
＜国内企業物価指数＞

類　別 品　目 遡及開始期

加工食品 酒造用アルコール 2010/10月
加工食品 ジャム 2010/03月
加工食品 漬物 2010/04月
加工食品 ハム 2010/01月
加工食品 ベーコン 2010/01月
加工食品 ソーセージ 2010/01月
加工食品 チーズ 2010/01月
加工食品 処理牛乳 2010/02月
加工食品 アイスクリーム 2010/01月
加工食品 魚介缶詰 2011/02月
加工食品 フィッシュソーセージ 2011/02月
加工食品 かまぼこ 2010/01月
加工食品 揚かまぼこ 2010/01月
加工食品 ちくわ 2010/01月
加工食品 つくだ煮 2010/01月
加工食品 からしめんたいこ 2010/02月
加工食品 みそ 2011/05月
加工食品 しょう油 2010/01月
加工食品 うま味調味料 2010/01月
加工食品 ソース 2010/01月
加工食品 マヨネーズ 2010/01月
加工食品 ドレッシング 2011/01月
加工食品 香辛料 2011/02月
加工食品 ルウ 2011/01月
加工食品 たれ 2010/01月
加工食品 即席めん 2010/01月
加工食品 生めん 2010/05月
加工食品 乾めん 2010/01月
加工食品 ビスケット類 2010/01月
加工食品 キャンデー 2010/01月
加工食品 チョコレート 2010/01月
加工食品 チューインガム 2010/01月
加工食品 スナック菓子 2010/01月
加工食品 冷凍調理食品 2010/01月
加工食品 もち 2011/03月
加工食品 レトルト食品 2010/01月
加工食品 即席みそ汁 2011/05月
加工食品 即席スープ 2010/01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（2011年10月時）訂正品目

2011年10月19日
日本銀行調査統計局
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類　別 品　目 遡及開始期

加工食品 炭酸飲料 2011/01月
加工食品 果実飲料 2011/01月
加工食品 コーヒー飲料 2011/01月
加工食品 茶飲料 2010/01月
加工食品 ミネラルウォーター 2011/01月
加工食品 ドリンク剤 2011/01月
加工食品 清酒 2011/02月
加工食品 インスタントコーヒー 2011/01月
加工食品 人造氷 2010/01月
繊維製品 綿織物 2011/03月
繊維製品 ポリエステル長繊維織物 2010/01月
繊維製品 女子用スーツ・スカート類 2010/05月
繊維製品 子供服 2010/08月
繊維製品 既製和服・帯 2011/02月
繊維製品 作業衣 2010/01月
繊維製品 不織布 2011/04月
繊維製品 ロープ 2010/06月
製材・木製品 外材ひき角 2011/03月
製材・木製品 国産材ひき割 2011/03月
製材・木製品 外材ひき割 2011/03月
製材・木製品 外材板 2011/03月
製材・木製品 特殊合板 2010/01月
製材・木製品 床板 2010/01月
製材・木製品 造作材 2010/01月
パルプ・紙・同製品 アスファルト塗工紙 2011/04月
パルプ・紙・同製品 紙箱 2010/04月
パルプ・紙・同製品 トイレットペーパー 2011/03月
パルプ・紙・同製品 紙管 2010/09月
化学製品 酸化チタン 2011/07月
化学製品 酸素ガス 2010/05月
化学製品 窒素 2010/05月
化学製品 エチレン 2011/01月
化学製品 プロピレン 2011/01月
化学製品 ブタン・ブチレン 2011/01月
化学製品 ベンゼン 2011/02月
化学製品 トルエン 2011/01月
化学製品 キシレン 2011/01月
化学製品 オクタノール 2011/01月
化学製品 アクリロニトリル 2010/10月
化学製品 酢酸ビニルモノマー 2010/10月
化学製品 テレフタル酸 2010/10月
化学製品 スチレンモノマー 2011/01月
化学製品 ビスフェノールＡ 2011/01月
化学製品 高密度ポリエチレン 2010/02月
化学製品 ポリスチレン 2010/01月
化学製品 塩化ビニル樹脂 2010/04月
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類　別 品　目 遡及開始期

