
　１．「業種別統計表：３９１－ソフトウェア業」集計事項一覧

　２．「業種別統計表：３９２－情報処理・提供サービス業」集計事項一覧

　３．「業種別統計表：８８１－各種物品賃貸業」集計事項一覧

　４．「業種別統計表：８８２－産業用機械器具賃貸業」集計事項一覧

　５．「業種別統計表：８８３－事務用機械器具賃貸業」集計事項一覧

　６．「業種別統計表：８９１－広告代理業」集計事項一覧

　７．「業種別統計表：８９９－その他の広告業」集計事項一覧

　８．「業種別統計表：４１１－映像情報制作・配給業」集計事項一覧

　９．「業種別統計表：６４３－クレジットカード業，割賦金融業」集計事項一覧

１０．「業種別統計表：８０６－デザイン・機械設計業」集計事項一覧

１１．「業種別統計表：９０３－計量証明業」集計事項一覧

１２．「業種別統計表：４０１－インターネット付随サービス業」集計事項一覧

１３．「業種別統計表：４１２－音声情報制作業」集計事項一覧

１４．「業種別統計表：４１３－新聞業」集計事項一覧

１５．「業種別統計表：４１４－出版業」集計事項一覧

１６．「業種別統計表：４１５－映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業」集計事項一覧

１７．「業種別統計表：８７１－機械修理業」集計事項一覧

１８．「業種別統計表：８７２－電気機械器具修理業」集計事項一覧

１９．「業種別統計表：８８４－自動車賃貸業」集計事項一覧

２０．「業種別統計表：８８５－スポーツ・娯楽用品賃貸業」集計事項一覧

２１．「業種別統計表：８８９－その他の物品賃貸業」集計事項一覧

特定サービス産業実態調査　表章様式（案）



　　１．　ソフトウェア業（全国）

（表側項目）

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当たり
及び１人当たりの年間売上高

   ２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高    ３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高    ４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ５

ＡＢＣ　　ＦＧ 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ６

ＡＢＣ　　ＦＧ 第５－２表 ソフトウェア業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者数及び
年間売上高

７

ＡＢＣＤＥＦ 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占めるソフトウェア業務の年間売
上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上高

８

ＡＢＣＤＥ　Ｇ　 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ９

ＡＢＣＤＥＦＧ 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣
されている人及びソフトウェア業務の部門別事業従事者数

１０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９表 ソフトウェア業務の業務種類別の該当事業所数及び年間売上高 １１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０表　 ソフトウェア業務の契約先産業別の該当事業所数及び年間売上高 １２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 １３

                                                                                                    

　　２．　ソフトウェア業（都道府県）

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当たり
及び１人当たりの年間売上高

１４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高 １５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高 １６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 １７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 １８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－２表 ソフトウェア業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者数及び
年間売上高

１９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占めるソフトウェア業務の年間売
上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上高

２０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ２１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 　 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣されて
いる人及びソフトウェア業務の部門別事業従事者数

２２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９表 ソフトウェア業務の業務種類別の該当事業所数及び年間売上高 ２３

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０表　 ソフトウェア業務の契約先産業別の該当事業所数及び年間売上高 ２４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１１表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 ２５

〔Ａ：経営組織別、Ｂ：資本金規模別、Ｃ：単独事業所・本社・支社別、
　Ｄ：従業者規模別、 Ｅ：当該業務事業従事者規模別、Ｆ：年間売上高規模別、
　Ｇ：専業割合別〕

１．「業種別統計表：　３９１-ソフトウェア業」集計事項一覧



　　１．　情報処理･提供サービス業（全国）

（表側項目）

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当た
り及び１人当たりの年間売上高

   ２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高    ３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高    ４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ５

ＡＢＣ　　ＦＧ 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ６

ＡＢＣ　　ＦＧ 第５－２表 情報処理・提供サービス業務の事業従事者規模別の事業所数、
従業者数及び年間売上高

７

ＡＢＣＤＥＦ 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める情報処理・提供サービス
業務の年間売上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上
高

８

ＡＢＣＤＥ　Ｇ　 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ９

ＡＢＣＤＥＦＧ 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣され
ている人及び情報処理・提供サービス業務の部門別事業従事者
数

１０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９表 情報処理・提供サービス業務の業務種類別の該当事業所数及び
年間売上高

１１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０表　 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別の該当事業所数及
び年間売上高

１２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 １３

                                                                                                    

　　２．　情報処理･提供サービス業（都道府県）

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当た
り及び１人当たりの年間売上高

１４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高 １５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高 １６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 １７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 １８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－２表 情報処理・提供サービス業務の事業従事者規模別の事業所数、
従業者数及び年間売上高

１９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める情報処理・提供サービス
業務の年間売上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上
高

２０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ２１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 　 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣され
ている人及び情報処理・提供サービス業務の部門別事業従事者
数

２２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９表 情報処理・提供サービス業務の業務種類別の該当事業所数及び
年間売上高

２３

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０表　 情報処理・提供サービス業務の契約先産業別の該当事業所数及
び年間売上高

２４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１１表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 ２５

〔Ａ：経営組織別、Ｂ：資本金規模別、Ｃ：単独事業所・本社・支社別、
　Ｄ：従業者規模別、Ｅ：当該業務事業従事者規模別、Ｆ：年間売上高規模別、
　Ｇ：専業割合別〕

２．「業種別統計表：　３９２-情報処理・提供サービス業」集計事項一覧



　　１．　各種物品賃貸業（全国）

（表側項目）

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、リース年
間契約高、１事業所当たり及び１人当たりの年間売上高及び
リース年間契約高

　２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高 　３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年
間契約高

　４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース
年間契約高

　５

ＡＢＣ　  ＦＧ 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース
年間契約高

　６

ＡＢＣ　  ＦＧ 第５－２表 各種物品賃貸業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者
数、年間売上高及びリース年間契約高

　７

ＡＢＣＤＥＦ 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める各種物品賃貸業務
の年間売上高割合）別の事業所数、従業者数、年間売上高及
びリース年間契約高

　８

ＡＢＣＤＥ　Ｇ　 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及び
リース年間契約高

　９

ＡＢＣＤＥＦＧ 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣
されている人及び各種物品賃貸業務の部門別事業従事者数

１０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９－１表 各種物品賃貸業務（リース）の物件別の該当事業所数及び年
間契約高

１１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９－２表 各種物品賃貸業務（レンタル）の物件別の該当事業所数及び
年間売上高

１２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０－１表　各種物品賃貸業務（リース）の契約先産業別の該当事業所数
及び年間契約高

１３

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０－２表　各種物品賃貸業務（レンタル）の契約先産業別の該当事業所
数及び年間売上高

