業種の構造および定義

業種

スーパーセクター

セクター

サブセクター

定義

0001 石油・ガス

0500 石油・ガス

0530 石油・ガス精製

0533 石油・ガス探査・開発

石油・ガス製品の探査および掘削、製造、精製、供給に携わる会社。

0537 総合石油・ガス

石油・ガス製品の探査および掘削、製造、精製、販売、小売販売に携わる総合
石油・ガス会社。

0573 石油機器・サービス

掘削、探査、地震情報サービスおよびプラットフォーム建設など、油田および
オフショア・プラットフォームに対する機器およびサービスの供給業者。

0577 パイプライン

石油、ガスあるいはその他の形状の燃料輸送に使用されるパイプラインの運営
会社。エンドユーザーへの直接販売が収益の大半を占めるパイプライン運営会
社は除く（これらはガス供給に分類される）。

0583 再生可能エネルギー機器

太陽、風力、潮力、地熱、水力、波力などの天然資源を利用する再生可能エネ
ルギー機器を開発または製造する会社。

0587 代替燃料

主に自動車に使用されるエタノール、メタノール、水素、バイオ燃料などの代
替燃料を製造する会社、および自動車用の燃料電池の製造や代替燃料のインフ
ラ開発に携わる会社。

1353 基礎化学

プラスチック、生ゴム、ファイバーグラス、人工繊維など、主に、より複雑な
化学品または製品の製造に使用される単一の化学製品の製造・販売業者。

1357 特殊化学

染料、セルラーポリマー、ワニス、特殊プラスチック、特殊用途向け化学製品
など、業務用またはエンドユーザー向け最終化学製品の製造・販売業者。染色
、香味料、香料、化学肥料、除草剤、製薬に使用する化学製品、絵の具状の塗
料、未加工ガラスの製造業者を含む。建設用に使用される塗料およびガラス製
品の製造業者を除く（これらは建設資材・設備に分類される）。

1733 林業

森林造林、植林用育苗、製材所の所有者および運営業者。木製の梁などの最終
木材製品の供給業者を除く（これらは建設資材・設備に分類される）。

1737 紙業

あらゆる等級の紙の製造業者、加工業者、卸売業者、および販売業者。印刷物
の製造業者を除く（これらはビジネスサポートサービスに分類される）。コッ
プやナプキンなどの紙製品の製造業者は、家庭日用雑貨に分類される。

1753 アルミ

ボーキサイトの採掘または加工を行う会社、あるいは他の業種での使用向けに
板、棒、その他の製品を製造・販売する会社。羽目板などの最終アルミ製品の
製造業者は除く（これらは製品の種類に応じて分類される）。

1755 非鉄

鉄、アルミ、鋼鉄を除く金属および一次金属製品の製造業者および取引業者。
完成品を製造する会社を除く（これらは最終製品の種類に応じて分類される）
。

1757 鉄・鉄鋼

高炉での溶解から製作所や鋳造場まですべての過程を含む、パイプ、ワイヤー
、シート、棒など、主に鉄および鋼鉄製品の製造業者および株主。主に鉄鉱石
を採掘する会社を含む

1771 石炭

石炭の探査および採掘に携わる会社。

1773 ダイヤモンド・宝石

ダイヤモンドおよびその他の宝石の探査および製造に携わる会社。

1775 一般鉱業

鉱業業種内のその他のカテゴリに分類されない鉱石の探査、採掘、精製に携わ
る会社。

0570 石油機器・サービス・販売

0580 代替エネルギー

1000 素材

1300 化学

1700 基礎資源

1350 化学

1730 林業・紙業

1750 工業用金属・採鉱

1770 鉱業

-1-

業種

2000 資本財

スーパーセクター

2300 建設・資材

2700 工業製品・サービス

セクター

2350 建設・資材

2710 航空宇宙・防衛

2720 一般産業

2730 電気・電子機器

2750 エンジニアリング

2770 産業輸送

2790 サポートサービス

-2-

サブセクター

定義

1777 金鉱

金鉱石の採鉱、採掘、精製を行う会社。

1779 プラチナ・貴金属

プラチナ、銀、および他のカテゴリに分類されないその他の貴金属の探査およ
び製造に携わる会社。

2353 建設資材・設備

建設やビルおよび建造物の改装に使用される資材(セメントやその他の骨材、木
製の梁や構造体、塗料、窓、屋根、およびカーペットを除く床材を含む)の製造
業者。浴室や台所の設備、配管用品、セントラル空調設備、暖房機器の製造業
者を含む。原木の製造業者は除く（これらは林業に分類される）。

