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1-1．投入物価指数（部門分類）

    1990年基準

大部門 大部門

部門 部門 (ウエイト)
食料品 食料品 (111.787)

加工食品 食料品 (85.783)
飲料 飲料 (17.084)
配合飼料 飼料･有機質肥料（除別掲） (6.220)
たばこ たばこ (2.700)

繊維製品 繊維製品 (41.186)
繊維工業製品 繊維工業製品 (20.266)
衣服･その他繊維製品 衣服･その他の繊維製品 (20.920)

パルプ･紙･木製品 パルプ･紙･木製品 (64.447)
製材･木製品 製材･木製品 (17.674)
家具･装備品 家具･装備品 (13.520)
パルプ･紙 パルプ･紙 (21.310)
紙加工品 紙加工品 (11.943)

化学製品 化学製品 (76.128)
化学肥料 化学肥料 (1.351)
無機化学基礎製品 無機化学基礎製品 (5.790)
石油化学基礎製品 有機化学基礎･中間製品 (25.088)
有機化学中間製品
合成樹脂 合成樹脂 (12.462)
化学繊維 化学繊維 (2.670)
化学最終製品 化学最終製品（除別掲） (28.767)

石油･石炭製品 石油･石炭製品 (37.653)
石油製品 石油製品 (30.971)
石炭製品 石炭製品 (6.682)

窯業･土石製品 窯業･土石製品 (25.786)
ガラス･同製品 ガラス･ガラス製品 (4.302)
セメント･同製品 セメント･セメント製品 (14.241)

陶磁器 (2.110)
その他窯業･土石製品 その他の窯業･土石製品 (5.133)

鉄鋼 鉄鋼 (79.243)
銑鉄･粗鋼 (31.801)

鉄鋼 鋼材 (29.943)
鋳鍛造品･その他の鉄鋼製品 (17.499)

非鉄金属 非鉄金属 (28.321)
非鉄金属地金 非鉄金属製錬･精製 (7.614)
非鉄金属加工製品 非鉄金属加工製品 (20.707)

金属製品 金属製品 (43.434)
金属製品 建設･建築用金属製品 (18.053)

その他の金属製品 (25.381)
一般機械 一般機械 (88.904)

一般産業機器 一般産業機械 (30.835)
特殊産業機械 特殊産業機械 (35.701)

その他の一般機器 (9.230)
事務用･サービス用機器 事務用･サービス用機器 (13.138)

電気機械 電気機械 (152.129)
重電機器 民生用電気機械 (39.890)
電子･通信機器 電子･通信機器 (76.271)

重電機器 (17.166)
その他軽電機器 その他の電気機器 (18.802)

輸送機械 輸送機械 (149.495)
自動車 自動車 (133.616)

船舶･同修理 (6.923)
その他輸送機械 その他の輸送機械･同修理 (8.956)

精密機械 精密機械 (12.021)
精密機械 精密機械 (12.021)

その他製造工業製品 その他の製造工業製品 (89.466)
印刷･出版 出版･印刷 (28.485)
プラスチック製品 プラスチック製品 (32.234)
ゴム製品 ゴム製品 (9.464)
皮革･同製品 なめし革･毛皮･同製品 (3.947)
その他工業製品 その他の製造工業製品 (15.336)

（注）（ ）内のウエイトは、対製造業総合千分比ウエイト

新1990年基準
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1-2．投入物価指数（内訳分類)

   1990年基準

内訳大分類 内訳大分類

内訳中分類 内訳中分類 (ウエイト)
農林水産物 農林水産業 (59.989)

耕種農産物 耕種農業 (42.298)
畜産･養蚕生産物 畜産･養蚕 (6.579)
林産物 林業 (10.410)
水産物 漁業 (0.702)

鉱産物 鉱業 (52.204)
金属鉱物 金属鉱物 (8.595)
非金属鉱物 非金属鉱物 (8.611)
石炭･亜炭 石炭･亜炭 (5.722)
原油･天然ガス 原油･天然ガス (29.276)

食料品 食料品 (41.225)
と畜品 食料品 (39.254)
加工食品
飲料 飲料 (1.643)
配合飼料 飼料･有機質肥料（除別掲） (0.192)
たばこ たばこ (0.136)

繊維製品 繊維製品 (31.973)
繊維工業製品 繊維工業製品 (28.867)
衣服･その他繊維製品 衣服･その他の繊維製品 (3.106)

パルプ･紙･木製品 パルプ･紙･木製品 (69.002)
製材･木製品 製材･木製品 (16.314)
家具･装備品 家具･装備品 (2.686)
パルプ･紙 パルプ･紙 (37.703)
紙加工品 紙加工品 (12.299)

化学製品 化学製品 (102.750)
化学肥料 化学肥料 (1.127)
無機化学基礎製品 無機化学基礎製品 (13.317)
石油化学基礎製品 有機化学基礎･中間製品 (42.425)
有機化学中間製品
合成樹脂 合成樹脂 (20.642)
化学繊維 化学繊維 (4.700)
化学最終製品 化学最終製品（除別掲） (20.539)

石油･石炭製品 石油･石炭製品 (23.328)
石油製品 石油製品 (17.110)
石炭製品 石炭製品 (6.218)

窯業･土石製品 窯業･土石製品 (23.709)
ガラス･同製品 ガラス･ガラス製品 (9.210)
セメント･同製品 セメント･セメント製品 (5.779)

