
＜国内企業物価指数＞

類　別 品　目 遡及開始期

加工食品 ハム 2009/08月
加工食品 ベーコン 2009/08月
加工食品 ソーセージ 2009/08月
加工食品 処理牛乳 2010/01月
加工食品 生クリーム 2010/01月
加工食品 乳飲料 2010/01月
加工食品 ヨーグルト 2008/10月
加工食品 つくだ煮 2009/03月
加工食品 香辛料 2009/10月
加工食品 洋生菓子 2009/02月
加工食品 ビスケット類 2009/09月
加工食品 米菓 2008/10月
加工食品 キャンデー 2009/09月
加工食品 チョコレート 2009/09月
加工食品 チューインガム 2009/10月
加工食品 豆菓子 2009/09月
加工食品 レトルト食品 2008/10月
繊維製品 子供服 2009/09月
繊維製品 既製和服・帯 2009/10月
パルプ・紙・同製品 製紙クラフトパルプ 2009/11月
化学製品 エチレン 2009/07月
化学製品 プロピレン 2009/07月
化学製品 ブタン・ブチレン 2009/07月
化学製品 トルエン 2009/07月
化学製品 キシレン 2009/07月
化学製品 オクタノール 2009/07月
化学製品 合成アセトン 2009/09月
化学製品 酢酸 2009/07月
化学製品 アクリロニトリル 2009/07月
化学製品 酢酸ビニルモノマー 2009/07月
化学製品 テレフタル酸 2009/07月
化学製品 スチレンモノマー 2009/07月
化学製品 フェノール 2009/07月
化学製品 パラキシレン 2009/04月
化学製品 ビスフェノールＡ 2009/07月
化学製品 合成樹脂塗料 2009/12月
化学製品 シンナー 2009/12月

（注１）参考指数（需要段階別・用途別指数、連鎖方式による国内企業物価指数など）については、

      本一覧表の作成を省略しています（以下同様）。

企業物価指数の定期遡及（2010年4月時）訂正品目

2010年4月15日
日本銀行調査統計局
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類　別 品　目 遡及開始期

プラスチック製品 プラスチック硬質管 2010/01月
プラスチック製品 プラスチック床材 2009/09月
プラスチック製品 飲料用プラスチック容器 2010/01月
石油・石炭製品 ナフサ 2009/07月
石油・石炭製品 Ｃ重油 2009/10月
窯業・土石製品 道路用コンクリート製品 2009/08月
窯業・土石製品 耐火れんが 2009/04月
窯業・土石製品 不定形耐火物 2009/04月
窯業・土石製品 生石灰 2009/07月
鉄鋼 冷延電気鋼帯 2009/10月
鉄鋼 合金工具鋼 2009/10月
鉄鋼 軸受鋼 2009/10月
鉄鋼 鍛造品 2009/07月
金属製品 かさね板ばね 2009/08月
金属製品 うす板ばね 2009/08月
金属製品 食缶 2010/01月
一般機器 自動車用内燃機関部品 2009/08月
一般機器 ころ軸受 2009/07月
一般機器 フラットパネルディスプレイ製造装置 2009/06月
一般機器 業務用洗濯装置 2009/09月
一般機器 ピストンリング 2009/04月
電気機器 コンデンサ 2009/04月
電気機器 分電盤 2009/04月
電気機器 電気がま 2009/07月
電気機器 電子レンジ 2009/08月
電気機器 電気冷蔵庫 2009/08月
電気機器 ルームエアコン 2009/08月
電気機器 電気洗濯機 2009/08月
電気機器 電気掃除機 2009/09月
電気機器 録画・再生装置 2009/05月
電気機器 ビデオカメラ 2009/06月
電気機器 医療用電子応用装置 2008/10月
電気機器 医療用計測器 2008/10月
電気機器 充電発電機 2009/10月
電気機器 始動電動機 2009/10月
電気機器 イグニッションコイル 2009/10月
電気機器 点火プラグ 2009/10月
電気機器 ワイヤーハーネス 2009/10月
電気機器 民生用蓄電池 2009/10月
電気機器 シリコンウエハ 2009/10月
情報通信機器 パーソナルコンピュータ 2009/10月
電子部品・デバイス 電子機器用抵抗器 2009/10月
電子部品・デバイス 電子機器用スイッチ 2009/07月
電子部品・デバイス プリント配線板 2009/10月
電子部品・デバイス モス型ロジック集積回路 2009/04月
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類　別 品　目 遡及開始期

