
４ 製造品出荷額等 

 

 

製造品出荷額等は２兆３，６７４億円で、前年に比べて２，４０３億円の減少（▲９．

２％）となりました。 
 

 

 

（１）業種別製造品出荷額等 

業種別の構成割合をみると、輸送用機器の４，６５０億円（構成比１９．６％）が

最も多く、以下電子部品の３，８７６億円（同１６．４％）、食料品の２，７２０億円

（同１１．５％）、一般機器の１，９６４億円（同８．３％）の順となっています。 

業種別の増減をみると、電子部品の１，１４５億円減（前年比▲２２．８％）、食料

品の１９１億円（同▲６．６％）など２０業種で減少しました。一方増加したのは、

化学の４０億円増（同３．６％）など４業種でした。 

  

 

 

 

 

（２）規模別製造品出荷額等 

規模別の構成割合をみると、５００人以上規模の８，３９０億円（構成比３５．４％）

が最も多く、以下３００～４９９人規模の３，５０１億円（同１４．８％）、１００～

１９９人規模の３，３６７億円（同１４．２％）、５０～９９人規模の３，１９８億円

（同１３．５％）の順になっています。 

 

 

 

 

（３）地域別製造品出荷額等 

地域別の構成割合をみると、菊池地域の７，９３５億円（構成比３３．５％）が最

も多く、以下熊本地域の３，７０８億円（同１５．７％）、荒尾・玉名地域の３，０５

４億円（同１２．９％）、八代地域の２，１３１億円（同９．０％）、宇城地域の１，

９４９億円（同８．２％）の順でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３図　製造品出荷額等の産業中分類別構成比
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第１４図　製造品出荷額等の従業者規模別構成比
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第１５図　製造品出荷額等の地域別構成比
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第６表　産業中分類別製造品出荷額等の推移（従業者４人以上の事業所）
単位：万円

平 成 10 年 平 成 11 年 平 成 12 年 平 成 13 年 平 成 14 年

261,592,014 249,035,966 281,696,460 262,751,724 236,741,354
県 計 構　　成　　比(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

前　　年　　比(%) ▲ 4.2 ▲ 4.8 13.1 ▲ 6.7 ▲ 9.2
30,946,757 30,201,593 30,205,823 29,110,621 27,202,696

09 食 料 品 構　　成　　比(%) 11.8 12.1 10.7 11.1 11.5
前　　年　　比(%) 1.8 ▲ 2.4 0.0 ▲ 3.6 ▲ 6.6

15,564,161 12,528,100 15,653,894 13,901,884 13,606,386
10 飲 料 構　　成　　比(%) 5.9 5.0 5.6 5.3 5.7

前　　年　　比(%) 16.9 ▲ 19.5 25.0 ▲ 11.2 ▲ 2.1
3,000,987 2,286,947 2,131,593 1,937,531 1,693,667

11 繊 維 構　　成　　比(%) 1.1 0.9 0.8 0.7 0.7
前　　年　　比(%) ▲ 4.4 ▲ 23.8 ▲ 6.8 ▲ 9.1 ▲ 12.6

4,916,058 4,276,794 3,933,641 3,435,263 3,013,195
12 衣 服 構　　成　　比(%) 1.9 1.7 1.4 1.3 1.3

前　　年　　比(%) ▲ 11.2 ▲ 13.0 ▲ 8.0 ▲ 12.7 ▲ 12.3
4,728,775 4,781,633 4,647,043 4,089,488 3,634,957

13 木 材 構　　成　　比(%) 1.8 1.9 1.6 1.6 1.5
対前年増減率(%) ▲ 25.1 1.1 ▲ 2.8 ▲ 12.0 ▲ 11.1

1,973,234 1,696,683 1,654,689 1,289,643 1,246,221
14 家 具 構　　成　　比(%) 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5

前　　年　　比(%) ▲ 13.2 ▲ 14.0 ▲ 2.5 ▲ 22.1 ▲ 3.4
7,096,877 6,819,558 6,949,076 6,474,196 6,004,102

15 パ ル プ ・ 紙 構　　成　　比(%) 2.7 2.7 2.5 2.5 2.5
前　　年　　比(%) ▲ 1.1 ▲ 3.9 1.9 ▲ 6.8 ▲ 7.3

9,252,973 9,083,030 8,468,325 8,259,577 6,644,958
16 印 刷 構　　成　　比(%) 3.5 3.6 3.0 3.1 2.8