2357 重量構造物

商用ビル、道路や橋などのインフラ、住居用アパートの建設に携わる会社、お
よび建築士、石工、配管工、電気工事請負業者などの建設業者向けサービスの
供給業者。

2713 航空宇宙

主に商用あるいは個人用の航空輸送に使用される航空機および航空機用部品の
製造、組み立て、販売業者。通信衛星の製造業者は除く（これらは通信機器に
分類される）。

2717 防衛

軍用航空機、レーダー機器、武器などの防衛産業用の部品および機器の製造業
者。

2723 容器・梱包

包装用に使用する段ボール、袋、箱、缶、ドラム、瓶、広口瓶、ガラス器の製
造・販売業者。

2727 コングロマリット

産業セクター内で、互いに大きく異なる3種以上の事業に携わる事業会社。

2733 電気部品・機器

ラジオ、テレビ、その他の家庭用電化製品向けのプリント基板など、最終製品
用の電気部品の製造・販売業者。ケーブル、ワイヤー、セラミック、トランジ
スタ、電気アダプタ、燃料電池、防犯カメラのメーカーを含む。

2737 電子機器

さまざまな産業で使用される電子製品の製造・販売業者。レーザー、スマート
カード、バーコードスキャナー、指紋認証装置、その他の電子機器製造工場用
装置の製造業者を含む。

2753 商用運搬機械・トラック

鉄道車両、トラクター、ブルドーザー、クレーン、バス、工業用草刈機を含む
、商用運搬機械および農業・建設用重機の製造・販売業者。クルーズ船やフェ
リ
など、軍用以外の造船会社を含む。
リーなど、軍用以外の造船会社を含む。

2757 産業機械

工作機械、施盤、プレス、組立ライン用設備などの産業機械および工場用設備
の設計、製造、販売、設置業者。汚染管理設備、鋳造、プレス、溶接ジョイン
ト、鉄骨構造物、コンプレッサ、ポンプ、ベアリング、エレベーター、エスカ
レーターの製造業者を含む。

2771 デリバリーサービス

商用および民生用の郵便・荷物配達サービス運営会社。主に航空輸送に携わる
宅配便およびロジスティクスサービスを含む。

2773 海運

コンテナ輸送など、商用市場向けの海運業者。港湾を除く（これらは輸送サー
ビスに分類される）。造船業者は商用運搬機械・トラックに分類される。

2775 鉄道

産業鉄道輸送および鉄道路線の提供業者。乗客鉄道会社を除く（これらは旅行
・観光に分類される）。鉄道車両の製造業者は商用運搬機械・トラックに分類
される。

2777 輸送サービス

空港、駅、道路、橋、トンネル、港湾の管理会社、および物品の荷送人に対す
るロジスティクスサービスのサプライヤーなど輸送業向けにサービスを提供す
る会社。航空機および車両メンテナンスサービスを提供する会社を含む。

2779 トラック輸送

商用のトラック輸送サービスを提供する会社。道路およびトンネルの運営会社
を除く（これらは輸送サービスに分類される）。車両レンタルおよびタクシー
会社は、旅行・観光に分類される。

2791 ビジネスサポートサービス

幅広い事業会社および行政機関に対し金融以外のサービスを提供する会社。印
刷サービス、経営コンサルタント、オフィスの清掃サービスの提供業者、警報
および防犯システムの設置、サービス、監視を行う会社を含む。

