
 

 

【商業統計 2004 メッシュ 1km 産業別】 
No. フィールド名 タイプ 指標名 

1 メッシュコード 文字 基準地域メッシュ(1km メッシュ)コード（注 1） 

2 小売業計事業所数 整数 55,56,57,58,59,60 小売業計事業所数（注 2） 

3 小売業計年間商品販売額 整数 55,56,57,58,59,60 小売業計年間商品販売額（注 2） 

4 小売業計売場面積 整数 55,56,57,58,59,60 小売業計売場面積（注 2） 

5 各種商品小売業事業所数 整数 55 各種商品小売業事業所数 

6 各種商品小売業年間商品販売額 整数 55 各種商品小売業年間商品販売額 

7 各種商品小売業売場面積 整数 55 各種商品小売業売場面積 

8 織物・衣服・身回品小売事業所数 整数 56 織物・衣服・身の回り品小売業事業所数 

9 織物・衣服・身回品小売販売額 整数 56 織物・衣服・身の回り品小売業年間商品販売額 

10 織物・衣服・身回品小売売場面積 整数 56 織物・衣服・身の回り品小売業売場面積 

11 飲食料品小売業事業所数 整数 57 飲食料品小売業事業所数 

12 飲食料品小売業販売額 整数 57 飲食料品小売業年間商品販売額 

13 飲食料品小売業売場面積 整数 57 飲食料品小売業売場面積 

14 自動車・自転車小売業事業所数 整数 58 自動車・自転車小売業事業所数 

15 自動車・自転車小売業販売額 整数 58 自動車・自転車小売業年間商品販売額 

16 自動車・自転車小売業売場面積 整数 58 自動車・自転車小売業売場面積 

17 家具什器機械器具小売業事業所数 整数 59 家具・じゅう器・機械器具小売業事業所数 

18 家具什器機械器具小売業販売額 整数 59 家具・じゅう器・機械器具小売業年間商品販売額 

19 家具什器機械器具小売業売場面積 整数 59 家具・じゅう器・機械器具小売業売場面積 

20 その他の小売業事業所数 整数 60 その他の小売業事業所数 

21 その他の小売業販売額 整数 60 その他の小売業年間商品販売額 

22 その他の小売業売場面積 整数 60 その他の小売業売場面積 

23 百貨店、総合スーパー事業所数 整数 551 百貨店、総合スーパー事業所数 

24 百貨店、総合スーパー販売額 整数 551 百貨店、総合スーパー年間商品販売額 

25 百貨店、総合スーパー売場面積 整数 551 百貨店、総合スーパー売場面積 

26 その他各種商品小売業事業所数 整数 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)事業所数 

27 その他各種商品小売業販売額 整数 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)年間商品販売額 