１４

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１表 各種物品賃貸業務（リース）の年間契約高及び年間契約件数 １５

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１２表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 １６

　　２．　各種物品賃貸業（都道府県）

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、リース年
間契約高、１事業所当たり及び１人当たりの年間売上高及び
リース年間契約高

 １７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高  １８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年
間契約高

 １９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース
年間契約高

 ２０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース
年間契約高

 ２１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－２表 各種物品賃貸業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者
数、年間売上高及びリース年間契約高

 ２２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める各種物品賃貸業務
の年間売上高割合）別の事業所数、従業者数、年間売上高及
びリース年間契約高

 ２３

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及び
リース年間契約高

 ２４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 　 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣
されている人及び各種物品賃貸業務の部門別事業従事者数

 ２５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９－１表 各種物品賃貸業務（リース）の物件別の該当事業所数及び年
間契約高

 ２６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９－２表 各種物品賃貸業務（レンタル）の物件別の該当事業所数及び
年間売上高

 ２７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０－１表　各種物品賃貸業務（リース）の契約先産業別の該当事業所数
及び年間契約高

 ２８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０－２表　各種物品賃貸業務（レンタル）の契約先産業別の該当事業所
数及び年間売上高

 ２９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１１表 各種物品賃貸業務（リース）の年間契約高及び年間契約件数  ３０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１２表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  ３１

〔Ａ：経営組織別、Ｂ：資本金規模別、Ｃ：単独事業所・本社・支社別、
　Ｄ：従業者規模別、Ｅ：当該業務事業従事者規模別、
　Ｆ：年間売上高規模別、Ｇ：専業割合別〕

３．「業種別統計表：　８８１-各種物品賃貸業」集計事項一覧



　　１．　産業用機械器具賃貸業（全国）

（表側項目）

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、リース年
間契約高、１事業所当たり及び１人当たりの年間売上高及び
リース年間契約高

　２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高 　３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年
間契約高

　４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース
年間契約高

　５

ＡＢＣ　  ＦＧ 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース
年間契約高

　６

ＡＢＣ　  ＦＧ 第５－２表 産業用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別の事業所数、
従業者数、年間売上高及びリース年間契約高

　７

ＡＢＣＤＥＦ 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める産業用機械器具賃
貸業務の年間売上高割合）別の事業所数、従業者数、年間売
上高及びリース年間契約高

　８

ＡＢＣＤＥ　Ｇ　 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及び
リース年間契約高

　９

ＡＢＣＤＥＦＧ 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣
されている人及び産業用機械器具賃貸業務の部門別事業従
事者数

１０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９－１表 産業用機械器具賃貸業務（リース）の物件別の該当事業所数
及び年間契約高

１１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９－２表 産業用機械器具賃貸業務（レンタル）の物件別の該当事業所
数及び年間売上高

１２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０－１表　産業用機械器具賃貸業務（リース）の契約先産業別の該当事
業所数及び年間契約高

１３

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０－２表　産業用機械器具賃貸業務（レンタル）の契約先産業別の該当
事業所数及び年間売上高

１４

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１表 産業用機械器具賃貸業務（リース）の年間契約高及び年間契
約件数

１５

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１２表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 １６

                                                                                                    

　　２．　産業用機械器具賃貸業（都道府県）

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、リース年
間契約高、１事業所当たり及び１人当たりの年間売上高及び
リース年間契約高

 １７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高  １８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年
間契約高

 １９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース
年間契約高

 ２０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース
年間契約高

 ２１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－２表 産業用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別の事業所数、
従業者数、年間売上高及びリース年間契約高

 ２２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める産業用機械器具賃
貸業務の年間売上高割合）別の事業所数、従業者数、年間売
上高及びリース年間契約高

 ２３

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及び
リース年間契約高

 ２４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 　 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣
されている人及び産業用機械器具賃貸業務の部門別事業従
事者数

 ２５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９－１表 産業用機械器具賃貸業務（リース）の物件別の該当事業所数
及び年間契約高

 ２６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９－２表 産業用機械器具賃貸業務（レンタル）の物件別の該当事業所
数及び年間売上高

 ２７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０－１表　産業用機械器具賃貸業務（リース）の契約先産業別の該当事
業所数及び年間契約高

 ２８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０－２表　産業用機械器具賃貸業務（レンタル）の契約先産業別の該当
事業所数及び年間売上高

 ２９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１１表 産業用機械器具賃貸業務（リース）の年間契約高及び年間契
約件数

 ３０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１２表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  ３１

 〔Ａ：経営組織別、Ｂ：資本金規模別、Ｃ：単独事業所・本社・支社別、
　Ｄ：従業者規模別、Ｅ：当該業務事業従事者規模別、
　Ｆ：年間売上高規模別、Ｇ：専業割合別〕

４．「業種別統計表：　８８２-産業用機械器具賃貸業」集計事項一覧



　　１．　事務用機械器具賃貸業（全国）

（表側項目）

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、リース年
間契約高、１事業所当たり及び１人当たりの年間売上高及び
リース年間契約高

　２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高 　３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース
年間契約高

　４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリー
ス年間契約高

　５

ＡＢＣ　  ＦＧ 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリー
ス年間契約高

　６

ＡＢＣ　  ＦＧ 第５－２表 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別の事業所数、
従業者数、年間売上高及びリース年間契約高

　７

ＡＢＣＤＥＦ 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める事務用機械器具賃
貸業務の年間売上高割合）別の事業所数、従業者数、年間
売上高及びリース年間契約高

　８

ＡＢＣＤＥ　Ｇ　 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及び
リース年間契約高

　９

ＡＢＣＤＥＦＧ 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣
されている人及び事務用機械器具賃貸業務の部門別事業従
事者数

１０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９－１表 事務用機械器具賃貸業務（リース）の物件別の該当事業所数
及び年間契約高

１１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９－２表 事務用機械器具賃貸業務（レンタル）の物件別の該当事業所
数及び年間売上高

１２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０－１表　事務用機械器具賃貸業務（リース）の契約先産業別の該当事
業所数及び年間契約高

１３

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０－２表　事務用機械器具賃貸業務（レンタル）の契約先産業別の該当
事業所数及び年間売上高

１４

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１表 事務用機械器具賃貸業務（リース）の年間契約高及び年間契
約件数

１５

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１２表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 １６

                                                                                                    

　　２．　事務用機械器具賃貸業（都道府県）

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、リース年
間契約高、１事業所当たり及び１人当たりの年間売上高及び
リース年間契約高

 １７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高  １８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース
年間契約高