化学製品 飽和ポリエステル樹脂 2011/03月
化学製品 ポリアセタール 2011/02月
化学製品 石油樹脂 2010/01月
化学製品 合成ゴム 2010/01月
化学製品 有機ゴム薬品 2010/02月
化学製品 総合感冒剤 2010/04月
化学製品 眼科用剤（薬局向け） 2010/02月
化学製品 消化器官用薬（薬局向け） 2010/04月
化学製品 ビタミン剤（薬局向け） 2010/04月
化学製品 総合代謝性製剤 2011/02月
化学製品 動物用医薬品 2011/02月
化学製品 液体アンモニア 2011/07月
化学製品 合成樹脂塗料 2010/02月
化学製品 シンナー 2011/03月
化学製品 頭髪用化粧品 2010/11月
化学製品 歯みがき 2011/05月
化学製品 香料 2010/11月
プラスチック製品 プラスチックフィルム・シート 2010/01月
プラスチック製品 輸送機械用プラスチック製品 2010/04月
プラスチック製品 電気機器用プラスチック製品 2010/04月
プラスチック製品 飲料用プラスチック容器 2010/02月
石油・石炭製品 ナフサ 2011/01月
石油・石炭製品 Ｃ重油 2011/04月
窯業・土石製品 フロート板ガラス 2010/01月
窯業・土石製品 強化ガラス 2011/07月
窯業・土石製品 複層ガラス 2011/07月
窯業・土石製品 ガラス製加工素材 2010/02月
窯業・土石製品 理化学用・医療用ガラス器具 2010/04月
窯業・土石製品 生コンクリート 2010/08月
窯業・土石製品 土木用コンクリートブロック 2010/01月
窯業・土石製品 道路用コンクリート製品 2010/01月
窯業・土石製品 気泡コンクリート製品 2011/04月
窯業・土石製品 耐火れんが 2011/04月
鉄鋼 軽量形鋼 2010/11月
鉄鋼 線材 2011/07月
鉄鋼 厚中板 2010/03月
鉄鋼 熱延薄板 2011/04月
鉄鋼 熱延広幅帯鋼 2011/04月
鉄鋼 冷延薄板 2011/04月
鉄鋼 冷延広幅帯鋼 2011/01月
鉄鋼 溶融亜鉛めっき鋼板 2010/12月
鉄鋼 電気亜鉛めっき鋼板 2010/12月
鉄鋼 ばね鋼 2011/04月
鉄鋼 軸受鋼 2011/04月
鉄鋼 高抗張力鋼 2011/04月
鉄鋼 機械用銑鉄鋳物 2010/07月
鉄鋼 鉄鋼切断品（薄板） 2010/01月
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類　別 品　目 遡及開始期

非鉄金属 青銅伸銅品 2011/02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 2010/04月
非鉄金属 アルミニウム合金形材 2010/02月
非鉄金属 通信用メタルケーブル 2010/02月
非鉄金属 亜鉛ダイカスト 2010/03月
金属製品 ナット 2010/01月
金属製品 金網 2010/11月
金属製品 ワイヤロープ 2010/02月
金属製品 スチールドア 2010/10月
金属製品 シャッター 2010/10月
金属製品 石油ストーブ 2010/01月
金属製品 18リットル缶 2010/02月
金属製品 食缶 2010/03月
金属製品 金属製管継手 2010/03月
一般機器 汎用ガソリン機関 2011/04月
一般機器 自動車用内燃機関部品 2011/07月
一般機器 旋盤 2010/02月
一般機器 マシニングセンタ 2010/01月
一般機器 ダイヤモンド工具 2010/01月
一般機器 水中ポンプ 2010/01月
一般機器 エレベータ 2011/02月
一般機器 産業用ロボット 2010/01月
一般機器 変速機 2010/01月
一般機器 ローラチェーン 2010/01月
一般機器 玉軸受 2010/09月
一般機器 ころ軸受 2010/04月
一般機器 分離機 2010/01月
一般機器 熱交換器 2010/01月
一般機器 掘さく機 2010/04月
一般機器 製パン・製菓機械 2010/01月
一般機器 肉製品・水産製品製造機械 2010/01月
一般機器 半導体製造装置 2010/01月
一般機器 フラットパネルディスプレイ製造装置 2010/07月
一般機器 真空ポンプ 2010/04月
一般機器 業務用エアコン 2010/01月
一般機器 包装・荷造機械 2011/04月
一般機器 バルブ 2010/01月
電気機器 電動機 2010/01月
電気機器 変圧器 2010/01月
電気機器 産業用電熱装置 2010/02月
電気機器 監視制御装置 2010/02月
電気機器 プログラマブルコントローラ 2010/02月
電気機器 電気がま 2011/03月
電気機器 ジャーポット 2011/03月
電気機器 クッキングヒーター 2011/05月
電気機器 ルームエアコン 2011/04月
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類　別 品　目 遡及開始期

