
Ⅴ.　【表Ａ】景気関連統計調査

１．判断調査

調査の名称 　　法人企業動向調査（承認統計） 　　　　　　大蔵省景気予測調査（承認統計） 　法人企業統計調査（指定統計） 産業経済動向調査（承認統計） 　通商産業省設備投資調査（承認統計） 　　　　　　　短期経済観測調査（届出統計）

実施機関 　　経済企画庁 大蔵省 大蔵省 　通商産業省 　通商産業省 　　　　　日本銀行

　　調査局景気統計調査課 　　　財政金融研究所調査統計部調査統計課 財政金融研究所 産業政策局調査課 産業政策局産業資金課、環境立地局環境指導室 　　　　　調査統計局経済統計課

　　調査統計部調査統計課

調査対象単位 　　企業 　　企業 企業 企業 　　企業 　　　　　　企業

調査実施時期 　　3、6、9、12月 　　　2、5、8、11月 　 2,5,8,11月(年次別は1月または7月) 　 2、5、8、11月 　4、10月 　　　　　3、6、9、12月

項　目 種別 質問項目 把握時 種別 質問項目 把握時 種別 質問項目 把握時 種別 質問項目 把握時 種別 質問項目 把握時 種別 質問項目 把握時

判 景況 変化 国内景気（全業種） 各項目につき 変化 景況 各項目につき 変化 業況 各項目につき 水準 業況 最近（記入時点）

断 変化 業界の景気（全業種） 　当四半期 選択肢 景況変化の要因 　当四半期 水準 業況 　当四半期 先行き（3ヶ月後）

調 変化 国内需要（製造業） 　来四半期 　来四半期 　来四半期

査 変化 海外需要（製造業） 　再来四半期 　再来四半期

売上 変化 売上高（金融・保険・不動産業を 当四半期 変化 売上高 各項目につき

　除く全業種） 来四半期 変化 輸出額 　当四半期

再来四半期 変化 売上数量 　来四半期

収益 変化 経常利益（金融・保険・不動産業を 当四半期 変化 経常損益の改善・悪化 各項目につき 変化 採算(経常利益) 各項目につき

　除く全業種） 来四半期        (対前年同期比) 　前半期 水準 採算(経常利益) 　当四半期

再来四半期 選択肢 経常損益の改善・悪化の要因 　当半期 　来四半期

　来半期 選択肢 採算好転、悪化の各理由 当期

需給 変化 引合い 各項目につき 水準 業界の製商品需給 各項目につき

水準 引合い 　当四半期 水準 業界の海外での製商品 　最近（記入時点）

　来四半期 　需給 　先行き（3ヶ月後）

価格 変化 原材料価格（製造業､農林漁業､鉱業）各項目につき 変化 原材料、製品等の仕入価格 各項目につき 変化 売上単価 各項目につき 変化 製商品価格(3ヶ月前比) 各項目につき

変化 製品価格（製造業､農林漁業､鉱業） 　当四半期 変化 製(商）品･ｻｰﾋﾞｽの販売価格 　当四半期 変化 原材料仕入単価 　当四半期 変化 仕入価格(3ヶ月前比) 　最近（記入時点）

　来四半期 　来四半期 　来四半期 　先行き（3ヶ月後）

　再来四半期 　再来四半期

在庫 水準 原材料在庫水準（製造業､鉱業） 各項目につき 水準 販売製（商）品在庫 当四半期末 変化 製品在庫数量 各項目につき 水準 製商品在庫 各項目につき

水準 完成品･商品在庫水準 　当四半期末 来四半期末 水準 売上に対する 　当四半期 水準 業界製品の流通在庫 　最近（記入時点）

（製造業､鉱業､卸売･小売業､飲食店）　来四半期末 再来四半期末 　製品在庫水準 　来四半期 　先行き（3ヶ月後）

　再来四半期末

設備 水準 生産設備（製造業） 当四半期 水準 生産・販売などの設備 当四半期末 変化 設備稼働率 各項目につき <企業調査> 水準 生産・営業用設備 最近（記入時点）

