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薬事工業生産動態統計調査とは

薬事工業生産動態統計調査とは、厚生労働省で実施している調査です。
御社は医薬部外品製造販売業許可を取得されているため、報告義務者
です。生産実績等がない場合でも、“毎月”調査票を提出してください。

【統計法】
第13条 行政機関の⾧は、第９条第１項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、

基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
ー 第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者

• 本調査は、日本の医薬部外品生産実績等を把握するための唯一の調査
であり、「基幹統計調査(国家的見地から考えて特に重要な調査)」として
指定されています。

• 無報告や虚偽報告の場合、統計法で罰則が規定されています。

報告義務及び罰則

• 月報・年報は、冊子及び厚生労働省HPで公表

結果の公表
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調査票の提出期限・提出先

 調査票は、“毎月”提出する義務があります。

【調査実施機関】 厚生労働省 医政局 医薬産業振興・医療情報企画課 調査統計係
【住所】 〒100－8916 東京都千代田区霞が関１-2-2 
【TEL】 03-5253-1111（内4119､2532）
【厚生労働省HP】 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/105-1_syousai.html

「薬事工業生産動態統計調査」は、原則オンラインでご報告いただいております。
インターネット環境が整いましたら、調査統計係まで至急ご連絡ください。
自動記入や前月データ取り込み等の機能があり、紙報告より毎月の報告負担が少ないです。
その他、移転・廃業等の場合も必ずご連絡ください。

提出期限

調査月の「翌月15日まで」

問い合わせ・調査票提出先 FAXやE-mailで
調査票は提出できません

例えば、R４年６月分についての報告であれば、
R４年７月15日までに調査票を必ず提出

調査票記入後、下記住所に郵送してください。
調査票は２枚１組となっており、１枚目に記入すると２枚目に印字されます。２枚目は報告者控えですので、
提出から１年間は保管をお願いいたします。
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報告対象製品について

報告不要製品

報告対象製品

報告者が製造販売承認・認証を
取得している医薬部外品

報告者が製造販売承認・認証を
取得していない医薬部外品

 下記以外の製品  報告者が輸出している製品のうち、
国内製造業者が一次包装工程※
を行う製品

 承認を要しない医薬部外品

× 上記以外の製品× 生産・出荷・月末在庫、全て実績がない製品
× 無償の臨床試験用及びサンプル
× 動物の疾病治療や予防を目的とした製品
× 報告者が輸出している製品のうち、

外国製造業者が一次包装工程を行う製品

一次包装工程

海外

輸入 包装・表示・
保管

国内

輸出

チューブ、瓶等への
充填等

ラベル貼り・保管等

海外

販売

（医薬品医療機器法第１４条第１項）

 報告対象製品※は、下記の通りです。
 報告対象製品が全くない場合でも、調査票提出が必要です。

（調査票「１（１）年」～「１（５）記入担当者氏名・連絡先」 のみ記入すること）

製造販売業許可を取得している限り
調査票の提出は、“毎月”必要です

※報告対象製品とは、調査票の項目「６製造業者情報」以降も、記入する必要のある製品のことです。
※一次包装工程とは、医薬部外品の「チューブ、瓶等への充填」等のことです。

（医薬部外品脱脂綿・生理処理用品含む）
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記入方法① 製造販売業者情報

 調査票「１（１）年」～「１（５）記入担当者氏名・連絡先」は、
製造販売業者（御社）の情報を記入

 報告対象製品が全くない場合でも、記入必須

4 報告義務者
職名・氏名

代表取締役社長
厚労 太郎

1
符
号

（1）年 （2）月 （3）区分 （4） 法人番号
（5）製造販売業者

業者コード
2 製造販売業者 名称 3 製造販売業者 所在地

5 記入担当者
氏名・連絡先

氏名: 厚労 花子

2019 1 1 9999999999999 123456789 あいうえお会社 東京都千代田区霞ヶ関１－２－３

E-
mail:     

aaa@b.c

電話:       
03-0000-0000

内線10

(１)年(２)月
調査年月を記入
※提出した月ではありません

(3)区分
御社が
内資系企業であれば「１」
外資系企業であれば「２」
を記入

(4)法人番号
数字13桁の法人番号を記入
※有していない場合は、９を13桁記入

(5)製造販売業者 業者コード
調査対象者IDの
ykを除いた９桁の数字を記入
※製造販売業許可番号ではあ
りません

２製造販売業者 名称
３製造販売業者 所在地
製造販売業許可のある
主たる事務所の名称及び
住所を記入

４報告義務者職名・氏名
代表取締役社⾧等の職名
及び氏名を記入

５記入担当者氏名・連絡先
調査票を記入する者の氏名
及び連絡先を記入
※調査票に不備がある場合、
記入担当者に連絡することが
あります

全製造販売業者が記入
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6 製造業者情報

製造
区分

製造業許可・登録・認定番号 委託額

(1) (2) (3)

