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2011年1月分
   

 単位(Unit)：ｔ
出荷数量

品目 生産数量 受入数量 Shipments Quantity 月末在庫数量

Goods

化学繊維合計

 Chemical fibers total

　  　長繊維計
       Filament fibers total

　  　短繊維計
       Staple fibers total 

　再生・半合成繊維計
   Regenerated and semi-synthetic fibers total

　  　長繊維
       Filament fibers

　  　短繊維
       Staple fibers

　合成繊維計
    Synthetic fibers total

　 　　長繊維計
        Synthetic filament fibers total

　　 　短繊維計
        Synthetic staple fibers total

　　ナイロン
    　Nylon

　　 　長繊維
　      Nylon filament fibers

　　アクリル
   　Acrylic

　 　　短繊維
      　Acrylic staple fibers

　　ポリエステル
    　Polyester

　 　　長繊維
      　Polyester filament fibers

　 　　短繊維
      　Polyester staple fibers

　　ポリエチレン
    　Polyethylene

　 　　長繊維
      　Polyethylene filament fibers

　　ポリプロピレン
    　Polypropylene

　 　　長繊維
      　Polypropylene filament fibers

　 　　短繊維
      　Polypropylene staple fibers

　　その他の合成繊維
　    Other synthetic fibers

  　 　長繊維
      　Other synthetic filament fibers

  　 　短繊維
　      Other synthetic staple fibers 

その他
Others

Inventory
Quantity

Production
Quantity

Receipt
Quantity

計
Total

販売
Sales

    (2)　　製　品　月　表
                   Monthly Commodities

         ①　化 学 繊 維
                     Chemical fibers

60



2011年1月分

単位(Unit)：ｔ

品目 生産数量      月末在庫数量

紡績糸計
Spun yarn total

　（１）綿糸計（コンデンサー糸を含む）
         Cotton yarn total 

         (condenser yarn included)

　（２）毛糸
         Woｒsted and woolen yarn

　　　　そ毛糸
           Worsted yarn

　　　　紡毛糸
           Woolen yarn

　（３）絹紡糸（さく紡糸・ちゅう糸を含む）
         Spun silk yarn

        (spun tussah-silk yarn included) 

　（４）麻糸
         Flax  yarn

　（５）再生・半合成繊維糸
         Regenerated and 
         semi- synthetic fiber yarn

　（６）合成繊維紡績糸

         Synthetic fiber yarn

   　　アクリル糸
    　   Acrylic yarn

 　　　ポリエステル糸
      　  Polyester yarn

　 　　その他の合成繊維糸
      　 Other synthetic fiber yarn

　　　　混 　紡 　相 　手 　繊 　維

綿 毛 麻 アクリル ポリエステル その他

Pure
yarn

Blended
yarn

Cotton
yarn

Wool
yarn

Flax
yarn

Acrylic
yarn

Polyester
yarn

Others

綿糸
 Cotton yarn

毛糸計
 Woｒsted and woolen yarn

    そ毛糸
     Worsted yarn

    紡毛糸
     Woolenn yarn

麻糸
 Flax yarn

再生・半合成繊維糸
         Regenerated and
         semi- synthetic fiber yarn

アクリル糸
 Acrylic yarn

ポリエステル糸
      　  Polyester yarn

②  紡  績  糸
   Spun yarn

受入数量 出荷数量　Shipments　Quantity

単位(Unit)：ｔ
紡 績 糸 純 ・ 混 紡 糸 別 生 産 内 訳

Inventory
Quantity

Goods
Production
Quantity

Receipt
Quantity

販売

OthersSale

その他

純糸

計

Total

混紡糸

Spun yarn-Breakdown of production by  Blended yarn  with other Pure and Blended yarn

再生・半合成繊維糸

Regenerated and semi-
synthetic fiber yarn

61



2011年1月分 ③  織
       Woven      

綿スフ織物業 毛織物業 絹人絹織物業 麻織物業

織物合計

(1)綿織物

(2)毛織物

そ毛

紡毛

(3)絹・絹紡織物

絹織物（純）

絹（交織）・絹紡織物

(4)麻織物

(5)ビスコーススフ織物

(6)人絹・アセテート織物

(7)合成繊維織物

長繊維

ナイロン

ポリエステル

その他の長繊維

短繊維

アクリル

ポリエステル

その他の短繊維

その他の織物

タイヤコード

ナイロン

ポリエステル

タオル

注：織物合計には、その他の織物（タイヤコード、タオル）を含まない。 Note: Other facric
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Flax fabrics
industry

品目

Production
Quantity

Cotton staple
fabrics industry

Wool fabrics
industry

Silk rayon
fabrics industry

生産数量



    物 単位(Unit)： 織物（Woven fabrics)…千㎡  (1000㎡)

          fabrics その他の織物(Other fabrics)…ｔ

合    計 販    売 そ の 他

Total Sales Other

cs (Tire cord and Towel ) do not included in Total of facrics.
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月末在庫数量

Receipt
Quantity

Inventory
Quantity

受入数量
出荷数量

Shipments Quantity



2009年1月分

Woven fabrics- Breakdown of production by Woven fabrics 単位(Unit)： 千㎡ (1000㎡)

綿スフ 毛 絹人絹 麻

織物業 織物業 織物業 織物業

1.綿　　　織　　　物 1.Cotton fabrics                                  

(1)生　 地（糸晒しを含む) (1)Texture (bleached yarn included)

