
果実・果汁類 野菜・穀物類 肉・卵類 米飯類 その他・混合品 合計

388 137 － 159 286 970
〔111.8〕 〔74.1〕 〔-〕 〔90.3〕 〔87.7〕 〔93.8〕

国 生産分 2,370,161 1,060,313 - 659,168 2,207,407 6,297,049
小売金額 〔113.4〕 〔84.1〕 〔-〕 〔111.3〕 〔104.1〕 〔103.9〕

8 57 - 23 138 226
〔88.9〕 〔132.6〕 〔-〕 〔115.0〕 〔97.9〕 〔106.1〕

生産分 211,940 900,597 - 436,311 2,328,900 3,877,748
小売金額 〔131.0〕 〔113.4〕 〔-〕 〔111.7〕 〔99.2〕 〔105.0〕

内 396 194 - 182 424 1,196
〔111.2〕 〔85.1〕 〔-〕 〔92.9〕 〔90.8〕 〔95.9〕

生産分 2,582,101 1,960,910 - 1,095,479 4,536,307 10,174,797
小売金額 〔114.6〕 〔95.4〕 〔-〕 〔111.5〕 〔101.5〕 〔104.3〕

2,027 271 - 709 678 3,685
〔114.3〕 〔97.5〕 〔-〕 〔114.4〕 〔116.5〕 〔113.1〕

生 生産分 2,427,241 199,326 - 775,414 801,688 4,203,669
小売金額 〔115.7〕 〔72.7〕 〔-〕 〔114.1〕 〔117.2〕 〔112.4〕

255 113 16 494 1,526 2,404
〔84.2〕 〔110.8〕 〔88.9〕 〔114.1〕 〔136.5〕 〔121.8〕

生産分 1,065,624 420,310 58,125 1,637,631 4,874,008 8,055,698
小売金額 〔98.3〕 〔101.5〕 〔88.0〕 〔111.9〕 〔136.4〕 〔122.0〕

産 2,678 578 16 1,385 2,628 7,285
〔110.1〕 〔95.1〕 〔72.5〕 〔110.9〕 〔121.3〕 〔112.4〕
6,074,966 2,580,546 58,125 3,508,524 10,212,003 22,434,164

〔111.8〕 〔94.1〕 〔80.7〕 〔112.2〕 〔117.0〕 〔111.6〕
60 89 4 - 5 158

輸 〔73.2〕 〔89.0〕 〔66.7〕 〔-〕 〔83.3〕 〔81.4〕
入 輸入分 99,029 148,200 13,280 - 7,020 267,529

小売金額 〔73.2〕 〔89.9〕 〔66.3〕 〔-〕 〔92.3〕 〔82.0〕
2,738 667 20 1,385 2,633 7,443

〔108.9〕 〔94.2〕 〔71.4〕 〔110.9〕 〔121.2〕 〔111.5〕
6,173,995 2,728,746 71,405 3,508,524 10,219,023 22,701,693

〔110.8〕 〔93.8〕 〔77.5〕 〔112.2〕 〔117.0〕 〔111.1〕
［27.2］ ［12.0］ ［0.3］ ［15.5］ ［45.0］ ［100］

          ベ　ビ　ー　フ　ー　ド　統　計　（平成6年歴年1～12月）

瓶詰
生産量

　　　項目　＼　品目

生産量
D・D

乾燥品 F・D
生産量

〔生産分小売金額＋輸入分小売金額〕

［構成比率%］

注 1) 生産・輸入量　100kg以下四捨五入

瓶詰
輸入量

総供給量
〔生産量＋輸入量〕

   単位 ：生産量,輸入量；トン

            生産分金額・輸入分小売金額；千円（標準小売価格）

　　　　    〔　〕対前年比；%

総小売金額

生産量
計

レトルト食品
（その他容
器詰含む）

生産量

生産量合計

生産分小売金額合計

　　3) スティックタイプはレトルト食品に包括
　　4) 缶詰は瓶詰めに含む
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　  2) 生産・輸入分小売金額　100円以下四捨五入



