
  収支項目分類の改定

　品目分類新旧対照（令和２年１月分から適用）

１　統合した項目

グレープフルーツ
他の柑きつ類 他の柑きつ類

深夜電力電気代
他の電気代 電気代

食卓セット
応接セット テーブル・ソファー

男子用和服
婦人用着物
婦人用帯
他の婦人用和服
子供用和服 和服

子供用シャツ 子供用シャツ・セーター類
子供用セーター

携帯型音楽・映像用機器
他の教養娯楽用耐久財 他の教養娯楽用耐久財

カメラ カメラ・ビデオカメラ
ビデオカメラ

分割払購入借入金
一括払購入借入金 クレジット購入借入金

分割払購入借入金返済 クレジット購入借入金返済
一括払購入借入金返済

分割払購入借入金純減
一括払購入借入金純減 クレジット購入借入金純減

２　分割及び統合した項目

運動靴 大人用運動靴
サンダル 大人用サンダル
子供靴 子供用靴・サンダル

　分類の原則及び収支項目の定義･範囲及び品目等の内容例示については、「収支項目分類原
則」を参照してください。

令和２年改定

品目分類の改定



３ 名称変更した項目

スパゲッティ パスタ

エアコンディショナ エアコン

移動電話通信料 携帯電話通信料

移動電話 携帯電話機

パーソナルコンピュータ パソコン

スポーツ用品 スポーツウェア

テレビゲーム機 ゲーム機

他の愛玩動物・同用品 ペット・他のペット用品

他の愛玩動物関連サービス 他のペット関連サービス

雑誌（週刊誌を含む） 雑誌

ヘアリンス・ヘアトリートメント ヘアコンディショナー

装身具 アクセサリー



　品目分類新旧対照（平成２７年１月分から適用）

１　分割した項目

他のきのこ しめじ
えのきたけ
他のきのこ

他の飲料のその他 スポーツドリンク
他の飲料のその他

他の酒 チューハイ・カクテル
他の酒

洋食 洋食
焼肉

他の家事用消耗品 柔軟仕上剤
芳香・消臭剤

　　　　　　　　　　　 他の家事用消耗品のその他

他の保健医療サービス 人間ドック等受診料
他の保健医療サービス

他の愛がん動物・同用品 他の愛玩動物・同用品
他の愛玩動物関連サービス

園芸品・同用品 園芸用植物
園芸用品

他の化粧品 ヘアカラーリング剤
他の化粧品

非貯蓄型保険料 医療保険料
他の非貯蓄型保険料

２　統合した項目

煮干し
他の塩干魚介 他の塩干魚介

ミシン
他の家事用耐久財 他の家事用耐久財

仕立代
被服・履物修理代 他の被服関連サービス

平成27年改定

品目分類の改定



３ 名称変更した項目

めん類 麺類

中華めん 中華麺

カップめん カップ麺

即席めん 即席麺

他のめん類 他の麺類

なし 梨

かき（果物） 柿

もも 桃

焼ちゅう 焼酎

他のめん類外食 他の麺類外食

なべ・やかん 鍋・やかん

電球・蛍光ランプ 電球・ランプ

他の家事用消耗品 他の家事用消耗品のその他
※

レンタカー料金 レンタカー・カーシェアリング料金

幼稚園 幼児教育費用

ビデオデッキ ビデオレコーダー・プレイヤー

書斎・学習用机・いす 書斎・学習用机・椅子

他のがん具 他の玩具

他の教養娯楽用品 他の教養娯楽用品のその他
※

雑誌・週刊誌 雑誌（週刊誌を含む）

ケーブルテレビ受信料 ケーブルテレビ放送受信料

他の受信料 他の放送受信料

現像焼付代 写真撮影・プリント代

保育所費用 保育費用

※　「他の家事用消耗品のその他」及び「他の教養娯楽用品のその他」については、

　　４ 中間計の追加に伴う名称変更である。

ティッシュペーパー・トイレットペーパー
洗剤
他の家事用消耗品
玩具
他の教養娯楽用品
石けん類・化粧品

４　中間計の追加



　品目分類新旧対照（平成２２年１月分から適用）

１　分割した項目

マヨネーズ・ドレッシング マヨネーズ・マヨネーズ風調味料
ドレッシング

他の保健医療サービス マッサージ料金等（診療外）
他の保健医療サービス

他の自動車等関連サービス レンタカー料金
他の自動車等関連サービス

テレビゲーム テレビゲーム機
ゲームソフト等