 １９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリー
ス年間契約高

 ２０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリー
ス年間契約高

 ２１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－２表 事務用機械器具賃貸業務の事業従事者規模別の事業所数、
従業者数、年間売上高及びリース年間契約高

 ２２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める事務用機械器具賃
貸業務の年間売上高割合）別の事業所数、従業者数、年間
売上高及びリース年間契約高

 ２３

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及び
リース年間契約高

 ２４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 　 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣
されている人及び事務用機械器具賃貸業務の部門別事業従
事者数

 ２５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９－１表 事務用機械器具賃貸業務（リース）の物件別の該当事業所数
及び年間契約高

 ２６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９－２表 事務用機械器具賃貸業務（レンタル）の物件別の該当事業所
数及び年間売上高

 ２７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０－１表　事務用機械器具賃貸業務（リース）の契約先産業別の該当事
業所数及び年間契約高

 ２８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０－２表　事務用機械器具賃貸業務（レンタル）の契約先産業別の該当
事業所数及び年間売上高

 ２９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１１表 事務用機械器具賃貸業務（リース）の年間契約高及び年間契
約件数

 ３０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１２表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  ３１

 〔Ａ：経営組織別、Ｂ：資本金規模別、Ｃ：単独事業所・本社・支社別、
　Ｄ：従業者規模別、Ｅ：当該業務事業従事者規模別、
　Ｆ：年間売上高規模別、Ｇ：専業割合別〕

５．「業種別統計表：　８８３-事務用機械器具賃貸業」集計事項一覧



　　１．　広告代理業（全国）

（表側項目）

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当
たり及び１人当たりの年間売上高

   ２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高 　 ３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高    ４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 　 ５

ＡＢＣ　　ＦＧ 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高    ６

ＡＢＣ　　ＦＧ 第５－２表 広告代理業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者数及び
年間売上高

　 ７

ＡＢＣＤＥＦ 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める広告代理業務の年間
売上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上高

   ８

ＡＢＣＤＥ　Ｇ　 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 　 ９

ＡＢＣＤＥＦＧ 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣さ
れている人及び広告代理業務の部門別事業従事者数

 １０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９表 広告代理業務の業務種類別の該当事業所数及び年間売上高  １１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０表　 広告代理業務の契約先産業別の該当事業所数及び年間売上高  １２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  １３

                                                                                                    

　　２．　広告代理業（都道府県）

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当
たり及び１人当たりの年間売上高

 １４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高  １５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高  １６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高  １７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高  １８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－２表 広告代理業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者数及び
年間売上高

 １９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める広告代理業務の年間
売上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上高

 ２０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高  ２１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 　 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣さ
れている人及び広告代理業務の部門別事業従事者数

 ２２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９表 広告代理業務の業務種類別の該当事業所数及び年間売上高  ２３

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０表　 広告代理業務の契約先産業別の該当事業所数及び年間売上高  ２４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１１表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  ２５

〔Ａ：経営組織別、Ｂ：資本金規模別、Ｃ：単独事業所・本社・支社別、
　Ｄ：従業者規模別、Ｅ：当該業務事業従事者規模別、Ｆ：年間売上高規模別、
　Ｇ：専業割合別〕

６．「業種別統計表：　８９１-広告代理業」集計事項一覧



　　１．　その他の広告業（全国）

（表側項目）

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当
たり及び１人当たりの年間売上高

   ２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高 　 ３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高    ４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 　 ５

ＡＢＣ　　ＦＧ 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高    ６

ＡＢＣ　　ＦＧ 第５－２表 その他の広告業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者数
及び年間売上高

　 ７

ＡＢＣＤＥＦ 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占めるその他の広告業務の
年間売上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上高

   ８

ＡＢＣＤＥ　Ｇ　 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 　 ９

ＡＢＣＤＥＦＧ 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣さ
れている人及びその他の広告業務の部門別事業従事者数

 １０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９表 その他の広告業務の業務種類別の該当事業所数及び年間売上
高

 １１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０表　 その他の広告業務の契約先産業別の該当事業所数及び年間売
上高

 １２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  １３

                                                                                                    

　　２．　その他の広告業（都道府県）

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当
たり及び１人当たりの年間売上高

 １４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高  １５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高  １６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高  １７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高  １８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－２表 その他の広告業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者数
及び年間売上高

 １９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占めるその他の広告業務の
年間売上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上高

 ２０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高  ２１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 　 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣さ
れている人及びその他の広告業務の部門別事業従事者数

 ２２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９表 その他の広告業務の業務種類別の該当事業所数及び年間売上
高

 ２３

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０表　 その他の広告業務の契約先産業別の該当事業所数及び年間売
上高

 ２４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１１表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  ２５

〔Ａ：経営組織別、Ｂ：資本金規模別、Ｃ：単独事業所・本社・支社別、
　Ｄ：従業者規模別、Ｅ：当該業務事業従事者規模別、Ｆ：年間売上高規模別、
　Ｇ：専業割合別〕

７．「業種別統計表：　８９９-その他の広告業」集計事項一覧



（表側項目）

ＡＢＣＤＥFＧ 第１表  企業数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１企業当たり及び１
人当たりの年間売上高

　 ２

ＡＢＣＤＥFＧ 第２表 業務（主業、従業）別の年間売上高 　 ３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 経営組織別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 事業の形態別企業数、従業者数及び年間売上高 　 ５

ＡＢ　ＤＥＦＧ 第５表 資本金規模別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ６

ＡＢＣ　　ＦＧ 第６－１表 従業者規模別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ７

ＡＢＣ　　ＦＧ 第６－２表 映像情報制作・配給業務の事業従事者規模別の企業数、従業者数及
び年間売上高

 　８

ＡＢＣＤＥＦ　 第７表 専業割合（企業の年間売上高に占める映像情報制作・配給業務の年
間売上高割合）別の企業数、従業者数及び年間売上高

　 ９

ＡＢＣＤＥ　Ｇ 第８表 年間売上高規模別の企業数、従業者数及び年間売上高  １０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９表 雇用形態別の男女別従業者数、別経営の企業から派遣されている人
及び映像情報制作・配給業務の部門別事業従事者数

 １１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０表 映像情報制作・配給業務の業務種類別（売上種類別）年間売上高  １２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１－１表 映画の制作本数（作品数）及び配給本数（作品数）  １３

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１－２表 テレビ番組の制作本数（タイトル数）（受託制作を含む。）及び配給本数
（タイトル数）

 １４

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１－３表 ビデオ（ＤＶＤを含む。）の制作本数（作品数）及び発売（プリント）本数  １５

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１２表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  １６

