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Ⅰ－１　都（国）内総生産（東京都・全国  1996～2010年度）

資　料：東京都総務局「都民経済計算」「都内経済成長率の予測」、内閣府「国民経済計算」
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Ⅰ－２　産業別事業所数、従業者数（東京都・全国　2009年）

（注）１  事業所数の「民営」は、国・地方公共団体以外の事業所。     
　　２  「農林漁業」は、個人経営に係る事業所は対象外。     
資料：総務省「経済センサス」     

Ⅰ　東京の経済規模
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Ⅰ－３　産業別・従業者規模別民営事業所数、従業者数 （東京都　2009年）

資料：総務省「経済センサス」
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Ⅰ　東京の経済規模
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Ⅰ－４　産業別・資本金階級別企業数（東京都　2006年、2009年）

（注） 「旧産業分類」は第11回改定、「新産業分類」は第12回改定日本標準産業分類を表す。
「経済センサス」は、新たに創設された調査で従来の「事業所・企業統計調査」とは異なる調査手法で実施
されたため、「事業所・企業統計調査」との差が全て増加・減少を示すものではない。

資料：総務省「事業所・企業統計調査」（2006） 「経済センサス」（2009）

Ⅰ－５  事業所開設率、廃業率（東京都　1972～2009年）

（注）１　1972年から2006年までは事業所・企業統計調査（総務省）の前回調査日の翌日から次回調査日までの
　　　　日割り計算による年平均。2006年から2009年の値は、開設率は2007年１月１日から経済センサス（総
　　　　務省）調査日（2009年７月１日）までの月割りによる計算、廃業率は2006年事業所・企業統計調査（総務
　　　　省）の調査日（2006年10月１日）から2009年経済センサス（総務省）調査日までの月割りによる計算。
　　２　事業所・企業統計調査と経済センサスでは新設事業所の定義が異なるため、2006～2009年の開業率は
　　　　過去の数値と単純に比較できない。
資料：産業労働局調べ

資　料　編
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Ⅰ－６　産業別中小企業数、中小企業比率、小規模企業数（東京都　2006年）

（注） １  旧産業分類（日本標準産業分類第11回改定）による。
２  個人企業は、個人経営の単独事業所または本所・本店。法人企業は株式会社、合名会社、合資会社、相互

　　　　 会社のうち単独事業所または本所・本社・本店事業所。
３  中小企業は、中小企業基本法の定義による。
４  小規模企業は、中小企業基本法の定義による。ただし、情報通信業、サービス業については従業員規

　　　　 模５人以下、不動産業については従業員規模20人以下を一律に小規模企業とみなしているため、厳
　　　　 密な定義とは異なる。      
資料：総務省「事業所・企業統計調査」をもとに東京都産業労働局で再編加工集計     

 

①　日本政策金融公庫法等の中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業（一部を除く）は、資
本金３億円以下または従業員900人以下、旅館業は、資本金５千万円以下または従業員200人以下、ソフトウ
エア業・情報処理サービス業は、資本金３億円以下または従業員300人以下を中小企業としている。
②　上記の業種分類は日本標準産業分類第10回改訂分類に基づいたものである。日本標準産業分類は、第11回
改訂が2002年10月調査から、第12回改訂が2008年４月調査から適用されているが中小企業施策における中
小企業の範囲については従前のとおり取り扱われている。
③　上記の中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や
制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがある。

Ⅰ　東京の経済規模
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Ⅰ－７　企業倒産状況（東京都・全国　1985～2010年）

（注） 負債金額1,000万円以上の企業倒産。       
資料：東京都産業労働局「東京の企業倒産状況」（㈱東京商工リサーチ調べ）      
　　 ㈱東京商工リサーチ「全国企業倒産白書」       

資　料　編
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Ⅰ－８　人口（住民基本台帳）（東京都　1959～2011年）

（注） 各年１月１日現在。    
資料：東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」    

Ⅰ　東京の経済規模
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Ⅰ－９　地域別昼間・夜間人口（東京都　1980～2005年）

（注） 1980、1985、1995、2000、2005年は年齢不詳を除く。      
資料：総務省「国勢調査」 

資　料　編
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Ⅰ－10　輸出入通関状況（東京港・全国　1981～2010年）

資料：東京税関「東京港貿易概況」、財務省「貿易統計」

Ⅰ　東京の経済規模
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Ⅰ－11　国・地域別輸出入状況（全国　1992～2010年）