2793 企業研修会社・人材派遣会社

ビジネスあるいは経営研修コース、雇用サービスの提供会社。

2795 決済・振込みサービス

給与支払、請求書支払、従業員手当の支払いを含む、コンピューターによる取
引処理、データ通信、情報サービスの提供業者。

業種

3000 消費財

スーパーセクター

3300 自動車・部品

3500 食品・飲料

セクター

3350 自動車・部品

3530 飲料

3570 食品製造

3700 パーソナル用品・家庭用品

3720 家庭用品・住宅建設用品

3740 レジャー用品

3760 パーソナル用品
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サブセクター

定義

2797 産業向けサプライヤー

主に商業・産業セクターで使用される多様な製品および設備の販売業者および
卸売業者。建設資材の販売業者を含む。

2799 廃棄処理サービス

廃棄物投棄場やリサイクルセンターなど、危険な固体廃棄物の管理、再生、処
分のための環境・汚染管理サービス提供業者。工業用の空気・水の濾過装置の
製造業者は除く（これらは産業機械に分類される）。

3353 自動車

自動車、スポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）、軽トラックを含む、
オートバイおよび乗用車の製造業者。大型トラックの製造業者を除く（これら
は商用運搬機械・トラックに分類される）。レクリエーショナル・ビークル（R
VおよびATV）の製造業者は、娯楽用品に分類される。

3355 自動車部品

エンジン、キャブレター、バッテリーなど、オートバイや自動車の新規および
スペア部品の製造・販売業者。タイヤ製造業者を除く（これらはタイヤに分類
される）。

3357 タイヤ

自動車、トラック、オートバイ用タイヤの製造・販売業者および再販業者。

3533 醸造業者

シードル、またはビール、エール、スタウトなどのモルト製品の製造業者およ
び輸送業者。

3535 蒸留酒・ワイン醸造業者

ワイン、およびウィスキー、ブランデー、ラム、ジン、リキュールなどのスピ
リッツの製造、蒸留、醸造および輸送業者。

3537 ノンアルコール飲料

ソーダ、フルーツジュース、茶、珈琲、ボトル入り飲料水など、ノンアルコー
ル飲料の製造、ボトラー、販売業者。

3573 農業・畜産業・漁業

作物の栽培、家畜の飼育、漁業を行う会社、またはタバコ以外の農場を所有す
る会社。家畜用飼料や種、その他の農業用製品の製造業者を含むが、肥料また
は除草剤の製造業者は除く（これらは特殊化学に分類される）。

3577 加工食品

包装された肉類、スナック、果物、野菜、乳製品、冷凍シーフードを含む、食
品製造業者。ペットフードの製造業者および栄養サプリメント、ビタミンや関
連品目の製造業者を含む。フルーツジュース、茶、珈琲、ボトル入り飲料水や
その他のノンアルコール飲料の製造業者を除く（これらはノンアルコール飲料
に分類される）。

3722 家庭用耐久消費財

家庭用電化製品、照明、工具および電動工具、金物類、食器類、園芸用品、か
ばん、タオル、リネン類の製造・販売業者。

3724 家庭日用雑貨

文房具、紙製品、電池、電球、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、石
鹸や研磨剤などの掃除用品の製造・販売業者。

3726 家具

椅子、テーブル、机、カーペット、壁紙、オフィス家具を含む、家具の製造・
販売業者。

3728 住宅建設

移動住宅や一カ所での使用を目的とした組立式住居の製造業者を含む、住居用
住宅の建設業者。

3743 家庭用電子機器

テレビ、ビデオ、DVDプレイヤー、オーディオ機器、ケーブルテレビのセット
トップボックス、計算機、ビデオカメラなどの家電の製造・販売業者。

3745 娯楽用品

娯楽用設備の製造・販売業者。楽器、写真撮影用機器や消耗品、RV車、ATV、
ヨット、ボート、スピードボートなどの海上娯楽運搬機械を含む。

3747 玩具

トランプ、ボードゲーム、ぬいぐるみ、人形などの玩具やゲームを含む、玩具
およびビデオ／コンピューターゲームの製造・販売業者。

3763 衣料品・装飾品

あらゆる種類の衣類、宝飾品、腕時計、テキスタイルの製造・販売業者。スポ
ーツウェア、サングラス、眼鏡フレーム、皮革衣料・革製品、皮革類加工業者
を含む 。

3765 靴

靴、ブーツ、サンダル、スニーカーその他の種類の靴の製造・販売業者。

3767 トイレタリー用品

デオドラント、石鹸、歯磨き粉、香水、おむつ、シャンプー、カミソリ、女性
用衛生用品を含む、化粧品、洗面用品、パーソナルケア製品、衛生用品の製造
・販売業者。避妊具の製造業者を含むが、経口避妊薬の製造業者は除く（これ
らは医薬に分類される）。

