
＜国内企業物価指数＞

類　別 品　目 遡及開始期

加工食品 小麦粉 2010/05月
加工食品 酒造用アルコール 2010/04月
加工食品 大豆油 2010/05月
加工食品 サラダ油 2010/01月
加工食品 なたね油 2010/02月
加工食品 漬物 2010/02月
加工食品 ソーセージ 2010/03月
加工食品 焼豚 2010/01月
加工食品 粉乳 2010/04月
加工食品 バター 2010/02月
加工食品 生クリーム 2010/01月
加工食品 乳酸菌飲料 2010/01月
加工食品 ヨーグルト 2009/04月
加工食品 フィッシュソーセージ 2010/01月
加工食品 削り節 2009/09月
加工食品 つくだ煮 2010/01月
加工食品 みそ 2010/01月
加工食品 しょう油 2010/01月
加工食品 ドレッシング 2010/04月
加工食品 香辛料 2010/01月
加工食品 たれ 2010/01月
加工食品 めんつゆ 2009/09月
加工食品 風味調味料 2010/02月
加工食品 食パン 2010/01月
加工食品 即席めん 2010/01月
加工食品 米菓 2010/01月
加工食品 チョコレート 2010/01月
加工食品 スナック菓子 2010/01月
加工食品 豆菓子 2010/01月
加工食品 冷凍調理食品 2010/01月
加工食品 レトルト食品 2010/01月
加工食品 即席みそ汁 2010/01月
加工食品 茶づけ・ふりかけ 2010/01月
加工食品 サプリメント 2010/03月
加工食品 ワイン 2010/01月
加工食品 ビール 2010/02月
加工食品 発泡酒 2010/02月
加工食品 その他の発泡性酒類 2010/02月
加工食品 清酒 2010/02月
加工食品 焼ちゅう 2010/02月
加工食品 ウイスキー・ブランデー 2010/02月
加工食品 味りん 2010/01月
加工食品 緑茶 2010/05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10月時）訂正品目
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類　別 品　目 遡及開始期

繊維製品 綿織物 2010/07月
繊維製品 女子用スーツ・スカート類 2009/11月
繊維製品 既製和服・帯 2010/06月
繊維製品 ふとん 2010/04月
繊維製品 不織布 2010/01月
繊維製品 布テープ 2009/11月
繊維製品 衛生材料 2010/01月
製材・木製品 パーティクルボード 2010/06月
パルプ・紙・同製品 特殊印刷用紙 2010/02月
パルプ・紙・同製品 加工原紙 2010/02月
パルプ・紙・同製品 アスファルト塗工紙 2010/01月
パルプ・紙・同製品 段ボールシート 2010/05月
パルプ・紙・同製品 軽包装紙袋 2010/04月
パルプ・紙・同製品 大人用紙おむつ 2010/02月
パルプ・紙・同製品 子供用紙おむつ 2010/01月
化学製品 活性炭 2009/04月
化学製品 エチレン 2010/02月
化学製品 プロピレン 2010/01月
化学製品 ブタン・ブチレン 2010/01月
化学製品 トルエン 2010/01月
化学製品 キシレン 2010/01月
化学製品 オクタノール 2010/01月
化学製品 合成アセトン 2010/03月
化学製品 酢酸 2010/01月
化学製品 酸化エチレン 2010/06月
化学製品 アクリロニトリル 2010/01月
化学製品 酢酸ビニルモノマー 2010/01月
化学製品 テレフタル酸 2009/12月
化学製品 スチレンモノマー 2010/01月
化学製品 フェノール 2010/04月
化学製品 ビスフェノールＡ 2010/01月
化学製品 ポリスチレン 2010/03月
化学製品 飽和ポリエステル樹脂 2010/04月
化学製品 ポリアセタール 2010/04月
化学製品 窒素質肥料 2010/01月
化学製品 複合肥料 2010/02月
化学製品 ハンドソープ・ボディソープ 2010/03月
化学製品 合成樹脂塗料 2010/03月
化学製品 シンナー 2010/02月
化学製品 歯みがき 2010/01月
化学製品 印刷インキ 2010/01月
プラスチック製品 プラスチック硬質管 2010/06月
プラスチック製品 プラスチック継手 2010/03月
プラスチック製品 プラスチックフィルム・シート 2010/06月
プラスチック製品 偏光板 2010/01月
プラスチック製品 医療・衛生用プラスチック製品 2008/04月
石油・石炭製品 ナフサ 2010/01月
石油・石炭製品 Ｃ重油 2010/04月
石油・石炭製品 液化石油ガス 2010/02月
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類　別 品　目 遡及開始期