1 14DZ000018

2 DG30411111

2 03DZ000018 100,000

2 03DZ000018

計 100,000

記入方法② 製造業者情報

報告対象製品のみ記入 「包装（製品の品質に影響を及ぼさない二次包装）・表示・保管」の工程
のみ行っている製造業者について、誤って記入しないこと注意

製造区分
製造業者が、
国内・外に関わらず
連結企業体内の場合は「１」
連結企業体外の場合は「２」
を記入

製造業許可・登録・認定番号
製造業者が、国内製造業者の場合は「医薬部外品製造業許可番号」
外国製造業者の場合は「医薬部外品外国製造業者認定番号」を記入
※いずれも製造販売承認申請書に記載された英数字10桁。業者コードではありません

委託額（税込）
連結企業体外の
国内の製造業者に委託する場合のみ
１ヶ月分の委受託契約額を円単位で記入(税込)
※同一製造業者への委託額は、１行目に合計額を
記入すること

一次包装工程を行う、製造業許可番号「03DZ000018」の国内製造業者(他社)に 、
１ヶ月「100,000円」の委託額を製造販売業者が支払っている場合の記入例

製造区分「２」で、かつ
製造業許可等番号が
「国内製造業者」の番号
であれば、
委託額を記入

製造区分「２」だが、
製造業許可等番号が
「外国製造業者」の番号の
ため、委託額不要

【医薬部外品製造業許可番号】３・４桁目:DZ 【医薬部外品外国製造業者認定番号】１・２桁目:DG

 調査票「６製造業者情報」は、報告対象製品の
一次包装工程を実施する製造業者の情報を記入
（一次包装工程:医薬部外品のチューブ、瓶等への充填等）
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記入方法③ 製造業者情報（参考）

【連結企業体】 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年10月30日大蔵省令第28号)第２条第５号の連結会社
（連結財務諸表提出会社及び連結子会社）

連結企業体内

連結企業体外

どの工場で
一次包装工程を行うか

他社の製造業者

日本

他社の製造業者

海外

製造区分「２」

自社の製造業者

日本

自社の製造業者

海外製造区分「１」

製造販売業者
（御社）

国内製造業者 外国製造業者自社製造

委託製造

医薬部外品
製造業許可番号

医薬部外品
外国製造業者

認定番号

委託額

製造区分

連結企業体内:「１」（自社製造）
連結企業体外:「２」（委託製造）

製造業許可・登録・認定番号

国内製造業者:
「医薬部外品製造業許可番号」
（３・４桁目がDZの英数字10桁）
外国製造業者:
「医薬部外品外国製造業者認定番号」
（１・２桁目がDGの英数字10桁）

委託額

国内の他社製造業者に委託する場合:
「委託額」を円単位で記入
（委受託契約額で、製造販売業者が支払う
１ヶ月分の税込み金額）

【委託額】 出来高制で決まった金額や、年間契約等複数月の契約の場合は、契約額を月数で割った額でも可とする。

製造業者の図を下記に示す 「包装（製品の品質に影響を及ぼさない二次包装）・表示・保管」の工程
のみ行っている製造業者について、誤って記入しないこと注意
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記入方法④ 製品情報

 調査票「７製品情報」は、報告対象製品の情報を記入

報告対象製品のみ記入

補足

分類番号ごとの記入も可能

販売名（任意）

任意で記入

※記入担当者が分かり易いよう、
便宜上設けた欄であり、集計には
使用しないため、記入しなくてもよい

分類番号

別添１「医薬部外品分類番号一覧」に従って
分類番号を記入

7 製品情報

分類
番号

分類名／特掲名 販売名

(1) (2) (3)

0 3 2 薬用化粧品／薬用化粧水
化粧水Ａ
化粧水Ｂ

7 製品情報

分類番号 分類名／特掲名 販売名

(1) (2) (3)

0 3 2 薬用化粧品／薬用化粧水 化粧水Ａ

0 3 2 薬用化粧品／薬用化粧水 化粧水Ｂ

分類名/特揭名

別添１「医薬部外品分類番号
一覧」の「調査票の「分類名/特
掲名」欄に記入する文言」欄の
文言を記入
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記入方法⑤ 記入単位

