
平成１８年中小企業実態基本調査の概要 

 

１．調査の目的 

近年、企業活動の国際化に伴う国内産業構造の変化、裁量労働制や派遣労働者の活用などに

みられる人材調達の多様化、ＩＴ技術を活用した物流の効率化、消費者のライフスタイルの多

様性に応じた新規事業の創出や業態転換など、中小企業を取り巻く経営環境は大きく変化して

きている。 

こうした環境変化の中、中小企業の育成及び発展に資する施策を企画・立案する上でも、中

小企業全般に共通する事項について、経年変化を追い、業種別・企業規模別に、それぞれの特

色、経営上の強み・弱みを初めとする幅広い事項を明らかにしていくことの重要性が従来以上

に増してきている。 

中小企業庁は、中小企業基本法第１０条の規定（定期的に、中小企業の実態を明らかにする

ため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。）に基づき、上記のような中小

企業を巡る経営環境の変化を踏まえ、中小企業全般に共通する財務情報、経営情報及び設備投

資動向等を把握するため、平成１６年度から「中小企業実態基本調査」を統計報告調整法に基

づく承認統計調査として毎年実施することとしている。 

本調査の実施により、中小企業全般の経営等の実態を明らかにし、中小企業施策の企画・立

案のための基礎資料を提供するとともに、中小企業関連統計の基本情報を提供するためのデー

タ収集を行う。 

 

２．調査の範囲 

本調査は、日本標準産業分類（平成１４年総務省告示第１３９号）に掲げる大分類Ｅ－建設

業、Ｆ－製造業、Ｈ－情報通信業、Ｉ－運輸業、Ｊ－卸売・小売業、Ｌ－不動産業、Ｍ－飲食

店，宿泊業及びＱ－サービス業（他に分類されないもの）のうち、別表に掲げる業種及び規模

に属する企業（個人企業を含む。以下同じ。）から選定した企業について調査した。 

※ 業種の範囲及び企業規模（資本金又は従業者）の範囲については、別表を参照。 

 

３．調査の期日（調査時点）及び調査期間 

本調査は、平成１８年９月２５日で実施した。 

平成１７年度決算に基づく実績について報告をお願いした。 

 

４．調査事項 

本調査の調査事項は、以下のとおり。 

（１）企業の概要（名称及び所在地など） 

（２）資産及び負債・資本、売上高及び営業費用、設備投資など 

（３）従業者数 

（４）取引金融機関 

（５）委託の状況 



（６）受注の状況 

（７）工事の受注（建設業のみ） 

（８）商品（製品）の仕入先・販売先 

（９）チェーン組織への加盟の状況 

（10）電子商取引の実施状況 

 

５．調査方法 

本調査は、中小企業庁から調査対象企業へ調査票を郵送で配布し、申告者（調査対象企業）

が、自ら調査票に記入し返送する方法で実施した。 

本調査は、調査の標本設計、調査名簿作成、調査の実施、審査・集計及び報告書作成等のす

べてを包括的に民間に委託して実施した。 

 

６．標本設計及び抽出方法 

（１）標本数 

① 本調査は、平成１６年事業所・企業統計調査（総務省実施）結果を母集団として標本

設計及び標本抽出を行った。 

② 平成１７年９月に中小企業庁が実施した平成１７年中小企業実態基本調査の「売上

高・営業収益」を基に、目標精度（標準誤差率）を業種分類（産業大分類）ごとに概ね

５％、業種分類・従業者規模区分ごとに概ね８％として標本数を算出した。 

     業種分類 ： 建設業、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、小売業、不動産業、

飲食店・宿泊業、サービス業の９分類 

     従業者規模区分 ： 法人企業（常用雇用者数５人以下、６～２０人、２１～５０

人、５１人以上の４区分）、個人企業 

③ 産業中分類別集計表の精度を確保するため、産業中分類の目標精度を概ね１５％と

し、あわせて、産業中分類・従業者規模区分の標本数が少なくとも１０以上となるよう

標本数を算出した。なお、平成１７年調査において産業中分類・従業者規模区分ごとの

「売上高・営業収益」の合計に占める割合が２０％以上の標本については、別途層を設

け、全数を継続標本（抽出率＝１）とした。 

④ 産業中分類別及び都道府県別の集計が可能となるように、業種分類・従業者規模区分

の各層の標本数は、母集団の各層ごとの産業中分類別・都道府県別構成比に基づいて、

産業中分類別・都道府県別の標本数を割り振った。 

（２）二重抽出 

① 本調査では、記入者負担軽減の観点から、二重抽出の考え方を採用し、調査票甲（基

本票）、調査票乙（詳細票）の２種類の調査票を使用した。 

② 始めに上記（１）により全体の標本数を算出し、次に業種分類・従業者規模区分の目

標精度１０％で調査票乙の標本数を算出した。 

③ 調査票甲の標本数は、上記（１）で求めた全体の標本数から、調査票乙の標本数を差

し引いた標本の数。 

④ 調査票乙の標本抽出は、層ごとに抽出された全体の標本（調査対象企業）の中から無

作為抽出を行った。 



⑤ 二重抽出の採用により、調査項目数の多い調査票乙の調査対象企業を必要最小限とし

た。 

（３）標準誤差率 

   標準誤差率は、次の式による。 

標準誤差２ ＝ ｛ 標準偏差２ ／ 抽出数 ｝ 

× ｛ （母集団数－抽出数） ／ （母集団数－１） ｝ 

標準誤差率 ＝ 標準誤差 ／ 平均 

標準偏差 ： 平成１７年調査の売上高（営業収益）の標準偏差 

平均   ： 平成１７年調査の売上高（営業収益）の平均 

 