かなきん Unbleached muslin       

ポプリン･ブロード              Poplin, broad cloths                   

粗布･てんじく･細布･ネル Sofu,Tenjiku,Saifu and flannel cloth

クレープ Crapes 

あや類 Leases

朱子 Satin 

別珍･コール天       Velveteen and corduroy                    

白もめん･包帯･ガーゼ Bandagecloth, gauzecloth, white cotton cloth     

その他 の生地 Other texture

(2)糸　　 染 　　計 (2Dyed yarn

ギ　ン　ガ　ム Gingham

その他の糸染 Other dyed yarn

2.毛　　　織　　　物 2.Wool fabrics   

(1)そ毛織物 (1)Worsted fabrics

男　子　服　地 Men's dress clothe

婦 人 児 服 地 Women's dress clothe

その他 のそ毛 Other worsted fabrics

(2)紡毛織物 (2)Woolen fabrics

男　子　服　地 Men's dress clothe

婦 人 児 服 地 Women's dress clothe

毛    布    地  Blanket texture

その他の紡毛 Other woolen fabrics

3.絹・絹紡織物     3.Silk and spun silk fabrics             

(1)広幅計 (1)Double width total

羽二重類 Habutae

クレープ類   Crape               

先　　練(先染) Dyed yarn

(2)小幅計 (2)Single width total

ちりめん類  Silk crape

先　　練(先染) Dyed yarn

(3)その他後練(後染) (3)Other piece dyed silk fabrics

4.ビスコーススフ織物 4.Viscose staple fabrics

(1)生　 地計（糸晒しを含む) (1)Texture total  (bleached yarn included)

モスリン              Moslin

その他 の生地 Other texture

(2)先染 (2Dyed yarn

5.ナイロン長繊維 5.Ｎylon filament facrics      

タフタ  Taffeta          

その他のナイロン長繊維  Other nylon filament fabrics         

6.ポリエステル 6.Polyester fabrics     

(1)長繊維 (1)Synthetic filament fabrics    

タフタ Taffeta          

デシン Flat crape                

ジョーゼット Georgette ｃｒａｐｅ

ポンジー Pongee 

加工糸織物 Textured yarn fabric 

その他のポリエステル長繊維 Other polyester filament fabrics

(2)短　　 繊 　　維     (2)Synthetic staple fabrics

ポプリン･ブロード Poplin, broad cloths                   

その他のポリエステル短繊維 Other polyester staple fabrics

注： 広幅は織上がり幅50.8cm（20インチ）以上、小幅は織上がり幅50.8cm未満のものである。
Note: Wide fabrics are those with a woven width of 50.8 cm (20 inches) or more, and narrow fabrics are those with a woven width of less than 50.8 cm.

織 物 － 生 産 内 訳

生産数量

品目 Goods

Production
Quantity

Cotton staple
fabric industry

Wool fabric
industry

Silk rayon
fabric industry

Flax fabric
industry
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単位： タフテッドカーペット…千㎡
Unit ： Tufted carpet…1000㎡

2011年1月分 フェルト、不織布…ｔ

Felt, Non-woven fabrics…ｔ

出荷数量

Shipments Quantity

品　　目 計 その他

Goods 数量 金額（百万円）

Quantity
Value

(Million Yen)

タフテッドカーペット(不織布カーペットを除く）

Tufted carpet

プレスフェルト（ニードルフェルトを除く）
Press felt ( needle felt excluded)

不織布合計
Non-woven fabrics total

　乾式
  Dry laid type

　湿式
  Wet laid type

（ｱ）　不織布ー用途別生産内訳
Non-woven fabrics-Breakdown of production by use 単位(Unit)：ｔ

用　途　別 生　産
By use Ｐroduction

不織布合計
Non-woven fabrics total

　衣料用
   For garment

　産業用
   For industry

　　　　車両用
           For vehicles

　　　　その他の産業用
           For other industries

　土木・建築用
   For civil engineering and construction

　農業・園芸用
   For aguriculture and gardening

　生活関連用
   For household sundry goods

　医療・衛生用
   For medical treatment and supplies

　その他用
   For others

(イ）　不織布（乾式）ー設備別生産実績
Non-woven fabrics(dry laid type) - production by facilities 単位(Unit)：ｔ

設　備　別 生　産
By facilities Ｐroduction

　　ケミカルボンド式

     Chemical bond type

　　サーマルボンド式
    Thermal bond type

　　ニードルパンチ式（ニードルフェルトを含む）
    Needle punch type(needle felt included)

　　スパンボンド・メルトブロー式
     Spun bond and melt blown type

　　スパンレース式
    Spun lace type

　　その他の乾式
    Other dry laid type

④　タフテッドカーペット・フェルト・不織布

月末在庫数量

Production
Quantity

Receipt
Quantity

Inventory
Quantity Ｔotal Ｏthers

販売
Sales

Covering, Felt and Non-woven fabrics

生産数量 受入数量
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2011年1月分

加　　工　　高

Products Quantity

品　　目 合計
Total

計 輸出用 国内用 輸出用 国内用 輸出用 国内用
Total For

exports
For

domestic
For
exports

For
domestic

For
exports

For
domestic

織物合計

　綿織物

　毛織物

　　そ毛

　　紡毛

　絹・絹紡織物

　麻織物

　人絹・キュプラ・アセテート織物

　スフ織物

　合成繊維織物

　　長繊維

　　　ナイロン

　　　ポリエステル

　　短繊維

　　　ポリエステル

織物加工賃（百万円）

ニット生地合計

　たて編

　　合成繊維

　丸編

　　綿

　　毛

　　合成繊維

　　その他の丸編

ニット生地加工賃（百万円）

毛布

毛布加工賃（百万円）

66

Bleached Dyed
精錬・漂白品 浸染品

⑤　染　　色
          Dyeing and 



単位(Unit)：1000㎡ 単位(Unit)：1000㎡

加　　工　　高 引渡数量

Products Quantity
 Shipments
Quantity

製品 原反　 製品  

（仕掛中を含む） Goods

輸出用 国内用 輸出用 国内用 Products Non Products Products
For
exports

For
domestic

For
exports

For
domestic
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Printed Finishing processes
なっ染品 整          理　

