
工業統計調査用産業分類新旧対応表
旧（平成13年調査まで） 対　応 新（平成14年調査以降） 変　更　内　容

　12　食料品製造業 　09　食料品製造業

　　121　畜産食料品製造業 　　091　畜産食料品製造業
　　122　水産食料品製造業 　　092　水産食料品製造業
　　123　野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品 　　093　野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品
　　　　製造業 　　　　製造業
　　124　調味料製造業 　　094　調味料製造業
　　125　糖類製造業 　　095　糖類製造業
　　126　精穀・製粉業 　　096　精穀・製粉業
　　127　パン・菓子製造業 　　097　パン・菓子製造業
　　128　動植物油脂製造業 　　098　動植物油脂製造業
　　129　その他の食料品製造業 　　099　その他の食料品製造業 旧細分類「1294 こうじ・種こうじ・麦芽・も

やし製造業」のうち「もやし」のみ「大分
類A-農業」へ移行

　13　飲料・たばこ・飼料製造業 　10　飲料・たばこ・飼料製造業

　　131　清涼飲料製造業 　　101　清涼飲料製造業
　　132　酒類製造業 　　102　酒類製造業
　　133　茶・コーヒー製造業 　　103　茶・コーヒー製造業
　　134　製氷業 　　104　製氷業
　　135　たばこ製造業 　　105　たばこ製造業
　　136　飼料・有機質肥料製造業 　　106　飼料・有機質肥料製造業

　14　繊維工業（衣服，その他の繊維製品を除く） 　11　繊維工業（衣服，その他の繊維製品を除く）

　　141　製糸業 　　111　製糸業
　　142　紡績業 　　112　紡績業
　　143　ねん糸製造業 　　113　ねん糸製造業
　　144　織物業 　　114　織物業
　　145　ニット生地製造業 　　115　ニット生地製造業
　　146　染色整理業 　　116　染色整理業
　　147　綱・網製造業 　　117　綱・網製造業
　　148　レース・繊維雑品製造業 　　118　レース・繊維雑品製造業
　　149　その他の繊維工業 　　119　その他の繊維工業

　15　衣服・その他の繊維製品製造業 　12　衣服・その他の繊維製品製造業

　　151　織物製（不織布製及びレース製を含む）外 　　121　織物製（不織布製及びレース製を含む）外
　　　　　・シャツ製造業（和式を除く） 　　　　　・シャツ製造業（和式を除く）
　　152　ニット製外衣・シャツ製造業 　　122　ニット製外衣・シャツ製造業
　　153　下着類製造業 　　123　下着類製造業
　　154　毛皮製衣服・身の回り品製造業 統合（旧154を新125へ）
　　155　和装製品・足袋製造業 統合 　　124　和装製品・足袋製造業
　　156　その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 　　125　その他の衣服・繊維製身の回り品製造業
　　159　その他の繊維製品製造業 　　129　その他の繊維製品製造業

　16　木材・木製品製造業（家具を除く） 　13　木材・木製品製造業（家具を除く）

　　161　製材業，木製品製造業 　　131　製材業，木製品製造業
　　162　造作材・合板・建築用組立材料製造業 　　132　造作材・合板・建築用組立材料製造業
　　163　木製容器製造業（竹，とうを含む） 　　133　木製容器製造業（竹，とうを含む）
　　169　その他の木製品製造業 (竹，とうを含む) 　　139　その他の木製品製造業 (竹，とうを含む)

　17　家具・装備品製造業 　14　家具・装備品製造業

　　171　家具製造業 　　141　家具製造業
　　172　宗教用具製造業 　　142　宗教用具製造業
　　173　建具製造業 　　143　建具製造業
　　179　その他の家具・装備品製造業 　　149　その他の家具・装備品製造業

　18　パルプ・紙・紙加工品製造業 　15　パルプ・紙・紙加工品製造業

　　181　パルプ製造業 　　151　パルプ製造業
　　182　紙製造業 　　152　紙製造業
　　183　加工紙製造業 　　153　加工紙製造業
　　184　紙製品製造業 　　154　紙製品製造業
　　185　紙製容器製造業 一部移行 　　155　紙製容器製造業 旧細分類「1855 ソリッドファイバー・バル
　　189　その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 　　159　その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 カナイズドファイバー製品製造業」が新

