利用上の注意
本確報における数値は、商業統計調査の調査項目を平成２４年経済センサス－活動調査の中で調
査したものである。
宮崎県の一連の経済の動きを把握するため、商業統計調査との時系列比較を行っているが、実
施時期や調査手法が商業統計調査とは異なるため、その差数がすべて増加、減少を示すものでは
ないことに留意を要する。

１

経済センサス－活動調査の卸売業・小売業確報について

(1)

調査の目的
平成24年経済センサス－活動調査（以下「調査」という。）は、我が国の全産業分野におけ
る事業所及び企業の経済活動の実態をあきらかにするとともに、事業所及び企業を調査対象と
する各種統計調査の精度向上に資する母集団情報を得ることを目的として新たに創立された統
計調査である。
卸売業・小売業確報は、経済産業省が我が国の商業の実態を明らかにすることを目的に昭和2
7年から実施している「商業統計調査」との時系列比較を行うために、平成24年経済センサス
－活動調査の調査結果のうち、卸売業・小売業について産業別に集計したものである。

(2)

調査の期日
平成23年1月1日から平成23年12月31日までの1年間の実績について、平成24年2月1日現在で実
施した。

(3)

調査の範囲
全国すべての事業所及び企業。（農林漁家に属する個人経営の事業所、家事サービス業、外
国公務に属する事業所、国及び地方公共団体の事業所を除く）
事業所とは、経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の要件を備えている
ものをいう。
① 一定の場所（一区画）を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動が行われていること。
② 従業者と設備を有して、物の生産、製造加工や販売、サービスの提供が継続的に行われて
いること。
卸売業・小売業については、上記条件のほか、日本標準産業分類に掲げる「大分類Ｉ－卸売
業・小売業」に格付された事業所（国に属する事業所を除く）について集計したものである。

２

統計表利用のための主な用語の説明

(1)

(2)

事業所（卸売業・小売業事業所）
原則として一定の場所（一区画）を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であっ
て、一般的に卸売業、小売業といわれる事業所をいう。
卸売業
主として次の業務を行う事業所をいう。
① 小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
② 産業用使用者（建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等）に
業務用として商品を大量又は多額に販売する事業所
③ 主として業務用に使用される商品｛事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・
ホテルなどの設備、産業用機械（農業用器具を除く）、建設材料（木材、セメント、板ガ
ラス、かわら）など｝などを販売する事業所
④ 製造業の会社が、別の場所で経営している自己製品の卸売事業所（主として管理的事務
を行っている事業所を除く）
例えば、家電メーカーの支店、営業所が自己製品を問屋などに販売している場合、その
支店、営業所は卸売事業所となる。
⑤ 商品を卸売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所
なお、修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とせず卸売業と
する。
⑥ 主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理または仲立を行う事業所
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（代理商・仲立業）。代理商・仲立業には、一般的に、買継商、仲買人、農産物集荷業と
呼ばれている事業所が含まれる。
(3)

小売業
主として次の業務を行う事業所をいう。
① 個人（個人経営の農林漁家への販売を含む）又は家庭用消費者のために商品を販売する
事業所
② 産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所
③ 商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所
なお、修理料収入額の方が多くても、同種商品を販売している場合は修理業とせず小売
業とします。ただし、修理のみを専業としている事業所は、修理業｛大分類R-サービス業
（他に分類されないもの）｝とする。この場合、修理のために部品などを取り替えても、
商品の販売とはしない。
④ 製造小売事業所（自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事
業所）。例えば、菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局など。
⑤ ガソリンスタンド
⑥ 主として無店舗販売を行う事業所（販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の
販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売の事
業所）で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
⑦ 別経営の事業所
官公庁、会社、工場、団体、遊園地などの中にある売店で他の事業所によって経営され
ている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類する。

(4)

従業者及び就業者
平成24年2月1日現在で、この事業所の業務に従事している従業者、就業者をいう。
従業者とは「個人業主」、「無給の家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいい、
就業者とは従業者に「臨時雇用者」及び「他からの出向・派遣従業者」を併せ「従業者・臨時
雇用者のうち他への出向・派遣就業者」を除いたものをいう。
① 「個人業主」とは、個人経営の事業主でその事業所の実際の業務に従事している者をいう。
②