窯業・土石製品 生コンクリート 2010/04月
窯業・土石製品 道路用コンクリート製品 2010/02月
窯業・土石製品 木材セメント製品 2010/01月
窯業・土石製品 気泡コンクリート製品 2010/03月
窯業・土石製品 衛生陶器 2010/01月
窯業・土石製品 タイル 2010/01月
窯業・土石製品 生石灰 2010/04月
鉄鋼 線材 2010/04月
鉄鋼 厚中板 2010/01月
鉄鋼 熱延薄板 2010/05月
鉄鋼 熱延広幅帯鋼 2010/04月
鉄鋼 冷延薄板 2010/04月
鉄鋼 冷延広幅帯鋼 2010/05月
鉄鋼 冷延電気鋼帯 2010/04月
鉄鋼 溶融亜鉛めっき鋼板 2010/05月
鉄鋼 ピアノ線材 2010/05月
鉄鋼 ステンレス鋼線 2010/07月
非鉄金属 アルミニウム合金板・合金条 2010/04月
非鉄金属 アルミニウム合金棒 2010/04月
非鉄金属 アルミニウム合金管 2010/07月
非鉄金属 アルミニウム合金形材 2010/01月
金属製品 かさね板ばね 2010/03月
金属製品 線ばね 2009/07月
金属製品 うす板ばね 2010/02月
金属製品 スチールドア 2010/01月
金属製品 シャッター 2010/01月
金属製品 建築用板金製品 2010/01月
金属製品 機械刃物 2010/01月
金属製品 金属製パッキン・ガスケット 2009/10月
一般機器 自動車用内燃機関部品 2010/04月
一般機器 金属圧延用ロール 2010/04月
一般機器 プレス機械 2010/03月
一般機器 業務用洗濯装置 2009/09月
一般機器 パイプ加工品 2010/04月
電気機器 配電盤 2010/01月
電気機器 分電盤 2010/01月
電気機器 監視制御装置 2010/01月
電気機器 プログラマブルコントローラ 2010/01月
電気機器 遮断器 2010/01月
電気機器 食器洗い乾燥機 2010/01月
電気機器 電気温水洗浄便座 2010/01月
電気機器 蛍光ランプ 2010/01月
電気機器 ＨＩＤランプ 2010/03月
電気機器 配線器具 2010/04月
電気機器 蛍光灯器具 2010/01月
電気機器 高圧放電灯器具 2010/02月
電気機器 Ｘ線装置 2010/04月
電気機器 医療用電子応用装置 2010/04月
電気機器 超音波応用装置 2010/01月
電気機器 充電発電機 2010/04月
電気機器 始動電動機 2010/04月
電気機器 点火プラグ 2010/04月
電気機器 ワイヤーハーネス 2010/04月
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類　別 品　目 遡及開始期

情報通信機器 汎用コンピュータ・サーバ 2010/04月
情報通信機器 パーソナルコンピュータ 2010/05月
情報通信機器 光ディスク装置 2010/01月
電子部品・デバイス 電子機器用スイッチ 2010/04月
電子部品・デバイス プリント配線板 2010/05月
電子部品・デバイス ディスプレイデバイス 2010/03月
電子部品・デバイス サーミスタ 2010/06月
電子部品・デバイス 太陽電池 2010/02月
電子部品・デバイス モス型メモリ集積回路 2010/06月
電子部品・デバイス 線形回路 2010/01月
輸送用機器 二輪自動車 2010/03月
輸送用機器 駆動・伝導・操縦装置部品 2010/02月
輸送用機器 懸架・制動装置部品 2010/04月
輸送用機器 シャシー・車体構成部品 2009/04月
精密機器 精密測定器 2009/12月
精密機器 材料試験機 2010/01月
精密機器 測量機器 2010/01月
精密機器 医療用機器 2009/04月
精密機器 歯科用機器 2010/01月
精密機器 歯科材料 2010/01月
精密機器 時計 2010/02月
その他工業製品 配合飼料 2010/01月
その他工業製品 ペットフード 2010/02月
その他工業製品 スチール机 2010/02月
その他工業製品 スチールいす 2010/03月
その他工業製品 非金属製建具 2010/02月
その他工業製品 フォトマスク 2009/10月
その他工業製品 自動車タイヤ 2010/01月
その他工業製品 防振ゴム 2010/03月
その他工業製品 ゴムロール 2010/07月
その他工業製品 ゴム練生地 2009/07月
その他工業製品 文具 2010/03月
その他工業製品 ファスナー・スナップ・針 2010/01月
その他工業製品 畳・畳床 2010/03月
その他工業製品 歯ブラシ 2010/01月
農林水産物 玄米 2010/03月
農林水産物 精米 2010/03月
農林水産物 大豆 2010/02月
農林水産物 牛肉 2010/02月
鉱産物 天然ガス 2009/04月
電力・都市ガス・水道 大口都市ガス 2009/04月
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＜輸出物価指数＞

