
１．調 査 の 目 的

　この調査は，統計法に基づく基幹統計として「法人企
業統計調査規則」（昭和45年大蔵省令第48号）に基づいて
行うもので，我が国における法人の企業活動の実態を明
らかにすることを目的としたものである。

２．調査の対象と方法

　我が国の営利法人等を調査対象とし，その中から無作
為抽出により標本法人を選定する。営利法人等とは，本
邦に本店を有する合名会社，合資会社，合同会社及び株
式会社並びに本邦に主たる事務所を有する信用金庫，信
用金庫連合会，信用協同組合，信用協同組合連合会，労
働金庫，労働金庫連合会，農林中央金庫，信用農業協同
組合連合会，信用漁業協同組合連合会，信用水産加工業
協同組合連合会，生命保険相互会社及び損害保険相互会
社をいう。
　また，文中における金融業、保険業とは，銀行業，貸
金業，クレジットカード業等非預金信用機関，金融商品
取引業（第一種金融商品取引業であって有価証券関連業
に限る），その他の金融商品取引業，商品先物取引業，生
命保険業，損害保険業，その他の保険業を集約したもの
である。
　標本法人に全国の財務局及び財務事務所等を通じて調
査票を郵送し，自計記入を依頼する方法により調査を
行っている。
　なお，平成15年度調査からインターネットを利用した
オンラインによる提出も可能となっている。

３．標本法人の選定方法

　令和２年３月末現在の法人名簿その他財務省資料によ
り全国の営利法人等（資本金１億円未満の法人について
は，令和元年10月末現在）を業種ごとに以下の抽出数に
より標本法人を選定した。
〔金融業、保険業以外の業種〕
　１千万円未満約4,000社，1,000万円以上2,000万円未満
約4,000社，2,000万円以上5,000万円未満約4,000社，5,000
万円以上１億円未満約2,000社，１億円以上５億円未満約
10,000社，５億円以上10億円未満全数，10億円以上全数
〔金融業、保険業〕
　1,000万円未満約3,000社，1,000万円以上１億円未満約
4,000社，１億円以上10億円未満全数，10億円以上全数

４．調 査 の 期 間

　令和２年４月１日から令和３年３月31日までの１年間

を上期（４月から９月まで）及び下期（10月から翌年３
月まで）に区分し，各期中に決算期の到来した標本法人
の確定決算計数を調査した。

５．集計及び推計の方法

　回収された調査票を業種別・資本金階層別に集計し，
これを母集団に拡大して推計値を算定した。

推計値＝ 集計値
集計法人数×母集団法人数

　なお，集計にあたり，年２回決算の法人については，
資産・負債及び純資産の計数は下期の決算計数，損益の
計数は上期・下期の決算計数の合計額を使った。

６．業 種 の 分 類

　日本標準産業分類に基づき下記のとおり分類した。
　なお，業種は当該法人の売上高（注）により決定した。
数種の事業を兼業している場合は，売上高の最も多い事
業をその法人の業種とした。
　（注）�ただし，銀行業，生命保険業及び損害保険業については経常収

益，貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関，金融商品
取引業（第一種金融商品取引業であって有価証券関連業に限
る），その他の金融商品取引業，商品先物取引業及びその他の保
険業については営業収益によって決定した。