月末在庫数量

 Inventory Quantity

      整　　理
      Finishing Processes



2011年1月分

単位(Unit)：ｔ

受入数量 消費数量

計 丸編

Total
Circular knit
fabrics

合計
Total

綿生地
Cotton fabrics

毛生地
Wool fabrics

合成繊維生地
Synthetic fiber fabrics

ナイロン

 Nylon

アクリル
Acrylic

ポリエステル
Polyester

その他
Others

その他の繊維製生地
Other fiber fabrics

　　ニ ッ ト 生 地（つづき）

Knit fabrics (continued)

在庫数量

計 販売数量 販売金額（百万円） その他　

Total Sales Quantity Value(Million Yen) Others

合計
Total

綿生地
Cotton fabrics

毛生地
Wool fabrics

合成繊維生地
Synthetic fiber fabrics

ナイロン

 Nylon

アクリル
Acrylic

ポリエステル
Polyester

その他
Others

その他の繊維製生地
Other fiber fabrics
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Inventory
Quantity

たて編・横編

Wrap knit and weft knit fabrics

Consumption
Quantity

⑥　ニ ッ ト 生 地
Knit fabrics

品目
Goods

生産数量　　Production Quantity

Receipt
Quantity

品目
Goods

出荷数量　　Shipments　Quantity



⑦　ニ ッ ト ・ 衣 服 縫 製 品
      Knit and Sewn clothing products        単位(Unit)：千点（1000n）

外衣
Outerwear

下着・補整着・寝着類

靴下
Hosiery

手袋
Gloves and mittens

　　ニ ッ ト ・ 衣 服 縫 製 品（つづき）
     Knit and Sewn clothing products (continued)

出荷数量 Shipments　Quantity

外衣
Outerwear

下着・補整着・寝着類

靴下
Hosiery

手袋
Gloves and mittens
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織物製
woven
fabric

Value
(Million
Yen)

ニット製
Knit

織物製
woven
fabric

Underwear，foundation
garment and nightwear

Underwear，foundation
garment and nightwear

品目
Goods

Inventory　Quantity

販売数量 Sales  Quantity

ニット製
Knit

織物製
woven
fabric

織物製
woven
fabric

ニット製
Knit

織物製
woven
fabric

ニット製
Knit

月末在庫数量

品目
Goods

生産数量   Production
Quantity

受入数量   Receipt Quantity
出荷数量 Shipments　Quantity

織物製
woven
fabric

ニット製
Knit

販売金額（百万円） その他

ニット製
Knit

Others



2011年1月分 ニット・衣服縫製品－生産内訳

             単位(Unit)：千点（1000n）

合 計

計 成年男子・少年用 成年女子・少女用

Total  Men's and boy's Women's and girl's

外衣計                       
Outerwear                              
ス　　ー　　ツ　　類           
Suits                              
上　　　　　　　衣            
Coats and jackets               
ズボン・スカート   
Trousers and skirts             

ｵｰﾊﾞｰｺｰﾄ･ｼﾞｬｹｯﾄ類            
Jackets, blazers and jumper jackets
ズボン・スラックス・スカート類            
Trousers，slacks and skirts                

ド　　レ　　ス　　類            
Dresses                            

ｾｰﾀｰ･ｶｰﾃﾞｶﾞﾝ･ﾍﾞｽﾄ類            
Sweaters, cardigans and vests      
学　　　 校 　　　服            
School uniforms                    
上衣・オーバーコート             
 Coats and jackets               
ズボン・スカート             
Trousers and skirts             

制服・作業服・事務服            
Uniforms，office and work clothing                     

上衣（衛生白衣を含む）・オーバーコート             

ズボン・スカート             
Trousers and skirts             

スポーツ用           
Sport clothing                          

上　　　　　　　衣            
 Coats and jackets                    

ズボン・スカート             
 Trousers and skirts                  

ワイシャツ・ブラウス            
White shirts and blouses                
ｱｳﾀｰｼｬﾂ･ｽﾎﾟｰﾂｼｬﾂ･Tｼｬﾂ          
Outer shirts, sports shirts and T-shirts
その他の外衣            
Other Outerwear  
下着・寝着類計
Underwear total
ｱﾝﾀﾞｰｼｬﾂ·ｸﾚｰﾌﾟｼｬﾂ           
Undershirts and crapeshirts
スリップ･ペチコート類           
Slips and petticoats   
パンツ類           
Pants                  
その他の下着           
Other underwears
寝着類（パジャマ・ネグリジェ）
Nightwear (Pajamas and negligees)
靴下計
Hosiery total
パンティストッキング            
Panty hose                                 
短靴下類 （その他の靴下を含む）       
Socks (Other hosiery)                                    

Coats and jackets (including sanitary white  clothing)Coats
and jackets

                                               Breakdown of production by Knit and sewn clothing products

ニット製計 織物製   Woven fabric
品目
Goods

Total
Knit
Total

７０



2009年1月分 単位(Unit)：製棉（Wadding) ｔ

               ふとん(Futon）千枚（1,000Sheets)

販売
品目
Goods total 数量 金額（百万円） Others

Quantity Value
( million yen ) 　

製綿計
Wadding total

　　　合成繊維
        Synthetic fiber 

　　　その他（羊毛を含む）
        Other wadding(wool included)

ふとん計
Futon total

　　　掛ふとん
        Comforters

　　　敷ふとん
        Underlay

　　　こたつふとん
        Kotatsu quilt

　　　羽毛・羽根ふとん
        Down or feather quilt

注： １．こたつふとんはこたつ敷ふとんを含む。ただし、こたつパッド（こたつペットともいう）は除く。　

      ２．製綿には、中入綿・ふとん綿を含む。　

Note: 1Covers for Kotatsu include futon-type mattresses. However, Kotatsu pads (also called Kotatsu pets) are excluded. 
        2.Waddings include "Nakaire-wata" and "Futon-wata". 