「無給の家族従業者」とは、個人業主の家族で賃金・給与を受けず、ふだん事業所の仕事
を手伝っている者をいう。
③ 「有給役員」とは、法人、団体の役員（常勤、非常勤を問わない）で給与を受けている者
をいう。
④ 「常用雇用者」とは、「正社員・正職員」、「パート・アルバイトなど」と呼ばれている者
で次のいずれかに該当する者をいう。
ア 期間を定めずに雇用されている者
イ 1か月を超える期間を定めて雇用されている者
ウ ア、イ以外の雇用者のうち、平成23年の12月、平成24年1月のそれぞれの月に18日以上雇用さ
れていた者
⑤ 「臨時雇用者」とは、常用雇用者以外の雇用者で1か月以内の期間を定めて雇用されてい
る者や日々雇用されている者をいう。
⑥ 「他からの出向・派遣従業者」とは、別経営の事業所から出向・派遣されている者をいう。
⑦ 「従業者・臨時雇用者のうち他への出向・派遣従業者」とは、従業者及び臨時雇用者のう
ち、別経営の事業所へ出向・派遣している者をいう。
「従業者1人当たり年間商品販売額」、 「就業者1人当たり年間商品販売額」については、
「パート・アルバイトなど」の従業者について、平均的な1日当たりの労働時間である8時
間に換算した数値を用いて算出している。
(5)

(6)

年間商品販売額
平成23年1月1日から平成23年12月31日までの1年間の当該事業所における有体商品の販売額を
いい、消費税額を含んだ額である。
売場面積（小売業のみ）
平成24年2月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床面積
（食堂・喫茶、屋外展示場、配送所、階段、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、休憩
室、洗面所、事務室、倉庫等、また、他に貸している店舗（テナント）分は除く）をいう。
ただし、牛乳小売業、自動車（新車・中古）小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタ
ンド、新聞小売業の事業所に属する事業所並びに訪問販売、通信・カタログ販売等売場面積が
ない事業所は調査を行っていない。
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３

その他の注意事項

(1) 統計表中の「－」は該当数値なし、「0」及び「0.0」は四捨五入による単位未満、「▲」はマ
イナスの数値を表している。
「Ｘ」は事業所数が1又は2に関する数値で、これをこのまま掲げると個々の申告者の秘密が漏
れるおそれがあるため秘匿した箇所ですが、事業所数が3以上に関する数値であっても、前後の
関係から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿としている。
(2)

寄与度について
データ全体の変化に対して、その構成要素である個々のデータの変化がどのように貢献してい
るかを示す統計学的指標のことをいう。

(3)

(4)

統計表の表題、表側中の「不詳」は、当該項目について調査していないことを表しており、
「売場面積１㎡当たりの年間商品販売額」は、売場面積を持つ事業所について算出している。
この報告書では、次のとおり市町村分を区分し、広域市町村圏として集計している。
宮崎県北部:延岡市、日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、
高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
西都・児湯:西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町
宮崎東諸県:宮崎市、国富町、綾町
日南・串間:日南市、串間市
都城北諸県:都城市、三股町
西

(5)

諸:小林市、えびの市、高原町

前回（平成19年商業統計調査）以降産業分類に変更があったため、産業分類改定表を利用上
の注意の末頁に掲載した。
これにより、今回公表する平成24年調査結果の平成19年の数値が一部、平成19年の調査結果
報告書の数値と異なっていることがある。

（6） 単位未満を四捨五入しているため、構成比等の比率に関する項目で合計と内訳が一致しない
場合がある。
(7)

本書の数値は、県独自集計のため、経済産業省が公表する数値とは異なる場合がある。

(8)

本書の内容につきましては、宮崎県庁のホームページで御覧になれます。
URL：http://www.pref.miyazaki.lg.jp/
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日本標準産業分類改定表
＜第11回改定＞