　本調査の分類　日本標準産業分類
　農　業，林　業　農業，林業
　漁　　　　　業　漁業，水産養殖業

　鉱業，採石業，砂利採取業 　鉱業，採石業，砂利採取業

　建　　設　　業　�総合工事業，職別工事業，設備工事
業

　食料品製造業　�食料品製造業，飲料・たばこ・飼料
製造業

　繊　維　工　業　繊維工業

　木材・木製品製造業 　木材・木製品製造業（家具を除く）

　パルプ・紙・紙加工品製造業 　パルプ・紙・紙加工品製造業

　印刷・同関連業　印刷・同関連業
　化　学　工　業　化学工業

　石油製品・石炭製品製造業 　石油製品・石炭製品製造業

　窯業・土石製品製造業 　窯業・土石製品製造業

　鉄　　鋼　　業　鉄鋼業
　非鉄金属製造業　非鉄金属製造業
　金属製品製造業　金属製品製造業

調　査　方　法　の　概　要
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７．調査項目の説明

　本調査における会計に関する用語の定義は，原則とし
て「財務諸表等の用語，様式及び作成方法に関する規則」
（昭和38年大蔵省令第59号）に準拠しているが，一部の項
目については本調査独自のものとなっている。
　⑴　「その他の有形固定資産」，「無形固定資産」
　減価償却累計額を控除したものである。
　なお，無形固定資産については，コンピューターソフ
トウェアに関する会計基準が設定され，ソフトウェアが
無形固定資産に属するものとして計上されるようになっ
たことに伴い，平成13年度調査から，「無形固定資産」を
「ソフトウェアを除く無形固定資産」と「ソフトウェア」
に分割して調査を行い，公表することとした。
　⑵�　「役員数」，「従業員数」，「役員給与」，「役員賞与」，

「従業員給与」，「従業員賞与」
　「役員数」は常勤，非常勤を問わず，経費としての給
与を受ける期中平均人員であり，「従業員数」は常用の
期中平均人員と，当期中の臨時従業員（延従事時間数を
常用従業員の平均労働時間数で除したもの）との合計で
ある。給与額，賞与額は，それぞれの人員に対して当期
中に支払うべきものであり，売上原価，製造原価及び販