 調査票「８記入単位」は、分類番号により記入方法が異なる

報告対象製品のみ記入

7 製品情報

8
記入単位

分類番号 分類名／特掲名 販売名

(1) (2) (3)

０ ３ ２ 薬用化粧品／薬用化粧水 化粧水 一 ℓ

４ ０ １ 医薬部外品脱脂綿 脱脂綿 千 枚

8記入単位

分類番号により記入方法が異なる
・特掲医薬部外品の場合:別添１「医薬部外品分類番号一覧」に従って記入
・それ以外の場合:下記選択肢から任意のものを選択して記入

数量桁:一、十、百、千
剤型:錠、cp（カプセル）、丸、g、kg、ml、ℓ、kl、個、枚

「特揭医薬部外品」であれば、必ず
別添１「医薬部外品分類番号一覧」
に従って記入

「特揭医薬部外品」以外であれば、
選択肢から任意のものを選択し、記入
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記入方法⑥ 税込/税抜・販売単価

 調査票「９税込・税抜」は、金額記入欄の記入方法を選択し、記入
 調査票「10販売単価」は、販売単価を任意で記入（円単位）

報告対象製品のみ記入

9
税込/
税抜

10
販売単価

（円）

11 生産（輸入） 12 出荷 13 月末在庫

数量
金額

（千円）

出荷先
国・地域
コード

数量
金額

（千円）
数量

金額
（千円）

(1) (2) (1) (2) (3) (1) (2)

1 20,200 3,000 60,600 j p n 2,000 40,400 2,000 40,400

1 207 10,000 2,070 j p n 6,000 1,242 5,000 1,035

２ 30,000 2,000 60,000 j p n 1,000 30,000 1,000 30,000

金額記入欄

税込/税抜
金額記入欄を
税込で記入したい場合:「１」を記入
税抜で記入したい場合:「２」を記入
※どちらで記入してもよい
※「委託額」は税込規定のため選択不可

販売単価

販売単価を任意で記入（円単位）
※製造販売業者等が、国内連結企業体外の販売業者等へ販売する際の販売単価
※運賃・積込・その他(保険料・在庫保管料等)を含めた価格を、四捨五入せず記入

数量単位:記入単位に従って記入
金額単位:「円」で記入
実績がなくても、「０」と記入（空欄不可）

注意

【金額記入欄】 「10販売単価」・「11(2)生産(輸入)金額」・「12(3)出荷金額」・「13(2)月末在庫金額」のこと。調査票報告後、厚生労働省において全て税込で集計する。

例えば、記入単位が「千ℓ」の場合、
「千ℓ」あたりの販売単価を記入
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記入方法⑦ 販売単価（参考）

【販売単価】 製造販売業者等が、国内連結企業体外の販売業者等へ販売する際の販売単価であり、
運賃・積込料・その他の諸掛(保険料・在庫保管料等)を含めた価格を、四捨五入せず記入。
その他詳細については、別添２「販売単価について」に記載あり。

連結企業体内

製造販売業（御社）

国内販売業者 国外販売業者

個人

国内販売業者

① ① ② ② ②

③

④

④

原則、①・②・④の
販売単価を報告

②が不明な場合のみ
③の販売単価を報告

国外販売業者

調査月に販売実績がない場合
販売実績があった前月以前の
販売単価を記入してもよい

市
場

 販売単価について、原則①・②・④の販売単価を、任意で記入
 ②が不明な場合のみ、③の販売単価を、任意で記入
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記入方法⑧ 生産（輸入）・出荷・月末在庫

 調査票「11生産（輸入）」・「12出荷」・「13月末在庫」の、
数量及び金額は、四捨五入して記入
(無償の臨床試験用及びサンプルは含めない)

報告対象製品のみ記入

9
税込/
税抜

10
販売単価

（円）

11 生産（輸入） 12 出荷 13 月末在庫

数量
金額

（千円）

出荷先
国・地域
コード

数量
金額

（千円）
数量

金額
（千円）

(1) (2) (1) (2) (3) (1) (2)

1 20,200 3,000 60,600 j p n 2,000 40,400 2,000 40,400

1 207 10,000 2,070 j p n 6,000 1,242 5,000 1,035

２ 30,000 ０ ０ j p n ０ ０ ０ ０

生産（輸入）
製造販売業者が、調査月に市場への
出荷判定で可とした製品を記入
※輸入金額ではありません
※把握不可の場合のみ

「当月出荷＋当月月末在庫－前月月末在庫」
を記入

出荷
調査月に実際に出荷した製品を記入
※調査月に返品された場合

「実際の出荷分－返品分」を記入
※出荷分より返品分が多い場合

マイナスで記入（「－100」等）

月末在庫
調査月末時点の在庫を記入
※調査月に廃棄処理した場合

廃棄分を引いた金額・数量
※調査月に返品された場合

返品されたが廃棄せず在庫として管理する分を
足した金額・数量

生産金額は、利益込みの額

数量単位:記入単位に従って記入
金額単位:「千円」で記入
実績がなくても、「０」と記入（空欄不可）

注意
例えば、記入単位が「千個」の場合、

「１万個」生産した月は、
生産数量に「10」と記入
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記入方法⑨ 生産（輸入）・出荷・月末在庫（参考）