細分類「1599  他に分類されないパルプ
・紙・紙加工品」に統合

　19　出版・印刷・同関連産業 　16　印刷・同関連業 一部廃止、旧193～199を統合

　　191　新聞業 廃止（新大分類「Ｈ－情報通信業」へ）
　　192　出版業
　　193　印刷業（謄写印刷業を除く） 　　161　印刷業 名称変更
　　194　製版業 　　162　製版業
　　195　製本業，印刷物加工業 　　163　製本業，印刷物加工業
　　199　印刷関連サービス業 　　169　印刷関連サービス業

　20　化学工業 　17　化学工業

　　201　化学肥料製造業 　　171　化学肥料製造業
　　202　無機化学工業製品製造業 　　172　無機化学工業製品製造業
　　203　有機化学工業製品製造業 　　173　有機化学工業製品製造業
　　204　化学繊維製造業 　　174　化学繊維製造業
　　205　油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活 　　175　油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活
　　　　剤・塗料製造業 　　　　剤・塗料製造業
　　206　医薬品製造業 　　176　医薬品製造業
　　207　化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造 　　177　化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造
　　209　その他の化学工業 　　179　その他の化学工業

　21　石油製品・石炭製品製造業 　18　石油製品・石炭製品製造業

　　211　石油精製業 　　181　石油精製業
　　212　潤滑油・グリース製造業（石油精製業に 　　182　潤滑油・グリース製造業（石油精製業に
　　　　よらないもの） 　　　　よらないもの）
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工業統計調査用産業分類新旧対応表
旧（平成13年調査まで） 対　応 新（平成14年調査以降） 変　更　内　容

　　213　コークス製造業 　　183　コークス製造業
　　214　練炭・豆炭製造業 統合（新189へ）
　　215　舗装材料製造業 統合 　　184　舗装材料製造業
　　219　その他の石油製品・石炭製品製造業 　　189　その他の石油製品・石炭製品製造業 統合（旧214を含む）

　22　プラスチック製品製造業（別掲を除く） 　19　プラスチック製品製造業（別掲を除く）

　　221　プラスチック板・棒・管・継手・異形押出 　　191　プラスチック板・棒・管・継手・異形押出
　　　　製造業 　　　　製造業
　　222　プラスチックフィルム・シート・床材・合 　　192　プラスチックフィルム・シート・床材・合
　　　　製造業 　　　　製造業
　　223　工業用プラスチック製品製造業 　　193　工業用プラスチック製品製造業
　　224　発泡・強化プラスチック製品製造業 　　194　発泡・強化プラスチック製品製造業
　　225　プラスチック成形材料製造業（廃プラスチック 　　195　プラスチック成形材料製造業（廃プラスチック
　　　　を含む） 　　　　を含む）
　　229　その他のプラスチック製品製造業 　　199　その他のプラスチック製品製造業

　23　ゴム製品製造業 　20　ゴム製品製造業

　　231　タイヤ・チューブ製造業 　　201　タイヤ・チューブ製造業
　　232　ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製 　　202　ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製
　　233　ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品 　　203　ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品
　　　　製造業 　　　　製造業
　　239　その他のゴム製品製造業 　　209　その他のゴム製品製造業

　24　なめし革・同製品・毛皮製造業 　21　なめし革・同製品・毛皮製造業

　　241　なめし革製造業 　　211　なめし革製造業
　　242　工業用革製品製造業（手袋を除く） 　　212　工業用革製品製造業（手袋を除く）
　　243　革製履物用材料・同附属品製造業 　　213　革製履物用材料・同附属品製造業
　　244　革製履物製造業 　　214　革製履物製造業
　　245　革製手袋製造業 　　215　革製手袋製造業
　　246　かばん製造業 　　216　かばん製造業
　　247　袋物製造業 　　217　袋物製造業
　　248　毛皮製造業 　　218　毛皮製造業
　　249　その他のなめし革製品製造業 　　219　その他のなめし革製品製造業

