
1 
 

日本経済研究センター（JCER）・一橋大学経済制度研究センター（CEI）・日本大学中国ア

ジア研究センター（CCAS）・ソウル大学企業競争力研究センター 
EALC データベース 2007 
 
以下のデータを公開している 
 

日本上場企業データ（1985－2004 年） 
韓国上場企業データ（1985 年－2005 年） 
中国上場企業データ（1999 年－2004 年） 

 
各 Excel ファイルが収録している変数と単位は次のとおり。 
 
1. Company code: 証券コード 
2. Year:年 
3. Industry code: 産業コード 産業コード・産業名対応表は以下参照 
4. English company name: 英文企業名 
5. Company name in home country language: 各国語企業名 
6. Stock market code: 上場市場 

各国企業株式が主に取引されている市場の略号の意味は次のとおり。 
日本 
MAIN BOARD: 東京、大阪、名古屋、福岡、札幌証券取引所の 1 部・2 部 
JASDAQ: ジャスダック 
OTC: マザーズ、ヘラクレスなどその他の市場 
中国 
SZSE: 深圳取引所 
SSE: 上海証券取引所 
韓国 
KOSPI: 韓国取引所上場証券市場 
KOSDAQ: コスダック 

7. Real gross output: 実質生産高 1999 年価格 日本は百万円 韓国は百万ウォン、

中国は百万元単位 
8. Real intermediate input: 実質中間投入 1999 年価格 日本は百万円 韓国は百

万ウォン、中国は百万元単位 
9. Real capital stock: 実質資本ストック 1999 年価格 日本は百万円 韓国は百万

ウォン、中国は百万元単位 
10. Labor input: 労働投入 千人・時間 
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11. Cost share of intermediate input: 中間財コストシェア 
12. Cost share of real capital service input: 資本サービスコストシェア 
13. Cost share of labor input: 労働コストシェア 
14. TFP level (logged value, 1999 industry average (geometric mean) = 0): 1999 年

における同一産業同一国の上場企業の全要素生産性（対数値）幾何平均をゼロに

標準化した、当該企業の全要素生産性水準（対数値） 
15. TFP level (Japan-South Korea comparison; logged value, 1999 Japan industry 

average (geometric mean) = 0): 1999 年における日本の同一産業上場企業の全要

素生産性（対数値）幾何平均をゼロに標準化した、韓国企業の全要素生産性水準

（対数値） 日本と中国データでは空欄 
16. TFP level (Japan-China comparison; logged value, 1999 Japan industry 

average (geometric mean) = 0): 1999 年における日本の同一産業上場企業の全要

素生産性（対数値）幾何平均をゼロに標準化した、中国企業の全要素生産性水準

（対数値） 日本と韓国データでは空欄 
17. Real gross output: 実質生産高 1999 年日本価格 百万円 日本データでは空欄 
18. Real intermediate input: 実質中間投入 1999 年日本価格 百万円 日本データ

では空欄 
19. Real capital stock: 実質資本ストック 1999 年日本価格 百万円 日本データで

は空欄 
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産業分類
業種コード英語産業名 日本語産業名

1 Agriculture 農林水産業
2 Coal mining 石炭鉱業
3 Metal and nonmetallic mining 金属・非金属鉱業
4 Oil and gas extraction 原油・天然ガス鉱業  
5 Construction 建設業
6 Food and kindred products 食品製造業
7 Textile mill products 繊維工業
8 Apparel 衣服
9 Lumber and wood 木材・木製品製造業（家具を除く）　

10 Furniture and fixtures 家具・装備品製造業　
11 Paper and allied パルプ・紙製造業
12 Printing publishing and allied 出版・印刷製造業
13 Chemicals 化学工業　
14 Petroleum and coal products 石油・石炭製品製造業
15 Leather 皮革製品製造業
16 Stone clay glass 窯業・土石製品製造業　
17 Primary metal 一次金属製造業
18 Fabricated metal 金属製品製造業　
19 Machinery non-elect 一般機械器具製造業
20 Electrical machinery 電気機械器具製造業
21 Motor Vehicles 自動車・同付属品製造業
22 Transportation equipment and ordnance その他の輸送用機械器具製造業
23 Instruments 精密機械製造業
24 Rubber and misc plastics ゴム・プラスチック製品製造業
25 Misc manufacturing その他の製造業
26 Transportation 運輸業
27 Communication 通信業　
28 Electrical utilities 電気業　
29 Gas utilities ガス業　
30 Trade 卸・小売業
31 Finance Insurance and Real Estate 金融業・不動産業
32 Other private services その他サービス
33 Public service 公共サービス

 
 
 