（注）１　ＥＵは1995年からオーストリア、スウェーデン、フィンランドを含む15か国。   
　　２　ＥＵは2004年からキプロス、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、ポーランド、
　　　　チェコ、スロバキア、スロベニアを含む25か国。
　　３　ＥＵは2007年からルーマニア、ブルガリアを含む27か国。 
資料：財務省「貿易統計」         
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155

資
料
編

Ⅰ　東京の経済規模
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Ⅰ－12　区市町村別主要統計（東京都）

（注）１　卸売業、小売業は旧産業分類（日本標準産業分類第11回改定）。      
　　２　表中のＸは秘匿数値を示す。      
　　３　2010年の人口は速報値。      
資料：総務省「国勢調査」「経済センサス」、経済産業省「商業統計調査」、東京都総務局「工業統計調査」「商業統計調査」
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Ⅰ　東京の経済規模
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Ⅰ－13　区市町村別中小企業数、中小企業比率（東京都　2006年）

（注）１　企業は会社企業と個人企業の合計。会社企業は、株式会社、合名会社、合資会社、相互会社のうち単独事業
　　　　所または本所・本社・本店事業所。個人企業は、個人経営の単独事業所または本所・本社・本店。
　　２  中小企業は、中小企業基本法の定義による。
資料：総務省「事業所・企業統計調査」を東京都産業労働局で再編加工      
  

Ⅰ　東京の経済規模
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Ⅱ－１　製造業事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額
－全数－（東京都・全国　2000年、2003年、2005年、2008年）

（注）　付加価値額について、国と東京都の公表値に差異がある。これは国においては時系列の接続等を考慮し、
従業者10～29人の事業所について粗付加価値額で計算しているが、東京都においては、付加価値額で計
算している年があるためである。このため、全国と東京都の比較では、国の公表値を用いている。

資料：東京都総務局、経済産業省「工業統計調査」         

資　料　編
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Ⅱ－２　製造業産業中分類別事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額
－全数－（東京都　2008年）

（注）  １　本調査における事業所とは、製造・加工部門を有している事業所であり、製造・加工部門を有しない
　　　　　本社又は本店、倉庫等の事業所を含まない。
　　　２　付加価値額は、従業者29人以下事業所では粗付加価値額。
　　　３　表中のxは秘匿数値を示す。
資料：東京都総務局「工業統計調査」       

Ⅱ　商　　工
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Ⅱ－３　製造業区市町村別事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値額
－全数－（東京都　2008年）

（注） １　付加価値額は、従業者29人以下事業所では粗付加価値額。
　　 ２　表中のxは秘匿数値を示す。
　　 ３　秘匿数値との関係上、各区市町村を合計した値と総数の値が一致しない場合がある。
資料：東京都総務局「工業統計調査」         

資　料　編
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Ⅱ　商　　工
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Ⅱ－４　情報通信業産業小分類別事業所数、従業者数（東京都・全国　2009年)

（注） 　* は、「主として管理事務を行う本社等及びその他の管理,補助的経済活動を行う事業所」。
資料：総務省「経済センサス」

資　料　編
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Ⅱ　商　　工
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Ⅱ－５　卸売業事業所数、従業者数、年間商品販売額（東京都･全国　1982～2007年）

（注） １　1991年の（　）の数値は、1994年調査と対応可能となるよう再集計した数値。    
２ 　1999年の数値は1997年調査時に調査対象とならなかった事業所を含んでいる。    
３　旧産業分類（日本標準産業分類第11回改定）。     

資料：東京都総務局、経済産業省「商業統計調査」     

資　料　編
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Ⅱ－６　卸売業産業小分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額（東京都　2007年）

（注） 旧産業分類（日本標準産業分類第11回改定）。    
資料：東京都総務局、経済産業省「商業統計調査」    

Ⅱ　商　　工
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Ⅱ－７　小売業事業所数、従業者数、年間商品販売額（東京都･全国　1982～2007年）

（注） １　1991年の（　）の数値は，1994年調査と対応可能となるよう再集計した数値。    
２　1999年の数値は1997年調査時に調査対象とならなかった事業所を含んでいる。

 ３　旧産業分類（日本標準産業分類第11回改定）。     
資料：東京都総務局、経済産業省「商業統計調査」     

資　料　編
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Ⅱ－８　小売業産業中分類別・従業者規模別事業所数、従業者数、年間商品販売額
（東京都・全国　2007年）