はん用機械器具
製造業 はん用機械器具製造業

生産用機械器具
製造業 生産用機械器具製造業

業務用機械器具
製造業 業務用機械器具製造業

電気機械器具製
造業 電気機械器具製造業

情報通信機械器
具製造業

情報通信機械器具製造業，電子部�
品・デバイス製造業

自動車・同附属
品製造業 自動車・同附属品製造業

その他の輸送用
機械器具製造業 輸送用機械器具製造業

その他の製造業 家具・装備品製造業，プラスチック
製品製造業，ゴム製品製造業，なめ
し革・同製品・毛皮製造業，その他
の製造業

電 気 業 電気業

ガス・熱供給・
水道業 ガス業，熱供給業，水道業

情 報 通 信 業 通信業，放送業，情報サービス業，
インターネット附随サービス業，映
像・音声・文字情報制作業

陸 運 業 鉄道業，道路旅客運送業，道路貨物
運送業

水 運 業 水運業

その他の運輸業 航空運輸業，倉庫業，運輸に附帯す
るサービス業，郵便業（信書便事業
を含む）

卸 売 業 各種商品卸売業，繊維・衣服等卸売�
業，飲食料品卸売業，建築材料・�
鉱物・金属材料等卸売業，機械器具�
卸売業，その他卸売業

小 売 業 各種商品小売業，織物・衣服・身の�
回り品小売業，飲食料品小売業，機�
械器具小売業，その他小売業，無店�
舗小売業

不 動 産 業 不動産取引業，不動産賃貸業・管理�
業

リ ー ス 業 物品賃貸業

その他の物品賃
貸業

物品賃貸業（リース業に該当するも�
のを除く）

宿 泊 業 宿泊業

飲食サービス業 飲食店，持ち帰り・配達飲食サービ
ス業

生活関連サービ
ス業

洗濯・理容・美容・浴場業，その他�
の生活関連サービス業

娯 楽 業 娯楽業

広 告 業 広告業

純粋持株会社 純粋持株会社

その他の学術研
究，専門・技術
サービス業

学術・開発研究機関，専門サービス
業（他に分類されないもの），技術
サービス業（他に分類されないもの）

医療，福祉業 医療業，保健衛生，社会保険・社会
福祉・介護事業

教育，学習支援
業

学校教育，その他の教育・学習支�
授業

職業紹介・労働
者派遣業 職業紹介・労働者派遣業

その他のサービ
ス業

廃棄物処理業，自動車整備業，機械
等修理業，その他の事業サービス業，
その他のサービス業

銀 行 業 銀行業，協同組織金融業

貸金業，クレ
ジットカード業
等非預金信用機
関（以下「貸金
業等」という）

質屋，消費者向け貸金業，事業者向�
け貸金業，クレジットカード業，割�
賦金融業，その他の貸金業，クレジッ�
トカード業等非預金信用機関

金融商品取引業
（第一種金融商
品取引業であっ
て有価証券関連
業に限る）

金融商品取引業（第一種金融商品�
取引業であって有価証券関連業に限�
る）

その他の金融商
品取引業，商品
先物取引業（以
下「その他の金
商」という）

その他の金融商品取引業，商品先物
取引業，補助的金融業

生 命 保 険 業 生命保険業

損 害 保 険 業 損害保険業

その他の保険業 少額短期保険業，保険媒介代理業，�
保険サービス業
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売費・一般管理費に含まれるものの合計額である。
　出向者については，給与を支給した会社において記入
することになる。つまり，出向者の給与を出向先で支給
した場合は，出向先において「役員給与」「従業員給与」「役
員・従業員数」を計上することになる。また，出向先が
給与負担金等を出向元へ支出し，出向元が直接給与を支
給し決算書上「役員給与」「従業員給与」を計上したと
きは，出向元の「役員給与」「従業員給与」「役員・従業
員数」に含めることになる。
　⑶　「福利厚生費」
　法定福利費，厚生費，福利施設負担額，退職給与支払
額（退職給付費用を含む）等，給与以外で人件費とみな
されるものの総額である。
　⑷　「租税公課」
　収入課税の事業税（法人税等に含むものを除く），固
定資産税，自動車税，印紙税等の総額であり，法人税，
住民税及び所得課税の事業税は含まれていない。
　⑸　「特別法上の準備金（又は引当金）」
　特定事業の公益性の観点から，その計上が特別の法律
により義務づけられているもので，本統計では，ガス熱
量変更引当金（ガス事業法第27条），渇水準備引当金（電
気事業法第36条），商品取引責任準備金（商品取引所法第
136条の22）�及び特定都市鉄道整備準備金（特定都市鉄道
整備促進特別措置法第８条）等が該当する。
　⑹�　「資本準備金」，「その他資本剰余金」，「利益準備

金」，「積立金」，「繰越利益剰余金」
　純資産項目の，「資本剰余金」の内訳として，「資本準
備金」，及び「その他資本剰余金」があり，「利益剰余
金」の内訳として，「利益準備金」，「積立金」，「繰越利
益剰余金」がある。

