
表４　2010年産業別収益率　ランキング
第一部

2010年 2009年 2008年 　
1 ガラス・土石製品 14.9 -22.6 -35.9
2 電気機器 14.3 -22.6 -29.0
3 機械 13.3 -19.2 -30.6
4 商業 10.6 -18.2 -21.4
5 精密機器 10.5 -21.0 -26.0
6 サービス業 10.5 -12.9 -18.3
7 金属製品 9.6 -8.9 -34.6
8 非鉄金属 8.3 -20.2 -39.9
9 輸送用機器 6.4 -19.0 -32.3

10 化学工業 5.3 -31.1 -41.7
11 ゴム製品 5.3 -15.3 -24.2
12 不動産業 5.3 -14.7 -30.2
13 繊維製品 5.2 -16.7 -33.7
14 情報・通信業 5.0 -15.8 -18.4
15 食料品 2.9 -17.9 -13.6
16 倉庫・運輸関連業 1.1 -16.8 -30.0
17 その他製品 0.7 -33.5 -9.5
18 海運業 0.7 -51.5 -27.4
19 鉄鋼 -0.2 -32.3 -34.0
20 建設業 -0.7 -11.2 -27.3
21 陸運業 -1.3 -15.4 -16.1
22 水産・農林業 -1.5 -15.2 -17.8
23 電気・ガス業 -2.8 -11.3 -15.9
24 パルプ・紙 -3.7 -10.4 -17.2
25 石油・石炭製品 -6.9 -11.6 -34.8
26 金融・保険業 -11.0 -33.1 -30.2
27 鉱業 -25.1 -28.4 -10.5
28 空運業 -25.3 -27.0 -9.4

  
第一部市場収益率 4.4 -20.8 -26.2

（注）1993年7月以降、東京証券取引所は産業分類を３３産業に変更したが、当研究所では従来分類の２８産業を採用している。
　また、2003年6月に行われた産業の定義の見直しに対応して、新定義で遡及計算を行ったため2002年版までの結果と異なる産業がある。
　なお、通信業は情報・通信業と名称も変更された。



表４　2010年産業別収益率　ランキング
第二部

2010年 2009年 2008年
1 水産・農林業 37.3 29.4 -10.8
2 非鉄金属 35.2 -26.8 -53.4
3 石油・石炭製品 21.7 -14.7 -33.7
4 輸送用機器 21.4 -30.8 -42.9
5 不動産業 14.4 -19.1 -35.9
6 商業 9.8 -5.8 -24.7
7 ゴム製品 8.6 -27.3 -35.4
8 化学工業 8.1 -9.5 -27.3
9 食料品 6.8 -1.5 -12.7
10 陸運業 6.6 -11.6 -19.7
11 金属製品 6.4 -15.4 -43.7
12 精密機器 6.2 0.8 -38.9
13 海運業 5.9 -26.5 -32.9
14 建設業 5.2 -9.9 -42.7
15 機械 4.7 -18.9 -25.0
16 サービス業 4.3 -18.0 -26.0
17 その他製品 3.9 -13.5 -20.0
18 電気機器 3.4 -10.6 -23.4
19 繊維製品 1.5 -10.9 -30.8
20 倉庫・運輸関連業 1.3 -9.3 -30.7
21 パルプ・紙 1.2 -7.6 -6.2
22 情報・通信業 0.7 -9.0 -30.3
23 空運業 -0.3 -38.8 -1.8
24 ガラス・土石製品 -1.6 -9.4 -35.5
25 電気・ガス業 -5.6 -12.0 -15.2
26 鉄鋼 -7.0 -22.3 -11.3
27 金融・保険業 -14.2 -27.3 -43.7
－ 鉱業 － － － 　 　

第二部市場収益率 6.7 -11.7 -28.9

（注）1993年7月以降、東京証券取引所は産業分類を３３産業に変更したが、当研究所では従来分類の２８産業を採用している。
　また、2003年6月に行われた産業の定義の見直しに対応して、新定義で遡及計算を行ったため2002年版までの結果と異なる産業がある。
　なお、通信業は情報・通信業と名称も変更された。
　第二部市場の鉱業は該当なし。水産・農林業および空運業は1社のみ。


