2015年基準
企業物価指数

ウエイトデータ一覧

（１）『工業統計』（品目編）、『貿易統計』以外に使用した官庁統計・業界統計等
―― 企業物価指数の各品目ウエイトを算出する際は、原則として、『工業統計』（品目編）や『貿易
統計』を使用している。加えて、品目分類等の細分化などを行うため、必要に応じて以下のよう
な他の官庁統計や業界統計等を使用している。
統計・参考資料名称

番号

作成機関

1 ガス事業生産動態統計
2 工業用水道事業法に基づく事業報告書に基づく集計データ
3 骨材需給表
4 採石業者の業務の状況に関する報告書の集計結果
5 砕石等動態統計
- 生産動態統計
6

化学工業統計編

7

紙・印刷・プラスチック製品・ゴム製品統計編

8

機械統計編

9

資源・窯業・建材統計編

10

繊維・生活用品統計編

11

鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計編

経済産業省

12 鉄鋼生産内訳月報
13 電力需要調査
14 電力調査統計
15 非鉄金属等需給動態統計
16 ジェネリック医薬品の信頼性向上のための評価基準などに関する調査検討事業報告
17 薬事工業生産動態統計
18 航空輸送統計
19 交通関連統計資料集
20 家計統計
21 産業連関表

厚生労働省

国土交通省

総務省

22 漁業生産額
23 水産物流通調査
24 生産農業所得統計（内部資料含む）
25 生産林業所得統計
26 畜産物流通調査

農林水産省

27 農畜産物市況等
28 木材輸入実績
29 油糧生産実績調査
30 古紙需給統計

古紙再生促進センター

31 内外化学品資料

シーエムシー出版

32 鉱物資源マテリアルフロー

石油天然ガス・金属鉱物資源機構

33 鋼板流通調査

全国厚板シヤリング工業組合

34 軽自動車通称名別新車販売速報

全国軽自動車協会連合会

35 流通調査結果

全国コイルセンター工業組合

36 JSCA会員社ステンレスコイル・鋼板の販売/在庫/受託預り/加工量調査資料

全国ステンレスコイルセンター工業会

37 ANS会ステンレス鋼板調査表

全国ステンレス厚板シヤリング工業会

38 医薬品原料の市場動向分析調査

総合企画センター大阪

39 サーバ・ワークステーション出荷実績

電子情報技術産業協会

統計・参考資料名称

番号
40 電子材料生産実績

41 パーソナルコンピュータ国内出荷実績

作成機関
電子情報技術産業協会

42 決算短信・四半期報告書

電力各社

43 東京都中央卸売市場年報

東京都中央卸売市場

44 酒類食品産業の生産・販売シェア

日刊経済通信社

45 アルミニウム二次地金同合金地金等生産実績

日本アルミニウム合金協会

46 クォータリー日経商品情報

日本経済新聞社産業地域研究所

47 自動車統計月報

日本自動車工業会

48 新車登録台数年報

日本自動車販売協会連合会

49 自動車部品出荷動向調査

日本自動車部品工業会

50 輸入車新規登録台数

日本自動車輸入組合

51 水産油脂統計年鑑

日本水産油脂協会

52 水道統計

日本水道協会

53 鉄鋼需給統計月報
54 内部資料

日本鉄鋼連盟

55 電線統計年報

日本電線工業会

56 食肉加工品生産数量

日本ハム・ソーセージ工業協同組合

57 窯業外装材生産量・販売出荷量・在庫量実績表

日本窯業外装材協会

58 冷凍食品に関する統計データ

日本冷凍食品協会

59 農薬出荷実績表

農薬工業会

60 光産業動向調査

光産業技術振興協会

61 食品マーケティング便覧 No.2
62 食品マーケティング便覧 No.3
63 食品マーケティング便覧 No.4
64 食品マーケティング便覧 No.5
65 食品マーケティング便覧 No.6

富士経済

66 水資源関連市場の現状と将来展望
67 電池関連市場実態総調査
68 燃料電池関連技術・市場の将来展望
69 光機能材料・製品市場の全貌
70 日本マーケットシェア事典
71 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～電解液・電解質編～

矢野経済研究所

（２）2015年出荷額推計に使用した動態統計
―― 2015年は、『平成28年経済センサス－活動調査』の調査実施年次に当たり、工業統計調査が実施
されない。このため、工業製品の2015年出荷額は、2014年の『工業統計』の品目の出荷額に、
『生産動態統計』等動態統計の該当品目の計数から算出した2015年の前年比を乗じて推計し、
2015年基準のウエイト算定を行っている。
統計・参考資料名称