業種
4000 ヘルスケア

スーパーセクター
4500 ヘルスケア

セクター

サブセクター

定義

3780 タバコ

3785 タバコ

タバコ、葉巻、およびその他のタバコ製品の製造・販売業者。タバコ畑を含む
。

4530 ヘルスケア機器・サービス

4533 ヘルスケアプロバイダー

健康管理組織、病院、クリニック、歯医者、眼鏡製造業、高齢者介護施設、リ
ハビリセンター、老人ホームの所有者および運営会社。獣医療サービスは除く
（これらは特殊消費者サービスに分類される）。

4535 医療機器

MRIスキャナー、人工装具、ペースメーカー、レントゲン機器、およびその他の
使い捨て以外の医療機器の製造・販売業者。

4537 医療用品

医療従事者や一般に使用される、医療用品の製造・販売業者。コンタクトレン
ズ、眼鏡用レンズ、絆創膏、およびその他の使い捨て医療用品のメーカーを含
む。

4573 バイオテクノロジー

薬剤の発見および診断ツールの開発を目的とした、生物学的物質の研究・開発
に携わる会社で、利益の大半をそれらの薬剤または診断ツールの販売またはラ
イセンスにより得ている会社。

4577 医薬

アスピリン、風邪薬、経口避妊薬などの処方薬および市販薬の製薬業者。ワク
チン製造業者を含むが、ビタミン製造業者は除く（これらは食品に分類される
）。

5333 薬品小売

薬局の運営会社（これらの会社に商品を提供する卸売業者や販売業者を含む）
。

5337 食品卸・小売

スーパーマーケット、食品中心のコンビニエンスストア、およびその他の小売
・販売業者。栄養サプリメントとビタミン小売業者を含む。

5371 アパレル

主に衣類、靴、宝飾品、サングラス、およびその他の雑貨に特化した小売・卸
売業者。

5373 大規模小売店

耐久・非耐久消費財を含む、幅広い製品を提供する小売店鋪および卸売業者。

5375 改築・リフォーム製品小売

園芸用品、カーペット、壁紙、塗料、家庭用家具、ブラインド、カーテン、建
設資材を含む、家庭の改築用製品の販売に特化した小売・卸売業者。

5377 特殊消費者サービス

オークションハウス、デイケアセンター、ドライクリーニング、学校、消費者
レンタル企業、動物病院、美容院などの消費者サ
ビスの供給業者、および葬
レンタル企業、動物病院、美容院などの消費者サービスの供給業者、および葬
式、芝生メンテナンス、消費者用倉庫、暖房・冷房設置、配管サービスの供給
業者。

5379 専門店

電子機器、書籍、自動車部品、見切り品などの単一種類の製品に特化した小売
・卸売業者。自動車ディーラー、ビデオレンタル店、100円ショップ、免税品店
、石油会社以外が所有するガソリンスタンドを含む。