前　　年　　比(%) ▲ 1.9 ▲ 1.8 ▲ 6.8 ▲ 2.5 5.9
10,546,798 11,605,765 11,783,833 11,158,946 11,558,222

17 化 学 構　　成　　比(%) 4.0 4.7 4.2 4.2 4.9
前　　年　　比(%) ▲ 3.3 10.0 1.5 ▲ 5.3 3.6

891,313 824,650 748,971 747,743 735,662
18 石 油 ・ 石 炭 構　　成　　比(%) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

前　　年　　比(%) 26.9 ▲ 7.5 ▲ 9.2 ▲ 0.2 ▲ 1.6
6,196,543 5,993,615 5,890,205 6,175,235 5,985,418

19 プ ラ ス チ ッ ク 構　　成　　比(%) 2.4 2.4 2.1 2.4 2.5
前　　年　　比(%) ▲ 7.2 ▲ 3.3 ▲ 1.7 4.8 ▲ 3.1

4,534,561 4,972,540 5,353,774 4,912,743 4,818,710
20 ゴ ム 製 品 構　　成　　比(%) 1.7 2.0 1.9 1.9 2.0

前　　年　　比(%) ▲ 12.0 9.7 7.7 ▲ 8.2 ▲ 1.9
101,016 98,579 85,331 49,117 x

21 皮 革 構　　成　　比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 x
前　　年　　比(%) ▲ 4.6 ▲ 2.4 ▲ 13.4 ▲ 42.4 x

9,712,504 9,157,163 9,151,148 8,295,192 7,012,301
22 窯 業 ・ 土 石 構　　成　　比(%) 3.7 3.7 3.2 3.2 3.0

前　　年　　比(%) ▲ 5.7 ▲ 5.7 ▲ 0.1 ▲ 9.4 ▲ 15.5
3,451,179 3,080,739 3,206,006 3,035,405 2,952,185

23 鉄 鋼 構　　成　　比(%) 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2
前　　年　　比(%) ▲ 8.1 ▲ 10.7 4.1 ▲ 5.3 ▲ 2.7

1,255,854 1,253,057 1,414,813 1,457,644 1,658,644
24 非 鉄 金 属 構　　成　　比(%) 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7

前　　年　　比(%) 2.0 ▲ 0.2 12.9 3.0 13.8
15,325,041 14,366,500 15,455,576 15,376,517 14,660,856

25 金 属 製 品 構　　成　　比(%) 5.9 5.8 5.5 5.9 6.2
前　　年　　比(%) ▲ 9.3 ▲ 6.3 7.6 ▲ 0.5 ▲ 4.7

15,892,567 14,271,647 27,994,044 21,347,144 19,638,370
26 一 般 機 器 構　　成　　比(%) 6.1 5.7 9.9 8.1 8.3

前　　年　　比(%) ▲ 12.5 ▲ 10.2 96.2 ▲ 23.7 ▲ 8.0
64,261,789 64,861,927 80,884,295 68,128,297 10,005,755

27 電 気 機 器 構　　成　　比(%) 24.6 26.0 28.7 25.9 4.2
前　　年　　比(%) ▲ 11.0 0.9 24.7 ▲ 15.8 ▲ 1.1

- - - - 7,815,169
28 情報通信機器 構　　成　　比(%) - - - - 3.3

前　　年　　比(%) - - - - 0.1

- - - - 38,755,032
29 電 子 部 品 構　　成　　比(%) - - - - 16.4

前　　年　　比(%) - - - - ▲ 22.8

49,892,233 44,859,425 43,761,620 51,678,165 46,500,001
30 輸 送 用 機 器 構　　成　　比(%) 19.1 18.0 15.5 19.7 19.6

前　　年　　比(%) 5.9 ▲ 10.1 ▲ 2.4 18.1 ▲ 10.0
687,813 813,007 1,113,332 832,044 x

31 精 密 機 器 構　　成　　比(%) 0.3 0.3 0.4 0.3 x
前　　年　　比(%) ▲ 24.1 18.2 36.9 ▲ 25.3 x

1,362,981 1,203,014 1,209,428 1,059,329 897,674
32 そ の 他 構　　成　　比(%) 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4

前　　年　　比(%) ▲ 5.9 ▲ 11.7 0.5 ▲ 12.4 ▲ 15.3

注１：  平成１４年調査において、日本標準産業分類の改訂が行われたため、平成１４年の前年比については平成１３年の分類を組み替えて計算しています。

注２： 「09　食料品」の平成１０年から平成１３年までの数値には「もやし製造業」を、「16　印刷」の平成１０年から平成１３年までの数値には「新聞業」及び「出版業」