〔Ａ：経営組織別、B：事業の形態別、C：資本金規模別、Ｄ：従業者規模別、
　Ｅ：当該業務事業従事者規模別、Ｆ：年間売上高規模別、Ｇ：専業割合別〕  〕

８．「業種別統計表：　４１１-映像情報制作・配給業」集計事項一覧



（表側項目）

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ 第１表 　 ２

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第１－１表  　銀行系 　 ３

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第１－２表  　信販会社 　 ４

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第１－３表 　中小小売商団体 　 ５

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第１－４表 　百貨店・量販店、流通系 　 ６

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ 第２表 　 ７

ＡＢＣＤＥＦＧ　Ｉ 第３表  　８

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ 第４表　 　 ９

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ 第５表 　 １０

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第５－１表 　銀行系 　 １１

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第５－２表　 　信販会社 　 １２

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第５－３表 　中小小売商団体 　 １３

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第５－４表 　百貨店・量販店、流通系 　 １４

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ 第６表 　 １５

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第６－１表 　銀行系 　 １６

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第６－２表 　信販会社 　 １７

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第６－３表 　中小小売商団体 　 １８

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第６－４表 　百貨店・量販店、流通系 　 １９

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ 第７表 　 ２０

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第７－１表 　銀行系 　 ２１

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第７－２表 　信販会社 　 ２２

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第７－３表 　中小小売商団体 　 ２３

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第７－４表 　百貨店・量販店、流通系 　 ２４

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ 第８表 　 ２５

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ 第９表 　 ２６

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ 第１０表　　　 　 ２７

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第１０－１表　 　銀行系 　 ２８

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第１０－２表 　信販会社 　 ２９

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第１０－３表 　中小小売商団体 　 ３０

Ａ　ＣＤＥＦＧＨＩ 第１０－４表 　百貨店・量販店、流通系 　 ３１

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ 第１１表 　 ３２

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩ 第１２表 　 ３３

年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額

クレジットカード業務，割賦金融業務の年間営業費用

〔Ａ：経営組織別、B：会社の系統別、Ｃ：資本金規模別、Ｄ：従業者規模別、
　Ｅ：当該業務事業従事者規模別、Ｆ：専業割合別、
　Ｇ：年間売上高（年間取扱高）規模別、Ｈ：加盟店数規模別、Ｉ：個人会員数規模別〕

９．「業種別統計表：　６４３　クレジットカード業，割賦金融業」集計事項一覧

クレジットカードによる販売信用業務（信用供与額）における産業別の加
盟店数及び年間売上高（年間取扱高）

クレジットカード会員数（契約数）

年会費別のクレジットカード発行種類数及び発行枚数

クレジットカード発行枚数及び提携カードの産業別提携先企業数

年間売上高（年間取扱高）規模別の企業数、従業者数及び年間売上高
（年間取扱高）

雇用形態別の男女別従業者数、別経営の企業から派遣されている人及
びクレジットカード業務，割賦金融業務の部門別事業従事者数
クレジットカード業務，割賦金融業務の業務種類別年間売上高（年間取
扱高）及び取扱残高

営業収入額、年間売上高（年間取扱高）に対する営業収入額（手数料
等）割合及び営業収入額（手数料等）割合別の企業数

企業数、従業者数、事業従事者数、加盟店数、クレジットカード発行枚
数、年間売上高（年間取扱高）及び営業収入額

業務別（主業、従業）の年間売上高（年間取扱高）



　　１．　デザイン・機械設計業（全国）

（表側項目）

ＡＢＣＤＥＦＧＨ 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当
たり及び１人当たりの年間売上高

   ２

ＡＢＣＤＥＦＧＨ 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高 　 ３

　ＢＣＤＥＦＧＨ 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高    ４

Ａ　ＣＤＥＦＧＨ 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 　 ５

ＡＢＣ　　ＦＧＨ 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高    ６

ＡＢＣ　　ＦＧＨ 第５－２表 デザイン・機械設計業務の事業従事者規模別の事業所数、従
業者数及び年間売上高

   ７

ＡＢＣＤＥＦ　Ｈ 第６表 業態（デザイン業又は機械設計業）別の事業所数、従業者数及
び年間売上高

   ８

ＡＢＣＤＥＦＧ 第７表 専業割合（事業所の年間売上高に占めるデザイン・機械設計業
務の年間売上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上
高

   ９

ＡＢＣＤＥ　ＧＨ　 第８表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高  １０

ＡＢＣＤＥＦＧＨ 第９表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣さ
れている人及びデザイン・機械設計業務の部門別事業従事者
数

 １１

ＡＢＣＤＥＦＧＨ 第１０表 デザイン・機械設計業務の業務種類別の該当事業所数及び年
間売上高

 １２

ＡＢＣＤＥＦＧＨ 第１１表　 デザイン・機械設計業務の契約先産業別の該当事業所数及び
年間売上高

 １３

ＡＢＣＤＥＦＧＨ 第１２表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  １４

                                                                                                    

　　２．　デザイン・機械設計業（都道府県）

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当
たり及び１人当たりの年間売上高

 １５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高  １６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高  １７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高  １８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高  １９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－２表 デザイン・機械設計業務の事業従事者規模別の事業所数、従
業者数及び年間売上高

 ２０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第６表 業態（デザイン業又は機械設計業）別の事業所数、従業者数及
び年間売上高

 ２１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第７表 専業割合（事業所の年間売上高に占めるデザイン・機械設計業
務の年間売上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上
高

 ２２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第８表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高  ２３

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 　 第９表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣さ
れている人及びデザイン・機械設計業務の部門別事業従事者
数

 ２４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０表 デザイン・機械設計業務の業務種類別の該当事業所数及び年
間売上高

 ２５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１１表　 デザイン・機械設計業務の契約先産業別の該当事業所数及び
年間売上高

 ２６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１２表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  ２７

〔Ａ：経営組織別、Ｂ：資本金規模別、Ｃ：単独事業所・本社・支社別、
　Ｄ：従業者規模別、Ｅ：当該業務事業従事者規模別、
　Ｆ：年間売上高規模別、Ｇ：業態別、Ｈ：専業割合別〕

１０．「業種別統計表：　８０６-デザイン・機械設計業」集計事項一覧



　　１．　計量証明業（全国）

（表側項目）

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当
たり及び１人当たりの年間売上高

   ２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高 　 ３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高    ４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 　 ５

ＡＢＣ　　ＦＧ 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高    ６

ＡＢＣ　　ＦＧ 第５－２表 計量証明業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者数及び
年間売上高

　 ７

ＡＢＣＤＥＦ 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める計量証明業務の年間
売上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上高