単位(Unit)：ｔ、レース生地 (Lace fabric) …1000㎡ 

　

販売
品目
Goods 数量 金額（百万円） 　

Quantity
Value

( million yen )

漁網・陸上網計 　

Fishing nets and ground nets total 　

　　　ナイロン 　

        Nylon nets 　

　　　ポリエステル
     　 Polyester nets

　　　その他の網 　

      　Other nets 　

合成繊維綱計
Ｓynthetic fiber ropes total

　　　ポリオレフィン綱
　　　 Ｐｏｌｙｏｌｅｆｉｎｅ ropes

　　　その他の合成繊維綱
      　Other synthetic fiber ropes

細幅織物
Narrow fabrics

組ひも
Braids

レース生地合計
Lace fabrics total

　　　編・ボビンレース
        Knitted lace or bobbin race

　　　刺しゅうレース
        Embroidery race

月末在庫
数量

計 その他

出荷数量
Shipment Quantity　

Shipment Quantity　

Inventory
Quantitytotal Others

Sales

⑧ 製 綿 ・ ふ と ん
     Wadding and Futon

生産数量 受入数量 消費数量

Production
Quantity

Receipt
Quantity

Consumption
Quantity

Inventory
Quantity

Sales

⑨ 漁網・陸上網、　⑩ 合成繊維綱、　⑪ 細幅織物、組ひも及びレース生地
     Fishing nets and Ground nets , Synthetic fiber ropes , Narrow fabrics , Braids and Lace  fabrics

生産数量 受入数量 月末在庫

計 その他

Production
Quantity

出荷数量

Receipt
Quantity

７１



2009年1月分

単位(Unit)：金額(Value)…百万円(Million Yen）

生産数量 受入数量 在庫数量

品　　　　　　　　目 単位
Goods Unit Production Receipt 計 その他 Inventory

Quantitｙ Quantitｙ Total 数　　量 金　　額 Others Quantitｙ

Quantitｙ Value

金  属  製

Metal

合  計
Total

   机  計 個
   Desks ｎ

      事務用 個
      Office desks ｎ

      その他の机(卓子を含む) 個
      Other desks(including tables) ｎ

   いす計 個
   Chairs ｎ

      回転式 個
      Swivel chairs ｎ

      その他の金属製いす 個
      Other metal chairs ｎ

   引出箱 個
   Filing cabinets ｎ

   保管庫類 個
   Storage cabinets ｎ

   耐火金庫 個
   Fire-resistive containers ｎ

   台所用計 個
   Kitchen furniture ｎ

      流し台 個
      Sink cabinets ｎ

      ガス台 個
      Range tables ｎ

      調理台 個
      Cooking tables ｎ

      システムキッチン セット
      System kitchens sets

   ベッド 個
   Metal beds ｎ

   棚 個
   Racks ｎ

   間仕切り ㎡
   Partitions

   その他の金属製家具 個
   Other metal furniture ｎ

木  製

Wooden

合  計
Total

   たんす 個
   Chest of drawers ｎ

   棚  計 個
   Wooden shelves ｎ

      食器棚 個
      Cupboards ｎ

      その他の木製棚 個
      Other shelves ｎ

   机・テーブル計 個
   desks/ tables ｎ

   　机 個
   　Wooden desks ｎ

   　テーブル 個
   　Wooden tables ｎ

   いす計 個
   Wooden chairs ｎ

      応接いす 個
      Sofas ｎ

      食卓いす 個
      Dining chairs ｎ

　       その他の木製いす 個
      Other chairs ｎ

   ベッド 個
   Wooden beds ｎ

   その他の木製家具 個
   Other wooden furniture ｎ

Sales

         ⑫　家    具
              Furniture

出荷数量
Shipments Quantitｙ

販　　売
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2011年1月分

          Musical instruments 単位(Unit)：金額(Value)…百万円(Million Yen）
 

生産数量 受入数量 在庫数量
単 位 （製 品）  
Unit Receipt 計 その他

Quantity Total 数　　量 金　　額 Others

Quantity Value

合　　　　　　計

Ｔｏｔａｌ

ピアノ 台
Pianos n

電子ピアノ・電子オルガン 台
Electronic pianos and electronic organs n

電子キーボード類(ﾐﾆｷｰﾎﾞｰﾄﾞを除く) 台
Electronic keyboards n

管楽器 本
Wind instruments n

ギター・電気ギター 本
Acoustic guitars/Eiectric guitars n

2011年1月分

単位(Unit)：金額(Value)…百万円(Million Yen）
 

生産数量 受入数量 在庫数量
単 位 （製　品）   
Unit Receipt 計 その他

Quantity Total 数 　量 金 　額 Others
Quantity Value

合　　　　　　計

Total

鉛　　筆　　 ｸﾞﾛｽ
Pencils gross

シャープペンシル 千 本
Mechanical pencils 1000ｎ

ボールペン計（完成品） 千 本
Ballpoint pens 1000ｎ

水　　　性 千 本
Roller ballpens 1000ｎ

油　　　性 千 本
Oil ballpens 1000ｎ

マーキングペン 千 本
Marking pens 1000ｎ

クレヨン・パス・水彩絵の具 千 本
1000ｎ

修　　正　　液 千 本
Correction fluids 1000ｎ

修　　正　　テープ 千個
Correction tapes 1000ｎ

Crayons 、oil pastels and water color
paints

⑬　楽　　　　器

出荷数量
Shipments Quantity

Stationery
⑭　文　　　　具 

Goods

Sales

Sales

Goods
品    目

品    目 販　　売

出荷数量

Inventory
Quantity

Production
Quantity

Inventory
Quantity

Shipments Quantity

Production
Quantity

販　　売
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2011年1月分

   