＜第12回改定＞

大分類 Ｊ－卸売・小売業

大分類 Ｉ－卸売業，小売業

49 各種商品卸売業

50 各種商品卸売業
○

○

5000 主として管理事務を行う本社等

○

5008 自家用倉庫

○

5009 その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

491 各種商品卸売業 （略）

501 各種商品卸売業 （略）

50 繊維・衣服等卸売業

51 繊維・衣服等卸売業
○

510 管理，補助的経済活動を行う事業所（51 繊
維・衣服等卸売業）

○

5100 主として管理事務を行う本社等

○

5108 自家用倉庫

○

5109 その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

501 繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く）
×

500 管理，補助的経済活動を行う事業所（50 各
種商品卸売業）

511 繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く）

5011 生糸・繭卸売業

○

5111 繊維原料卸売業

（新5111へ）

×

（旧5011,5012から）

5012 繊維原料卸売業（生糸, 繭を除く）
（新5111へ）

×

5013 糸卸売業

5112 糸卸売業

5014 織物卸売業（室内装飾繊維品を除く)

5113 織物卸売業（室内装飾繊維品を除く)

502 衣服・身の回り品卸売業

○

512 衣服卸売業

5021 男子服卸売業

5121 男子服卸売業

5022 婦人・子供服卸売業

5122 婦人・子供服卸売業

5023 下着類卸売業

5123 下着類卸売業
○

5129 その他の衣服卸売業
（旧5029の一部から）

○
5024 寝具類卸売業
×

513 身の回り品卸売業
5131 寝具類卸売業

5025 靴卸売業

○

5132 靴・履物卸売業

（新5132へ）

×

（旧5025,5026から）

5026 履物卸売業（靴を除く)
（新5132へ）

5027 かばん・袋物卸売業
×

5133 かばん・袋物卸売業

5029 その他の衣服・身の回り品卸売業

○

（新5129,5139へ）

5139 その他の身の回り品卸売業
（旧5029の一部から）
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51 飲食料品卸売業

52 飲食料品卸売業
○

×

520 管理，補助的経済活動を行う事業所（52 飲
食料品卸売業）

○

5200 主として管理事務を行う本社等

○

5208 自家用倉庫

○

5209 その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

511 農畜産物・水産物卸売業 （略）

521 農畜産物・水産物卸売業 （略）

512 食料・飲料卸売業

522 食料・飲料卸売業

5121 砂糖卸売業

○

5221 砂糖・味そ・しょう油卸売業

（新5221へ）

×

（旧5121,5122から）

5122 味そ・しょう油卸売業
（新5221へ）

×

5123 酒類卸売業

5222 酒類卸売業

5124 乾物卸売業

5223 乾物卸売業

5125 缶詰・瓶詰食品卸売業（気密容器入りの
もの）
（新5229へ）

5126 菓子・パン類卸売業

5224 菓子・パン類卸売業

5127 飲料卸売業（別掲を除く）

5225 飲料卸売業（別掲を除く）

5128 茶類卸売業

5226 茶類卸売業
○

5227 牛乳・乳製品卸売業

○

5229 その他の食料・飲料卸売業

（旧5129の一部から）

×

5129 その他の食料・飲料卸売業
（新5227,5229へ）

（旧5125,5129の一部から）

52 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

53 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業
○

○

5300 主として管理事務を行う本社等

○

5308 自家用倉庫

○

5309 その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

521 建築材料卸売業

×

530 管理，補助的経済活動を行う事業所（53 建
築材料，鉱物・金属材料等卸売業）

531 建築材料卸売業

5211 木材・竹材卸売業

5311 木材・竹材卸売業

5212 セメント卸売業

5312 セメント卸売業

5213 板ガラス卸売業

5313 板ガラス卸売業

5219 その他の建築材料卸売業

○

（新5314,5319へ）

5314 建築用金属製品卸売業（建築用金物を
除く）
（旧5219の一部から）
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○