   ８

ＡＢＣＤＥ　Ｇ　 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 　 ９

ＡＢＣＤＥＦＧ 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣さ
れている人及び計量証明業務の部門別事業従事者数

 １０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９表 計量証明業務の業務種類別の該当事業所数及び年間売上高  １１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０表　 計量証明業務の契約先産業別の該当事業所数及び年間売上高  １２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  １３

                                                                                                    

　　２．　計量証明業（都道府県）

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当
たり及び１人当たりの年間売上高

 １４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高  １５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高  １６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高  １７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高  １８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－２表 計量証明業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者数及び
年間売上高

 １９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める計量証明業務の年間
売上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上高

 ２０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高  ２１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 　 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣さ
れている人及び計量証明業務の部門別事業従事者数

 ２２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９表 計量証明業務の業務種類別の該当事業所数及び年間売上高  ２３

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０表　 計量証明業務の契約先産業別の該当事業所数及び年間売上高  ２４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１１表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  ２５

〔Ａ：経営組織別、Ｂ：資本金規模別、Ｃ：単独事業所・本社・支社別、
　Ｄ：従業者規模別、Ｅ：当該業務事業従事者規模別、
　Ｆ：年間売上高規模別、Ｇ：専業割合別〕

１１．「業種別統計表：　９０３-計量証明業」集計事項一覧



　　１．　インターネット附随サービス業（全国）

（表側項目）

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当
たり及び１人当たりの年間売上高

   ２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高 　 ３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高    ４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 　 ５

ＡＢＣ　　ＦＧ 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高    ６

ＡＢＣ　　ＦＧ 第５－２表 インターネット附随サービス業務の事業従事者規模別の事業所
数、従業者数及び年間売上高

　 ７

ＡＢＣＤＥＦ 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占めるインターネット附随
サービス業務の年間売上高割合）別の事業所数、従業者数及
び年間売上高

   ８

ＡＢＣＤＥ　Ｇ　 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 　 ９

ＡＢＣＤＥＦＧ 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣さ
れている人及びインターネット附随サービス業務の部門別事業
従事者数

 １０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９－１表 インターネット附随サービス業務の業務種類別の該当事業所数
及び年間売上高

 １１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９－２表 インターネット附随サービス業務の収入種類別の該当事業所数
及び年間売上高

 １２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０表　 インターネット附随サービス業務の契約先産業別の該当事業所
数及び年間売上高

 １３

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  １４

　　２．　インターネット附随サービス業（都道府県）

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当
たり及び１人当たりの年間売上高

 １５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高  １６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高  １７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高  １８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高  １９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－２表 インターネット附随サービス業務の事業従事者規模別の事業所
数、従業者数及び年間売上高

 ２０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占めるインターネット附随
サービス業務の年間売上高割合）別の事業所数、従業者数及
び年間売上高

 ２１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高  ２２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 　 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣さ
れている人及びインターネット附随サービス業務の部門別事業
従事者数

 ２３

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９－１表 インターネット附随サービス業務の業務種類別の該当事業所数
及び年間売上高

 ２４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９－２表 インターネット附随サービス業務の収入種類別の該当事業所数
及び年間売上高

 ２５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０表　 インターネット附随サービス業務の契約先産業別の該当事業所
数及び年間売上高

 ２６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１１表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  ２７

〔Ａ：経営組織別、Ｂ：資本金規模別、Ｃ：単独事業所・本社・支社別、
　Ｄ：従業者規模別、Ｅ：当該業務事業従事者規模別、
　Ｆ：年間売上高規模別、Ｇ：専業割合別〕

１２．「業種別統計表：　４０１-インターネット附随サービス業」集計事項一覧



（表側項目）

ＡＢＣＤＥFＧ 第１表 企業数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１企業当たり及
び１人当たりの年間売上高

　 ２

ＡＢＣＤＥFＧ 第２表 業務（主業、従業）別の年間売上高 　 ３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 音声情報制作業の業務別年間売上高 　 ４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 経営組織別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ５

ＡＢ　ＤＥＦＧ 第５表 企業の事業形態別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ６

ＡＢＣ　ＥＦＧ 第６表 資本金規模別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ７

ＡＢＣＤ　ＦＧ 第７表 従業者規模別の企業数、従業者数及び年間売上高  　８

ＡＢＣＤＥF　 第８表 音声情報制作業務の事業従事者規模別の企業数、従業者数及
び年間売上高

　 ９

ＡＢＣＤＥ　Ｇ 第９表 専業割合（企業の年間売上高に占める音声情報制作業務の年
間売上高割合）別の企業数、従業者数及び年間売上高

 １０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０表 年間売上高規模別の企業数、従業者数及び年間売上高  １１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１表 音声情報制作業務の契約先産業別の該当企業数及び年間売上
高

 １２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１２表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の企業から派遣され
ている人及び音声情報制作業務の部門別事業従事者数

 １３

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１３表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  １４

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１４表 販売枚数別レコード販売収入、レコード販売収入に占める音楽配
信収入、著作権使用料及び著作隣接権収入に占める音楽配信
収入

 １５

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１５表 ラジオ番組のジャンル別年間制作時間  １６

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１６表 音楽ソフト制作年間生産量及び保有する総音源数  １７

１３．「業種別統計表：　４１２-音声情報制作業」集計事項一覧

〔Ａ：経営組織別、B：企業の事業形態別、C：資本金規模別、Ｄ：従業者規模別、
　Ｅ：当該業務事業従事者規模別、Ｆ：年間売上高規模別、Ｇ：専業割合別〕



（表側項目）

ＡＢＣＤＥFＧ 第１表 企業数、従業者数、事業従事者数、１企業当たり及び１人当たりの年間
売上高

　 ２

ＡＢＣＤＥFＧ 第２表 業務（主業、従業）別の年間売上高 　 ３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 経営組織別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 企業の事業形態別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ５

ＡＢ　ＤＥＦＧ 第５表 資本金規模別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ６

ＡＢＣ　ＥＦＧ 第６表 従業者規模別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ７

ＡＢＣＤ　ＦＧ 第７表 新聞業務の事業従事者規模別の企業数、従業者数及び年間売上高  　８

ＡＢＣＤＥF　 第８表 専業割合（企業の年間売上高に占める新聞業務の年間売上高割合）別
の企業数、従業者数及び年間売上高

　 ９

ＡＢＣＤＥ　Ｇ 第９表 年間売上高規模別の企業数、従業者数及び年間売上高  １０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０表 新聞業務の契約先産業別の該当企業数及び年間売上高  １１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の企業から派遣されている
人、新聞業務の部門別事業従事者数

 １２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１２表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  １３

