子会社・関連社／ (0301-2)子会社・関連社／(0301-2)子会社・関連社／(0301-2)子会社・関連社／(0301-2)子会社・関連社／国内・海外計
(412-2)子会社・関連社／ (911-2)子会社・関連社／ (911-2)子会社・関連社／ (911-2)子会社・関連社／ (911-2)子会社・関連社／ (911-2)子会社・関連社／ (911-2)子会社・関連社／ (0301-2)子会社・関連社／(0301-2)子会社・関連社／(0301-2)子会社・関連社／(0301-2)子会社・関連社／国内計
(412-3)子会社・関連社／ (911-3)子会社・関連社／ (911-3)子会社・関連社／ (911-3)子会社・関連社／ (911-3)子会社・関連社／ (911-3)子会社・関連社／ (911-3)子会社・関連社／ (0301-3)子会社・関連社／(0301-3)子会社・関連社／(0301-3)子会社・関連社／(0301-3)子会社・関連社／海外計
(412-4)子会社・関連社／ (911-4)子会社・関連社／ (911-4)子会社・関連社／ (911-4)子会社・関連社／ (911-4)子会社・関連社／ (911-4)子会社・関連社／ (911-4)子会社・関連社／ (0301-4)子会社・関連社／(0301-4)子会社・関連社／(0301-4)子会社・関連社／(0301-4)子会社・関連社／アジア
(412-5)子会社・関連社／ (911-5)子会社・関連社／ (911-5)子会社・関連社／ (911-5)子会社・関連社／中近東
(412-6)子会社・関連社／ (911-6)子会社・関連社／ (911-6)子会社・関連社／ (911-6)子会社・関連社／ (911-5)子会社・関連社／ (911-5)子会社・関連社／ (911-5)子会社・関連社／ (0301-5)子会社・関連社／(0301-5)子会社・関連社／(0301-5)子会社・関連社／(0301-5)子会社・関連社／ヨーロ
(412-7)子会社・関連社／ (911-7)子会社・関連社／ (911-7)子会社・関連社／ (911-7)子会社・関連社／ (911-6)子会社・関連社／ (911-6)子会社・関連社／ (911-6)子会社・関連社／ (0301-6)子会社・関連社／(0301-6)子会社・関連社／(0301-6)子会社・関連社／(0301-6)子会社・関連社／北米
(412-8)子会社・関連社／ (911-8)子会社・関連社／ (911-8)子会社・関連社／ (911-8)子会社・関連社／ラテンア
(412-9)子会社・関連社／ (911-9)子会社・関連社／ (911-9)子会社・関連社／ (911-9)子会社・関連社／アフリカ
(412-10)子会社・関連社／(911-10)子会社・関連社／(911-10)子会社・関連社／(911-10)子会社・関連社／大洋州
(911-7)子会社・関連社／１０億社数
(911-8)子会社・関連社／１０億売上高
(331-0)売上高項目／ＮＯ(331-0)売上高項目／ＮＯ(331-0)売上高項目／ＮＯ(331-0)売上高項目／ＮＯ(331-0)売上高項目／ＮＯ(331-0)売上高項目／ＮＯ(331-0)売上高項目／ＮＯ(0531-0)売上高項目／ＮＯ(0531-0)売上高項目／ＮＯ(0531-0)売上高項目／ＮＯ(0531-0)売上高項目／ＮＯ 項目は①鉱産品･･･､②製造品
(331-1)売上／品目分類番(331-1)売上／品目分類番(331-1)売上／品目分類番(331-1)売上／品目分類番(331-1)売上／品目分類番(331-1)売上／品目分類番(331-1)売上／品目分類番(0531-1)売上／品目分類 (0531-1)売上／品目分類 (0531-1)売上／品目分類 (0531-1)売上／品目分類番号
(331-2)売上
(331-2)売上
(331-2)売上
(331-2)売上
(331-2)売上
(331-2)売上
(331-2)売上
(0531-2)売上
(0531-2)売上
(0531-2)売上
(0531-2)売上
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