
〔一般事項〕

千 億 百 億 十 億 億 千 万 百 万

(例) , 0 百万円

７月 ～ 6月 6月 11月 ～ 10月 10月
8月 ～ 7月 7月 12月 ～ 11月 11月
9月 ～ 8月 8月 1月 ～ 12月 12月

10月 ～ 9月 9月 2月 ～ 1月 1月
11月 ～ 10月 10月 3月 ～ 2月 2月
12月 ～ 11月 11月 4月 ～ 3月 3月
1月 ～ 12月 12月
2月 ～ 1月 1月
3月 ～ 2月 2月
4月 ～ 3月 3月
5月 ～ 4月 4月
6月 ～ 5月 5月

４.　調査票の 返送は１０月２1日（金）までにお願いいたします。

（政府統計オンライン調査総合窓口のアドレス　https://www.e-survey.go.jp）

内容にご不明な点がありましたら、下記へお問い合わせください。

TEL　011（709）2311（内線5414）

令和2年
令和3年

　 調査票は、郵送またはインターネットからの回答のいずれかの方法での提出が可能です。

北海道法人企業投資状況調査　調査票の記入について

　 （３）欄の百万円の位に「０」と記入して返送してください。

令和3年令和3年
令和2年

　　 したがって令和3年度の期間は下記の期間を、令和2年度の期間とはそれより１年前の期間を指します。

〒０６０－８５１１　札幌市北区北８条西２丁目　札幌第１合同庁舎
　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省　北海道開発局　開発監理部　開発計画課
　　　　　　　　　　　　　　　計画総括推進スタッフ

令和4年

令和4年
令和4年

ご回答に必要な調査対象者ＩＤとパスワードは調査票に記載されております。
操作方法の詳細は、北海道開発局のホームページに掲載されている「オンライン調査利用ガイド」をご覧下さい。
（北海道開発局のアドレス　https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/keikaku/ud49g7000000ipks.html）

令和4年令和4年令和2年
令和3年

令和4年令和3年

令和3年
令和3年
令和4年

令和3年

令和3年
令和3年

令和3年
令和3年
令和3年

令和4年
令和3年 令和4年

令和4年

令和
3年度末決算期

令和3年
令和3年
令和3年

令和3年
令和3年 令和3年

３.　この調査票は、法人の決算期日によって年度の期間及び年度末の期日を表１のように定めています。

　 提出していただいた調査票は、統計作成の目的以外には使用いたしませんので、正確にご記入願います。
　 また、この調査は法人のみを対象（注）としていますので、手違い等により法人以外の個人、団体等に送付された
場合は、提出していただく必要はありませんので、お手数ですが下記の問い合わせ先にその旨ご連絡ください。

   
   占める北海道内の従業員数の割合等をもとに算出した値をご記入願います（百万円未満四捨五入）。
　     なお、北海道外に所在する事業所の分は、除外願います。北海道外分を除くことが困難な場合は、全国に
   足し合わせた額をご記入願います（百万円未満四捨五入）。
   することを目的としております。したがって、北海道内に貴法人の事業所が複数ある場合は、各事業所の数値を
１.　この調査票は、北海道内における法人の事業所（本社、支店、工場、店舗等）の設備投資状況等を調査

２.　たな卸資産、有形固定資産の新規取得額、減価償却実施額が全くない場合は、無記入とせず、（１）～

５.　調査票はインターネットからの回答も可能です。（パソコンのみとなります。スマートフォンは利用できません）

　　※政府統計オンライン調査総合窓口からログインしていただきご回答いただく方法です。

７月

12月

令和
3年度末

年間２回決算法人

令和3年度　の期間

３月

８月

11月
10月

決算期 令和3年度　の期間

６月

表１

　（注）本調査は、学校法人や宗教法人、社会福祉法人等会社以外の法人も対象とする調査となっております。

１月

５月
４月

９月

令和3年

令和2年
令和2年

令和2年
令和2年

令和3年

年間１回決算法人

４、10月
５、11月
６、12月
７、１月
８、２月
９、３月

令和2年

２月



〔調査票の記入方法〕 　

※提出いただいた調査票は、統計作成の目的以外には使用しませんので、 国土交通省　
正確にご記入いただき、令和４年１０月２１日までに返送願います。 北海道開発局

令和４年８月３１日

①登記上の法人の名称

②本社所在地

，
（令和４年３月３１日現在）

④北海道内における主要業種

（〒　　　　－　　　　　）

市外局番
⑧記入者氏名

01 法人番号 06 法人区分 08 産業区分 10 規模

※記入不要

(1) 北海道内におけるたな卸資産 北海道内における減価償却実施額（減少分を含む。）
12 

，
21 

， ，
(2) 北海道内における有形固定資産

※ 土地及び中古資産の購入費、住宅建設費は除きます。

30 

，

百万円2 4

千万 百万

十億

億

9 4

3

2
千万 百万

⑤記入者の所属する事業所の所在地

⑥事業所名及び所属部課名

⑦電話番号

③資本金等の額

十億千億 百億

千億

十億

百万円
39

千億

北海道法人企業投資状況調査票

千億 百億 千万 百万

0
十億

4
百億 億

億

百億 億

2

十億

0

百万円

法人番号

3
百万

百万円

百万円

千億

百万

1
千万

千万

（百万円未満四捨五入）

(3)