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１３表 新聞発行種類別の企業数及び発行種類  １４

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１４表 電子メディアへの配信状況別の企業数  １５

１４．「業種別統計表：　４１３-新聞業」集計事項一覧

〔Ａ：経営組織別、B：企業の事業形態別、C：資本金規模別、Ｄ：従業者規模別、
　Ｅ：当該業務事業従事者規模別、Ｆ：年間売上高規模別、Ｇ：専業割合別〕



（表側項目）

ＡＢＣＤＥFＧ 第１表 企業数、従業者数、事業従事者数、１企業当たり及び１人当たりの年
間売上高

　 ２

ＡＢＣＤＥFＧ 第２表 業務（主業、従業）別の年間売上高 　 ３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 経営組織別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 企業の系統別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ５

ＡＢ　ＤＥＦＧ 第５表 資本金規模別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ６

ＡＢＣ　ＥＦＧ 第６表 従業者規模別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ７

ＡＢＣＤ　ＦＧ 第７表 出版業務の事業従事者規模別の企業数、従業者数及び年間売上高  　８

ＡＢＣＤＥF　 第８表 専業割合（企業の年間売上高に占める出版業務の年間売上高割合）
別の企業数、従業者数及び年間売上高

　 ９

ＡＢＣＤＥ　Ｇ 第９表 年間売上高規模別の企業数、従業者数及び年間売上高  １０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０表 出版業務の契約先産業別の該当企業数及び年間売上高  １１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の企業から派遣されている
人及び出版業務の部門別事業従事者数

 １２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１２表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  １３

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１３表 書籍新刊発行種類別の企業数及び発行点数、書籍返品率別企業数  １４

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１４表 雑誌発行種類別の企業数及び発行銘柄数、雑誌返品率別企業数  １５

１５．「業種別統計表：　４１４-出版業」集計事項一覧

〔Ａ：経営組織別、B：企業の系統別、C：資本金規模別、Ｄ：従業者規模別、
　Ｅ：当該業務事業従事者規模別、Ｆ：年間売上高規模別、Ｇ：専業割合別〕



（表側項目）

ＡＢＣＤＥFＧ 第１表 企業数、従業者数、事業従事者数、１企業当たり及び１人当たりの年間売
上高

　 ２

ＡＢＣＤＥFＧ 第２表 業務（主業、従業）別の年間売上高 　 ３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 経営組織別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 企業の事業形態別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ５

ＡＢ　ＤＥＦＧ 第５表 資本金規模別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ６

ＡＢＣ　ＥＦＧ 第６表 従業者規模別の企業数、従業者数及び年間売上高 　 ７

ＡＢＣＤ　ＦＧ 第７表  映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業務の事業従事者規模別
の企業数、従業者数及び年間売上高

 　８

ＡＢＣＤＥF　 第８表 専業割合（企業の年間売上高に占める映像・音声・文字情報制作に附帯
するサービス業務の年間売上高割合）別の企業数、従業者数及び年間売
上高

　 ９

ＡＢＣＤＥ　Ｇ 第９表 年間売上高規模別の企業数、従業者数及び年間売上高  １０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０表 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業務の契約先産業別の該
当企業数及び年間売上高

 １１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の企業から派遣されている人及
び映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業務の部門別事業従事
者数

 １２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１２表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  １３

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１３表 ニュース供給業の配信収入  １４

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１４表 貸スタジオにおける保有スタジオ数及び貸出し時間  １５

１６．「業種別統計表：　４１５-映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業」集計事項一覧

〔Ａ：経営組織別、B：企業の事業形態別、C：資本金規模別、Ｄ：従業者規模別、
　Ｅ：当該業務事業従事者規模別、Ｆ：年間売上高規模別、Ｇ：専業割合別〕



　　１．　機械修理業（全国）

（表側項目）

ＡＢＣＤＥＦＧＨ 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当
たり及び１人当たりの年間売上高

   ２

ＡＢＣＤＥＦＧＨ 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高    ３

　ＢＣＤＥＦＧＨ 第３－１表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高    ４

Ａ　ＣＤＥＦＧＨ 第３－２表 事業所の系統別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ５

Ａ　ＣＤＥＦＧＨ 第３－３表 発注元別、業務種類別の事業所数及び年間売上高 ６

Ａ　ＣＤＥＦＧＨ 第３－４表 発注元別、契約種類別の事業所数及び年間売上高 ７

ＡＢ　ＤＥＦＧＨ 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ８

ＡＢＣＤ　 ＧＨ 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ９

ＡＢＣＤ 　ＧＨ 第５－２表 機械修理業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者数及び
年間売上高

１０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める機械修理業務の年間
売上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上高

１１

ＡＢＣＤＥＦ　Ｈ　 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 １２

ＡＢＣＤＥＦＧＨ 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣
されている人及び機械修理業務の部門別事業従事者数

１３

ＡＢＣＤＥＦＧＨ 第９表 機械修理業務の業務種類別の該当事業所数及び年間売上高 １４

ＡＢＣＤＥＦＧＨ 第１０表　 機械修理業務の契約先産業別の該当事業所数及び年間売上高 １５

ＡＢＣＤＥＦＧＨ 第１１表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 １６

                                                                                                    

　　２．　機械修理業（都道府県）

都道府県及び政令指定都市・東京特別区
第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当

たり及び１人当たりの年間売上高
１７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区
第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高 １８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区
第３－１表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高 １９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区
第３－２表 事業所の系統別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ２０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区
第３－３表 発注元別、業務種類別の事業所数及び年間売上高 ２１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区
第３－４表 発注元別、契約種類別の事業所数及び年間売上高 ２２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区
第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ２３

都道府県及び政令指定都市・東京特別区
第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ２４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区
第５－２表 機械修理業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者数及び

年間売上高
２５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区
第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める機械修理業務の年間

売上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上高
２６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区
第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ２７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区
　 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣

されている人及び機械修理業務の部門別事業従事者数
２８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区
第９表 機械修理業務の業務種類別の該当事業所数及び年間売上高 ２９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区
第１０表　 機械修理業務の契約先産業別の該当事業所数及び年間売上高 ３０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区
第１１表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 ３１

〔Ａ：経営組織別、Ｂ：事業所の系統別、Ｃ：資本金規模別、
　Ｄ：単独事業所・本社・支社別、Ｅ：従業者規模別、
　Ｆ：当該業務事業従事者規模別、Ｇ：年間売上高規模別、Ｈ：専業割合別〕

