
II　結果表一覧（甲票）

【一般クリーニング所】

表番号 表　　　　　名
第１表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、経営主体×専業・兼業-営業形態-店舗の形態-FC加入の有無-

生活衛生同業組合加入の有無-営業年数-立地条件-経営者年齢階級-後継者の有無-従業者の規模-地
域ブロック別

第２表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、専業・兼業×経営主体-営業形態-店舗の形態-FC加入の有無-
生活衛生同業組合加入の有無-営業年数-立地条件-経営者年齢階級-従業者の規模-地域ブロック別

第３表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、営業形態×経営主体-専業・兼業-店舗の形態-FC加入の有無-
生活衛生同業組合加入の有無-営業年数-立地条件-経営者年齢階級-従業者の規模-地域ブロック別

第４表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、店舗の形態×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC加入の有無-
生活衛生同業組合加入の有無-営業年数-立地条件-経営者年齢階級-従業者の規模-地域ブロック別

第５表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、生活衛生同業組合の加入有無×経営主体-専業・兼業-営業形
態-店舗の形態-FC加入の有無-営業年数-立地条件-経営者年齢階級-従業者の規模-地域ブロック別

第６表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、営業年数×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の形態-FC加
入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-立地条件-経営者年齢階級-従業者の規模-地域ブロック別

第７表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、立地条件×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の形態-FC加
入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-経営者年齢階級-従業者の規模-地域ブロック別

第８表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、経営者年齢階級・後継者の有無×経営主体-専業・兼業-営業
形態-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-
地域ブロック別

第９表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、１ヶ月の定休日数×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の形
態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者の規
模-地域ブロック別

第１０-１表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、１日の営業時間×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の形態
-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者の規模
-地域ブロック別

第１０-２表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、開店・閉店時間×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の形態
-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者の規模
-地域ブロック別

第１０-３表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、開店・閉店時間×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の形態
-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者の規模
-地域ブロック別

第１１表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、１日の平均客数×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の形態
-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者の規模
-地域ブロック別

第１２表 クリーニング業（一般） 施設数・１施設当たりクリーニング料金、料金の状況×経営主体-専業・兼業-営業
形態-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階
級-従業者の規模-地域ブロック別

第１３表 クリーニング業（一般） ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ受注点数・構成割合・１施設当たり受注点数、持込・外交の別×経営主体
－専業・兼業－営業形態－店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数－立地
条件－経営者の年齢階級－従業者の規模－地域ブロック別

第１４-１表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、クリーニング処理の方法×経営主体－専業・兼業－営業形態－
店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数－立地条件－経営者の年齢階級
－従業者の規模－地域ブロック別

第１４-２表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、１施設当たりクリーニング処理の方法の割合、クリーニング処理
の方法×処理割合の規模

第１５表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、パソコンの導入状況×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の
形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者の
規模-地域ブロック別

第１６表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、前年度と比べた今年度の売上×経営主体-専業・兼業-営業形
態-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級
-従業者の規模-地域ブロック別

第１７表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、本業当期純利益の動向の主な原因×経営主体-専業・兼業-営
業形態-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢
階級-従業者の規模-地域ブロック別



表番号 表　　　　　名
第１８表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、経営上の問題点×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の形

態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者の規
模-地域ブロック別

第１９表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、今後の経営方針×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の形
態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者の規
模-地域ブロック別

第２０-１表 クリーニング業（一般） 従業者数×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛
生同業組合加入の有無-営業年数-立地条件-経営者年齢階級-従業者の規模-地域ブロック別

第２０-２表 クリーニング業（一般） 構成割合×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛
生同業組合加入の有無-営業年数-立地条件-経営者年齢階級-従業者の規模-地域ブロック別

第２０-３表 クリーニング業（一般） １施設当たり平均従業者数、雇用の形態×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の
形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合加入の有無-営業年数-立地条件-経営者年齢階級-従業者の規
模-地域ブロック別

第２１-１表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、常時雇用者の性別平均在勤年数×経営主体-専業・兼業-営業
形態-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階
級-従業者の規模-地域ブロック別

第２１-２表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、常時雇用者の性別平均年齢×経営主体-専業・兼業-営業形態
-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-
従業者の規模-地域ブロック別

第２２表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、常時雇用者の１日平均労働時間×経営主体-専業・兼業-営業
形態-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階
級-従業者の規模-地域ブロック別

第２３表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、常時雇用者の月平均休日数×経営主体-専業・兼業-営業形態
-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-
従業者の規模-地域ブロック別

第２４表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、労働時間短縮のための努力×経営主体-専業・兼業-営業形態-
店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従
業者の規模-地域ブロック別