を含んでいます。

注３：「27　電気機器」の平成１０年から平成１３年までの数値は、旧「電気機械器具製造業」全体の数値であり、「28　情報通信機器」「29　電子部品」の平成１３年

以前の数値は「－」で表示しました。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：１事業所当たりの製造品出荷額等には、消費税を除く内国消費税額及び推計消費税額を含

んでいません。 

第１６図　１事業所当たりの製造品出荷額等（従業者４人以上の事業所）
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第７表　地域区分別製造品出荷額等（従業者４人以上の事業所）

単位：万円

平成１4年

県　　　　計 236,741,354

構 　成 　比　(%) 100.0

　熊本地域 37,077,659

構 　成 　比　(%) 15.7

　宇城地域 19,488,771

構 　成 　比　(%) 8.2

　荒尾・玉名地域 30,542,289

構 　成 　比　(%) 12.9

　山鹿・鹿本地域 10,439,235

構 　成 　比　(%) 4.4

　菊池地域 79,354,272

構 　成 　比　(%) 33.5

　阿蘇地域 8,071,688

構 　成 　比　(%) 3.4

　上益城地域 8,713,766

構 　成 　比　(%) 3.7

　八代地域 21,309,460

構 　成 　比　(%) 9.0

　水俣・芦北地域 7,237,178

構 　成 　比　(%) 3.1

　人吉・球磨地域 10,286,513

構 　成 　比　(%) 4.3

　天草地域 4,220,523

構 　成 　比　(%) 1.8



 

第８表　製造品出荷額等による市町村分布（従業者４人以上の事業所）

区　　　　分 市町村数 市　　町　　村　　名　　（構　成　比）

２千億円以上 2 大津町 (17.1%) 熊本市 (15.7%)

千億以上～２千億円未満 2 八代市 (7.6%) 合志町 (6.3%)

５百億以上～千億円未満 10 長洲町 (3.5%) 菊水町 (3.3%) 玉名市 (2.9%)

西合志町 (2.9%) 松橋町 (2.7%) 泗水町 (2.7%)

植木町 (2.4%) 宇土市 (2.4%) 水俣市 (2.2%)

益城町 (2.1%)

３百億以上～５百億円未満 3 錦町 (1.9%) 旭志村 (1.5%) 城南町 (1.3%)

百億以上～３百億円未満 19 阿蘇町 (1.2%) 菊池市 (1.1%) 山鹿市 (1.1%)

七城町 (1.1%) 南関町 (1.0%) 荒尾市 (0.9%)

西原村 (0.9%) 三加和町 (0.9%) 多良木町 (0.8%)

人吉市 (0.8%) 不知火町 (0.8%) 一の宮町 (0.8%)

菊陽町 (0.7%) 鏡町 (0.7%) 坂本村 (0.6%)

甲佐町 (0.5%) 本渡市 (0.5%) 芦北町 (0.5%)

嘉島町 (0.4%)

５０億以上～百億円未満 10 鹿本町 (0.4%) 牛深市 (0.4%) 御船町 (0.3%)

豊野町 (0.3%) 小川町 (0.3%) 田浦町 (0.3%)

岱明町 (0.3%) 矢部町 (0.3%) 鹿北町 (0.3%)

高森町 (0.2%)

５０億円未満 48 (3.1%)

注：市町村名は平成１４年１２月３１日現在です。



 