（注） 旧産業分類（日本標準産業分類第11回改定）。
資料：東京都総務局、経済産業省「商業統計調査」

Ⅱ　商　　工
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Ⅱ－９　学術研究，専門・技術サービス業産業中分類別事業所数、従業者数
（東京都・全国　2004年、2006年、2009年）

（注） １　「経済センサス」は、新たに創設された調査で従来の「事業所・企業統計調査」とは異なる調査手法で
　　実施されたため、 「事業所・企業統計調査」との差がすべて増加・減少を示すものではない。
２　*が付された産業分類項目名は、短縮したものである。 

資料：総務省「事業所・企業統計調査」（2004、2006）　「経済センサス」（2009）
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Ⅱ　商　　工
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Ⅱ－10　宿泊業,飲食サービス業小分類別事業所数、従業者数（東京都　2004年､2006年､2009年）

（注） １　「経済センサス」は、新たに創設された調査で従来の「事業所・企業統計調査」とは異なる調査手法で
　　実施されたため、「事業所・企業統計調査」との差がすべて増加・減少を示すものではない。
２　* が付された産業分類項目名は、短縮したものである。

資料：総務省「事業所・企業統計調査報告」（2004、2006） 「経済センサス」（2009）

Ⅱ－11　宿泊施設数の推移（東京都・全国　1997～2009年度）

（注） 各年度末現在。   
資料：厚生労働省「衛生行政報告例」   
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Ⅱ－12　生活関連サービス業，娯楽業産業中分類別事業所数、従業者数
 （東京都・全国　2004年、2006年、2009年）

（注）  「経済センサス」は、新たに創設された調査で従来の「事業所・企業統計調査」とは異なる調査手法で実施
されたため、「事業所・企業統計調査」との差がすべて増加・減少を示すものではない。

資料：総務省「事業所・企業統計調査」（2004、2006）　「経済センサス」（2009）
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Ⅱ－13　サービス業（他に分類されないもの）産業中分類別事業所数、従業者数
 （東京都・全国　2004年、2006年、2009年）

（注） 「経済センサス」は、新たに創設された調査で従来の「事業所・企業統計調査」とは異なる調査手法で実施
されたため、「事業所・企業統計調査」との差がすべて増加・減少を示すものではない。

資料：総務省「事業所・企業統計調査」（2004、2006）　「経済センサス」（2009）
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Ⅲ－１　金融業，保険業産業小分類別事業所数、従業者数（東京都　2009年）

資料：総務省「経済センサス」

資　料　編



179

資
料
編

Ⅲ－２　上場会社数、上場銘柄数、上場株式数、時価総額、売買高、売買代金
（東京・全国　2000～2010年）

（注） １　普通株式を対象とし、優先株式と外国株式を除く。
２　上場会社数、上場銘柄数、上場株式数、時価総額はジャスダック、大証ヘラクレス（2010年10月に旧　
　　ジャスダック等と統合し新ジャスダックへ移行）を除く。年末現在。

資料：東京証券取引所「統計月報」、公益財団法人日本証券経済研究所「証券統計ポータルサイト」

Ⅲ　金　　融
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Ⅲ－３　金融機関別預金（貯金）残高、貸出残高（東京都・全国　2002～2011年）

（注） １　各年３月末現在。
２　預貸率＝貸出／（預金＋譲渡性預金）×100。
３　銀行は国内店銀行勘定のみ。 
４　ゆうちょ銀行の2007年３月末までの預金は郵便局の郵便貯金。
５　ゆうちょ銀行の2007年３月末までの貸出は郵便局の預金者貸付額。
６　ゆうちょ銀行における東京都の預金は振替貯金及びその他の貯金を含まない額。

資料：日本銀行「預金・貸出関連統計」、信金中央金庫「信用金庫統計」、（社）全国信用組合中央協会資料、
（社）東京都信用組合協会資料、（株）ゆうちょ銀行資料、（独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構資料
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Ⅳ－１　観光入込客実人数、観光消費額、経済波及効果の推計（東京都　2004～2009年）

資料：東京都産業労働局「東京都観光客数等実態調査」
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Ⅳ－２　州別、国・地域別訪日外国人数（全国　2006～2010年）

資料：国土交通省「観光白書」、国際観光振興機構（JNTO）資料

Ⅳ　観　　光
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Ⅳ－３ 　都市別国際会議開催件数（世界　2001～2009年）