百万円未満　四捨五入・消費税込

億

百億

秘

統計法（平成19年法律第53号）
に 基 づ く 一 般 統 計 調 査

(1) たな卸資産欄には、
「翌期以降、販売、生産等のために使用することを目的として保有さ
れるもの」 について記載願います。

（たな卸を行っている法人のみが対象です。記載に当たっては下記の
表をご参考に、貸借対照表等を参照願います。)

①、②に法人の名称及び本社の所在地をご記入
願います。
なお、①、②がプリント済の場合で、誤りや変更が
ある場合は、お手数ですが、その上段に正しい名称
及び所在地をご記入願います。

③は令和4年3月31日現在の資本金等の額を
ご記入願います。

※医療法人で資本金がない場合は基金、社会福祉
法人や学校法人の場合は基本金、宗教法人の
場合は基本財産の額、その他の公益法人や
ＮＰＯ法人の場合は正味財産の額など該当する
場合のみご記入願います。

(2)有形固定資産には、
「取得単価20万円以上かつ耐用年数1年以上の事業用の
建物、車、設備機械、備品等」 について記載願います。

表2を参考にして、令和３年度に新たに取得した有形固定資産
の合計金額をご記入願います。

※ 建設仮勘定の科目を設けていない法人については、
表2で該当する部分の令和３年度に新たに取得した
帳簿上の実施額をご記入願います。

(3)北海道内における減価償却実施額については、
表2の「(2)欄の対象となるもの」の1～8及び11について、
令和３年度実施額を次のとおりご記入願います。

令和３年度末の 令和３年度中に減失、
減価償却費の ＋ 除却、減損損失計上
合計 等により資産勘定から
（中古品を除く。） 除去した額の合計

（中古品やスクラップの
純販売額を除く。）

たな卸資産欄から除くもの

1．建設業における他からの受注による仕掛工事高及び
完成工事高

2．建設仮勘定(船舶、車両等の移動性償却資産及び
重機械器具)における他からの受注による完成工事高

3．金融保険業における有価証券保有高

4．不動産業における転売用土地及び建物

たな卸資産欄に記入するもの

1．商品及び製品（製品在庫、流通品在庫）

2．仕掛品及び半製品（仕掛品在庫）
※仕掛工事中の船舶や車両等の移動性償却資産
及び重機械器具を含む

3．原材料及び貯蔵品（原材料在庫）
※生産、販売、管理等のために消費される原材料や
消耗工具、備品、事務用品、荷造・包装用品等が
対象です。

ただし、これらのうちで下欄1～4に該当するものは、
たな卸資産から除いてください。

開発 工事 ㈱

東京都 千代田区 虎ノ門 1丁目 3-2 開発ビル5F

総合工事業 設備工事業

霞ヶ関
設備

〇○○

札幌市 北区 北8条 西2丁目

札幌支店 総務部 経理課

011-709-2311 開発 太郎

060 8511

《注意事項》 ３．記載のとおり、
税抜き経理をしている場合は、
（1）～（3）の各欄右上に と記載抜

《注意事項》
1． 記入に当たっては、別添の【調査票の記入について】を参照してください。
2． (1)～(3) の記入欄に該当がない場合でも 百万の位に

□□□,□□□ 百万円と記入して返送してください。
3． 税別経理をされている法人は(1)～(3)の該当する欄右上に とご記入願います。抜

※問合せ先
〒060-8511
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第１合同庁舎
国土交通省 北海道開発局 開発監理部 開発計画課
計画総括推進スタッフ
TEL 011 (709) 2311 (内線5414)

ご協力ありがとうございました。

0

「④北海道内における主要業種」には、「経済センサス」
の情報に基づく日本標準産業分類（中分類）にて
プレプリントしておりますが、北海道内における主要業種
が異なる場合など、必要に応じて修正・補足説明等を
して下さい。
（不都合がなければ修正・補足説明は不要です）

※業種については、「表３ 道内における主要業種
表」を掲載しておりますので、参考にご記入願います。

※業種が複数にまたがる場合は、売上高・出荷額等
の大きい業種を記載願います。

⑤～⑧は記入される方の事業所所在地、事業所
所属部課名、電話番号（市外局番から）及び
記入者名をご記入願います。なお、⑤が②と同じで
ある場合は、「同上」などと記載していただいて構い
ません。

令和３年度末

帳簿価格

令和２年度末

帳簿価格

令和３年度

新規取得額

令和３年度

実施額