5319 その他の建築材料卸売業
（旧5219の一部から）

522 化学製品卸売業

532 化学製品卸売業

5221 塗料卸売業

5321 塗料卸売業

×

5222 染料・顔料卸売業

×

5223 油脂・ろう卸売業

（新5329へ）
（新5329へ）

○

5322 プラスチック卸売業

○

5329 その他の化学製品卸売業

（旧5229の一部から）

×

5229 その他の化学製品卸売業
（新5322,5329へ）

×

×

（旧5222,5223,5229の一部から）

523 鉱物・金属材料卸売業

○

533 石油・鉱物卸売業

5231 石油卸売業

5331 石油卸売業

5232 鉱物卸売業（石油を除く）

5332 鉱物卸売業（石油を除く）

5233 鉄鋼卸売業

○

534 鉄鋼製品卸売業

（新534へ）

○

5341 鉄鋼粗製品卸売業

○

5342 鉄鋼一次製品卸売業

○

5349 その他の鉄鋼製品卸売業

（旧5233の一部から）
（旧5233の一部から）
（旧5233の一部から）

×

5234 非鉄金属卸売業

○

535 非鉄金属卸売業

（新535へ）

○

5351 非鉄金属地金卸売業

○

5352 非鉄金属製品卸売業

（旧5234の一部から）
（旧5234の一部から）

524 再生資源卸売業 （略）

536 再生資源卸売業 （略）

53 機械器具卸売業

54 機械器具卸売業
○

531 一般機械器具卸売業

540 管理，補助的経済活動を行う事業所（54 機
械器具卸売業）

○

5400 主として管理事務を行う本社等

○

5408 自家用倉庫

○

5409 その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

（名）

541 産業機械器具卸売業

5311 農業用機械器具卸売業

5411 農業用機械器具卸売業

5312 建設機械・鉱山機械卸売業

5412 建設機械・鉱山機械卸売業

5313 金属加工機械卸売業

5413 金属加工機械卸売業

5314 事務用機械器具卸売業

5414 事務用機械器具卸売業

5319 その他の一般機械器具卸売業

（名）

532 自動車卸売業 （略）

5419 その他の産業機械器具卸売業
542 自動車卸売業 （略）
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533 電気機械器具卸売業 （略）

543 電気機械器具卸売業 （略）

539 その他の機械器具卸売業

549 その他の機械器具卸売業

5391 輸送用機械器具卸売業（自動車を除く）

5491 輸送用機械器具卸売業（自動車を除く）

5392 精密機械器具卸売業

（名）

5393 医療用機械器具卸売業（歯科用機械器具
を含む）

54 その他の卸売業

55 その他の卸売業
○

×
×

5492 計量器・理化学機械器具・光学機械器具等
卸売業
5493 医療用機械器具卸売業（歯科用機械器具
を含む）

550 管理，補助的経済活動を行う事業所（55 そ
の他の卸売業）

○

5500 主として管理事務を行う本社等

○

5508 自家用倉庫

○

5509 その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

541 家具・建具・じゅう器等卸売業 （略）

551 家具・建具・じゅう器等卸売業 （略）

542 医薬品・化粧品等卸売業 （略）

552 医薬品・化粧品等卸売業 （略）

549 他に分類されない卸売業

○

5491 紙・紙製品卸売業

553 紙・紙製品卸売業

○

5531 紙卸売業

○

5532 紙製品卸売業

（新553へ）

（旧5491の一部から）
（旧5491の一部から）

○

×

559 他に分類されない卸売業

5492 金物卸売業

5591 金物卸売業

5493 肥料・飼料卸売業

5592 肥料・飼料卸売業

5494 スポーツ用品・娯楽用品・がん具卸売業

○

5593 スポーツ用品卸売業

○

5594 娯楽用品・がん具卸売業

（新5593,5594へ）

（旧5494の一部から）
（旧5494の一部から）

5495 たばこ卸売業

5595 たばこ卸売業

5496 ジュエリー製品卸売業

5596 ジュエリー製品卸売業
○

5597 書籍・雑誌卸売業
（旧5499の一部から）

5497 代理商，仲立業
×

5598 代理商，仲立業

5499 他に分類されないその他の卸売業

○

5599 他に分類されないその他の卸売業

（新5597,5599へ）

（旧5499の一部から）

55 各種商品小売業

56 各種商品小売業
○

○
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560 管理，補助的経済活動を行う事業所（56 各
種商品小売業）
5600 主として管理事務を行う本社等