類　別 品　目 遡及開始期

化学製品 酢酸・酢酸ビニルモノマー 2009/10月
化学製品 テレフタル酸 2010/02月
化学製品 スチレンモノマー 2010/03月
化学製品 トルイレンジイソシアネート 2010/04月
化学製品 ポリエステル樹脂 2010/04月
化学製品 塗料 2009/06月
化学製品 農薬 2010/01月
化学製品 香料 2010/01月
化学製品 接着剤 2010/06月
金属・同製品 熱延広幅帯鋼 2010/05月
金属・同製品 溶融亜鉛めっき鋼板 2010/04月
金属・同製品 電気亜鉛めっき鋼板 2010/04月
金属・同製品 ステンレス鋼板 2010/06月
金属・同製品 アルミニウム合金板・合金条 2010/01月
一般機器 船外機 2010/02月
一般機器 フラットパネルディスプレイ製造装置 2009/09月
電気・電子機器 電球 2010/07月
電気・電子機器 ビデオカメラ・デジタルカメラ 2010/01月
電気・電子機器 Ｘ線装置 2010/01月
電気・電子機器 医療用電子応用装置 2010/01月
電気・電子機器 充電発電機 2010/04月
電気・電子機器 始動電動機 2010/04月
電気・電子機器 蓄電池 2010/01月
電気・電子機器 シリコンウエハ 2010/04月
電気・電子機器 電子機器用コネクタ 2010/01月
電気・電子機器 ディスプレイデバイス 2010/04月
電気・電子機器 集積回路 2010/07月
輸送用機器 普通乗用車 2010/01月
輸送用機器 自動車部品 2010/01月
輸送用機器 航空機部品 2010/04月
輸送用機器 フォークリフトトラック 2010/01月
精密機器 精密測定器 2010/01月
精密機器 時計 2009/04月
その他産品・製品 偏光板 2010/01月
その他産品・製品 軽油 2010/05月
その他産品・製品 文具 2010/02月
その他産品・製品 ファスナー・スナップ・針 2009/04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 乾燥果実・ナッツ類 2010/02月
食料品・飼料 コーヒー豆 2010/02月
食料品・飼料 飼料用乾草類 2010/01月
食料品・飼料 鶏肉 2010/04月
食料品・飼料 調製うなぎ 2010/01月
食料品・飼料 調製甲殻類 2010/01月
食料品・飼料 果実飲料 2010/05月
食料品・飼料 ワイン 2010/02月
食料品・飼料 大豆かす 2010/01月
食料品・飼料 ペットフード 2010/02月
繊維品 綿織物 2010/07月
繊維品 ブラウス 2010/01月
繊維品 セーター 2010/01月
金属・同製品 鉄鉱石 2010/07月
金属・同製品 マンガン鉱 2009/12月
金属・同製品 フェロシリコン 2010/04月
金属・同製品 フェロクロム 2010/04月
金属・同製品 シリコマンガン 2010/04月
金属・同製品 アルミニウム合金・同二次合金地金 2009/07月
金属・同製品 シリコン 2010/02月
金属・同製品 金属製台所・生活用品 2010/03月
金属・同製品 作業工具 2010/01月
木材・同製品 米材丸太 2010/01月
木材・同製品 米材製材 2010/01月
木材・同製品 北洋材製材 2010/01月
木材・同製品 針葉樹チップ 2010/01月
木材・同製品 広葉樹チップ 2010/01月
石油・石炭・天然ガス 液化石油ガス 2010/02月
石油・石炭・天然ガス 石炭コークス 2010/01月
石油・石炭・天然ガス 液化天然ガス 2007/05月
化学製品 汎用プラスチック 2010/02月
化学製品 農薬 2010/04月
化学製品 石油添加剤 2010/02月
電気・電子機器 電気計測機器 2010/01月
電気・電子機器 ワイヤーハーネス 2010/02月
電気・電子機器 水晶振動子 2010/04月
電気・電子機器 変換部品 2010/04月
電気・電子機器 モス型メモリ集積回路 2010/06月
輸送用機器 普通乗用車 2010/01月
輸送用機器 二輪自動車 2010/01月
輸送用機器 自動車部品 2010/01月
輸送用機器 自転車 2010/01月
精密機器 時計 2010/01月
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類　別 品　目 遡及開始期

その他産品・製品 羽毛 2010/02月
その他産品・製品 天然ゴム 2010/02月
その他産品・製品 製紙さらしクラフトパルプ 2010/05月
その他産品・製品 新聞用紙 2010/04月
その他産品・製品 紙製容器 2010/05月
その他産品・製品 プラスチックフィルム・シート 2010/07月
その他産品・製品 ガラス容器・器具 2010/04月
その他産品・製品 金属製家具 2010/01月
その他産品・製品 運動用品 2010/01月
その他産品・製品 ハンドバッグ 2010/01月
その他産品・製品 文具 2010/02月
その他産品・製品 洋傘 2010/02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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