生産数量 　Shipments　 Quantity 在庫数量

                    Goods Production 計 その他 Inventory

Quantity 　　　Total 数　量 金　　額 Others Quantity

Quantity Value

合　　　　　　　　　 　　　　　　　　計
Total

機　　械　　玩　　具　　計
 （可動装置を有するもの）

Ｅlectronic toys

電　子　応　用　玩　具
Ｅlectronic applied toys

電　　　動　　　玩　　　具
Ｅlectric toys

プラスチック製玩具計
  （可動装置を有しないもの）

Ｐlastic toys

プラスチックモデル
Ｐlastic models

その他のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製玩具
Ｏther Plastic toys

2009年1月分

出  荷  数  量

生産数量 受入数量 Shipments  Quantity 在庫数量

(製　品) 　

                 Goods Production Receipt 計 その他 Inventory

Quantity Quantity Total 数　量 金　額 Others Quantity

Quantity Value

合　　　　　　　　　 計
Total

紳士用革靴
Men's leather boots and shoes  

婦人用・子供用革靴

運動用革靴

作業用革靴
Work leather boots and shoes  

   ⑮　玩　　　　具

          Toys              単位(Unit)：数量(Quantity)…ﾀﾞｰｽ(dozen)
                            金額(Value)…百万円(Million Yen）

　品　　　　　　　　　　目 販　　売

Leather boots and shoes
for sports exclusively

 品　　　　　　　　　　目 販　　売
Sales

Women's and children's
leather boots and shoes

Leather boots and shoes

　　　　出　荷　数　量　

Sales

             単位(Unit)：数量(Quantity）…足（Pair）
                            金額(Value)…百万円(Million Yen）

⑯　革　　靴
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2011年1月分
※丸革換算：Conversion of whole hide

１）　生産・出荷・在庫  Production,Shipments,Inventory 金額(Value)…百万円(Million Yen）
　　　　　出 　　　　　　　　　　荷

生　　　　産 受 　　入 　　　　　Shipments 在 　　　庫
Production （製 　品） 販 　　　　　　売 Inventory

品　　　　目 枚 　　数 その他
       Goods Unit 　枚　　　　数 （丸革換算） 枚　　　数 枚 　　数

　（丸革換算） Receipt (Products) 金 　　額 （丸革換算） （丸革換算）
　 ｎ Number of sheets Value Others ｎ

（※） （※） ｎ （※） （※）
合　　　　　　　　　 　　　　　　　　計
Total
クロム甲革計（工業用を除く） 千ｄ㎡
Chrome tanned upper leather 1000ｄ㎡

 (except industrial use)

牛　　　　　　　　　 　　　　計 千ｄ㎡
Cattle 1000ｄ㎡

成　　　　　　　　　　 　牛 千ｄ㎡
Cattle hide 1000ｄ㎡

小      ・     中       牛 千ｄ㎡
Kip and calf 1000ｄ㎡

豚・馬・やぎ・めん羊 千ｄ㎡
1000ｄ㎡

２）　原皮換算重量表  Weight of raw hide and skin

                単位(Unit)：　t

品　　　　目
       Goods

合　　　　　　　　　 　　　　　　　　計
Total
クロム甲革計（工業用を除く）
Chrome tanned upper leather

 (except industrial use)

牛　　　　　　　　　 　　　　計
Cattle
成　　　　　　　　　　 　牛
Cattle hide
小      ・     中       牛
Kip and calf

豚・馬・やぎ・めん羊

３）　出荷（販売）内訳表   Shipments(sales)details

販 　売 　業 　者 　向 革　製　品　製　造　業　者 向
For sellings For leather manufacturers

品　　　　目 単位
       Goods Unit 枚数 枚数

（丸革換算） 面　　積 金 　　　額 （丸革換算） 面　　積 金 　　　額
ｎ Area Value ｎ Area Value
（※） （※）

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計 千ｄ㎡
Total 1000ｄ㎡
クロム甲革計（工業用を除く） 千ｄ㎡
Chrome tanned upper leather(except industrial use 1000ｄ㎡

牛　　　　　　　　　 　　　　計 千ｄ㎡
Cattle 1000ｄ㎡
成　　　　　　　　　　 　牛 千ｄ㎡
Cattle hide 1000ｄ㎡
小      ・     中       牛 千ｄ㎡
Kip and calf 1000ｄ㎡

豚・馬・やぎ・めん羊 千ｄ㎡
1000ｄ㎡

Sales
枚　　　数
（丸革換算）

ｎ
面積

Pig，horse，goat and sheep
leather

Pig，horse，goat and sheep
leather

Pig，horse，goat and sheep
leather

⑰　製　　革　　Leather

（※）
Area

※丸革換算：Conversion of whole hide
金額(Value)…百万円(Million Yen）

生　　　　　　　　産
Production

出　　　　　　　　荷
Shipments

在　　　　　　　　庫
Inventory
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2011年1月分
4．原　材　料　消　費　・　在　庫　統　計

(１)　原  糸
Summary table

消　　　　　　　　　　　　　　　　　　　費
Consumption Quantity

織物用（タイヤコ－ド、タオル用を含む）

合計 ric (Tire cord, Towel included)

Grand 計 綿スフ織物業 毛織物業 絹人絹織物業 麻織物業

Total Total
Cotton staple
fabrics industry

Wool fabrics
industry

Silk rayon
fabrics industry

Flax fabrics
industry

合                          計

綿                         糸

毛                         糸

そ                          毛

紡                          毛

絹糸(生糸・玉糸を含み、野蚕糸を除く)

絹          紡            糸

　（ちゅう糸・さく紡糸を含む）

　

麻                         糸

　

ビ  ス コ ー ス 人  絹  糸

ビ ス コ ー ス   ス フ  糸

ビスコース・キュプラスフ糸

キ     ュ    プ     ラ    糸

ア   セ   テ   ー   ト   糸

綿糸・再生・半合成繊維糸

合  成  繊  維  糸 合 計 

合 成 繊 維 紡 績 糸

　 合成繊維糸（長短区分不明）
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総  括  表
 of Material yam 単位（Unit）：ｔ