第２５-１表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、就業規則の有無×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の形
態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者の規
模-地域ブロック別

第２５-２表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、就業規則の有無×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の形
態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者の規
模-地域ブロック別

第２６表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、健康診断の実施状況×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗
の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者
の規模-地域ブロック別

第２７表 クリーニング業（一般） 研修・講習会参加人数、１施設当り平均数×経営主体－専業・兼業－営業形態－店
舗の形態－FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件－経営者の年齢階級－
従業者の規模－地域ブロック別

第２８‐１表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、土地・建物の所有状況×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗
の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者
の規模-地域ブロック別

第２８‐２表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、土地・建物の所有状況×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗
の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者
の規模-地域ブロック別

第２９表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、設備等の状況×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の形態-
FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者の規模-
地域ブロック別

第３０‐１表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、過去３年間の設備投資実績‐資金調達方法-借入先×経営主体
-専業・兼業-営業形態-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件
-経営者の年齢階級-従業者の規模-地域ブロック別

第３０-２表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、過去３年間の設備投資実績ありの主な理由-資金調達方法-借
入先×過去３年間の設備投資実績ありの主な理由-資金調達方法-借入先-１日平均客数別

第３１‐１表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、向こう３年間の設備投資予定内容-主な理由-資金調達予定×
経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-
立地条件-経営者の年齢階級-従業者の規模-地域ブロック別

第３１‐２表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、向こう３年間の設備投資予定内容-主な理由-資金調達予定×
向こう３年間の設備投資予定内容-主な理由-資金調達予定‐１日の平均客数別



表番号 表　　　　　名
第３２表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、過去３年間の運転資金調達方法×経営主体-専業・兼業-営業

形態-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階
級-従業者の規模-地域ブロック別

第３３‐１表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、日本政策金融公庫の利用状況×経営主体-専業・兼業-営業形
態-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級
-従業者の規模-地域ブロック別

第３３‐２表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、日本政策金融公庫の利用状況×経営主体-専業・兼業-営業形
態-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級
-従業者の規模-地域ブロック別

第３４表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、高齢者や車椅子の方に配慮した設備状況×経営主体-専業・兼
業-営業形態-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者
の年齢階級-従業者の規模-地域ブロック別

第３５表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、環境に関する苦情×経営主体－専業・兼業－営業形態-店舗の
形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件－経営者の年齢階級－従業者
の規模－地域ブロック別

第３６表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、リサイクルの取組状況×経営主体－専業・兼業－営業形態-店
舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件－経営者の年齢階級－従
業者の規模－地域ブロック別

第３７表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、トリクロロエタン・フロン１１３の転換状況×経営主体－専業・兼
業－営業形態-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件－経営
者の年齢階級－従業者の規模－地域ブロック別

第３８表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、外交の状況×経営主体－専業・兼業－営業形態-店舗の形態-
FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件－経営者の年齢階級－従業者の規
模－地域ブロック別

第３９表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、外注の状況×経営主体－専業・兼業－営業形態-店舗の形態-
FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件－経営者の年齢階級－従業者の規
模－地域ブロック別

第４０-１表 クリーニング業（一般） 施設数、トラブル件数、トラブル状況×経営主体－専業・兼業－営業形態-店舗の形
態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数－立地条件－経営者の年齢階級－従業者
の規模－地域ブロック別

第４０-２表 クリーニング業（一般） 構成割合、トラブル原因×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の形態-FC加入の
有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者の規模-地域ブロッ
ク別

第４０-３表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、クリーニングトラブルの内容・対処方法×経営主体-専業・兼業-
営業形態-店舗の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年
齢階級-従業者の規模-地域ブロック別

第４１表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、サービス等について×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の
形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者の
規模-地域ブロック別

第４２表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、地域との共生の状況×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗の
形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者の
規模-地域ブロック別

第４３表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、標準営業約款について×経営主体-専業・兼業-営業形態-店舗
の形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-経営者の年齢階級-従業者
の規模-地域ブロック別



【取次所】

表番号 表　　　　　名
第１表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、経営主体×専業・兼業-営業形態-FC加入の有無-生活衛生

同業組合加入の有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第２表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、専業・兼業×経営主体-営業形態-FC加入の有無-生活衛生
同業組合加入の有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第３表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、営業形態×経営主体-専業・兼業-FC加入の有無-生活衛生
同業組合加入の有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第４表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、生活衛生同業組合の加入有無×経営主体-専業・兼業-営業
形態-FC加入の有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第５表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、営業年数×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC加入の有無-
生活衛生同業組合の加入有無-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第６表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、立地条件×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC加入の有無-
生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-従業者の規模-地域ブロック別

