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平成24年度結果表

表番号 表　　　　　名
第１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、経営主体×専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径

２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、専業・兼業×経営主体－一番近い銭湯との距離－半径
２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第３表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、一番近い銭湯との距離×経営主体－専業・兼業－半径
２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第４表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、半径2km以内にある銭湯以外の公衆浴場×経営主体－
専業・兼業－一番近い銭湯との距離－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－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第５表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外
の公衆浴場×一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－営業年数－前年度と
比べた今年度の売上別

第６表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第７表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、営業年数×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との
距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－生活衛生同業組合の加入有無－立地条件－経営者
の年齢階級－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第８表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、立地条件×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との
距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－生活衛生同業組合の加入有無－営業年数－経営者
の年齢階級－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第９表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、経営者の年齢階級－後継者の有無×経営主体－専
業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所
有状況－地域ブロック別

第１０表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、従業者の規模×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯
との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第１１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、地域ブロック×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯
との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況別

第１２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、１か月の定休日数・１施設当たり１か月の平均定休日数
×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－
土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第１３－１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、１日の営業時間（平日）・１世帯当たり平日の平均営業
時間×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規
模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第１３－２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、１日の営業時間（休日）・１世帯当たり休日の平均営業
時間×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規
模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第１４－１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数、開店・閉店時間（平日）、平日の平均開店・閉店時間×経営主体－
専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の
所有状況－地域ブロック別

第１４－２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　構成割合、開店・閉店時間（平日）×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯
との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第１４－３表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数、開店・閉店時間（休日）、休日の平均開店・閉店時間×経営主体－
専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の
所有状況－地域ブロック別

第１４－４表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　構成割合、開店・閉店時間（休日）×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯
との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別
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表番号 表　　　　　名
第１５－１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、１日の平均客数・１施設当たり１日平均客数×経営主体

－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物
の所有状況－地域ブロック別

第１５－２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、１日の平均客数（大人）・１施設当たり１日平均客数（大
人）×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模
－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第１５－３表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、１日の平均客数（中人）・１施設当たり１日平均客数（中
人）×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模
－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第１５－４表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、１日の平均客数（小人）・１施設当たり１日平均客数（小
人）×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模
－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第１６表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、客1人当たり平均料金単価・１施設当たり客１人当たり平
均料金単価×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴
場－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－後継者の有無－従業
者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第１７表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、パソコンの導入状況×経営主体－専業・兼業－一番近
い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロッ
ク別

第１８表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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
－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－
地域ブロック別

第１９－１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状
況－地域ブロック別

第１９－２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、前年度比売上１％以上増加－本業当期純利益の動向
の主な原因×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴
場－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－後継者の有無－従業
者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第１９－３表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、前年度比売上増減１％未満－本業当期純利益の動向
の主な原因×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴
場－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－後継者の有無－従業
者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第１９－４表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、前年度比売上１％以上減少－本業当期純利益の動向
の主な原因×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴
場－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－後継者の有無－従業
者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第２０表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、経営上の問題点×経営主体－専業・兼業－一番近い銭
湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第２１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、今後の経営方針×経営主体－専業・兼業－一番近い銭
湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第２２－１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・従業者数、雇用の形態×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯と
の距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第２２－２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　構成割合、雇用の形態×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離
－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第２３－１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・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
－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－土地･建物の所有状況－
地域ブロック別

第２３－２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・従業者数・構成割合、雇用の形態×経営主体、従業者の規模別

【甲票】



表番号 表　　　　　名
第２４－１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、常時雇用者の性別平均在勤年数・１世帯当たり性別平

均在勤年数×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴
場－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－後継者の有無－従業
者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第２４－２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、常時雇用者の性別平均年齢・１施設当たり性別平均年
齢×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模
－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第２４－３表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況
－地域ブロック別

第２４－４表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、常時雇用者の月平均休日数・１世帯当たり月平均休日
数×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模
－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第２５表 公衆浴場業（一般公衆浴場） 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－
一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地
域ブロック別

第２６－１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数、就業規則の状況×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距
離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第２６－２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　構成割合、就業規則の状況×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との
距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第２７表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、健康診断の実施状況×経営主体－専業・兼業－一番
近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブ
ロック別

第２８－１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数、土地・建物の所有状況・１施設当たり土地・延べ床平均面積×経営
主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地・
建物の所有状況－地域ブロック別

第２８－２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　構成割合、土地・建物の所有状況×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯
との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地・建物の所有状況－地域ブロック別

第２９－１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数、浴室等の状況×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離
－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第２９－２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　構成割合、浴室等の状況×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距
離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第３０表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、浴槽（風呂）の種類×経営主体－専業・兼業－一番近い
銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック
別

第３１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、設備等の状況×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯
との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第３２－１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数、浴槽水の状況×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離
－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第３２－２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　構成割合、浴槽水の状況×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距
離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第３３－１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数、ロッカー・脱衣かごの消毒状況、レジオネラ症防止対策状況×経営
主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･
建物の所有状況－地域ブロック別

第３３－２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　構成割合、ロッカー・脱衣かごの消毒状況、レジオネラ症防止対策状況×経
営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土
地･建物の所有状況－地域ブロック別
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表番号 表　　　　　名
第３４－１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数、日本政策金融公庫の利用状況×経営主体－専業・兼業－一番近

い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロッ
ク別

第３４－２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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－一番
近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブ
ロック別

第３５－１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆
浴場－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－後継者の有無－従
業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第３５－２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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３６－１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、向こう３年間の設備投資予定ありの主な内容－理由－
資金調達予定×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆
浴場－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－後継者の有無－従
業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第３６－２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、向こう３年間の設備投資予定ありの主な内容－理由－
資金調達方法×向こう３年間の設備投資予定ありの主な内容－理由－資金調達予定－１日平均客数別

第３７表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況
－地域ブロック別

第３８表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、高齢者や車いすの方に配慮した設備状況×経営主体
－専業・兼業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物
の所有状況－地域ブロック別

第３９表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、福祉入浴援助事業の状況×経営主体－専業・兼業－
一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地
域ブロック別

第４０表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、分煙の状況×経営主体－専業・兼業－一番近い銭湯と
の距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック別

第４１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、ごみ減量化・リサイクル実施状況×経営主体－専業・兼
業－一番近い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況
－地域ブロック別

第４２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、サービス等について×経営主体－専業・兼業－一番近
い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロッ
ク別

第４３表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、標準営業約款制度×経営主体－専業・兼業－一番近い
銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロック
別

第４４表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　施設数・構成割合、地域との共生の状況×経営主体－専業・兼業－一番近
い銭湯との距離－半径２㎞以内にある銭湯以外の公衆浴場－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－後継者の有無－従業者の規模－土地･建物の所有状況－地域ブロッ
ク別
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表一覧 平成24年度調査結果表
表番号 表　　　　　名

第１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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－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－土地・建物の所有状況－地域ブロック－税務申告別

第２表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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－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－土地・建物の所有状況－地域ブロック－税務申告別

第３表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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－
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－土地・建物の所有状況－地域ブロック－税務申告別

第４－１表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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－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－土地・建物の所有状況－地域ブロック－税務申告別

第８表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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－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－土地・建物の所有状況－地域ブロック－税務申告別

第９表 公衆浴場業（一般公衆浴場）　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
－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－土地・建物の所有状況－地域ブロック－税務申告別
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