月     末     在     庫
Inventory Quantity

ニット用 細幅織物 合計 織物用 ニット用 細幅織物

組ひも・レース 組ひも・レース
For Knit For Narrow

fabrics,
Braids and
Lace fabrics

Grand
Total

For woven
fabrics

For Knit

For Narrow
fabrics,
Braids and
Lace fabrics
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2011年1月分

Cloth for Knit and Sewn clothing

　　　単位(Unit)：千㎡（1000㎡）

織　　物　　合　　計 Fabrics total

　　　　　綿　　織　　物    Cotton fabrics

　　　　　毛　　織　　物    Wool fabrics

　　　　　　　そ　　毛      Worsted fabrics

　　　　　　　紡　　毛      Woolen fabrics

　　　　　合　成　繊　維　織　物    Synthetic fiber fabrics

　　　　　人　絹　織　物    Rayon filament fabrics

　　　　　ス　フ　織　物    Rayon staple fabrics

　　　　　アセテート織物    Acetate fabrics

　　　　　その他の織物    Other fabrics

ニ　ッ　ト　生　地　合　計 Knit fabrics

(２)　ニット・衣服縫製品用原反

品　　　　目
月末在庫数量

Goods
Inventory  Quantity

削除
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2011年1月分 （３）　染料　・　顔料
         Dyes and Pigments

単位(Unit)：ｋｇ

品目
Goods

染料合計

Dye total

　直接

  Direct dye stuff

　酸性(金属錯塩を含む）

  Acid dye stuff

　カチオン・ラピット・その他の塩基

  Cationic･Rapid･Other basic dye

　建染（硫化を含む）

  Vat dye stuff

　分散

  Disperse dye stuff

　反応

  Reactive dye stuff

　蛍光

  Fluorescence dye stuff

　その他の染料（アニリンを含む）

  Other dye stuff(aniline dye included)

顔料

Pigment
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2011年1月分 ５． 生産設備能力統計
      Productive capacity 単位(Unit)：t

化学繊維 月間生産能力 稼働率 月間生産能力 稼働率

化学繊維合計 　　ポリエステル
Chemical fibers total 　 　 　Polyester

　　　長繊維
           Filament fibers

　再生・半合成繊維計 　　　短繊維
   Regenerated and semi-synthetic            Staple fibers

   fibers total

　　ポリエチレン
　　長繊維 　　  　Polyethylene

　　 Filament fibers 　　　長繊維
　　短繊維            Filament fibers

　　 Staple fibers

　　ポリプロピレン
　合成繊維計 　  　　Polypropylene

 　Synthetic fibers total 　　　長繊維
           Filament fibers

　　長繊維 　　　短繊維
      Filament fibers            Staple fibers

　　短繊維
      Staple fibers 　　その他の合成繊維

　　  　Other synthetic fibers

　　　ナイロン 　　　長繊維
　　　　Nylon            Filament fibers

　　　　長繊維 　　　短繊維
　　 　　 Filament fibers            Staple fibers

　　　アクリル
　　 　 Acrylic

　　　　短繊維
           Staple fibers

稼働率＝月間生産量÷月間生産能力×100

　 　

月末運転可能錘数
Spindles at the end of the month

月間総延運転錘時間数（千時間）
Spindles hours/month (1000 hours)

      合計
　 　　Total

          綿糸用
             Cotton yarn

          再生・半合成繊維糸用

             Cellulose fiber yarn

　 　　　合成繊維糸
             Synthetic fiber yarn

　        毛糸用
           　Woolen yarn

　　 　　絹紡糸用
             Spun silk yarn

　        麻糸用
             Flax yarn

化学繊維

Chemical fibers
Productive capacity

Operating ratio Chemical fibers

紡          機
紡績機

Spinning  Machinery

Operating ratio

単位(unit）：紡績（錘）Spinning　machinery　（Ｓpindles）
　　　　　　　　時間（千時間）　（１０００　hours）

Productive capacity
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2011年1月分

機　　　　械
月　　　末
保有台数

月間平均
実働台数

その他の設備
月　　　末
保有台数

月間平均
実働台数

月間生産能力

Machinery 
End-of-month
number

Monthly average of
operating machinery Other equipment

End-of-month
number

Monthly average of
operating machinery

織物用機械合計 タフテッドカーペット・フェルト
Machinery for woven fabrics total

　　一般織機合計 　　　　タフティングマシン
     General weaving machinery total            Tufting machines

　　　　（力織機） 　　　　プレスフェルト用
　　　　ハーダ（動力）

　　無ひ織機            For press felt

     Shuttleless looms

  　有ひ織機 ニット・衣服縫製品
     Shuttle looms Knit and Sewn clothing

綿スフ織物業
Cotton staple fabrics industry 　　　　たて編機
　　一般織機合計            Wrap knitting machines

     General weaving machinery total

　　　　（力織機） 　　　　丸編機（除靴下機）

　　無ひ織機　　
     Shuttleless looms

　　有ひ織機 　　　　横編機
     Shuttle looms            Flat knitting machines

毛織物業 　　　　フルファッション※
Wool fabrics industry            full-fashioned machines

　　一般織機合計 　　　　靴下用丸編機
      General weaving machinery total            Circular knitting machines

　　　　（力織機） 　　　　工業用動力ミシン
           Industrial sewing machines

　　無ひ織機
      Shuttleless looms 　　　　ふとん成型器
　　有ひ織機            Forming machines

      Shuttle looms

絹・人絹織物業
Silk rayon fabrics industry

　　一般織機合計
     General weaving machinery total

　　　　（力織機）

　　無ひ織機　
      Shuttleless looms

　　有ひ織機
      Shuttle looms

麻織物業
Flax fabrics industry

　　一般織機合計
     General weaving machinery total

　　　　（力織機）

　　無ひ織機
      Shuttleless looms

　　有ひ織機
      Shuttle looms

タオル織機　
Weaving machinery for towel

不　　　織　　　布　　Non-Woven fabirics 金属製家具   Metal furniture     単位(Unit)：個(n)