電気機器 自動車用電球 2010/04月
電気機器 蛍光ランプ 2010/01月
電気機器 ＨＩＤランプ 2011/07月
電気機器 配線器具 2010/01月
電気機器 白熱灯器具 2010/02月
電気機器 録画・再生装置 2010/02月
電気機器 ビデオカメラ 2010/02月
電気機器 デジタルカメラ 2010/02月
電気機器 Ｘ線装置 2010/10月
電気機器 医療用電子応用装置 2010/01月
電気機器 電気計器 2010/01月
電気機器 電気測定器 2010/01月
電気機器 工業計器 2010/01月
電気機器 充電発電機 2010/01月
電気機器 始動電動機 2010/03月
電気機器 イグニッションコイル 2010/10月
電気機器 ワイヤーハーネス 2010/01月
電気機器 乾電池 2011/05月
電気機器 車両用蓄電池 2010/11月
電気機器 民生用蓄電池 2010/02月
情報通信機器 交換機 2010/01月
情報通信機器 搬送装置 2010/02月
情報通信機器 基地局通信装置 2010/04月
情報通信機器 カラーテレビ 2010/04月
情報通信機器 オーディオ 2010/01月
情報通信機器 カーオーディオ 2010/04月
情報通信機器 火災報知設備 2010/01月
情報通信機器 汎用コンピュータ・サーバ 2010/01月
情報通信機器 パーソナルコンピュータ 2010/03月
情報通信機器 磁気ディスク装置 2010/01月
情報通信機器 印刷装置 2010/04月
情報通信機器 端末装置 2010/02月
電子部品・デバイス 電子機器用コネクタ 2011/02月
電子部品・デバイス スイッチング電源 2010/04月
電子部品・デバイス 高周波組立部品 2010/01月
電子部品・デバイス プリント配線板 2011/02月
電子部品・デバイス ディスプレイデバイス 2010/06月
電子部品・デバイス 整流素子 2010/04月
輸送用機器 駆動・伝導・操縦装置部品 2010/10月
輸送用機器 シャシー・車体構成部品 2010/10月
輸送用機器 鉄道車両部品 2011/04月
輸送用機器 フォークリフトトラック 2010/01月
精密機器 積算体積計 2010/01月
精密機器 流量計 2010/01月
精密機器 電磁気分析装置 2010/01月
精密機器 クロマト・分離・蒸留機器 2010/01月
精密機器 材料試験機 2010/09月
精密機器 医療用機器 2010/01月
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類　別 品　目 遡及開始期

精密機器 医療用品 2010/04月
精密機器 歯科材料 2010/01月
精密機器 カメラ用レンズ・交換レンズ 2010/04月
その他工業製品 配合飼料 2011/03月
その他工業製品 ペットフード 2011/01月
その他工業製品 凸版印刷物 2010/01月
その他工業製品 平版印刷物 2010/01月
その他工業製品 おう版印刷物 2010/01月
その他工業製品 特殊印刷物 2010/04月
その他工業製品 フォトマスク 2010/04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 2011/04月
その他工業製品 ゴムロール 2010/03月
その他工業製品 ゴム練生地 2010/02月
その他工業製品 球技用具 2011/04月
その他工業製品 文具 2011/04月
その他工業製品 畳・畳床 2010/01月
その他工業製品 歯ブラシ 2011/05月
その他工業製品 看板・標識機 2011/02月
その他工業製品 人体安全保護具・救命具 2011/07月
農林水産物 精米 2010/11月
農林水産物 小麦 2011/07月
農林水産物 原乳 2011/07月
農林水産物 塩さけ 2010/05月
農林水産物 干のり 2010/10月
鉱産物 砕石 2010/01月
鉱産物 砂利・砂 2010/01月
鉱産物 窯業原料鉱物（除石灰石） 2010/04月
電力・都市ガス・水道 大口都市ガス 2010/04月
スクラップ類 鉄くず 2011/03月
スクラップ類 古紙 2011/04月
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＜輸出物価指数＞