８．財務営業比率の算式

当座比率＝現金・預金＋受取手形＋売掛金＋有価証券流　動　負　債 ×100

流動比率＝流動資産流動負債×100

固定比率＝固定資産純資産 ×100

自己資本比率＝純資産－新株予約権総資本 ×100

総資本営業利益率＝ 営　業　利　益
総資本（期首・期末平均）×100

　　（注）�期首・期末平均とは当年度調査における前期末と当期末の計
数の平均である。

総資本経常利益率＝ 経　常　利　益
総資本（期首・期末平均）×100

自己資本経常利益率＝ 経　常　利　益
純資産－新株予約権（期首・期末平均）×100

売上高営業利益率＝営業利益売上高 ×100

売上高経常利益率＝経常利益売上高 ×100

総資本回転率＝ 売　　上　　高
総資本（期首・期末平均）

有形固定資産回転率

＝ 売　　　　　　　上　　　　　　　高
有形固定資産（建設仮勘定を除く）（期首・期末平均）

棚卸資産回転期間＝棚卸資産（期首・期末平均）売上高÷12

売掛金回転期間＝（受取手形＋売掛金）（期首・期末平均）売上高÷12

買掛金回転期間＝（支払手形＋買掛金）（期首・期末平均）売上高÷12

信用供与率＝受取手形＋売掛金＋受取手形割引残高支払手形＋買掛金 ×100

手元流動性

＝（現金・預金＋有価証券）（期首・期末平均）売　　上　　高 ×100

借入金利子率

＝ 支払利息等
（短期・長期借入金＋社債＋受取手形割引残高）（期首・期末平均）×100

減価償却率＝ 減価償却費
その他の有形固定資産＋無形固定資産＋減価償卸費×100

配当率＝ 中間配当額＋配当金
資本金（期首・期末平均）×100

配当性向＝中間配当額＋配当金当期純利益 ×100

内部留保率
［平成18年度調査以前］

＝当期純利益－（中間配当額＋配当金＋役員賞与）当期純利益 ×100

［平成19年度調査以降］

＝当期純利益－（中間配当額＋配当金）当期純利益 ×100

　　（注）�役員賞与は，平成18年度調査以前では利益処分項目として調
査を行っていたが，平成19年度調査以降は費用項目として調
査を行っている。

付加価値率＝付加価値額売上高 ×100

［平成18年度調査以前］
　付加価値額＝営業純益（営業利益－支払利息等）＋役
員給与＋従業員給与＋福利厚生費＋支払利息等＋動産・
不動産賃借料＋租税公課
［平成19年度調査以降］
　付加価値額＝営業純益（営業利益－支払利息等）＋役
員給与＋役員賞与＋従業員給与＋従業員賞与＋福利厚生
費＋支払利息等＋動産・不動産賃借料＋租税公課
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　　（注）�役員賞与は，平成18年度調査以前では利益処分項目として調
査を行っていたが，平成19年度調査以降は費用項目として調
査を行っている。また，従業員賞与は，平成18年度調査以前
では従業員給与に含めて調査を行っていたが，平成19年度調
査以降は従業員給与に含めず単独項目として調査を行ってい
る。

従業員１人当たり付加価値額（労働生産性）

＝付加価値額従業員数
労働装備率

＝有形固定資産（建設仮勘定を除く）（期首・期末平均）従業員数
設備投資効率

＝ 付加価値額
有形固定資産（建設仮勘定を除く）（期首・期末平均）×100

９．本調査結果利用上の注意

　⑴　付加価値とは企業が新たに創造した価値である。
本調査では営業純益（営業利益－支払利息等）に人件費
（役員給与，役員賞与，従業員給与，従業員賞与，福利厚
生費），支払利息等，動産・不動産賃借料及び租税公課を
加えて算出した。
　なお，全産業（金融業、保険業を含む）及び金融業、
保険業については付加価値は算出していない。
　役員賞与は平成18年度調査以前は利益処分項目であっ
たが，平成19年度調査以降は費用項目となった。
　⑵　決算期を変更したため，決算期間が１年未満となっ
た法人の決算計数は，これを１年分の計数とみなして集
計した。
　⑶　規模別統計表の「� 」は，法人数が１社又は
２社のため当該欄を空欄とし，総額又は隣の欄に数値を
加算したことを示す。

　⑷　当年度調査における前期末計数は，統計表の末尾
に，「業種別資産・負債及び純資産表（期首）」�として掲
載した。
　⑸　※は算式の分母が負数のもの，又は分子が零のも
のである。
　⑹　昭和50年度調査から業種分類の変更が行われた。
　⑺　平成２年の商法の改正に伴い，平成８年度調査か
ら資本金階層区分の変更が行われた。
　⑻　平成10年以降企業会計基準等の変更が行われてい
るが，当調査は，基本的に企業会計基準に沿って経理処
理された財務諸表上の計数について調査している統計で
あるため，こうした会計処理方法の変更に伴う影響があ
ることに留意する必要がある。
　⑼　調査方法の概要「５．集計及び推計の方法」にお
ける調査対象法人数及び統計表における推計法人数を平
成12年度調査から各々「母集団」に表記を改めた（定義
は同じ）。
　⑽　平成16年度調査より業種分類の変更（見直し等）
が行われた。
　⑾　平成16年度調査から売上高，設備投資の２項目（全
産業，製造業及び非製造業の３系列）について，精度計
算結果を公表することとした。
　⑿　平成20年度調査から，金融業、保険業を含めた調
査を実施している。これに伴い，「金融機関を子会社とす
る純粋持株会社」を調査対象に加えた。
　⒀　平成20年度調査から，日本郵政グループを含めた
調査を実施している。
　⒁　平成21年度調査から，（株）商工組合中央金庫を含
めた調査を実施している。

10．調　　査　　票　　集　　計　　状　　況

（単位：社，％）

区　　　　　　　分 標　本　法　人　数 回　答　法　人　数 回　　　答　　　率

全産業（金融業、保険業を含む） 37,346 26,919 72.1

全 産 業 30,495 22,281 73.1

製 造 業 8,355 6,680 80.0

非 製 造 業 22,140 15,601 70.5

金 融 業、 保 険 業 6,851 4,638 67.7

資 本 金

10　　億　　円　　以　　上
5,798 5,178 89.3

（4,959） （4,383） （88.4）

1 億 円 以 上 10 億 円 未 満
12,021 8,705 72.4

（10,615） （7,609） （71.7）

1,000 万 円以上 1 億円未満
14,180 10,045 70.8

（11,275） （8,137） （72.2）

1,000　 万 　 円 　 未 　 満
5,347 2,991 55.9

（3,646） （2,152） （59.0）

（注）　（　）書きは，金融業、保険業を除いた数値である。
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