１７．「業種別統計表：　８７１-機械修理業」集計事項一覧



　　１．　電気機械器具修理業（全国）

（表側項目）

ＡＢＣＤＥＦＧＨ
第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当

たり及び１人当たりの年間売上高
   ２

ＡＢＣＤＥＦＧＨ
第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高    ３

　ＢＣＤＥＦＧＨ
第３－１表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高    ４

Ａ　ＣＤＥＦＧＨ
第３－２表 事業所の系統別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ５

Ａ　ＣＤＥＦＧＨ 第３－３表 発注元別、業務種類別の事業所数及び年間売上高 ６

Ａ　ＣＤＥＦＧＨ 第３－４表 発注元別、契約種類別の事業所数及び年間売上高 ７

ＡＢ　ＤＥＦＧＨ
第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ８

ＡＢＣＤ　 ＧＨ
第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ９

ＡＢＣＤ 　ＧＨ
第５－２表 電気機械器具修理業務の事業従事者規模別の事業所数、従業

者数及び年間売上高
１０

ＡＢＣＤＥＦＧ

第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める電気機械器具修理業
務の年間売上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上
高

１１

ＡＢＣＤＥＦ　Ｈ　
第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 １２

ＡＢＣＤＥＦＧＨ

第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣
されている人及び電気機械器具修理業務の部門別事業従事者
数

１３

ＡＢＣＤＥＦＧＨ
第９表 電気機械器具修理業務の業務種類別の該当事業所数及び年

間売上高
１４

ＡＢＣＤＥＦＧＨ
第１０表　 電気機械器具修理業務の契約先産業別の該当事業所数及び

年間売上高
１５

ＡＢＣＤＥＦＧＨ
第１１表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 １６

                                                                                                    

　　２．　電気機械器具修理業（都道府県）

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、１事業所当
たり及び１人当たりの年間売上高

１７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第２表　 業務（主業、従業）別の年間売上高 １８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３－１表 経営組織別の事業所数、従業者数及び年間売上高 １９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３－２表 事業所の系統別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ２０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３－３表 発注元別、業務種類別の事業所数及び年間売上高 ２１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３－４表 発注元別、契約種類別の事業所数及び年間売上高 ２２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ２３

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ２４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－２表 電気機械器具修理業務の事業従事者規模別の事業所数、従業
者数及び年間売上高

２５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める電気機械器具修理業
務の年間売上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上
高

２６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数及び年間売上高 ２７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 　 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣
されている人及び電気機械器具修理業務の部門別事業従事者
数

２８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９表 電気機械器具修理業務の業務種類別の該当事業所数及び年
間売上高

２９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０表　 電気機械器具修理業務の契約先産業別の該当事業所数及び
年間売上高

３０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１１表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 ３１

〔Ａ：経営組織別、Ｂ：事業所の系統別、Ｃ：資本金規模別、
  Ｄ：単独事業所・本社・支社別、Ｅ：従業者規模別、
  Ｆ：当該業務事業従事者規模別、Ｇ：年間売上高規模別、Ｈ：専業割合別〕

１８．「業種別統計表：　８７２-電気機械器具修理業」集計事項一覧



　　１．　自動車賃貸業（全国）

（表側項目）

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、リース年間契約高、
１事業所当たり及び１人当たりの年間売上高及びリース年間契約高

　２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第２表  業務（主業、従業）別の年間売上高 　３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約高 　４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約
高

　５

ＡＢＣ　  ＦＧ 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約
高

　６

ＡＢＣ　  ＦＧ 第５－２表 自動車賃貸業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者数、年間売上
高及びリース年間契約高

　７

ＡＢＣＤＥＦ 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める自動車賃貸業務の年間売上高
割合）別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約高

　８

ＡＢＣＤＥ　Ｇ　 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間
契約高

　９

ＡＢＣＤＥＦＧ 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣されている
人及び自動車賃貸業務の部門別事業従事者数

１０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９－１表 自動車賃貸業務（リース）の法人・個人向け別の年間契約台数、年間契
約高、１事業所あたり年間契約台数、年間契約高

１１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９－２表 自動車賃貸業務（レンタル）の法人・個人向け別の年間契約台数、年間
売上高、１事業所あたり年間契約台数、年間売上高

１２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０－１表　自動車賃貸業務（リース）の契約先産業別の該当事業所数及び年間契
約高

１３

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０－２表　自動車賃貸業務（レンタル）の契約先産業別の該当事業所数及び年間売
上高

１４

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１表 自動車賃貸業務（レンタル・リース）に係る自動車保有台数、１事業者当
たり自動車保有台数

１５

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１２表 自動車賃貸業務（レンタル）の年間売上高におけるインターネットを経由し
て受付けた割合

１６

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１３表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 １７

　　２．　自動車賃貸業（都道府県）

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、リース年間契約高、
１事業所当たり及び１人当たりの年間売上高及びリース年間契約高

 １８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第２表  業務（主業、従業）別の年間売上高  １９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約高  ２０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約
高

 ２１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約
高

 ２２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－２表 自動車賃貸業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者数、年間売上
高及びリース年間契約高

 ２３

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占める自動車賃貸業務の年間売上高
割合）別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約高

 ２４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間
契約高

 ２５

都道府県及び政令指定都市・東京特別 　 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣されている
人及び自動車賃貸業務の部門別事業従事者数

 ２６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９－１表 自動車賃貸業務（リース）の法人・個人向け別の年間契約台数、年間契
約高、１事業所当たり年間契約台数、年間契約高

 ２７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９－２表 自動車賃貸業務（レンタル）の法人・個人向け別の年間契約台数、年間
売上高、１事業所当たり年間契約台数、年間売上高

 ２８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０－１表　自動車賃貸業務（リース）の契約先産業別の該当事業所数及び年間契
約高

 ２９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０－２表　自動車賃貸業務（レンタル）の契約先産業別の該当事業所数及び年間売
上高

 ３０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１１表 自動車賃貸業務（レンタル・リース）に係る自動車保有台数、１事業者当
たり自動車保有台数

 ３１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１２表 自動車賃貸業務（レンタル）の年間売上高におけるインターネットを経由し
て受付けた割合

 ３２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１３表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  ３３

 〔Ａ：経営組織別、Ｂ：資本金規模別、Ｃ：単独事業所・本社・支社別、
　Ｄ：従業者規模別、Ｅ：当該業務事業従事者規模別、Ｆ：年間売上高規模別、
　Ｇ：専業割合別〕

１９．「業種別統計表：　８８４-自動車賃貸業」集計事項一覧



　　１．　スポーツ・娯楽用品賃貸業（全国）

（表側項目）

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、リース年間契約高、１
事業所当たり及び１人当たりの年間売上高及びリース年間契約高

　２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第２表 業務（主業、従業）別の年間売上高 　３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約高 　４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約
高

　５

ＡＢＣ　  ＦＧ 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約
高

　６

ＡＢＣ　  ＦＧ 第５－２表 スポーツ・娯楽用品賃貸業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者
数、年間売上高及びリース年間契約高