果実・果汁類 野菜・穀物類 肉・卵類 米飯類 その他・混合品 合計

380 133 － 131 251 895
〔97.9〕 〔97.1〕 〔-〕 〔82.4〕 〔87.8〕 〔92.3〕

国 生産分 2,289,711 1,046,687 - 537,183 2,032,534 5,906,115
小売金額 〔96.6〕 〔98.7〕 〔-〕 〔81.5〕 〔92.1〕 〔93.8〕

9 49 - 20 128 206
〔112.5〕 〔86.0〕 〔-〕 〔87.0〕 〔92.8〕 〔91.2〕

生産分 222,574 824,588 - 396,462 2,145,023 3,588,647
小売金額 〔105.0〕 〔91.6〕 〔-〕 〔90.9〕 〔92.1〕 〔92.5〕

内 389 182 - 151 379 1,101
〔98.2〕 〔93.8〕 〔-〕 〔83.0〕 〔89.4〕 〔92.1〕

生産分 2,512,285 1,871,275 - 933,645 4,177,557 9,494,762
小売金額 〔97.3〕 〔95.4〕 〔-〕 〔85.2〕 〔92.1〕 〔93.3〕

2,493 297 - 818 834 4,443
〔123.0〕 〔109.6〕 〔-〕 〔115.4〕 〔123.0〕 〔120.6〕

生 生産分 3,039,969 220,586 - 905,646 996,049 5,162,250
小売金額 〔125.2〕 〔110.7〕 〔-〕 〔116.8〕 〔124.2〕 〔122.8〕

240 108 14 690 1,947 2,999
〔94.1〕 〔95.6〕 〔87.5〕 〔139.7〕 〔127.6〕 〔124.8〕

生産分 902,783 384,986 52,855 2,010,301 6,504,095 9,855,020
小売金額 〔84.7〕 〔91.6〕 〔90.9〕 〔122.8〕 〔133.4〕 〔122.3〕

産 3,123 587 14 1,659 3,160 8,543
〔116.6〕 〔101.6〕 〔87.5〕 〔119.8〕 〔120.2〕 〔117.3〕
6,455,037 2,476,847 52,855 3,849,592 11,677,701 24,512,032

〔106.3〕 〔96.0〕 〔90.9〕 〔109.7〕 〔114.4〕 〔109.3〕
70 84 8 - 8 170

輸 〔116.7〕 〔94.4〕 〔200.0〕 〔-〕 〔160.0〕 〔107.6〕
入 輸入分 115,144 137,133 25,735 - 10,499 288,511

小売金額 〔116.3〕 〔92.5〕 〔193.8〕 〔-〕 〔149.6〕 〔107.8〕
3,193 671 22 1,659 3,168 8,713

〔116.6〕 〔100.6〕 〔110.0〕 〔119.8〕 〔120.3〕 〔117.1〕
6,570,181 2,613,980 78,590 3,849,592 11,688,200 24,800,543
〔106〕 〔95.8〕 〔110.1〕 〔109.7〕 〔114.4〕 〔109.2〕
［26.5］ ［10.5］ ［0.3］ ［15.5］ ［47.1］ ［99.9］［構成比率%］

注 1) 生産・輸入量　100kg以下四捨五入
　  2) 生産・輸入分小売金額　100円以下四捨五入
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　　4) 缶詰は瓶詰めに含む
　　3) スティックタイプはレトルト食品に包括

総供給量
〔生産量＋輸入量〕

総小売金額
〔生産分小売金額＋輸入分小売金額〕

生産量合計

生産分小売金額合計

瓶詰
輸入量

瓶詰
生産量

レトルト食品
（その他容
器詰含む）

生産量

　　　項目　＼　品目

乾燥品

D・D
生産量

F・D
生産量

計
生産量

          ベ　ビ　ー　フ　ー　ド　統　計　（平成7年歴年1～12月）

   単位 ：生産量,輸入量；トン

            生産分金額・輸入分小売金額；千円（標準小売価格）

　　　　    〔　〕対前年比；%



果実・果汁類 野菜・穀物類 肉・卵類 米飯類 その他・混合品 合計

416 156 － 146 272 990
〔109.5〕 〔117.3〕 〔-〕 〔111.5〕 〔108.4〕 〔110.6〕

国 生産分 2,626,155 1,091,645 - 595,721 2,252,709 6,566,230
小売金額 〔114.7〕 〔104.3〕 〔-〕 〔110.9〕 〔110.8〕 〔111.2〕