（注） １　上段：件数、下段：順位。
　　２　UIA（国際団体連合）の国際会議の基準で、以下の条件を満たす会議。
　　　　⑴　国際機関・国際団体の本部が主催又は後援した会議で
　　　　①参加者数50人以上、②参加国数３カ国以上、③開催期間１日以上のもの。
　　　　ただし、主催者が国際機関・国際団体であるか否かについては、組織の目的、会員、活動内容等の情報
　を総合的に勘案し、UIAが判断する。また、主催者が「国際機関・国際団体」でないと判断された場合で
　も、会議名、展示会併設の有無、事務局の有無等の情報を総合的に勘案し、⑴に該当する会議と見なさ
　れる場合もあることが判明している。

　　　　又は
　　　　⑵　国内団体もしくは国際団体支部等が主催した会議で
　　　　①参加者数300人以上（うち40％以上が主催国以外の参加者）、②参加国数５カ国以上、
　　　　③開催期間３日以上のもの。
　　３　2006年から2009年の数値は暫定値。
　　４　2009年の上位11位を掲載。
資料：国際観光振興機構（JNTO）「国際会議統計」
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Ⅴ－１　農林水産物生産品目別生産額（東京都　1994～2009年）

資料： 農林水産省「生産農業所得統計」、東京都産業労働局調べ

Ⅳ　観　　光／Ⅴ　農林水産
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Ⅴ－２　耕地面積と農家戸数（東京都　1975～2010年）

（注）１　耕地面積は、各年７月15日現在。
　　２　農家戸数の1996年以降は主副業別に営農形態を分類して集計している。
　　　　主業農家：農業所得が50％以上で、年間60日以上農業に従事する65歳未満の者がいる農家
　　　　準主業農家：農業所得が50％未満で、年間60日以上農業に従事する65歳未満の者がいる農家
　　　　副業的農家：年間60日以上農業に従事する65歳未満の者がいない農家　　
　　　　自給的農家：経営耕地面積が30ａ未満で、かつ、過去１年間の農産物販売金額が50万円未満の農家
　　３　2002年以降の畑の面積には、樹園地を含む。
　　４　2006年から2009年の都道府県の農家戸数は公表されていない。
資料：農林水産省「農業構造動態調査」（2004年までの農家戸数）「耕地面積調査」、東京都「世界農林業センサス」

資　料　編
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Ⅴ－３　作物別作付面積（東京都　1996～2008年）

資料：農林水産省「花木等生産状況調査」
関東農政局「東京農林水産統計年報」

Ⅴ－４　牛、豚、鶏、飼養頭数、飼養農家戸数（東京都　1995～2010年）

資料：東京都産業労働局調べ

Ⅴ　農林水産
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Ⅴ－５　森林面積（東京都　1996～2010年）

（注）１  民有林とは、国有林以外の森林をいう。（公有林は、民有林に含まれる。）
　　２  各年４月１日現在。
資料：東京都産業労働局調べ

資　料　編
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Ⅴ－６　漁業経営体数、漁業就業者数（東京都　1994～2008年）

（注） 漁業従事者数について、漁業センサス実施年（1998年、2003年）以外は経営体数の海区別構成比で推計算
出。2004年以降は都道府県別の数値は漁業センサス実施年のみ公表。
経営体については2007年以降年次の統計の公表が中止された。2008年は漁業センサス実施年。

資料：農林水産省「漁業センサス」、関東農政局「東京農林水産統計年報」

Ⅴ　農林水産
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Ⅴ－７　漁獲量及び金額（東京都　1991～2009年）

資料：東京都産業労働局調べ

資　料　編
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Ⅵ－１　労働力状態別・男女別15歳以上人口（東京都・全国　2000～2010年）

（注） 年平均値。
資料：東京都総務局、総務省「労働力調査」

Ⅴ　農林水産／Ⅵ　雇用就業
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Ⅵ－２　年齢階級別・男女別完全失業率（東京都・全国　2000～2010年）

資料：東京都総務局、総務省「労働力調査」
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193

資
料
編

Ⅵ－３　産業別・雇用形態別常用労働者数（東京都　2010年）

資料：東京都総務局「東京都の賃金、労働時間及び雇用の動き」

Ⅵ－４　派遣労働者数（東京都 1999～2009年度）

（注） １　常用換算とは、常用雇用以外の労働者の年間総実労働時間数の合計を当該事業所の常用雇用労働者
　　の１人当たりの年間総労働時間数で除したもの。
２　「派遣労働者数」は、ここでは一般労働者派遣事業における常用雇用労働者数及び登録者数並びに特
　　定労働者派遣事業における常用雇用労働者数の合計とする。
３　「常用換算派遣労働者数」は、ここでは一般労働者派遣事業における常用雇用労働者数及び常用雇用
　　以外の労働者数並びに特定労働者派遣事業における常用雇用労働者数の合計とする。