７．推計方法 

推定は、調査結果を基に産業中分類・従業者規模区分の層ごとに以下により行った。 

（１）調査結果に基づく抽出率の設定 

① 母集団数は、抽出時の母集団数による。 

② 有効回答数及び有効調査票数 

有効回答数 ＝ 有効調査票 ＋ その他の有効回答数 

有効調査票数 ＝ 集計企業数 

その他の有効回答 ＝ 廃業、休業又は対象外等 

その他の有効回答は、推計・集計から除外した。 

  ③ 各層（事前の層）の抽出率の計算 

各層の抽出率 ＝ 当該層の有効調査票数 ／ 当該層の母集団数 

（２）個票の拡大推計（事前の層） 

個票の拡大推計は、各個票（有効調査票）の標本抽出時の層による。 

したがって、調査の結果、産業中分類又は従業者規模区分が移動した場合でも、標本抽出

時の産業中分類・従業者規模区分（事前の層）で拡大推計を行った。 

各個票の拡大推計値 ＝ １ ／ 当該層の抽出率 × 当該層の個票データ 

（３）個票の比推計（事前の層） 

調査票乙（詳細票）の調査項目で、調査票甲（基本票）で調査していない調査項目の推

計値は、調査票乙の調査結果（集計結果）を基に、調査票甲の個票単位に推計した。 

例えば、調査票甲の商品仕入原価の推計では、調査票乙と調査票甲の共通の調査項目で

あり、商品仕入原価と関連性の高い売上原価（商品仕入原価の上位項目）を用いて、以下

により推計した。 

甲の商品仕入原価 ＝ 乙の商品仕入原価 ／ 乙の売上原価 × 甲の売上原価 

（４）推計値の集計（事後の層） 

推計結果の集計は、上記（２）、（３）の推計値を基に以下の区分により行い、その結果

を本報告書に掲載した。 

① 産業別・従業者規模別 

② 産業中分類別 

（５）平成１８年母集団数による推定 

① 標本平均（１企業当たり）の算出（事後の層） 



当該層の標本平均 ＝ 当該層の推定値 ／ 当該層の拡大企業数 

  ② 開廃業率の算出 

  平成１３年及び１６年事業所・企業統計を基に中小企業の開廃業率を算出した。 

③ 平成１８年母集団数の算出 

    平成１６年事業所・企業統計を基に算出した平成１６年母集団数に、上記②の開廃業

率を基に平成１８年母集団数を算出した。 

④ 新推定値の算出 

当該層の新推定値 ＝ 当該層の平成１８年母集団数 × 当該層の標本平均 

 

８．調査結果の概要 

（１）調査の回答状況 

  ① 従業者規模別の回答状況 

   

標本数 回答数 回答率 有効回答数 有効回答率
（％） （％）

113,063 60,517 53.5 59,558 52.7
88,951 47,952 53.9 47,372 53.3

５人以下 57,166 28,912 50.6 28,409 49.7
６～２０人 17,371 10,009 57.6 9,956 57.3
２１～５０人 6,479 3,934 60.7 3,922 60.5
５１人以上 7,935 5,097 64.2 5,085 64.1

24,112 12,565 52.1 12,186 50.5

合計
法人企業

個人企業  

  ② 産業分類別の回答状況 

   

標本数 回答数 回答率 有効回答数 有効回答率

合計 113,063 60,517 53.5 59,558 52.7
建設業 2,594 1,564 60.3 1,551 59.8
製造業 13,353 8,012 60.0 7,912 59.3
情報通信業 12,040 5,886 48.9 5,762 47.9
運輸業 10,794 5,694 52.8 5,616 52.0
卸売業 16,486 9,853 59.8 9,783 59.3
小売業 3,945 2,349 59.5 2,328 59.0
不動産業 7,959 4,222 53.0 4,118 51.7
飲食店・宿泊業 4,363 2,047 46.9 2,022 46.3
サービス業 41,529 20,890 50.3 20,466 49.3  

（注）有効回答数には休業、廃業及び対象外等の回答を含む。 

（２）調査結果の評価 

  ① 評価方法 

調査結果の評価は、売上高（営業収益）の達成精度（標準誤差率）を基に行った。 

なお、売上高（営業収益）の標準誤差率は、次の式により算出した。 

標準誤差２ ＝ ｛ 標準偏差２ ／ 抽出数 ｝ 

× ｛ （母集団数－抽出数） ／ （母集団数－１） ｝ 

標準誤差率 ＝ 標準誤差 ／ 平均 

標準偏差 ： 売上高（営業収益）の標準偏差 

平均   ： 売上高（営業収益）の平均 



② 達成精度（標準誤差率） 

   

平均（万円） 標準偏差 標準誤差率
建設業 83,886.0       245,059.9      0.074
製造業 64,837.6       227,979.8      0.039
情報通信業 43,650.2       143,410.3      0.039
運輸業 43,923.3       178,397.5      0.052
卸売業 68,392.6       333,264.2      0.048
小売業 65,274.6       210,492.4      0.067
不動産業 59,600.0       221,474.9      0.057
飲食店・宿泊業 14,165.7       44,480.7       0.070
サービス業 21,352.5       189,318.5      0.061

売上高・営業収益
産業分類

 

 

９．集計及び結果の公表 

（１）速報 

本調査の主要な調査事項について、平成１９年３月に「平成１８年中小企業実態基本調

査速報」として公表。 

（２）調査報告書（確報） 

本調査のすべての調査事項について、「平成１８年中小企業実態基本調査報告書」とし

て公表。第１巻は集計結果（拡大推計結果の集計値）、第２巻は１企業当たりの結果（拡

大推計結果の平均値）を収録。 

（３）ホームページ 

本資料を含む本調査に関する情報は、中小企業庁ホームページに掲載している。 

ＵＲＬ ： http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/kihon/index.htm 