スポーツ施設使用料 ゴルフプレー料金
　　　　　　　　　　　 スポーツクラブ使用料
　　　　　　　　　　　 他のスポーツ施設使用料

２　分割及び統合した項目

発泡酒 発泡酒・ビール風アルコール飲料
他の酒 他の酒

３　統合した項目

干しいわし
他の塩干魚介 他の塩干魚介

掛・置時計
他の室内装備品 他の室内装備品

着尺地
生地 着尺地・生地

ステレオセット
他の教養娯楽用耐久財 他の教養娯楽用耐久財

ノートブック
他の紙製品 ノート・紙製品

フィルム
他の教養娯楽用品 他の教養娯楽用品

平成22年改定

品目分類の改定



４ 名称変更した項目

（特別収入の）その他 他の特別収入

保険取金 保険金

個人・企業年金保険取金 個人・企業年金保険金

他の保険取金 他の保険金

（実収入以外の受取の）その他 実収入以外の受取のその他

（他の穀類の）その他 他の穀類のその他

（貝類の）かき かき（貝）

かんしょ さつまいも

ばれいしょ じゃがいも

（果物の）かき かき（果物）

ぶどう酒 ワイン

火災保険料 火災・地震保険料

家事使用人給料 家事代行料

その他の諸雑費 他の諸雑費

（その他の諸雑費の）その他 他の諸雑費のその他

保険掛金 保険料

個人・企業年金保険掛金 個人・企業年金保険料

他の保険掛金 他の保険料

（実支出以外の支払の）その他 実支出以外の支払のその他

※旧項目名称における（　）部分は、実際の表章上は表記されていない。

収入総額 受取

支出総額 支払

平成19年改定（平成19年1月分から適用）

実収入以外の受取（繰越金を除く）

　用途分類の改定

実収入以外の総額

実支出以外の支出 実支出以外の支払（繰越金を除く）



　品目分類新旧対照（平成１７年１月分から適用）

１　分割又は新設した項目

即席めん　　　　　　　 カップめん
即席めん

他の果物　　　　　　　 キウイフルーツ
他の果物

ビスケット　　　　　　 ビスケット
スナック菓子　　　　　 スナック菓子
チョコレート　　　　　 チョコレート
他の菓子　　　　　　　 他の菓子

チョコレート菓子

他の飲料のその他　　　 乳飲料
　　　　　　　　　　　 ミネラルウォーター
　　　　　　　　　　　 他の飲料のその他

電気代　　　　　　　　 深夜電力電気代
　　　　　　　　　　　 他の電気代

他の婦人用洋服　　　　 婦人用上着
　　　　　　　　　　　 他の婦人用洋服

他の保健医療サービス　 整骨（接骨）・鍼灸院治療代
　　　　　　　　　　　 他の保健医療サービス

他の愛がん動物・同用品　 動物病院代
　　　　　　　　　　　 他の愛がん動物・同用品

その他　　　　　　　　 介護サービス
　　　　　　　　　　　 その他

健康保険料　　　　　　 健康保険料
　　　　　　　　　　　 介護保険料

品目分類の改定

平成17年改定



２　統合した項目

果物の缶詰　　　　　　　
他の果物加工品　　　　　 果物加工品

調理食品の缶詰
他の調理食品のその他　　 他の調理食品のその他

輸入ウイスキー
国産ウイスキー　　　　　 ウイスキー

電気こたつ
他の冷暖房用器具　　　　 他の冷暖房用器具

魔法瓶
他の食卓用品　　　　　　 他の食卓用品

毛糸
他の生地・糸類　　　　　 他の生地・糸類

ピアノ
他の楽器　　　　　　　　 楽器

３ 統合又は分割した項目

携帯型音楽・映像用機器
ビデオテープレコーダ　 ビデオデッキ
テープレコーダ
他の教養娯楽用耐久財　　　　 他の教養娯楽用耐久財

オーディオ・　
 ビデオディスク　　 音楽・映像用未使用メディア
オーディオ・
 ビデオ未使用テープ　
オーディオ・ 音楽・映像収録済メディア
 ビデオ収録済テープ　

セット代
他の理美容代　　　　　 他の理美容代
入浴料　　　　　　　　 温泉・銭湯入浴料

化粧石けん　　　　　　 浴用・洗顔石けん
他の化粧品　　　　　　 他の化粧品

４ 名称変更した項目

パソコン パーソナルコンピュータ

損害保険料　　　　　　 非貯蓄型保険料