類　別 品　目 遡及開始期

繊維品 アクリル短繊維 2011/01月
繊維品 合繊織物 2010/01月
化学製品 酸化チタン 2010/04月
化学製品 酢酸・酢酸ビニルモノマー 2011/04月
化学製品 ポリエステル樹脂 2010/01月
化学製品 ポリスチレン 2010/08月
化学製品 ＡＢＳ樹脂 2010/02月
化学製品 ポリプロピレン 2011/04月
化学製品 ポリカーボネート 2010/02月
化学製品 シリコーン 2010/01月
化学製品 腫瘍用薬 2011/03月
化学製品 塗料 2010/02月
化学製品 化粧品類 2010/01月
化学製品 写真感光材料 2010/02月
化学製品 香料 2010/10月
金属・同製品 形鋼 2011/02月
金属・同製品 線材 2010/01月
金属・同製品 厚中板 2011/02月
金属・同製品 熱延広幅帯鋼 2010/11月
金属・同製品 冷延広幅帯鋼 2010/02月
金属・同製品 冷延電気鋼帯 2011/01月
金属・同製品 溶融亜鉛めっき鋼板 2011/04月
金属・同製品 電気亜鉛めっき鋼板 2011/04月
金属・同製品 普通鋼鋼管 2011/01月
金属・同製品 ステンレス鋼板 2011/02月
金属・同製品 銅管 2010/02月
金属・同製品 アルミニウム合金板・合金条 2011/01月
金属・同製品 アルミニウムはく 2010/02月
金属・同製品 ボルト・ナット 2010/01月
金属・同製品 ガス・石油機器 2010/01月
金属・同製品 超硬チップ 2010/02月
一般機器 汎用ディーゼル機関 2010/01月
一般機器 自動車用内燃機関・同部品 2010/01月
一般機器 船外機 2010/01月
一般機器 機械工具 2010/01月
一般機器 油圧・空気圧バルブ 2010/01月
一般機器 産業用ロボット 2010/02月
一般機器 平軸受 2010/01月
一般機器 玉軸受 2010/01月
一般機器 工業用ミシン 2010/04月
一般機器 半導体製造装置 2010/01月
一般機器 業務用エアコン 2011/04月
電気・電子機器 配線器具 2011/04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 2011/01月
電気・電子機器 電気測定器 2010/01月
電気・電子機器 充電発電機 2010/10月
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類　別 品　目 遡及開始期

電気・電子機器 始動電動機 2010/10月
電気・電子機器 民生用電気機器 2011/04月
電気・電子機器 乾電池 2011/04月
電気・電子機器 記録用テープ・ディスク 2010/01月
電気・電子機器 無線応用装置・カーナビゲーションシステム 2011/03月
電気・電子機器 電子計算機本体 2010/01月
電気・電子機器 印刷装置 2010/01月
電気・電子機器 ディスプレイデバイス 2010/01月
電気・電子機器 光電変換素子 2011/07月
電気・電子機器 集積回路 2011/04月
輸送用機器 普通トラック 2011/04月
輸送用機器 二輪自動車 2010/05月
輸送用機器 自動車部品 2010/02月
輸送用機器 航空機部品 2010/04月
精密機器 精密測定器 2011/03月
精密機器 分析機器 2011/04月
精密機器 眼鏡枠・レンズ 2010/09月
精密機器 時計 2010/05月
その他産品・製品 印刷用紙 2010/01月
その他産品・製品 ガラス製加工素材 2010/01月
その他産品・製品 ガラス繊維製品 2010/01月
その他産品・製品 自動車タイヤ 2010/01月
その他産品・製品 特殊車輌用タイヤ 2010/01月