　25　窯業・土石製品製造業 　22　窯業・土石製品製造業

　　251　ガラス・同製品製造業 　　221　ガラス・同製品製造業
　　252　セメント・同製品製造業 　　222　セメント・同製品製造業
　　253　建設用粘土製品製造業（陶磁器製を除く) 　　223　建設用粘土製品製造業（陶磁器製を除く)
　　254　陶磁器・同関連製品製造業 　　224　陶磁器・同関連製品製造業
　　255　耐火物製造業 　　225　耐火物製造業
　　256　炭素・黒鉛製品製造業 　　226　炭素・黒鉛製品製造業
　　257　研磨材・同製品製造業 　　227　研磨材・同製品製造業
　　258　骨材・石工品等製造業 　　228　骨材・石工品等製造業
　　259　その他の窯業・土石製品製造業 　　229　その他の窯業・土石製品製造業

　26　鉄鋼業 　23　鉄鋼業

　　261　高炉による製鉄業 　　231　製鉄業 名称変更、小分類統合
　　262　高炉によらない製鉄業  
　　263　製鋼・製鋼圧延業 　　232　製鋼・製鋼圧延業
　　264　製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材 　　233　製鋼を行わない鋼材製造業（表面処理鋼材
　　　　を除く） 　　　　を除く）
　　265　表面処理鋼材製造業 　　234　表面処理鋼材製造業
　　266　鉄素形材製造業 　　235　鉄素形材製造業
　　269　その他の鉄鋼業 　　239　その他の鉄鋼業

　27　非鉄金属製造業 　24　非鉄金属製造業

　　271　非鉄金属第１次製錬・精製業 　　241　非鉄金属第１次製錬・精製業
　　272　非鉄金属第２次製錬・精製業（非鉄金属合 　　242　非鉄金属第２次製錬・精製業（非鉄金属合
　　　　製造業を含む） 　　　　製造業を含む）
　　273　非鉄金属・同合金圧延業（抽伸，押出しを 　　243　非鉄金属・同合金圧延業（抽伸，押出しを
　　　　含む） 　　　　含む）
　　274　電線・ケーブル製造業 　　244　電線・ケーブル製造業
　　275　非鉄金属素形材製造業 　　245　非鉄金属素形材製造業
　　279　その他の非鉄金属製造業 　　249　その他の非鉄金属製造業

　28　金属製品製造業 　25　金属製品製造業

　　281　ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 　　251　ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業
　　282　洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 　　252　洋食器・刃物・手道具・金物類製造業
　　283　暖房装置・配管工事用附属品製造業 　　253　暖房装置・配管工事用附属品製造業
　　284　建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金 　　254　建設用・建築用金属製品製造業（製缶板金
　　　　　を含む) 　　　　　を含む)
　　285　金属素形材製品製造業 　　255　金属素形材製品製造業
　　286　金属被覆・彫刻業，熱処理業（ほうろう鉄 　　256　金属被覆・彫刻業，熱処理業（ほうろう鉄
　　　　を除く） 　　　　を除く）
　　287　金属線製品製造業（ねじ類を除く) 　　257　金属線製品製造業（ねじ類を除く)
　　288　ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ね 　　258　ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ね
　　　　製造業 　　　　製造業
　　289　その他の金属製品製造業 　　259　その他の金属製品製造業

　29　一般機械器具製造業 　26　一般機械器具製造業

　　291　ボイラ・原動機製造業 　　261　ボイラ・原動機製造業
　　292　農業用機械製造業（農業用器具を除く） 　　262　農業用機械製造業（農業用器具を除く） 定義変更（旧292、293の一部）

定義変更 統合（旧2921、2931の一部から）

　　293　建設機械・鉱山機械製造業（建設用・農業 　　263　建設機械・鉱山機械製造業 定義変更（旧2931、2932の一部、2974
　　　　・運搬用トラクタを含む) の一部及び3191の一部）

　 定義変更（新262、263へ）
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工業統計調査用産業分類新旧対応表
旧（平成13年調査まで） 対　応 新（平成14年調査以降） 変　更　内　容

　　294　金属加工機械製造業 　　264　金属加工機械製造業
　　295　繊維機械製造業 　　265　繊維機械製造業 統合（旧細分類2982を含む）
　　296　特殊産業用機械製造業 一部分割 　　266　特殊産業用機械製造業 分割（旧細分類2972の一部を含む）
　　297　一般産業用機械・装置製造業 　　267　一般産業用機械・装置製造業 分割（旧細分類2972の一部が