第７表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、１ヶ月の定休日数×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC加入
の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第８表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、１日の営業時間×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC加入の
有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第９-１表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、開店・閉店時間×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC加入の
有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第９-２表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、開店・閉店時間×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC加入の
有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第１０表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、１日の平均客数×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC加入の
有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第１１-１表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、１施設当り営業収入・従業員１人当たり営業収入・営業収入額
の階級×経営主体－専業・兼業－営業形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数－
立地条件－従業者の規模－地域ブロック別

第１１-２表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、１施設当り営業収入・従業員１人当たり営業収入・営業収入額
の階級×経営主体－専業・兼業－営業形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数－
立地条件－従業者の規模－地域ブロック別

第１２-１表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、１施設当り営業費用・従業員１人当たり営業費用・１施設当た
り人件費・営業費用額の階級×経営主体－専業・兼業－営業形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の
加入有無-営業年数－立地条件－従業者の規模－地域ブロック別

第１２-２表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、１施設当り営業費用・従業員１人当たり営業費用・１施設当た
り人件費・営業費用額の階級×経営主体－専業・兼業－営業形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の
加入有無-営業年数－立地条件－従業者の規模－地域ブロック別

第１３表 クリーニング業（取次所） １施設当たりクリーニング料金、料金の状況×経営主体-専業・兼業-営業形態-
FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第１４表 クリーニング受注点数・構成割合・１施設当たり受注点数、持込・外交の別×経営主体－専業・兼業－営業
形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数－立地条件－従業者の規模－地域ブロッ
ク別

第１５-１表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、クリーニング処理の方法×経営主体－専業・兼業－営業形態
－FC加入の有無－生活衛生同業組合の加入有無－営業年数－立地条件－従業者の規模－地域ブロック
別

第１５-２表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、１施設当たりクリーニング処理の方法の割合、クリーニング処
理の規模×処理方法

第１６表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、パソコンの導入状況×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC加
入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別



第１７表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、前年度と比べた今年度の売上×経営主体-専業・兼業-営業
形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第１８-１表 クリーニング業（取次所） 従業者数、雇用の形態×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC加入の有無-生活
衛生同業組合加入の有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第１８-２表 クリーニング業（取次所） 構成割合、雇用の形態×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC加入の有無-生活
衛生同業組合加入の有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第１８-３表 クリーニング業（取次所） 1施設当たり平均従業者数、雇用の形態×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC加
入の有無-生活衛生同業組合加入の有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第１９表 クリーニング業（取次所） 研修・講習会参加人数、１施設当り平均数×経営主体－専業・兼業－営業形態－
FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件－従業者の規模－地域ブロック別

第２０-１表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、土地・建物の所有状況×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC
加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第２０-２表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、土地・建物の所有状況×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC
加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第２１-１表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、日本政策金融公庫の利用状況×経営主体-専業・兼業-営業
形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第２１-２表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、日本政策金融公庫の利用状況×経営主体-専業・兼業-営業
形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第２２表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、環境に関する苦情×経営主体－専業・兼業－営業形態-FC
加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件－従業者の規模－地域ブロック別

第２３表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、リサイクルの取組状況×経営主体－専業・兼業－営業形態-
FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件－従業者の規模－地域ブロック別

第２４表 クリーニング業（取次所） 施設数、外交の状況・１施設当り外交件数×経営主体－専業・兼業－営業形態-
FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数－立地条件－従業者の規模－地域ブロック別

第２５-１表 クリーニング業（取次所） 施設数、トラブル件数、トラブル状況×経営主体－専業・兼業－営業形態-FC加
入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数－立地条件－従業者の規模－地域ブロック別

第２５-２表 クリーニング業（取次所） 構成割合、トラブル原因×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC加入の有無-生活
衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第２５-３表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、クリーニングトラブルの内容・対処方法×経営主体-専業・兼
業-営業形態-FC加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブ
ロック別

第２６表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、サービス等について×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC加
入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別

第２７表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、標準営業約款について×経営主体-専業・兼業-営業形態-FC
加入の有無-生活衛生同業組合の加入有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地域ブロック別



II　結果表一覧（乙票）
【一般クリーニング所】

表番号 表　　　　　名
第１表 クリーニング業（一般） １施設当たり平均売上高と当期純利益（前年分・当年分）×経営主体-専業・兼業-

営業形態-店舗の形態-FC等の加入の有無-生活衛生同業組合加入の有無-営業年数-立地条件-経営者
年齢階級-後継者の有無-従業者の規模-地域ブロック-税務申告別

第２表 クリーニング業（一般） １施設当たり平均売上高と当期純利益、健全・欠損企業×経営主体－専業・兼業－
営業形態－店舗の形態－ＦＣ等加入状況-生活衛生同業組合加入の有無－営業年数－立地条件－経営
者の年齢階級－後継者の有無－従業者の規模－地域ブロック－税務申告別