第９表　市町村別製造品出荷額等による主要産業（従業者４人以上の事業所）

市町村名 １　　　位 ２　　　位 ３　　　位

県　　計 輸送用機器 電子部品 食料品

熊本市 電子部品 食料品 化学

八代市 パルプ・紙 飲料 金属製品

人吉市 飲料 衣服 金属製品

荒尾市 繊維 食料品 金属製品

水俣市 化学 電子部品 木材

玉名市 電気機器 食料品 ゴム製品

本渡市 食料品 電気機器 窯業・土石

山鹿市 電気機器 食料品 衣服

牛深市 食料品 輸送用機器 窯業・土石

菊池市 輸送用機器 食料品 電気機器

宇土市 鉄鋼 化学 食料品

宇土郡 電子部品 食料品 電気機器

三角町 輸送用機器 窯業・土石 食料品

不知火町 電子部品 電気機器 プラスチック

下益城郡 輸送用機器 食料品 電子部品

城南町 輸送用機器 食料品 飲料

富合町 金属製品 一般機器 食料品

松橋町 食料品 輸送用機器 電子部品

小川町 食料品 窯業・土石 輸送用機器

豊野町 食料品 電気機器 輸送用機器

中央町 窯業・土石 衣服 木材

砥用町 木材 食料品 窯業・土石

玉名郡 情報通信機器 金属製品 輸送用機器

岱明町 電子部品 食料品 一般機器

横島町 木材 衣服 食料品

天水町 印刷 食料品 その他

玉東町 窯業・土石 その他 金属製品

菊水町 情報通信機器 繊維 食料品

三加和町 輸送用機器 窯業・土石 電気機器

南関町 一般機器 食料品 電気機器

長洲町 金属製品 輸送用機器 鉄鋼

鹿本郡 一般機器 食料品 プラスチック

鹿北町 木材 窯業・土石 その他

菊鹿町 プラスチック 窯業・土石 飲料

鹿本町 一般機器 食料品 衣服

鹿央町 鉄鋼 窯業・土石 情報通信機器

植木町 一般機器 食料品 プラスチック

菊池郡 輸送用機器 電子部品 一般機器

七城町 食料品 印刷 電気機器

旭志村 輸送用機器 窯業・土石 金属製品

大津町 輸送用機器 一般機器 電子部品

菊陽町 食料品 繊維 化学

合志町 一般機器 飲料 輸送用機器

泗水町 電子部品 一般機器 電気機器

西合志町 電子部品 電気機器 窯業・土石

阿蘇郡 ゴム製品 電気機器 化学

一の宮町 化学 電気機器 ゴム製品

阿蘇町 ゴム製品 食料品 衣服

南小国町 衣服 木材 印刷

小国町 木材 窯業・土石 その他

産山村 輸送用機器 食料品 －

注：市町村名は、平成１４年１２月３１日現在です。



 

市町村名 １　　　位 ２　　　位 ３　　　位

波野村 木材 その他 窯業・土石

蘇陽町 木材 衣服 印刷

高森町 金属製品 プラスチック 輸送用機器

白水村 電気機器 窯業・土石 木材

久木野村 衣服 窯業・土石 －

長陽村 食料品 窯業・土石 木材

西原村 食料品 精密機器 電気機器

上益城郡 化学 一般機器 食料品

御船町 繊維 金属製品 パルプ・紙

嘉島町 電子部品 金属製品 ゴム製品

益城町 化学 一般機器 印刷

甲佐町 食料品 金属製品 非鉄金属

矢部町 電子部品 窯業・土石 木材

清和村 繊維 石油・石炭 食料品

八代郡 電子部品 食料品 化学

坂本村 電子部品 窯業・土石 一般機器

千丁町 繊維 金属製品 プラスチック

鏡町 電子部品 食料品 化学

竜北町 食料品 家具 衣服

宮原町 食料品 金属製品 その他

東陽村 窯業・土石 衣服 食料品

泉村 木材 食料品 衣服

芦北郡 窯業・土石 食料品 電子部品

田浦町 窯業・土石 プラスチック 金属製品

芦北町 食料品 窯業・土石 電子部品

津奈木町 食料品 窯業・土石 木材

球磨郡 電子部品 輸送用機器 飲料

錦町 電子部品 輸送用機器 食料品

上村 輸送用機器 電子部品 飲料

免田町 窯業・土石 金属製品 電子部品

岡原村 飲料 衣服 －

多良木町 飲料 木材 非鉄金属

湯前町 木材 食料品 飲料

水上村 木材 飲料 窯業・土石

須恵村 衣服 － －

深田村 食料品 木材 プラスチック

相良村 窯業・土石 木材 石油・石炭

五木村 窯業・土石 飲料 －

山江村 食料品 窯業・土石 衣服

球磨村 木材 窯業・土石 衣服

天草郡 衣服 輸送用機器 窯業・土石

大矢野町 衣服 輸送用機器 窯業・土石

松島町 プラスチック 電気機器 輸送用機器

有明町 木材 窯業・土石 電気機器

姫戸町 輸送用機器 衣服 プラスチック

龍ヶ岳町 化学 衣服 食料品

御所浦町 輸送用機器 衣服 食料品

倉岳町 衣服 金属製品 木材

栖本町 衣服 木材 窯業・土石

新和町 衣服 飲料 輸送用機器

五和町 食料品 窯業・土石 精密機器

苓北町 衣服 食料品 窯業・土石

天草町 窯業・土石 衣服 輸送用機器

河浦町 衣服 窯業・土石 木材

注：市町村名は、平成１４年１２月３１日現在です。