新小分類266へ）
　　298　事務用・サービス用・民生用機械器具 　　268　事務用・サービス用・民生用機械器具 分割（旧細分類2982が新分類265へ）
　　　　　製造業 　　　　　製造業
　　299　その他の機械・同部分品製造業 　　269　その他の機械・同部分品製造業

　30　電気機械器具製造業 　27　電気機械器具製造業

　　301　発電用・送電用・配電用・産業用電気機械 　　271　発電用・送電用・配電用・産業用電気機械
　　　　　器具製造業 　　　　　器具製造業
　　302　民生用電気機械器具製造業 　　272　民生用電気機械器具製造業
　　303　電球・電気照明器具製造業 　　273　電球・電気照明器具製造業
　　304　通信機械器具・同関連機械器具製造業 新281へ
　　305　電子計算機・同附属装置製造業 新282へ
　　306　電子応用装置製造業 　　274　電子応用装置製造業
　　307　電気計測器製造業 　　275　電気計測器製造業

新291へ
　　309　その他の電気機械器具製造業 　　279　その他の電気機械器具製造業

　28　情報通信機械器具製造業

　　304　通信機械器具・同関連機械器具製造業 　　281　通信機械器具・同関連機械器具製造業 旧304から

　　305　電子計算機・同付属装置製造業 　　282　電子計算機・同附属装置製造業 旧305から

　　308　電子部品・デバイス製造業 　29　電子部品・デバイス製造業

　　291　電子部品・デバイス製造業 旧308から

　31　輸送用機械器具製造業 　30　輸送用機械器具製造業

　　311　自動車・同附属品製造業 　　301　自動車・同附属品製造業
　　312　鉄道車両・同部分品製造業 　　302　鉄道車両・同部分品製造業
　　313　自転車・同部分品製造業 小分類統合（新309へ）
　　314　船舶製造・修理業，舶用機関製造業 　　303　船舶製造・修理業，舶用機関製造業
　　315　航空機・同附属品製造業 　　304　航空機・同附属品製造業

一部格上げ

　　305　産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 格上げ（旧3191の一部）

　　319　その他の輸送用機械器具製造業 　　309　その他の輸送用機械器具製造業 統合（旧313を含む）

　32　精密機械器具製造業 　31　精密機械器具製造業

　　321　計量器・測定器・分析機器・試験機製造業 　　311　計量器・測定器・分析機器・試験機製造業
　　322　測量機械器具製造業 　　312　測量機械器具製造業
　　323　医療用機械器具・医療用品製造業 　　313　医療用機械器具・医療用品製造業
　　324　理化学機械器具製造業 　　314　理化学機械器具製造業
　　325　光学機械器具・レンズ製造業 　　315　光学機械器具・レンズ製造業
　　326　眼鏡製造業（枠を含む) 　　316　眼鏡製造業（枠を含む)
　　327　時計・同部分品製造業 　　317　時計・同部分品製造業

　33　武器製造業
格下げ（新328へ）

　　331　武器製造業

　34　その他の製造業 　32　その他の製造業

　　341　貴金属製品製造業（宝石加工を含む） 　　321　貴金属・宝石製品製造業 名称及び定義変更（一部325へ）
　　342　楽器製造業 　　322　楽器製造業
　　343　がん具・運動用具製造業 　　323　がん具・運動用具製造業
　　344　ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品 　　324　ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品
　　　　製造業 　　　　製造業
　　345　装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業 　　325　装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業 定義変更、統合（旧3411の一部を含む）
　　　　金属・宝石製を除く) 　　　　金属・宝石製を除く)
　　346　漆器製造業 　　326　漆器製造業
　　347　畳・傘等生活雑貨製品製造業 　　327　畳・傘等生活雑貨製品製造業

　　328　武器製造業 中分類からの格下げ(旧331から)
　　349　他に分類されない製造業 　　329　他に分類されない製造業

トラクタ、ショベルトラックにつ

いては、用途（農業用、建設用、

運搬用等）分類に定義変更

定義（範囲）変更

(旧301～303,306,307,309の計)

中分類分割

（旧304+305を中分類に格上

中分類分割

（旧308を中分類に格上げ）
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