＜輸入物価指数＞

類　別 品　目 遡及開始期

食料品・飼料 なたね 2011/07月
食料品・飼料 牛肉 2010/02月
食料品・飼料 牛臓器・舌 2010/02月
食料品・飼料 塩かずのこ 2011/05月
食料品・飼料 果実缶詰 2011/04月
食料品・飼料 チーズ 2010/01月
繊維品 綿糸 2011/02月
繊維品 綿織物 2011/03月
繊維品 毛織物 2010/11月
繊維品 ポリエステル紡績糸織物 2011/02月
繊維品 男子用下着 2010/04月
繊維品 シャツ 2010/01月
繊維品 ブラウス 2010/01月
繊維品 Ｔシャツ 2010/01月
繊維品 男子用スーツ類 2010/02月
繊維品 女子用スーツ類 2010/01月
繊維品 女子用スカート類 2010/02月
繊維品 コート 2011/03月
繊維品 子供服 2010/01月
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類　別 品　目 遡及開始期

金属・同製品 マンガン鉱 2011/01月
金属・同製品 銅・同合金くず 2010/08月
金属・同製品 フェロシリコン 2010/01月
金属・同製品 熱延広幅帯鋼 2011/01月
金属・同製品 冷延広幅帯鋼 2011/01月
金属・同製品 めっき鋼板 2011/01月
金属・同製品 ステンレス鋼板 2011/01月
金属・同製品 電線・ケーブル 2010/02月
金属・同製品 金属製管継手 2010/10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 2011/01月
木材・同製品 集成材 2010/01月
石油・石炭・天然ガス 軽油 2010/04月
石油・石炭・天然ガス Ｃ重油 2010/07月
化学製品 カーボンブラック 2010/03月
化学製品 汎用プラスチック 2010/10月
化学製品 メタノール 2011/04月
化学製品 合成ゴム 2010/01月
化学製品 精神神経安定剤 2010/04月
化学製品 循環器官用薬 2011/07月
化学製品 呼吸器官用薬 2010/02月
化学製品 化学療法剤 2010/04月
化学製品 香料 2010/09月
一般機器 原動機 2010/01月
一般機器 航空機用原動機部品 2010/03月
電気・電子機器 電気冷蔵庫 2010/01月
電気・電子機器 電気洗濯機 2010/02月
電気・電子機器 電気掃除機 2010/01月
電気・電子機器 電球 2010/01月
電気・電子機器 録画・再生装置 2010/01月
電気・電子機器 デジタルカメラ 2010/01月
電気・電子機器 電気計測機器 2011/06月
電気・電子機器 ワイヤーハーネス 2010/07月
電気・電子機器 記録用テープ・ディスク 2011/05月
電気・電子機器 カラーテレビ 2010/02月
電気・電子機器 オーディオ 2010/02月
電気・電子機器 電子計算機本体 2010/03月
電気・電子機器 磁気ディスク装置 2010/01月
電気・電子機器 光ディスク装置 2010/03月
電気・電子機器 表示装置 2010/01月
電気・電子機器 線形回路 2011/05月
電気・電子機器 モス型メモリ集積回路 2011/04月
電気・電子機器 混成集積回路 2010/01月
輸送用機器 航空機部品 2010/02月
精密機器 医療用品 2011/04月
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類　別 品　目 遡及開始期

その他産品・製品 製紙さらしクラフトパルプ 2011/01月
その他産品・製品 ミルクカートン用紙 2011/04月
その他産品・製品 プラスチック製日用品 2011/07月
その他産品・製品 板ガラス 2010/01月
その他産品・製品 ガラス容器・器具 2010/12月
その他産品・製品 自動車タイヤ 2010/01月
その他産品・製品 スニーカー 2010/07月
その他産品・製品 運動用品 2011/01月
その他産品・製品 かばん 2011/05月
その他産品・製品 ハンドバッグ 2010/10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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