資料：厚生労働省、東京労働局資料

Ⅵ　雇用就業
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Ⅵ－５　求人倍率（一般＋パート）（東京都・全国　1993～2010年度）

（注） 1995年以前は年。
資料：東京労働局、厚生労働省業務統計 
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Ⅵ－６　求人倍率（一般）（東京都・全国　1993～2010年度）

（注） 1995年以前は年。
資料：東京労働局、厚生労働省業務統計

Ⅵ　雇用就業
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Ⅵ－７　求人倍率（パート）（東京都・全国　1993～2010年度）

（注） 1995年以前は年。
資料：東京労働局、厚生労働省業務統計
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Ⅵ－８　年齢階層別有効求人倍率（東京都　1977～2009年）

（注） １　各年の10月分。
２　一般常用＋常用的パートタイム。
　　常用とは雇用契約において雇用期間の定めがないか又は４か月以上の雇用期間が定められている
　　ものをいう。

資料：東京労働局「職業安定業務年報」

Ⅵ　雇用就業



198

Ⅵ－９　産業別・事業所規模別新規求人数（東京都　2009年度）

（注） 一般＋パート。
資料：東京労働局「職業安定業務年報」
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Ⅵ－10　高校卒業者の進路（東京都　1993～2010年）

（注） １　各年３月卒業者。
２　公共職業能力開発施設等入学者は1998年までは専修学校(一般課程)等入学者に内数として含まれる。
３　「左記以外の者」とは家事手伝いをしている者、外国の大学等に入学した者、または各項目に該当せず
　　進路が未定であることが明らかな者である。

資料：文部科学省「学校基本調査」

Ⅵ　雇用就業
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Ⅵ－11　大学卒業者の進路（東京都　1993～2010年）

（注） １　各年３月卒業者。
２　進学者のうち就職している者は1998年までは進学者に内数として含まれない。
３　「左記以外の者」とは、家事手伝いをしている者、各項目に該当せず進路が未定であることが明らか
　　な者である。

資料：文部科学省「学校基本調査」
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Ⅵ－12　高校・大学卒業予定者の就職内定率（全国　1996～2010年度）

（注）　各年度の卒業予定者。
資料：厚生労働省資料

Ⅵ　雇用就業
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Ⅵ－13　障害者職業紹介状況（東京都　1996～2009年度）

資料：東京労働局「職業安定業務年報」
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Ⅵ－14　産業別・企業規模別障害者実雇用率（東京都　2010年）

（注） １　６月１日現在。
２　重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又は
　　知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。
３　短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者又は重度知的障害者で
　　ある短時間労働者（1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者）については１人分とし
　　て、精神障害者である短時間労働者については0.5人分としてカウントされる。

資料：東京労働局資料

Ⅵ　雇用就業
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Ⅵ－15　産業別・男女別・事業所規模別・就業形態別常用労働者現金給与額
（東京都　2008～2010年、 全国　2010年）

（注） １　東京都の現金給与総額、決まって支給する給与、所定内給与の「前年比」は、各「名目賃金指数」の対前
　　年比である。 
２　実質賃金指数＝現金給与総額の名目賃金指数/消費者物価指数×100 

資料：東京都総務局「東京都の賃金、労働時間及び雇用の動き」（毎月勤労統計調査）、厚生労働省「毎月勤労統計
調査」
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Ⅵ－16　産業別・男女別・事業所規模別・就業形態別常用労働者平均月間出勤日数、
実労働時間（東京都　2008～2010年、 全国　2010年）

（注） 東京都の「前年比」は「労働時間指数」の対前年比である。
資料：東京都総務局「東京都の賃金、労働時間及び雇用の動き」（毎月勤労統計調査）、厚生労働省「毎月勤労統計

調査」
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Ⅵ－17　単位労働組合数、組合員数、推定組織率（東京都　1986～2010年）

（注） １　各年６月30日現在。
　　 ２　雇用者数は事業所・企業統計調査及び労働力調査により推計。
　　 ３　推定組織率は労働組合員数を雇用者数で除して算出。
資料：東京都産業労働局、厚生労働省「労働組合基礎調査」
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Ⅵ－18　労使別労働相談内容項目数（東京都　2009年度）

資料：東京都産業労働局「労働相談及びあっせんの概要」

Ⅵ　雇用就業
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