5553 放送・エンターテインメント

ラジオ、テレビ、音楽、映像エンターテインメントの制作会社、運営業者、放
映業者。映画館を除く（これらは娯楽サービスに分類される）。

5555 広告代理店

広告、広報、マーケティングサービスを提供する会社。ビルボード広告業者お
よびテレマーケティング会社を含む。

5557 出版社

印刷または電子メディアを通じた情報の出版社。

5751 航空

主に、航空輸送を乗客に提供する会社。空港を除く（これらは輸送サービスに
分類される）。

5752 ギャンブル

ギャンブルのサービスおよびカジノの提供業者。オンラインカジノ、競馬場、
パチンコ機器やカジノ・宝くじ用設備の製造業者を含む。

5753 ホテル

ホテル、モーテル、ロッジ、観光リゾート、スパ、キャンプ場の運営会社およ
び管理業者。

5755 娯楽サービス

ジム、クルーズ会社、映画館、スポーツチームを含む娯楽施設とサービスの供
給業者。

5757 レストラン・バー

レストラン、ファーストフード施設、カフェテリア、バーの運営会社。総合酒
造会社およびケータリングサービスを含む。

4570 医薬・バイオテクノロジー

5000 消費者サービス

5300 小売

5330 食品・薬品小売

5370 一般小売

5500 メディア

5700 旅行・レジャー

5550 メディア

5750 旅行・レジャー

-4-

業種

6000 通信サービス

7000 公益

スーパーセクター

6500 通信サービス

7500 公益

セクター

サブセクター

定義

5759 旅行・観光

旅行代理店、オンライン旅行予約サービス、自動車レンタル会社を含む、旅行
・観光関連サービス提供会社、およびバス、タクシー、鉄道、フェリー会社な
ど、主に乗客輸送を提供する会社。

6530 固定通信

6535 固定通信

市内通話や長距離通話を含む、固定の有線電話サービスの提供業者。主にイン
ターネットを通じて電話サービスを提供する会社を含む。主要事業がインター
ネット接続の会社は除く（これらはインターネットに分類される）。

6570 移動体通信

6575 移動体通信

携帯電話、衛星電話、ポケットベルサービスを含む携帯電話サービスの提供業
者。複数のワイヤレスサービスプロバイダー向けのタワーを所有、運営、リー
スするワイヤレス通信タワー会社を含む。

7530 電力

7535 電力（従来発電）

石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料の燃焼により、また原子力エネルギーを
通じて、電力を生成・供給する会社。

7537 電力（代替発電）

再生可能な天然資源を使用して電力を生成・供給する会社。太陽、水力、風力
、地熱により発電する会社を含む。

7573 ガス供給

ガスをエンドユーザーに供給する会社。コモディティ商品として天然ガスを供
給する業者を除く（これらは石油・ガス業種に分類される）。

7575 マルチユーティリティ

複数の公益事業において重要な存在となっている公益事業会社。

7577 水道

水処理工場を含む、エンドユーザーに水を供給する会社。

7570 ガス・水道・マルチユーティリティ

8000 金融

8300 銀行

8350 銀行

8355 銀行

銀行業、ローン、および送金を含む、幅広い金融サービスを提供する銀行。

8500 保険

8530 保険（生命保険以外）

8532 総合保険

生命、医療、財産、および第三者損害を扱う保険会社で、これらのうちのいず
れも優位を占めることのない保険会社。

8534 保険ブローカー

保険ブローカーおよび代理店。

8536 財産および第三者保険

主に事故、火災、自動車、海上、医療ミス、およびその他の生命保険以外の種
類に特化した会社。

8538 再保険

主に再保険を専門とする会社。

8570 生命保険

8575 生命保険

主に生命保険と医療保険を専門とする会社。

8630 不動産投資・サービス

8633 不動産保有・開発

開発、投資、あるいは所有を通じて、直接的・間接的に不動産に投資する会社
。不動産投資信託および同様の法人は除く（これらは不動産投資信託に分類さ
れる）。

8600 不動産
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業種

スーパーセクター

セクター

8670 不動産投資信託

8700 金融サービス

8770 金融サービス

サブセクター

定義

8637 不動産サービス

不動産会社にサービスを提供するが、不動産は所有しない会社。代理店、ブロ
ーカー、賃貸会社、管理会社、アドバイザリーサービスを含む。不動産投資信
託および同様の法人は除く（これらは不動産投資信託に分類される）。

8671 産業・オフィス関連リート（REIT）

主にオフィス、産業財産、および構成要素が柔軟に動かせるエリアに投資する
、不動産投資信託または信託会社（REIT）あるいは上場プロパティトラスト（L
PT）企業。

8672 小売リート（REIT）

主に小売不動産に投資する、不動産投資信託または信託会社（REIT）あるいは
上場プロパティトラスト（LPT）。モール、ショッピングセンター、ショッピン
グ街、清算人、アウトレットを含む。