来四半期 来四半期末 水準 生産設備 　当四半期 選択肢 情報化関連投資 － 先行き（3ヶ月後）

再来四半期 再来四半期末 　来四半期 　の目的・実施状況

選択肢 新規事業投資の際の問題点 －

<6月調査のみ> 選択肢 設備投資目的 前半期 変化 設備投資の当初計画の 　当半期 　および最も重視する点

選択肢 海外直接投資新規案件の投資目的 各項目につき 当半期 修正見込み（2月調査のみ）　来半期 <主たる業種に関する調査>

海外直接投資新規案件の 　前年度 来半期 　　および<業種別調査>

　　投資地域・国 　当年度 変化 設備投資計画の見通し 今後

選択肢 重点を置く設備投資の目的 今後

雇用 水準 従業員数 当四半期末 変化 従業者数 各項目につき 水準 雇用人員 最近（記入時点）

来四半期末 水準 従業者数 　当四半期 先行き（3ヶ月後）

再来四半期末 　来四半期

有無 臨時・パートの有無 当四半期 変化 雇用者数(3ヶ月前比) 先行き（3ヶ月後）

変化 臨時・パートの数 各項目につき 選択肢 従業者数過不足に対する 来四半期

変化 所定外労働時間 　当四半期 　対策

　来四半期

　再来四半期

為替 水準 為替レート水準 当四半期

来四半期

有無 為替(リスクヘッジの有無) 来四半期

　（製造業、商社のみ）

資金繰り 変化 資金繰り 当四半期 <企業調査> 水準 資金繰り 各項目につき

来四半期 選択肢 今後の借入残高の 今後 水準 金融機関の貸出態度 　最近（記入時点）

再来四半期 見通し (1年程度内) 変化 借入金利水準(3ヶ月前比) 　先行き（3ヶ月後）

有無 金融機関からの借入金 当四半期 選択肢 銀行等からの資金調達に －

変化 設備資金 当四半期末 　関する要望 変化 有利子負債残高(3ヶ月前比) 先行き（3ヶ月後）

来四半期末 選択肢 取引金融機関に対する期待 今後 変化 手元流動性水準(3ヶ月前比) 先行き（3ヶ月後）

再来四半期末 選択肢 直接金融に関する方針 －

変化 金融機関の融資態度 当四半期 選択肢 直接金融に関する課題 －

来四半期 選択肢 持ち合い株の比率 －

再来四半期 選択肢 持ち合い株のメリット －

選択肢 持ち合い株に係る税制に －

　おける見直すべき課題

選択肢 実施、検討中の財務リストラ －

経営上 選択肢 中期的な経営課題 当半期 選択肢 経営上の問題点 当期 選択肢 事業再構築の内容

の課題 政府施策への期待

注：変化は、注釈のない場合は、前期比。断りのない場合は、全て回答企業の状況



２．計数調査

調査の名称 法人企業動向調査（承認統計） 　　大蔵省景気予測調査（承認統計） 法人企業統計調査（指定統計） 産業経済動向調査（承認統計） 通商産業省設備投資調査（承認統計） 　　短期経済観測調査（届出統計）

実施機関 経済企画庁 　　　　　大蔵省 大蔵省 通商産業省 通商産業省 日本銀行

調査局景気統計調査課 財政金融研究所調査統計部調査統計課 財政金融研究所調査統計部調査統計課 産業政策局調査課 産業政策局産業資金課、環境立地局環境指導室 調査統計局経済統計課

調査対象単位 企業 企業 企業 企業 企業 企業

調査実施時期 3、6、9、12月 2、5、8、11月 2、5、8、11月（年次別は、1月または7月） 2、5、8、11月 4、10月 3、6、9、12月

項　目 質問項目 把握時 質問項目 把握時 質問項目 把握時 質問項目 把握時 質問項目 把握時 質問項目 把握時

計 売上 売上高 前々半期 <四半期別調査> ＜企業調査＞ 各項目につき 総売上高 各項目につき

数 前半期 売上高 各項目につき 売上高 　前年度 国内売上高 　前々年度(3月調査除く)

調 当半期 　前四半期 　当年度 輸出売上高 　前年度

査 来半期 <年次別調査> 　来年度 　当年度

売上高（業種別） 前半期 　来年度(3月調査のみ)

　　（各上下期別）

収益 経常損益 前々半期 <四半期別調査> 材料費 各項目につき

前半期 売上原価、販売費・一般管理費、 各項目につき 人件費 　前々年度(3月調査除く)

当半期 　営業利益、受取利息、営業外収益、　前四半期 減価償却費 　前年度

来半期 　支払利息･割引料、営業外費用、 営業損益 　当年度

　経常利益 金融収益 　（各上下期別）

<年次調査> 金融費用

売上原価、販売費・一般管理費、 各項目につき 経常損益

　営業利益、営業外収益、営業外費用　前年度上期

　経常利益、特別利益、特別損失、 　前年度下期

　税引前当期純利益、

　法人税および住民税、当期純利益

設備投資 設備投資額 前四半期 新規設備投資額 前々半期 <四半期別調査> ＜企業調査＞ 設備投資額 前々年度

 （土地を除いた新規取得額 当四半期 うち土地購入額 前半期 固定資産増減 各項目につき 取得設備額（全体、土地） 各項目につき （有形固定資産計上 前年度

　　　　　　　・工事進捗ベース）来四半期 当半期 　土地、その他有形固定資産等につき　前四半期 情報化関連投資の割合 　前年度 　　ベース） 当年度

再来四半期 来半期 　　－増加額(新設、譲受) 情報化関連投資のうちハードウェア 　当年度 　（各上下期別）

（または 　　－減少額 　　の割合 　来年度

来半期） (減価償却費、売却滅失振替等) 新規事業設備投資額(関係会社含む)

(製造業、非製造業、サービス業別)

<6月調査のみ> <主たる業種に関する調査>

海外直接投資動向 前年度 および<業種別調査>

当年度 取得設備額 各項目につき

海外直接投資新規案件数 前年度 新規リース契約額 　前年度

当年度 取得設備の投資目的別構成比* 　当年度

　来年度

　(各上下別)

*は年度のみ

研究開発 ＜企業調査＞

研究開発投資額 各項目につき

試験研究費 　前年度

試験研究費の内訳構成比 　当年度

　来年度

企業金融 ＜企業調査＞ 各項目につき 金融機関借入金 各項目につき

長期資金運用項目 　前年度 ＣＰ 　前々四半期末

　 　－取得設備投資所用資金 　当年度 社債 　前四半期末

　－投融資額 　来年度 資本金および資本準備金

　－短期資金への振替 現金・預金

長期資金調達項目 短期所有有価証券

　－株式 投資有価証券

　－社債

　－借入金

　－内部資金

雇用 役員数、従業員数 各項目につき 雇用者数 各項目につき

　－<四半期調査> 　前四半期中平均 うちパート 　前々四半期末

　－<年次別調査> 　前年度中平均 　前四半期末

その他 <四半期調査> 各項目につき 輸出計画額に占める為替 来四半期 法人税額 前年度 輸出に際しての 前々年度

資産・負債および資本の内訳 　前四半期末 　リスクヘッジ実施比率 当年度 　為替レート 前年度

投資・その他の資産の内訳 　（製造業、商社のみ） 来年度 当年度

<年次別調査> 　（各上下期別）

資産・負債および資本の内訳 各項目について

　前年度上期

　前年度下期