○

5608 自家用倉庫

○

5609 その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

551 百貨店，総合スーパー （略）

561 百貨店，総合スーパー （略）

559 その他の各種商品小売業（従業者が常時50
人未満のもの） （略）

569 その他の各種商品小売業（従業者が常時50
人未満のもの） （略）

56 織物・衣服・身の回り品小売業

57 織物・衣服・身の回り品小売業
○

○

5700 主として管理事務を行う本社等

○

5708 自家用倉庫

○

5709 その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

561 呉服・服地・寝具小売業
～
（略）
564 靴・履物小売業

571 呉服・服地・寝具小売業
～
（略）
574 靴・履物小売業

569 その他の織物・衣服・身の回り品小売業

579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業

5691 かばん・袋物小売業
×

570 管理，補助的経済活動を行う事業所（57 織
物・衣服・身の回り品小売業）

5791 かばん・袋物小売業

5692 洋品雑貨・小間物小売業

○

5792 下着類小売業

○

5793 洋品雑貨・小間物小売業

（新5792,5793へ）

（旧5692の一部から）
（旧5692の一部から）

5699 他に分類されない織物・衣服・身の回り品
小売業

×

5799 他に分類されない織物・衣服・身の回り品
小売業

57 飲食料品小売業

○
○
新77へ

571 各種食料品小売業

58 飲食料品小売業
580 管理，補助的経済活動を行う事業所（58 飲
食料品小売業）

○

5800 主として管理事務を行う本社等

○

5808 自家用倉庫

○

5809 その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所
581 各種食料品小売業

5711 各種食料品小売業

5811 各種食料品小売業
582 野菜・果実小売業
5821 野菜小売業
（旧5751から）
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5822 果実小売業
（旧5752から）

572 酒小売業
5721 酒小売業
（新5851へ）

573 食肉小売業

583 食肉小売業

5731 食肉小売業（卵, 鳥肉を除く)

5831 食肉小売業（卵, 鳥肉を除く)

5732 卵・鳥肉小売業

5832 卵・鳥肉小売業

574 鮮魚小売業

584 鮮魚小売業

5741 鮮魚小売業

5841 鮮魚小売業
585 酒小売業
5851 酒小売業
（旧5721から）

575 野菜・果実小売業
5751 野菜小売業
（新5821へ）

5752 果実小売業
（新5822へ）

576 菓子・パン小売業

×

586 菓子・パン小売業

5761 菓子小売業（製造小売）

5861 菓子小売業（製造小売）

5762 菓子小売業（製造小売でないもの）

5862 菓子小売業（製造小売でないもの）

5763 パン小売業（製造小売)

5863 パン小売業（製造小売)

5764 パン小売業（製造小売でないもの)

5864 パン小売業（製造小売でないもの)

577 米穀類小売業
5771 米穀類小売業
（新5896へ）

×

×

579 その他の飲食料品小売業

○

589 その他の飲食料品小売業

5791 コンビニエンスストア（飲食料品を中心と
するものに限る）

5891 コンビニエンスストア（飲食料品を中心と
するものに限る）

5792 牛乳小売業

5892 牛乳小売業

5793 飲料小売業（別掲を除く）

5893 飲料小売業（別掲を除く）

5794 茶類小売業

5894 茶類小売業

5795 料理品小売業

○
（新5895，7711，7721へ）

5895 料理品小売業
（旧5795の一部から）

旧57の
一部から

○
○
○

（大分類 Ｍ－宿泊業，飲食サービス業）
（77 持ち帰り・配達飲食サービス業）
（771 持ち帰り飲食サービス業）
（7711 持ち帰り飲食サービス業）
（旧5795の一部から）

○
○

（772 配達飲食サービス業）
（7721 配達飲食サービス業）
（旧5795の一部から）
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5896 米穀類小売業
（旧5771から）