28 その他各種商品小売業売場面積 整数 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)売場面積 

29 呉服・服地・寝具小売事業所数 整数 561 呉服・服地・寝具小売業事業所数 

30 呉服・服地・寝具小売販売額 整数 561 呉服・服地・寝具小売業年間商品販売額 

31 呉服・服地・寝具小売売場面積 整数 561 呉服・服地・寝具小売業売場面積 

32 男子服小売業事業所数 整数 562 男子服小売業事業所数 

33 男子服小売業販売額 整数 562 男子服小売業年間商品販売額 

34 男子服小売業売場面積 整数 562 男子服小売業売場面積 

35 婦人・子供服小売業事業所数 整数 563 婦人・子供服小売業事業所数 

36 婦人・子供服小売業販売額 整数 563 婦人・子供服小売業年間商品販売額 

37 婦人・子供服小売業売場面積 整数 563 婦人・子供服小売業売場面積 

38 靴・履物小売業事業所数 整数 564 靴・履物小売業事業所数 

39 靴・履物小売業販売額 整数 564 靴・履物小売業年間商品販売額 

40 靴・履物小売業売場面積 整数 564 靴・履物小売業売場面積 

41 他織物衣服身回品小売業事業所数 整数 569 その他の織物・衣服・身の回り品小売業事業所数 

42 他織物衣服身回品小売業販売額 整数 569 その他の織物・衣服・身の回り品小売業年間商品販売額 

43 他織物衣服身回品小売業売場面積 整数 569 その他の織物・衣服・身の回り品小売業売場面積 

44 各種食料品小売業事業所数 整数 571 各種食料品小売業事業所数 

45 各種食料品小売業販売額 整数 571 各種食料品小売業年間商品販売額 

46 各種食料品小売業売場面積 整数 571 各種食料品小売業売場面積 

47 酒小売業事業所数 整数 572 酒小売業事業所数 

48 酒小売業販売額 整数 572 酒小売業年間商品販売額 

49 酒小売業売場面積 整数 572 酒小売業売場面積 

50 食肉小売業事業所数 整数 573 食肉小売業事業所数 

51 食肉小売業販売額 整数 573 食肉小売業年間商品販売額 

52 食肉小売業売場面積 整数 573 食肉小売業売場面積 

53 鮮魚小売業事業所数 整数 574 鮮魚小売業事業所数 

54 鮮魚小売業販売額 整数 574 鮮魚小売業年間商品販売額 

55 鮮魚小売業売場面積 整数 574 鮮魚小売業売場面積 

56 野菜・果物小売業事業所数 整数 575 野菜・果実小売業事業所数 

57 野菜・果物小売業販売額 整数 575 野菜・果実小売業年間商品販売額 

58 野菜・果物小売業売場面積 整数 575 野菜・果実小売業売場面積 

59 菓子・パン小売業事業所数 整数 576 菓子・パン小売業事業所数 

60 菓子・パン小売業販売額 整数 576 菓子・パン小売業年間商品販売額 

61 菓子・パン小売業売場面積 整数 576 菓子・パン小売業売場面積 

62 米穀類小売業事業所数 整数 577 米穀類小売業事業所数 

63 米穀類小売業販売額 整数 577 米穀類小売業年間商品販売額 

64 米穀類小売業売場面積 整数 577 米穀類小売業売場面積 

65 その他の飲食料品小売業事業所数 整数 579 その他の飲食料品小売業事業所数 

66 その他の飲食料品小売業販売額 整数 579 その他の飲食料品小売業年間商品販売額 
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No. フィールド名 タイプ 指標名 

67 その他の飲食料品小売業売場面積 整数 579 その他の飲食料品小売業売場面積 

68 自動車小売業事業所数 整数 581 自動車小売業事業所数 

69 自動車小売業販売額 整数 581 自動車小売業年間商品販売額 

70 自動車小売業売場面積 整数 581 自動車小売業売場面積 

71 自転車小売業事業所数 整数 582 自転車小売業事業所数 

72 自転車小売業販売額 整数 582 自転車小売業年間商品販売額 

73 自転車小売業売場面積 整数 582 自転車小売業売場面積 

74 家具・建具・畳小売業事業所数 整数 591 家具・建具・畳小売業事業所数 

75 家具・建具・畳小売業販売額 整数 591 家具・建具・畳小売業年間商品販売額 

76 家具・建具・畳小売業売場面積 整数 591 家具・建具・畳小売業売場面積 

77 機械器具小売業事業所数 整数 592 機械器具小売業事業所数 

78 機械器具小売業販売額 整数 592 機械器具小売業年間商品販売額 

79 機械器具小売業売場面積 整数 592 機械器具小売業売場面積 

80 その他じゅう器小売業事業所数 整数 599 その他のじゅう器小売業事業所数 

81 その他じゅう器小売業販売額 整数 599 その他のじゅう器小売業年間商品販売額 

82 その他じゅう器小売業売場面積 整数 599 その他のじゅう器小売業売場面積 

83 医薬品・化粧品小売業事業所数 整数 601 医薬品・化粧品小売業事業所数 

84 医薬品・化粧品小売業販売額 整数 601 医薬品・化粧品小売業年間商品販売額 

85 医薬品・化粧品小売業売場面積 整数 601 医薬品・化粧品小売業売場面積 

86 農耕用品小売業事業所数 整数 602 農耕用品小売業事業所数 

87 農耕用品小売業販売額 整数 602 農耕用品小売業年間商品販売額 

88 農耕用品小売業売場面積 整数 602 農耕用品小売業売場面積 

89 燃料小売業事業所数 整数 603 燃料小売業事業所数 

90 燃料小売業販売額 整数 603 燃料小売業年間商品販売額 

91 燃料小売業売場面積 整数 603 燃料小売業売場面積 

92 書籍・文房具小売業事業所数 整数 604 書籍・文房具小売業事業所数 

93 書籍・文房具小売業販売額 整数 604 書籍・文房具小売業年間商品販売額 

94 書籍・文房具小売業売場面積 整数 604 書籍・文房具小売業売場面積 

95 スポーツ玩具娯楽楽器小売事業所 整数 605 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業事業所数 

96 スポーツ玩具娯楽楽器小売販売額 整数 605 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業年間商品販売額 

97 スポーツ玩具娯楽楽器小売面積 整数 605 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業売場面積 

98 写真機写真材料小売業事業所数 整数 606 写真機・写真材料小売業事業所数 

99 写真機写真材料小売業販売額 整数 606 写真機・写真材料小売業年間商品販売額 

100 写真機写真材料小売業売場面積 整数 606 写真機・写真材料小売業売場面積 

101 時計眼鏡光学機械小売業事業所数 整数 607 時計・眼鏡・光学機械小売業事業所数 

102 時計眼鏡光学機械小売業販売額 整数 607 時計・眼鏡・光学機械小売業年間商品販売額 

103 時計眼鏡光学機械小売業売場面積 整数 607 時計・眼鏡・光学機械小売業売場面積 

104 他に分類されない小売業事業所数 整数 609 他に分類されない小売業事業所数 

105 他に分類されない小売業販売額 整数 609 他に分類されない小売業年間商品販売額 

106 他に分類されない小売業売場面積 整数 609 他に分類されない小売業売場面積 

  

フィールド名･･･MapInfo等での利用を考慮して、フィールド名は30バイト以下になるように調整してあります。正式な名称はこのフィー

ルド一覧の指標名を参照してください。以前の調査より下記の名称等が変更になっています。 

・商店(数)  → 事業所(数) 

・年間販売額 → 年間商品販売額 

注1；メッシュコードは、1㎞メッシュでは3次メッシュコードとなっています。 

注2；各項目の単位は、事業所数：店、年間商品販売額：万円、売場面積：㎡となっています。 

 