8673 住宅リート（REIT）

主に住居用不動産に投資する不動産投資信託または信託会社（REIT）あるいは
上場プロパティトラスト（LPT）。アパートや住居用コミュニティを含む。

8674 分散型リート（REIT）

単一の種類に集中することなく、さまざまな種類の不動産に投資する不動産投
資信託または信託会社（REIT）あるいは上場プロパティトラスト（LPT）。

8675 専門化リート（REIT）

倉庫、病院や生活支援施設、薬品研究所などの医療産業の不動産、および、自
動車ディーラー施設、森林施設、ネット賃貸借不動産など、その他の専門不動
産に投資する不動産投資信託または信託会社（REIT）あるいは上場プロパティ
トラスト（LPT）。
（
）

8676 モーゲージリート（REIT）

不動産所有会社や運営会社に金銭を貸す際に直接的に関与する、あるいは不動
産または不動産担保証券購入を通じて間接的に関与する、不動産投資信託また
は信託会社（REIT）あるいは上場プロパティトラスト（LPT）。

8677 ホテル・宿泊施設リート（REIT）

主にホテルや宿泊施設に投資する、不動産投資信託または信託会社（REIT）あ
るいは上場プロパティトラスト（LPT）。

8771 資産管理

保管、受託およびその他の関連信託業務を提供する会社。ミューチュアルファ
ンド管理会社を含む。
クレジットカード会社、および個人ローンや小切手の現金化を行う企業など個
人向け金融サービスの提供業者。
特定の分野に特化しない金融活動に関与する会社。株式投資金融商品または非
株式投資金融商品のいずれにも分類されず、主に多様な範囲の企業の持分所有
に関与する会社を含む。

8773 消費者金融
8775 専門金融

8777 投資サービス
8779 住宅金融

株式ブローカーや代理店、オンラインブローカー、株式または商品取引を含む
幅広い専門金融サービスを提供する会社。
住宅金融、抵当保険、およびその他の関連サービスを提供する会社。

8980 株式投資

8985 株式投資

投資信託ファンドやベンチャーキャピタル信託など、異なる法律の下に特定さ
れる、コーポレート・クローズドエンド型投資法人。

8990 非株式投資

8995 非株式投資

オープンエンド型投資会社やファンド、ユニットトラスト、ETF、通貨ファン
ド、およびスプリット・キャピタル型投信などの非コーポレートのオープンエ
ンド型投資機関。
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スーパーセクター

セクター

サブセクター
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9000 テクノロジー

9500 テクノロジー

9530 ソフトウェア・コンピューターサービス

9533 コンピューターサービス

他企業に情報技術に関連するコンサルティングサービスを提供する会社。コン
ピューターシステム設計、システム統合、ネットワークおよびシステム運営、
データ管理およびストレージ、修理サービスや技術サポートのプロバイダーを
含む。

9535 インターネット

インターネット接続や検索エンジンプロバイダー、ウェブサイトデザイン、ウ
ェブホスティング、ドメイン名登録、電子メールサービスのプロバイダーなど
、インターネット関連サービスを提供する会社。

9537 ソフトウェア

家庭または企業の使用向けにコンピューターソフトウェアを開発・販売する会
社。コンピューターゲーム製造業者は除く（これらは玩具に分類される）。

9572 コンピューターハードウェア

大容量記憶制御装置、マウス、キーボード、プリンタなどの、コンピューター
、サーバー、メインフレーム、ワークステーションおよびその他のコンピュー
ターハードウェアやサブシステムの製造・販売業者。

9574 電子オフィス機器

コピー機やファックス機を含む、オフィス用電子機器の製造・販売業者。

9576 半導体

半導体装置やマザーボードなど半導体産業に関連するその他の製品を含む半導
体およびその他の集積チップの製造・販売業者。プリント基板の製造業者は除
く（これらは電子部品・機器に分類される）。

9578 通信機器

通信衛星、携帯電話、光ファイバー、スイッチング装置、ローカル／広域ネッ
トワーク、電話会議用機器、ハブおよびルーターなどのコンピューター接続デ
バイスを含むハイテク通信製品の製造・販売業者。

9570 テクノロジーハードウェア・機器
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