×

5796 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

5797 乾物小売業

5898 乾物小売業

5799 他に分類されない飲食料品小売業

5899 他に分類されない飲食料品小売業

58 自動車・自転車小売業

○
○

59 機械器具小売業
590 管理，補助的経済活動を行う事業所（59 機
械器具小売業）

○

5900 主として管理事務を行う本社等

○

5908 自家用倉庫

○

5909 その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

581 自動車小売業 （略）

591 自動車小売業 （略）

582 自転車小売業 （略）

592 自転車小売業 （略）
○

593 機械器具小売業（自動車，自転車を除く）

（名）

5931 電気機械器具小売業（中古品を除く）

（名）

5932 電気事務機械器具小売業（中古品を除く）

（旧5921から）
旧609の

（旧5922から）

○

5933 中古電気製品小売業
（旧6097の一部から）

5939 その他の機械器具小売業
（旧5929から）

×

59 家具・じゅう器・機械器具小売業

○
○

600 管理，補助的経済活動を行う事業所（60 そ
の他の小売業）

○

6000 主として管理事務を行う本社等

○

6008 自家用倉庫

○

6009 その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

591 家具・建具・畳小売業 （略）
×

60 その他の小売業

601 家具・建具・畳小売業 （略）

592 機械器具小売業
5921 電気機械器具小売業
（新5931へ）

5922 電気事務機械器具小売業
（新5932へ）

5929 その他の機械器具小売業
（新5939へ）

599 その他のじゅう器小売業 （略）

（名）
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602 じゅう器小売業 （略）

×

60 その他の小売業
601 医薬品・化粧品小売業

603 医薬品・化粧品小売業
○

6031 ドラッグストア
（旧601の一部から）

×

6011 医薬品小売業（調剤薬局を除く）

6032 医薬品小売業（調剤薬局を除く）

6012 調剤薬局

6033 調剤薬局

6013 化粧品小売業

6034 化粧品小売業

602 農耕用品小売業 （略）

604 農耕用品小売業 （略）

603 燃料小売業 （略）

605 燃料小売業 （略）

604 書籍・文房具小売業

606 書籍・文房具小売業

6041 書籍・雑誌小売業

○

6061 書籍・雑誌小売業（古本を除く）

○

6062 古本小売業

（新6061,6062へ）

（旧6041の一部から）
（旧6041の一部から）

6042 新聞小売業

6063 新聞小売業

6043 紙・文房具小売業

6064 紙・文房具小売業

605 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器
小売業 （略）
×

607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器
小売業 （略）

606 写真機・写真材料小売業

○

6061 写真機・写真材料小売業
×

6081 写真機・写真材料小売業

607 時計・眼鏡・光学機械小売業
6071 時計・眼鏡・光学機械小売業

×

608 写真機・時計・眼鏡小売業

新593へ

旧59の一
部,60の一部か
ら

609 他に分類されない小売業

○
○

6082 時計・眼鏡・光学機械小売業
609 他に分類されない小売業
6091 ホームセンター
（旧59の一部,60の一部から）

×

6091 たばこ・喫煙具専門小売業

6092 たばこ・喫煙具専門小売業

6092 花・植木小売業

6093 花・植木小売業

6093 建築材料小売業

6094 建築材料小売業

6094 ジュエリー製品小売業

6095 ジュエリー製品小売業

6095 ペット・ペット用品小売業

6096 ペット・ペット用品小売業

6096 骨とう品小売業

6097 骨とう品小売業

6097 中古品小売業（骨とう品を除く）

○

6098 中古品小売業（骨とう品を除く）

（新5933,6098へ）

（旧6097の一部から）

6099 他に分類されないその他の小売業

6099 他に分類されないその他の小売業

○ 61 無店舗小売業
○
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610 管理，補助的経済活動を行う事業所（61 無
店舗小売業）

○

6100 主として管理事務を行う本社等

○

6108 自家用倉庫

○

6109 その他の管理，補助的経済活動を行う事
業所

○
○

6111 無店舗小売業（各種商品小売）

○

6112 無店舗小売業（織物･衣服･身の回り品
小売）

○

6113 無店舗小売業（飲食料品小売）

○

6114 無店舗小売業（機械器具小売）

○

6119 無店舗小売業（その他の小売）

○
○
○
○
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611 通信販売・訪問販売小売業

612 自動販売機による小売業
6121 自動販売機による小売業
619 その他の無店舗小売業
6199 その他の無店舗小売業

