
果実・果汁類 野菜・穀物類 肉・卵類 米飯類 その他・混合品 合計

409 158 － 151 256 974
〔98.3〕 〔101.3〕 〔-〕 〔103.4〕 〔94.1〕 〔98.4〕

国 生産分 2,614,788 1,112,567 - 625,813 2,206,221 6,559,389
小売金額 〔99.6〕 〔101.9〕 〔-〕 〔105.1〕 〔97.9〕 〔99.9〕

14 61 6 19 124 224
〔116.7〕 〔96.8〕 〔85.7〕 〔105.0〕 〔90.5〕 〔91.4〕

生産分 356,926 1,099,265 218,978 352,160 2,145,442 4,172,771
小売金額 〔116.4〕 〔92.7〕 〔76.7〕 〔84.9〕 〔91.5〕 〔92.0〕

内 423 219 6 170 380 1,198
〔98.8〕 〔100.0〕 〔85.7〕 〔101.8〕 〔91.8〕 〔97.0〕

生産分 2,971,714 2,211,832 218,978 977,973 4,351,663 10,732,160
小売金額 〔101.3〕 〔97.7〕 〔76.7〕 〔96.8〕 〔94.7〕 〔96.7〕

2,317 350 - 930 1015 4,612
〔85.5〕 〔116.7〕 〔-〕 〔121.6〕 〔113.7〕 〔98.8〕

生 生産分 2,871,244 440,705 - 1,023,083 1,211,934 5,546,966
小売金額 〔84.0〕 〔151.6〕 〔-〕 〔120.8〕 〔111.9〕 〔97.0〕

141 64 31 823 3,161 4,220
〔73.4〕 〔77.1〕 〔258.3〕 〔108.7〕 〔142.7〕 〔129.5〕

生産分 526,280 225,797 81,726 2,260,502 8,345,641 11,439,946
小売金額 〔73.3〕 〔77.7〕 〔188.2〕 〔102.2〕 〔128.4〕 〔117.1〕

産 2,881 633 37 1,923 4,556 10,030
〔86.5〕 〔105.1〕 〔194.7〕 〔113.9〕 〔129.4〕 〔109.5〕
6,369,238 2,878,334 300,704 4,261,558 13,909,238 27,719,072
〔90.1〕 〔98.0〕 〔91.4〕 〔104.7〕 〔114.2〕 〔104.3〕

86 88 2 - 9 185
輸 〔126.5〕 〔151.7〕 〔100.0〕 〔-〕 〔150.0〕 〔138.1〕
入 輸入分 155,182 156,550 5,621 - 13,889 331,542

小売金額 〔138.3〕 〔164.5〕 〔86.7〕 〔-〕 〔182.9〕 〔149.6〕
2,967 721 39 1,923 4,565 10,215

〔87.3〕 〔109.2〕 〔185.7〕 〔113.9〕 〔129.4〕 〔109.9〕
6,524,720 3,034,884 306,325 4,261,558 13,923,127 28,050,614
〔90.8〕 〔100.1〕 〔91.4〕 〔104.7〕 〔114.3〕 〔104.6〕
［23.3］ ［10.8］ ［1.1］ ［15.2］ ［49.6］

          ベ　ビ　ー　フ　ー　ド　統　計　（平成9年歴年1～12月）
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［構成比率%］

注 1) 生産・輸入量　100kg以下四捨五入
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            生産分金額・輸入分小売金額；千円（標準小売価格）

　　　　    〔　〕対前年比；%
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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

402 149 － 127 277 955
〔98.3〕 〔94.3〕 〔-〕 〔84.1〕 〔108.0〕 〔98.1〕

国 生産分 2,567,449 1,055,333 - 563,553 2,327,898 6,514,233
小売金額 〔98.2〕 〔94.9〕 〔-〕 〔90.1〕 〔105.5〕 〔99.3〕

21 53 5 31 159 269
〔150.0〕 〔86.9〕 〔83.3〕 〔163.2〕 〔128.2〕 〔120.1〕

生産分 428,573 1,008,594 191,199 574,443 2,814,433 5,017,242
小売金額 〔120.1〕 〔91.8〕 〔87.3〕 〔163.1〕 〔131.2〕 〔120.2〕

内 423 202 5 158 436 1,224
〔100.0〕 〔92.2〕 〔83.3〕 〔92.9〕 〔114.7〕 〔102.2〕

生産分 2,996,022 2,063,927 191,199 1,137,996 5,142,331 11,531,475
小売金額 〔100.8〕 〔93.3〕 〔87.3〕 〔116.4〕 〔118.2〕 〔107.5〕

2,290 335 - 1,187 1,208 5,020
〔98.8〕 〔95.7〕 〔-〕 〔127.6〕 〔119.0〕 〔108.9〕

生 生産分 2,796,651 398,300 - 1,294,859 1,432,722 5,922,532
小売金額 〔97.4〕 〔90.4〕 〔-〕 〔126.6〕 〔118.2〕 〔106.8〕