陶磁器 (1.420)
その他窯業･土石製品 その他の窯業･土石製品 (7.300)

鉄鋼 鉄鋼 (120.761)
銑鉄･粗鋼 (19.751)

鉄鋼 鋼材 (74.122)
鋳鍛造品･その他の鉄鋼製品 (26.888)

非鉄金属 非鉄金属 (55.686)
非鉄金属地金 非鉄金属製錬･精製 (27.019)
非鉄金属加工製品 非鉄金属加工製品 (28.667)

金属製品 金属製品 (37.648)
金属製品 建設･建築用金属製品 (0.776)

その他の金属製品 (36.872)
一般機械 一般機械 (46.856)

一般産業機器 一般産業機械 (19.202)
特殊産業機械 特殊産業機械 (12.417)

その他の一般機器 (9.747)
事務用･サービス用機器 事務用･サービス用機器 (5.490)

電気機械 電気機械 (121.611)
重電機器 民生用電気機械 (13.759)
電子･通信機器 電子･通信機器 (68.487)

重電機器 (10.738)
その他軽電機器 その他の電気機器 (28.627)

輸送機械 輸送機械 (84.223)
自動車 自動車 (79.157)

船舶･同修理 (1.505)
その他輸送機械 その他の輸送機械･同修理 (3.561)

精密機械 精密機械 (6.694)
精密機械 精密機械 (6.694)

その他製造工業製品 その他の製造工業製品 (89.580)
印刷･出版 出版･印刷 (23.600)
プラスチック製品 プラスチック製品 (43.303)
ゴム製品 ゴム製品 (14.088)
皮革･同製品 なめし革･毛皮･同製品 (2.537)
その他工業製品 その他の製造工業製品 (6.052)

電気･ガス･上水道 電気･ガス･熱供給 (30.209)
電力 電力 (28.739)
都市ガス ガス･熱供給 (1.470)

水道･廃棄物処理 (2.552)
水道 水道 (2.552)

仮設部門
事務用品

（注）（ ）内のウエイトは、対製造業総合千分比ウエイト

新1990年基準
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2．産出物価指数

   1990年基準

大部門＝内訳大分類 大部門＝内訳大分類

部門＝内訳中分類 部門＝内訳中分類 (ウエイト)
食料品 食料品 (105.583)

加工食品 食料品 (67.950)
飲料 飲料 (25.099)
配合飼料 飼料･有機質肥料（除別掲） (3.902)
たばこ たばこ (8.632)

繊維製品 繊維製品 (43.277)
繊維工業製品 繊維工業製品 (20.437)
衣服･その他繊維製品 衣服･その他の繊維製品 (22.840)

パルプ･紙･木製品 パルプ･紙･木製品 (63.052)
製材･木製品 製材･木製品 (15.744)
家具･装備品 家具･装備品 (14.762)
パルプ･紙 パルプ･紙 (19.219)
紙加工品 紙加工品 (13.327)

化学製品 化学製品 (85.214)
化学肥料 化学肥料 (1.531)
無機化学基礎製品 無機化学基礎製品 (6.822)
石油化学基礎製品 有機化学基礎･中間製品 (21.567)
有機化学中間製品
合成樹脂 合成樹脂 (11.091)
化学繊維 化学繊維 (2.962)
化学最終製品 化学最終製品（除別掲） (41.241)

石油･石炭製品 石油･石炭製品 (35.019)
石油製品 石油製品 (30.604)
石炭製品 石炭製品 (4.415)

窯業･土石製品 窯業･土石製品 (33.785)
ガラス･同製品 ガラス･ガラス製品 (6.250)
セメント･同製品 セメント･セメント製品 (16.281)

陶磁器 (3.439)
その他窯業･土石製品 その他の窯業･土石製品 (7.815)

鉄鋼 鉄鋼 (69.742)
銑鉄･粗鋼 (7.613)

鉄鋼 鋼材 (47.751)
鋳鍛造品･その他の鉄鋼製品 (14.378)

非鉄金属 非鉄金属 (24.422)
非鉄金属地金 非鉄金属製錬･精製 (6.240)
非鉄金属加工製品 非鉄金属加工製品 (18.182)

金属製品 金属製品 (43.469)
金属製品 建設･建築用金属製品 (10.891)

その他の金属製品 (32.578)
一般機械 一般機械 (92.460)

一般産業機器 一般産業機械 (33.127)
特殊産業機械 特殊産業機械 (39.791)

その他の一般機器 (7.696)
事務用･サービス用機器 事務用･サービス用機器 (11.846)

電気機械 電気機械 (168.136)
重電機器 民生用電気機械 (38.821)
電子･通信機器 電子･通信機器 (88.228)

重電機器 (20.722)
その他軽電機器 その他の電気機器 (20.365)

輸送機械 輸送機械 (119.074)
自動車 自動車 (109.038)

船舶･同修理 (5.891)
その他輸送機械 その他の輸送機械･同修理 (4.145)

精密機械 精密機械 (15.534)
精密機械 精密機械 (15.534)

その他製造工業製品 その他の製造工業製品 (101.233)
印刷･出版 出版･印刷 (38.998)
プラスチック製品 プラスチック製品 (29.396)
ゴム製品 ゴム製品 (11.506)
皮革･同製品 なめし革･毛皮･同製品 (4.042)
その他工業製品 その他の製造工業製品 (17.291)

（注）（ ）内のウエイトは、対製造業総合千分比ウエイト

新1990年基準