作成機関

鉱工業指数
生産動態統計 鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計
鉄鋼月報（その１）銑鉄・フェロアロイ・粗鋼・鋼半製品・鍛鋼品・鋳鋼品
鉄鋼月報（その２）普通鋼熱間圧延鋼材
鉄鋼月報（その４）普通鋼冷間仕上鋼材（線類を除く）･めっき鋼材（線類を除く）･
冷間ロール成型形鋼
鉄鋼月報（その６）鋼管
鉄鋼月報（その７）磨棒鋼･線類・鋳鉄管・鉄鋼加工製品
軽金属板製品月報
アルミニウム月報
非鉄金属製品月報（伸銅製品）
非鉄金属製品月報（高純度多結晶シリコン、シリコンウエハ、はんだ、銅合金塊）
非鉄金属製品月報（アルミニウム圧延製品）
非鉄金属製品（電線・ケーブル）、光ファイバ製品月報
非鉄金属月報
鉄構物及び架線金物月報
ばね月報
弁及び管継手月報
空気動工具､作業工具､のこ刃及び機械刃物月報
ガス機器、石油機器及び太陽熱温水器月報
粉末や金製品月報（超硬チップを除く）
鍛工品月報
銑鉄鋳物月報
可鍛鋳鉄及び精密鋳造品月報
非鉄金属鋳物月報
ダイカスト月報
化学工業統計
化学肥料・石灰及びソーダ工業製品月報
コールタール製品・環式中間物及び合成染料月報
有機薬品及び写真感光材料月報
石油化学製品月報
無機薬品・火薬類月報
触媒月報
高圧ガス月報
プラスチック月報
油脂製品、石けん・合成洗剤等及び界面活性剤月報
化粧品月報
塗料及び印刷インキ月報

経済産業省

統計・参考資料名称

作成機関

機械統計
機械器具月報（その１）ボイラ及び原動機（自動車用、二輪自動車用、鉄道車両用及び
航空機用のものを除く）
機械器具月報（その２）土木建設機械、鉱山機械及び破砕機
機械器具月報（その３）化学機械及び貯蔵槽
機械器具月報（その４）製紙機械、プラスチック加工機械、印刷・製版・製本及び紙工
機械
機械器具月報（その６）ポンプ、圧縮機及び送風機（自動車用、二輪自動車用及び航空
機用のものを除く）
機械器具月報（その７）油圧機器及び空気圧機器（航空機用のものを除く）
機械器具月報（その８）運搬機械及び産業用ロボット
機械器具月報（その９）動力伝導装置
機械器具月報（その10）農業用機械器具及び木材加工機械
機械器具月報（その11）金属工作機械
機械器具月報（その12）金属加工機械及び鋳造装置
機械器具月報（その14）食料品加工機械、包装機械及び荷造機械
機械器具月報（その18）冷凍機及び冷凍機応用製品
機械器具月報（その19）業務用サービス機器
機械器具月報（その20）軸受、軸受メタル及びブッシュ
機械器具月報（その23）金型
機械器具月報（その24）機械工具
機械器具月報（その28）回転電気機械（航空機用のものを除く）
機械器具月報（その29）静止電気機械器具（航空機用のものを除く）
機械器具月報（その30）開閉制御装置（航空機用のものを除く）
機械器具月報（その31）民生用電気機械器具
機械器具月報（その32）電球、配線及び電気照明器具
機械器具月報（その33）通信機械器具及び無線応用装置
機械器具月報（その34）民生用電子機械器具
機械器具月報（その35）電子部品
機械器具月報（その36）電子管、半導体素子及び集積回路
機械器具月報（その37）電子計算機及び情報端末
機械器具月報（その38）電気計測器及び電子応用装置
機械器具月報（その39）電池
機械器具月報（その40）自動車（戦闘用自動車を除く）
機械器具月報（その41）自動車部品及び内燃機関電装品
機械器具月報（その43）自転車及び車いす（原動機付自転車を除く）
機械器具月報（その44）産業車両
機械器具月報（その45）航空機
機械器具月報（その46）計測機器
機械器具月報（その47）光学機械器具及び時計
機械器具月報（その57）半導体製造装置及びフラットパネル･ディスプレイ製造装置
窯業・建材統計
ガラス製品・ほうろう鉄器月報
陶磁器月報
ファインセラミックス月報
板ガラス・安全ガラス・複層ガラス及びガラス繊維月報

経済産業省

統計・参考資料名称

作成機関

耐火れんが・不定形耐火物月報
炭素製品・研削砥石月報
ボード・パネル月報
金属製建具月報
セメント・セメント製品月報
繊維・生活用品統計
化学繊維月報
紡績糸月報
織物生産月報
タフテッドカーペット・フェルト・不織布月報
染色整理月報
ニット・衣服縫製品月報
二次製品月報（製綿・ふとん、網・綱、細幅織物・組ひも・レース）
楽器月報
家具月報
文具月報
玩具月報

経済産業省

革靴月報
製革月報
紙・印刷・プラスチック製品・ゴム製品統計
パルプ月報
紙月報
板紙月報
段ボール月報
印刷月報
ゴム製品月報（自動車用タイヤ）
ゴム製品月報（自動車用タイヤを除く）
プラスチック製品月報
資源エネルギー統計
鉱物及びコークス月報
石油製品月報
鉄鋼生産内訳月報
非鉄金属等需給動態統計
薬事工業生産動態統計

厚生労働省

鉄道車両等生産動態統計

国土交通省

牛乳乳製品統計
作物統計
食品産業動態調査
飼料月報

農林水産省

水産物流通調査
畜産物流通調査
木材統計
菓子統計

全日本菓子協会

東京都中央卸売市場月報

東京都中央卸売市場

紙巻たばこ月次販売実績

日本たばこ協会