　７

ＡＢＣＤＥＦ 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占めるスポーツ・娯楽用品賃貸業務の
年間売上高割合）別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間
契約高

　８

ＡＢＣＤＥ　Ｇ　 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間
契約高

　９

ＡＢＣＤＥＦＧ 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣されている
人及びスポーツ・娯楽用品賃貸業務の部門別事業従事者数

１０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９表 スポーツ・娯楽用品賃貸業務の主たる賃貸物件別の事業所数 １１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０表 スポーツ・娯楽用品賃貸業務の１事業者当たりの商品保有数量及び貸出
数量

１２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１表 スポーツ・娯楽用品賃貸業務の主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、
貸し出し件数及び１事業所当たりの保有数、貸し出し件数、年間営業日数

１３

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１２表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 １４

　　２．　スポーツ・娯楽用品賃貸業（都道府県）

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、リース年間契約高、１
事業所当たり及び１人当たりの年間売上高及びリース年間契約高

 １５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第２表 業務（主業、従業）別の年間売上高  １６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約高  １７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約
高

 １８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約
高

 １９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－２表 スポーツ・娯楽用品賃貸業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者
数、年間売上高及びリース年間契約高

 ２０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占めるスポーツ・娯楽用品賃貸業務の
年間売上高割合）別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間
契約高

 ２１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間
契約高

 ２２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区　 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣されている
人及びスポーツ・娯楽用品賃貸業務の部門別事業従事者数

 ２３

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９表 スポーツ・娯楽用品賃貸業務の主たる賃貸物件別の事業所数  ２４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０表 スポーツ・娯楽用品賃貸業務の１事業者当たりの商品保有数量及び貸出
数量

 ２５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１１表 スポーツ・娯楽用品賃貸業務の主たる賃貸物件別の事業所数、保有数、
貸し出し件数及び１事業所当たりの保有数、貸し出し件数、年間営業日数

 ２６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１２表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  ２７

 〔Ａ：経営組織別、Ｂ：資本金規模別、Ｃ：単独事業所・本社・支社別、
　Ｄ：従業者規模別、Ｅ：当該業務事業従事者規模別、Ｆ：年間売上高規模別、
　Ｇ：専業割合別〕

２０．「業種別統計表：　８８５-スポーツ・娯楽用品賃貸業」集計事項一覧



　　１．　その他の物品賃貸業（全国）

（表側項目）

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、リース年間契約高、１
事業所当たり及び１人当たりの年間売上高及びリース年間契約高

　２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第２表 業務（主業、従業）別の年間売上高 　３

　ＢＣＤＥＦＧ 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約高 　４

Ａ　ＣＤＥＦＧ 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約高 　５

ＡＢＣ　  ＦＧ 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約高 　６

ＡＢＣ　  ＦＧ 第５－２表 その他の物品賃貸業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者数、年
間売上高及びリース年間契約高

　７

ＡＢＣＤＥＦ 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占めるその他の物品賃貸業務の年間
売上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上高

　８

ＡＢＣＤＥ　Ｇ　 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契
約高

　９

ＡＢＣＤＥＦＧ 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣されている人
及びその他の物品賃貸業務の部門別事業従事者数

１０

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９－１表 その他の物品賃貸業務（リース）の物件別の該当事業所数、年間契約件数
及び年間契約高

１１

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９－２表 その他の物品賃貸業務（レンタル）の物件別の該当事業所数、年間契約件
数及び年間売上高

１２

ＡＢＣＤＥＦＧ 第９－３表 その他の物品賃貸業務（レンタル）の物件別のレンタル物品の保有数量 １３

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０－１表 その他の物品賃貸業務（リース）の契約先産業別の該当事業所数及び年
間契約高

１４

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１０－２表 その他の物品賃貸業務（レンタル）の契約先産業別の該当事業所数及び
年間売上高

１５

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１１表 その他の物品賃貸業務（レンタル）の貸与物件別の年間売上高・年間契約
件数・レンタル物品保有数及び１事業所当たりの貸与物件別の年間売上
高・年間契約件数・レンタル物品保有数

１６

ＡＢＣＤＥＦＧ 第１２表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額 １７

　　２．　その他の物品賃貸業（都道府県）

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１表 事業所数、従業者数、事業従事者数、年間売上高、リース年間契約高、１
事業所当たり及び１人当たりの年間売上高及びリース年間契約高

 １８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第２表 業務（主業、従業）別の年間売上高  １９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第３表 経営組織別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約高  ２０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第４表 資本金規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約高  ２１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－１表 従業者規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契約高  ２２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第５－２表 その他の物品賃貸業務の事業従事者規模別の事業所数、従業者数、年
間売上高及びリース年間契約高

 ２３

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第６表 専業割合（事業所の年間売上高に占めるその他の物品賃貸業務の年間
売上高割合）別の事業所数、従業者数及び年間売上高

 ２４

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第７表 年間売上高規模別の事業所数、従業者数、年間売上高及びリース年間契
約高

 ２５

都道府県及び政令指定都市・東京特別区　 第８表 雇用形態別の男女別の従業者数、別経営の事業所から派遣されている人
及びその他の物品賃貸業務の部門別事業従事者数

 ２６

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９－１表 その他の物品賃貸業務（リース）の物件別の該当事業所数、年間契約件数
及び年間契約高

 ２７

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９－２表 その他の物品賃貸業務（レンタル）の物件別の該当事業所数、年間契約件
数及び年間売上高

 ２８

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第９－３表 その他の物品賃貸業務（レンタル）の物件別のレンタル物品の保有数量  ２９

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０－１表 その他の物品賃貸業務（リース）の契約先産業別の該当事業所数及び年
間契約高

 ３０

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１０－２表 その他の物品賃貸業務（レンタル）の契約先産業別の該当事業所数及び
年間売上高

 ３１

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１１表 その他の物品賃貸業務（レンタル）の貸与物件別の年間売上高・年間契約
件数・レンタル物品保有数及び１事業所当たりの貸与物件別の年間売上
高・年間契約件数・レンタル物品保有数

 ３２

都道府県及び政令指定都市・東京特別区 第１２表 年間営業費用及び年間営業用固定資産取得額  ３３

〔Ａ：経営組織別、Ｂ：資本金規模別、Ｃ：単独事業所・本社・支社別、
　Ｄ：従業者規模別、Ｅ：当該業務事業従事者規模別、Ｆ：年間売上高規模別、
　Ｇ：専業割合別〕

２１．「業種別統計表：　８８９-その他の物品賃貸業」集計事項一覧