12 63 7 21 142 245
〔133.3〕 〔128.6〕 〔-〕 〔105.0〕 〔110.9〕 〔118.9〕

生産分 306,533 1,186,432 285,412 414,737 2,343,862 4,536,976
小売金額 〔137.7〕 〔143.9〕 〔-〕 〔104.6〕 〔109.3〕 〔126.4〕

内 428 219 7 167 414 1,235
〔110.0〕 〔120.3〕 〔-〕 〔110.6〕 〔109.2〕 〔112.2〕

生産分 2,932,688 2,278,077 285,412 1,010,458 4,596,571 11,103,206
小売金額 〔116.7〕 〔121.7〕 〔-〕 〔108.2〕 〔110.0〕 〔116.9〕

2,711 300 - 765 893 4,669
〔108.7〕 〔101.0〕 〔-〕 〔93.5〕 〔107.1〕 〔105.1〕

生 生産分 3,419,053 368,914 - 846,696 1,083,147 5,717,810
小売金額 〔112.5〕 〔167.2〕 〔-〕 〔93.5〕 〔108.7〕 〔110.8〕

192 83 12 757 2,215 3,259
〔80.0〕 〔76.9〕 〔85.7〕 〔109.7〕 〔113.8〕 〔108.7〕

生産分 717,977 290,737 43,416 2,242,794 6,500,425 9,765,349
小売金額 〔79.5〕 〔75.5〕 〔82.1〕 〔110.1〕 〔99.9〕 〔99.1〕

産 3,331 602 19 1,689 3,522 9,163
〔106.7〕 〔102.6〕 〔135.7〕 〔101.8〕 〔111.5〕 〔107.3〕
7,069,718 2,937,728 328,828 4,069,948 12,180,143 26,586,365

〔109.5〕 〔118.6〕 〔622.1〕 〔105.7〕 〔104.3〕 〔108.5〕
68 58 2 - 6 134

輸 〔97.1〕 〔69.0〕 〔25.0〕 〔-〕 〔75.0〕 〔78.8〕
入 輸入分 112,398 95,167 6,482 - 7,594 221,641

小売金額 〔97.6〕 〔69.4〕 〔25.2〕 〔-〕 〔72.3〕 〔76.8〕
3,399 660 21 1,689 3,528 9,297

〔106.5〕 〔98.4〕 〔95.5〕 〔101.8〕 〔111.4〕 〔106.7〕
7,182,116 3,032,895 335,310 4,069,948 12,187,737 26,808,006

〔109.3〕 〔116.0〕 〔426.7〕 〔105.7〕 〔104.3〕 〔108.1〕
［26.8］ ［11.3］ ［1.3］ ［15.2］ ［45.5］
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［構成比率%］

注 1) 生産・輸入量　100kg以下四捨五入
　  2) 生産・輸入分小売金額　100円以下四捨五入
　　3) スティックタイプはレトルト食品に包括
　　4) 缶詰は瓶詰めに含む

総供給量
〔生産量＋輸入量〕

総小売金額
〔生産分小売金額＋輸入分小売金額〕

生産量合計

生産分小売金額合計

瓶詰
輸入量

瓶詰
生産量

レトルト食品
（その他容
器詰含む）

生産量

　　　項目　＼　品目

乾燥品

D・D
生産量

F・D
生産量

計
生産量

          ベ　ビ　ー　フ　ー　ド　統　計　（平成8年歴年1～12月）

   単位 ：生産量,輸入量；トン

            生産分金額・輸入分小売金額；千円（標準小売価格）

　　　　    〔　〕対前年比；%