89 46 54 1,156 3,584 4,929
〔63.1〕 〔71.2〕 〔174.2〕 〔140.5〕 〔113.3〕 〔116.8〕

生産分 352,137 153,771 115,420 2,945,077 8,845,820 12,412,225
小売金額 〔66.9〕 〔68.1〕 〔141.2〕 〔130.3〕 〔106.0〕 〔108.5〕

産 2,802 583 59 2,501 5,228 11,173
〔97.3〕 〔92.1〕 〔159.5〕 〔130.1〕 〔114.8〕 〔111.4〕
6,144,810 2,615,998 306,619 5,377,932 15,420,873 29,866,232
〔96.5〕 〔90.9〕 〔102.0〕 〔126.2〕 〔110.9〕 〔107.8〕

82 81 - - 10 173
輸 〔95.4〕 〔92.1〕 〔-〕 〔-〕 〔111.1〕 〔93.5〕
入 輸入分 146,635 144,230 - - 15,434 306,299

小売金額 〔94.3〕 〔92.1〕 〔-〕 〔-〕 〔111.1〕 〔92.4〕
2,884 664 59 2,501 5,238 11,346

〔97.2〕 〔92.1〕 〔151.3〕 〔130.1〕 〔114.7〕 〔111.1〕
［25.4］ ［5.9］ ［0.5］ ［22.0］ ［46.2］ ［100］
6,291,445 2,760,228 306,619 5,377,932 15,436,307 30,172,531
〔96.4〕 〔91.0〕 〔102.0〕 〔126.2〕 〔110.9〕 〔107.6〕
［20.8］ ［9.2］ ［1.0］ ［17.8］ ［51.2］ ［100］［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

［構成比率%］
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          ベ　ビ　ー　フ　ー　ド　統　計　（平成10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

432 142 － 139 292 1,005
〔107.5〕 〔95.3〕 〔-〕 〔109.4〕 〔105.4〕 〔105.3〕

国 生産分 2,772,919 1,130,704 - 639,930 2,450,866 699,419
小売金額 〔108.0〕 〔107.1〕 〔-〕 〔113.6〕 〔105.3〕 〔107.3〕

20 49 3 32 157 261
〔95.4〕 〔92.5〕 〔60.0〕 〔103.2〕 〔98.7〕 〔97.0〕

生産分 333,353 833,543 117,196 567,182 2,804,103 4,655,377
小売金額 〔77.8〕 〔82.6〕 〔61.3〕 〔98.7〕 〔99.6〕 〔92.8〕

内 452 191 3 171 449 1,266
〔106.8〕 〔94.5〕 〔61.3〕 〔108.2〕 〔103.0〕 〔103.4〕

生産分 3,106,272 1,964,247 117,196 1,207,112 5,254,969 11,649,796
小売金額 〔103.7〕 〔95.2〕 〔61.3〕 〔106.1〕 〔102.2〕 〔101.0〕

2,242 295 - 1,315 1,217 5,069
〔98.1〕 〔88.1〕 〔-〕 〔110.8〕 〔100.8〕 〔101.0〕

生 生産分 2,731,259 339,922 - 1,425,914 1,439,439 5,936,534
小売金額 〔97.7〕 〔85.3〕 〔-〕 〔110.1〕 〔100.5〕 〔99.9〕

37 20 38 1,290 3,581 4,966
〔41.6〕 〔43.5〕 〔70.4〕 〔111.7〕 〔99.9〕 〔100.8〕

生産分 141,774 68,889 83,645 3,246,142 8,603,447 12,143,897
小売金額 〔40.3〕 〔44.8〕 〔72.5〕 〔110.2〕 〔97.3〕 〔97.8〕

産 2,731 506 41 2,776 5,247 11,301
〔97.5〕 〔86.8〕 〔69.5〕 〔111.0〕 〔100.4〕 〔101.2〕
5,979,305 2,373,058 200,841 5,879,168 15,297,855 29,730,227
〔97.3〕 〔90.7〕 〔65.5〕 〔109.3〕 〔99.2〕 〔99.6〕

118 90 - - 10 218
輸 〔143.9〕 〔111.1〕 〔-〕 〔-〕 〔100.0〕 〔126.0〕
入 輸入分 213,609 160,085 - - 14,474 388,168

小売金額 〔145.7〕 〔111.0〕 〔-〕 〔-〕 〔93.8〕 〔126.7〕
2,849 596 41 2,776 5,257 11,519

〔98.7〕 〔89.8〕 〔69.5〕 〔111.0〕 〔100.4〕 〔101.5〕
6,192,914 2,533,143 200,841 5,879,168 15,312,329 30,118,395
〔98.4〕 〔91.8〕 〔65.5〕 〔109.3〕 〔99.2〕 〔99.9〕
［20.6］ ［8.4］ ［0.7］ ［19.6］ ［50.8］ ［100］
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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11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；%