月間生産能力（ｔ） 項　　　　　　　　　　　目 月間生産能力

t／Month Item Monthly production capacity

乾  式 事務用机
Dry laid Office-desks

回転式いす
Chemical bond Swivel chairs 

Thermal bond 文具  Stationery 単位(Unit)：千本(103n)

Needle punch(needle felt included)

Spun bond /melt blown ボールペン
Ballpoint pens

Spun lace 

Other dry laid

Wet laid

           Circular knitting machines (excluded
           socks and stocking knitting machine)

設　　　　　　　　備

生産設備能力統計 単位(Unit)：台(Number）　　

Production capacity ※フルファッション…セクション
   For Full-fashioned machines…Section

Equipment

　　ケミカルボンド式

　　サーマルボンド式

　　ニードルパンチ式 中芯月間
生産実績　　　（ニードルフェルトを含む）

Item
Monthly production
capacity of Refills

Monthly production
results of  Refills　　スパンボンド・メルトブロー式

項　　　　　　　　　　　目
中芯月間
生産能力

　　スパンレース式
（インキング・マシン Inking machine）

　　その他の乾式

湿　　　　　　　式
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　　　合　　　　　　　　計   (  繊　維　部　門　）

　　　Ｔotal　（　Textiles　section　　）　　　

      化　　　学　　　　繊　　　　　維
　   　Ｃhemical fibers

　　　　　　 再　生　・　半合成繊維
Regenerated  and semi-synthetic fibers

合　 　成　 　繊　　 維  
Synthetic fibres

      紡　　　　　　績　　　　　　　糸
 　    Spun yaｒｎ

　　　織　　　　　　　物　　　　　　　計
 　    Woven Fabrics

綿　　　　　ス　　　　　フ
Cotton staple fabrics industry

毛
Wool fabercs industry

絹　　　　　人　　　　　絹
Silk rayon fabrics industry

麻
Flax fabrics industry

      　染　　　色　　　整　　　理
　　　　　Ｄyeing and Finishing processes　　　

織　　　　　　　　　　　物
Woven fabrics

毛　　　　　織　　　　物
Wool　fabrics

        タフテッドカーペット・フエルト　・不織布

    　  ニ ッ ト ・ 衣 服 縫 製 品
    　    Knit and Sewn clothing products

　　　　製　　綿　・　ふ　　と　　　ん
    　    Wadding and Futon

        漁　　網  ・　陸　　上　　網    
　　　　 Fishing nets and Ground nets　　　

　　　　合　　成　　繊　　維　　綱　　　　　
　　　　 Ｓynthetic fiber rope

        細幅織物・組みひも・レース
　　　　 Narrow fabrics,Braids and Lace fabrics

        家            具
        Furniture

        楽             器
        Musical instruments

        文            具
        Stationery

        玩            具
        Toys

        革             靴
        Leather boots and shoes

        製            革
        Leather

Industry Number of persons  engaged at  month-end

2011年1月分 ６. 　労　務　統　計
                       Labour 単位(Unit)：人(Person）　

業　　種 　　月末従事者数　　
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４. 生産・出荷・在庫統計   
     Production, Producer's Shipments and Producer's Inventory of Finished Goods

　　(1) 化学肥料・石灰及びソーダ工業製品
   　　  Chemical Fertilizers, Lime and Industrial Sodium Chemicals (23年1月分)

出　　　荷  　Shipments

品　　　　　目 単位 生　　産 受　　入 消 　費 販　　　売　　Sales そ の 他 在　　庫
Commodity

Unit
Production
Quantity

Receipt
Quantity

Consumption
Quantity 数  量

Quantity
金額（百万円）
Amount (\ million)

Others
Quantity

Inventory
Quantity

アンモニア (NH３ 100％ 換算)
　Ammonia (NH3 conv. to 100%)

ｔ

硝　　　酸  (98％換算)
　Nitric acid (ｃonv. to 98%)

ｔ

硫 酸 ア ン モ ニ ウ ム
　Ammonium sulfate

ｔ

　　副生（硫酸アンモニウムの内数）  (1)
　　　By-products

ｔ

複 合 肥 料 （化成肥料）　計
　Compound fertilizers
　(Granular chemical fertilizer)

ｔ

　　高 度 化 成 （粒 状）
　　　High-analysis compound fertilizers
       (Granulation)

ｔ

　　普 通 化 成 （粒 状）
　　　Low-analysis compound fertilizers
       (Granulation)

ｔ

生　石　灰
　Quick lime

ｔ

消　石　灰
　Slaked lime

ｔ

軽 質 炭 酸 カ ル シ ウ ム
　Precipitated calcium carbonate

ｔ

か性ソーダ（液体97％換算・固形有姿）
　Sodium hydroxide
 （Liquid (ｃonv. to 97%）,solid）

ｔ

塩 素 ガ ス
　Chlorine, gas

ｔ

液 体 塩 素
　Chlorine, liquid

ｔ

塩 酸 ガ ス (100％換算)                  (2)
　Hydrochloric acid, gas (conv. to 100%)

ｔ

塩 酸 （３５％換算）　計
　Hydrochloric acid (conv. to 35%)

ｔ

　　合　　成
　　　Synthesis

ｔ

　　副　　生
　　　By-product

ｔ

次亜塩素酸ナトリウム溶液(12%換算)
　 Sodium hypochlorite (conv. to 12%)

ｔ

注(1) 副生硫酸アンモニウムはコールタール製品・環式中間物及び合成染料月報で調査したものである。

   (2) 塩酸ガスは合成である。

Note 1) Figures for by-product ammonium sulfate have been  surveyed in the questionnaire on Coal Tar Products, Cyclic Chemicals and Synthetic Dye

            Products Monthly Report.