①・②・④の、実際に
出荷した数量を報告
（②を把握するのが
困難な場合は③でも可）

月末時点での
未出荷の数量を報告

製造販売業者が
出荷判定で可とした数量を報告

•すべて四捨五入（四捨五入でゼロに
なってしまう場合は、「１」と記入）

•実績なしの場合「０」(ゼロ)を記入
•数量単位は記入単位に従う
•金額単位は「千円」

生
産
（
輸
入
）
数
量

出荷数量 月末在庫数量

販売単価×生産（輸入）数量＝生産（輸入）金額
販売単価×出荷数量＝出荷金額
販売単価×月末在庫数量＝月末在庫金額

各金額の算出方法

② ②

輸入の場合も、
輸入金額ではなく、輸入品の
国内販売金額となります。

ご注意下さい。
前月末在庫＋(当月生産－当月出荷)

生産（輸入）数量 出荷数量 月末在庫数量

連結企業体内

製造販売業（調査客体）

国内販売業者 国外販売業者

個人

国内販売業者 国外販売業者

市
場

① ①

③

④

④

②
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記入方法⑩ 出荷先国・地域コード

 調査票「12（１）出荷先国・地域コード」は、
製品を販売する国・地域を、別添3「国・地域コード一覧」に従って記入

報告対象製品のみ記入

12 出荷

出荷先
国・地域
コード

数量
金額

（千円）

(1) (2) (3)

u s a 2,000 40,400

e x p 6,000 1,242

j p n ０ ０

出荷先国・地域コード
製品が販売される国・地域について
別添３「国・地域コード一覧」に従って記入 番号 州 番号 州 番号 州

100 アジア州 200 ヨーロッパ州 300 北アメリカ州

番号 国又は地域 番号 国又は地域 番号 国又は地域

jpn 日本国 isl アイスランド ｇｒｌ
グリーンランド
（デンマーク）

別添3「国・地域コード一覧」より抜粋

・出荷先国は不明だが、州のみ判明している場合
・出荷先国のコードが存在しない場合

→ 州番号(数字)を選択し、記入

・国内出荷の場合
・国内用か・輸出用か不明な場合
・製造業許可等番号が
「外国製造業者」の番号の場合

・出荷実績がない場合

→ 「jpn」を記入

・出荷先国が判明している場合
→ 国コード(英文字)を選択し、記入

商社等を介して輸出する場合も、
可能な限り日本ではなく
出荷先国を選択し、記入

・輸出用だが、
出荷先州/国が不明な場合

→ 「exp」を記入
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記入に関するルール

 「分類番号」が同じでも、
「製造業許可等番号」又は「出荷先国・地域コード」が異なる場合

必ず行を分けて記入すること

6 製造業者情報 7 製品情報

8
記入
単位

9
税込
/税
抜

10
販売単

価
（円）

11 生産（輸入） 12 出荷 13 月末在庫

製
造
区
分

製造業許可・
登録・認定番

号
委託額 分類番号

分類名／
特掲名

販売名
国産/
輸入
区分

数量
金額

（千円）

出荷先
国・地域
コード

数量
金額

（千円）
数量

金額
（千円）

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2)

1 03DZ000019 041 毛髪用剤/育毛液剤 育毛A 2 １ ℓ 1 476 9,394 4,472 usa 834 397 8,560 4,075

1 03DZ000020 041 毛髪用剤/育毛液剤 育毛B 2 １ ℓ 1 476 959 456 usa 273 130 686 327

2 03DZ000018 100,000 042 毛髪用剤/除毛剤 除毛Ａ 2 千個 １ 452 3,482 1,574 tkl 2,342 1,059 1,140 515

2 03DZ000018 042 毛髪用剤/除毛剤 除毛Ｂ 2 千個 １ 452 7,963 3,599 asm 742 335 7,221 3,264

計 100,000 10,101 1,921 8,180

同じ分類番号

製造業許可等番号
ごとに記入 同じ分類番号

出荷先国・地域
コードごとに記入
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