輸送用機器 駆動・伝導・操縦装置部品 2009/10月
輸送用機器 シャシー・車体構成部品 2009/04月
輸送用機器 鉄道車両 2009/10月
精密機器 理化学機器 2009/04月
その他工業製品 ふすま 2010/01月
その他工業製品 大豆かす 2009/07月
その他工業製品 自動車タイヤ 2009/09月
その他工業製品 防振ゴム 2009/04月
その他工業製品 ゴムロール 2009/09月
その他工業製品 ゴム製パッキン 2009/10月
その他工業製品 工業用スポンジ製品 2009/04月
その他工業製品 牛革 2009/05月
その他工業製品 畳・畳床 2009/10月
農林水産物 てん菜 2009/10月
農林水産物 原乳 2010/01月
農林水産物 から松・えぞ松・とど松丸太＊ 2008/11月
鉱産物 天然ガス 2008/04月
電力・都市ガス・水道 上水道 2009/04月

 ＊　品目「から松・えぞ松・とど松丸太」の訂正は、外部データ（出所：農林水産省「木材価格統計調査」）の

　　訂正によるものです。

＜輸出物価指数＞

類　別 品　目 遡及開始期

化学製品 エチレン・プロピレン 2009/10月
化学製品 酢酸・酢酸ビニルモノマー 2009/04月
化学製品 テレフタル酸 2009/07月
化学製品 カプロラクタム 2009/04月
化学製品 シリコーン 2009/04月
金属・同製品 厚中板 2009/04月
金属・同製品 溶融亜鉛めっき鋼板 2010/01月
金属・同製品 電気亜鉛めっき鋼板 2009/01月
金属・同製品 構造用鋼 2009/06月
一般機器 機械工具 2009/07月
一般機器 冷凍機 2009/01月
電気・電子機器 医療用計測器 2008/10月
電気・電子機器 充電発電機 2009/10月
電気・電子機器 始動電動機 2009/10月
電気・電子機器 蓄電池 2009/10月
電気・電子機器 記録用テープ・ディスク 2009/10月
電気・電子機器 電子計算機本体 2009/07月
電気・電子機器 ディスプレイデバイス 2009/12月
電気・電子機器 集積回路 2009/01月
輸送用機器 バス 2009/11月
輸送用機器 普通トラック 2009/11月
輸送用機器 フォークリフトトラック部品 2009/11月
その他産品・製品 プラスチックフィルム・シート 2009/09月
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＜輸入物価指数＞

類　別 品　目 遡及開始期

食料品・飼料 粗糖 2008/11月
食料品・飼料 酒造用アルコール 2009/01月
食料品・飼料 ミネラルウォーター 2009/04月
食料品・飼料 茶・コーヒー 2009/01月
繊維品 合繊長繊維糸 2009/10月
金属・同製品 マンガン鉱 2008/10月
金属・同製品 金属製台所・生活用品 2009/10月
木材・同製品 針葉樹チップ 2009/01月
石油・石炭・天然ガス ナフサ 2008/10月
石油・石炭・天然ガス 原料炭 2009/05月
化学製品 二塩化エチレン 2009/08月
化学製品 アクリロニトリル 2009/05月
化学製品 仕上用・皮膚用化粧品 2010/01月
一般機器 冷凍機 2009/06月
電気・電子機器 電気冷蔵庫 2009/07月
電気・電子機器 電気洗濯機 2009/06月
電気・電子機器 電気掃除機 2009/07月
電気・電子機器 カラーテレビ 2008/09月
電気・電子機器 電子計算機本体 2009/05月
電気・電子機器 表示装置 2009/08月
電気・電子機器 ディスプレイデバイス 2009/11月
輸送用機器 二輪自動車 2010/01月
その他産品・製品 ミルクカートン用紙 2009/12月
その他産品・製品 プラスチック製日用品 2009/07月

（注２）輸出物価指数、輸入物価指数の「遡及開始期」欄には、円ベース、契約通貨ベースのうち、

      より遡及時期が古い方の年月を表記しています。

以　　上
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