        2) Hydrochloric acid gas is synthetic.
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４. 生産・出荷・在庫統計（続き）
     Production, Producer's Shipments and Producer's Inventory of Finished Goods(Continued)

　　(2) 無 機 薬 品 ・ 火 薬 類
    　　 Industrial Inorganic Chemicals and Gunpowders (23年1月分)

出　　　荷  　Shipments

品　　　　　目 単位 生　　産 受　　入 消 　費 販　　　売　　Sales そ の 他 在　　庫
Commodity

Unit
Production
Quantity

Receipt
Quantity

Consumption
Quantity 数  量

Quantity
金額（百万円）
Amount (\ million)

Others
Quantity

Inventory
Quantity

ふ っ 化 水 素 酸 (50％ 換算値)
　Hydrofluoric acid  (conv. to 50%)

ｔ

り　ん　酸
　Phosphoric acid

ｔ

水 酸 化 カ リ ウ ム
　Potassium hydroxide

ｔ

酸 化 亜 鉛
　Zinc oxide

ｔ

酸 化 第 二 鉄
　Ferric oxide

ｔ

顔     料
　Pigments

　　　ア ゾ 顔 料
　　　　Azo pigment

ｔ

　　　フ タ ロ シ ア ニ ン 系 顔 料
　　　　Copper phthalocyanine type pigments

ｔ

酸 化 チ タ ン　計
　Titanium dioxide

ｔ

　　　ア ナ タ ー ス 型
　　　　Anatase type

ｔ

　　　ル  チ  ル  型
　　　　Rutile type

ｔ

カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク
　Carbon black

ｔ

活 性 炭　計
　Activated carbon

ｔ

　　　粒      状                                 (1)
　　　　Granular activated carbon

ｔ

　　　粉      状
　　　　Activated carbon powder

ｔ

 注(1) 活性炭のうち粒状には破砕炭を含む。

Notes 1) Granular activated charcoal includes crushed charcoal.
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４. 生産・出荷・在庫統計（続き）   
     Production, Producer's Shipments and Producer's Inventory of Finished Goods(Continued)

　　(2) 無 機 薬 品 ・ 火 薬 類（続き）
   　　  Industrial Inorganic Chemicals and Gunpowders (Continued) (23年1月分)

出　　　荷  　Shipments

品　　　　　目 単位 生　　産 受　　入 消 　費 販　　　売　　Sales そ の 他 在　　庫
Commodity

Unit
Production
Quantity

Receipt
Quantity

Consumption
Quantity 数  量

Quantity
金額（百万円）
Amount (\ million)

Others
Quantity

Inventory
Quantity

硫酸アルミニウム （14％ 固形換算値）
　Aluminum sulfates ( conv. to 14% )

ｔ

ポ リ 塩 化 ア ル ミ ニ ウ ム
 (アルミナ 10％換算値)
　Poly-aluminum chloride
  (alumina, conv. to 10%)

ｔ

よ  う  素
　Iodine

ｔ

け い 酸 ナ ト リ ウ ム
Sodium silicate

ｔ

過酸化水素 (100％ 重量換算値)
　Hydrogen peroxide (amount conv. to 100%)

ｔ

化学石こう　(2 水塩換算値)
　Chemical gypsum

ｔ

硫　 酸　（100%換算値）
　Sulfuric acid (conv. to 100%)

ｔ

火 薬 及 び 爆 薬　計
　Gunpowders and explosives

ｔ

　　　硝 安 油 剤 爆 薬
　　　　Ammonium nitrate fuel oil explosive

ｔ

　　　火薬及びその他の爆薬
       (武器用を除く)
　　　　Gunpowders and other explosives
　　　　 (excl. ammunition)

ｔ
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   　③陶 磁 器 （ Ceramic wares ） 2011年1月分

出　　荷  Shipments

品　　　目 単　位 生産数量 受入数量 消費数量 販　　売  Sales その他 月末在庫

Goods Unit Production
Quantity

Receipt
Quantity

Consumption
Quantity

数量
Quantity

金額（百万円）
Value in Millions
of Yen

Others
Quantity

Inventory
Quantity

陶磁器
Ceramic wares
タイル計

Tiles
1000㎡

外装　（50ｃ㎡をこえるもの）
Facing tiles (over 50ｃ㎡) 〃

内装　（50c㎡をこえるもの）
Interior wall tiles (over 50c㎡) 〃

床　 (50c㎡をこえるもの）
Floor tiles (over 50c㎡) 〃

モザイク （陶片）
（50c㎡以下のもの）
Mosaic tiles (under 50c㎡)

〃

衛  生  用  品  計
Sanitary wares

1000個

(1000n)

水  洗  式  便  器  計
Water closet 〃

大　　　 便　　　 器
Water closet sguat type 〃

小　　　 便　　　 器
Urinal 〃

洗　面 手　洗　器
Lavatories and wash basins 〃

タ　ン　ク　・　流　し　類
Tanks and sinks 〃

電  気  用  品  計
 Electrical porcelain insulators ｔ

がい子（がい管を含む）計

Insulators total (including
hollow porcelains)

〃

特　 別　 高　 圧　 用
Extra-high voltage 〃

高　  ・　 低　 圧　 用
High and low voltage 〃

その他の電気用品
Other electrical porcelain insulators 〃

台 所 ・ 食 卓 用 品 計
Ceramic wares for tablewares
 and kitchenwares

〃

飲　　 食　　 器　　 計
Ceramic tablewares 〃

和　　 飲 　　食　　器
Japanese style tablewares 〃

洋　　飲　　食　　器
Foreign style tablewares 〃

台 所 ・ 料 理 用 品
Ceramic kitchenwares 〃

玩　具　・　置　物
Toys and ornamental wares 〃
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