第３表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、売上高と当期純利益の状況×経営主体－専業・兼業－営業形
態－店舗の形態－ＦＣ等加入状況-生活衛生同業組合加入の有無－営業年数－立地条件－経営者の年
齢階級－後継者の有無－従業者の規模－地域ブロック－税務申告別

第４－１表 クリーニング業（一般） １施設当たり売上高(平均原価額）、経営主体－健全・欠損企業－従業員の規模×
損益計算表項目別

第４－２表 クリーニング業（一般） １施設当たり売上高構成割合、経営主体－健全・欠損企業－従業員の規模×損益
計算表項目別

第５－１表 クリーニング業（一般） １施設当たり平均額、経営主体－健全・欠損企業－従業者の規模×貸借対照表項
目別

第５－２表 クリーニング業（一般） １施設当たり平均額構成割合、経営主体－健全・欠損企業－従業者の規模×貸借
対照表項目別

第６表 クリーニング業（一般） 経営指標、経営主体－健全・欠損企業－従業者の規模（健全企業のみ）×経営指
標項目別

第７表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、経営収支の状況（売上高）×経営主体－専業・兼業－営業形態
－店舗の形態－ＦＣ等加入状況-生活衛生同業組合加入の有無－営業年数－立地条件－経営者の年齢
階級－後継者の有無－従業者の規模－地域ブロック－税務申告別

第８表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、経営収支の状況（純利益）×経営主体－専業・兼業－営業形態
－店舗の形態－ＦＣ等加入状況-生活衛生同業組合加入状況－営業年数－立地条件－経営者の年齢階
級－後継者の有無－従業者の規模－地域ブロック－税務申告別

第９表 クリーニング業（一般） 施設数・構成割合、経営収支の状況（当期純利益）×経営主体－専業・兼業－営業
形態－店舗の形態－ＦＣ等加入状況-生活衛生同業組合加入－営業年数－立地条件－経営者の年齢階
級－後継者の有無－従業者の規模－地域ブロック－税務申告別



【取次所】

表番号 表　　　　　名
第１表 クリーニング業（取次所） １施設当たり平均売上高と当期純利益（前年分・当年分）×経営主体-専業・兼業

-営業形態-FC等の加入の有無-生活衛生同業組合加入の有無-営業年数-立地条件-従業者の規模-地
域ブロック-税務申告別

第２表 クリーニング業（取次所） １施設当たり平均売上高と当期純利益、健全・欠損企業×経営主体－専業・兼業
－営業形態－ＦＣ等加入状況-生活衛生同業組合加入の有無－営業年数－立地条件－従業者の規模－
地域ブロック－税務申告別

第３表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、売上高と当期純利益の状況×経営主体－専業・兼業－営業
形態－ＦＣ等加入状況-生活衛生同業組合加入の有無－営業年数－立地条件－従業者の規模－地域ブ
ロック－税務申告別

第４－１表 クリーニング業（取次所） １施設当たり売上高(平均原価額）、経営主体－健全・欠損企業－従業員の規模
×損益計算表項目別

第４－２表 クリーニング業（取次所） １施設当たり売上高構成割合、経営主体－健全・欠損企業－従業員の規模×損
益計算表項目別

第５－１表 クリーニング業（取次所） １施設当たり平均額、経営主体－健全・欠損企業－従業者の規模×貸借対照表
項目別

第５－２表 クリーニング業（取次所） １施設当たり平均額構成割合、経営主体－健全・欠損企業－従業者の規模×貸
借対照表項目別

第６表 クリーニング業（取次所） 経営指標、経営主体－健全・欠損企業－従業者の規模（健全企業のみ）×経営
指標項目別

第７表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、経営収支の状況（売上高）×経営主体－専業・兼業－営業形
態－ＦＣ等加入状況-生活衛生同業組合加入の有無－営業年数－立地条件－従業者の規模－地域ブロッ
ク－税務申告別

第８表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、経営収支の状況（純利益）×経営主体－専業・兼業－営業形
態－ＦＣ等加入状況-生活衛生同業組合加入状況－営業年数－立地条件－従業者の規模－地域ブロック
－税務申告別

第９表 クリーニング業（取次所） 施設数・構成割合、経営収支の状況（当期純利益）×経営主体－専業・兼業－営
業形態－ＦＣ等加入状況-生活衛生同業組合加入－営業年数－立地条件－従業者の規模－地域ブロック
－税務申告別


