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7章 石油化学工業
1. 石油化学総括
<表1-1> 部門別石油化学製品需給実績推移 -------<表1-2> 石油化学製品生産能力推移 -------------<表1-3> 基礎油分輸出推移 --------------------<表1-4> 基礎油分輸入推移 --------------------<表1-5> 中間原料輸出推移 --------------------<表1-6> 中間原料輸入推移 --------------------<表1-7> 合成樹脂輸出推移 --------------------<表1-8> 合成樹脂輸入推移 --------------------<表1-9> 合成ゴム輸出推移 ---------------------<表1-10> 合成ゴム輸入推移 --------------------<表1-11> 合繊原料輸出推移 -------------------<表1-12> 合繊原料輸入推移 -------------------<表1-13> その他の石油化学製品輸出推移 --------<表1-14> その他石油化学製品輸入推移 ----------<表1-15> 石油化学輸出入実績(エチレン換算)推移 --<表1-16> 分野別石油化学製品輸出推移 ----------<表1-17> 分野別石油化学製品輸入推移 ----------<表1-18> 会社別石油化学施設能力現況(2015) -----<表1-19> ナフサ(原料)需給推移 -----------------<表1-20> ナフサ及び原油価格推移 --------------2. 基礎油分
<表2-1> エチレン需給推移 ---------------------<表2-2> 用途別エチレン出荷比重推移 -------------
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<表2-3> 会社別エチレン生産能力推移 -----------<表2-4> プロピレン需給推移 --------------------<表2-5> 用途別プロピレン出荷比重推移 ----------<表2-6> 会社別プロピレン生産能力推移 ----------<表2-7> ブタジエン需給推移 -------------------<表2-8> 用途別ブタジエン出荷比重推移 ----------<表2-9> 会社別ブタジエン生産能力推移 ----------<表2-10> ベンゼン需給推移 --------------------<表2-11> 用途別ベンゼン出荷比重推移 ----------<表2-12> 会社別ベンゼン生産能力推移 ----------<表2-13> トルエン需給推移 --------------------<表2-14> 用途別トルエン出荷比重推移 -----------<表2-15> 会社別トルエン生産能力推移 -----------<表2-16> キシレン需給推移 --------------------<表2-17> 用途別キシレン出荷比重推移 -----------<表2-18> 会社別キシレン生産能力推移 -----------3. 中間原料
<表3-1> SM需給実績推移 ----------------------<表3-2> 用途別SM出荷比重推移 ----------------<表3-3> P-X需給推移 -------------------------<表3-4> 用途別P-X出荷比重推移 ---------------<表3-5> 会社別P-X生産能力推移 ---------------<表3-6> O-X需給推移 -------------------------<表3-7> CH需給推移 --------------------------<表3-8> EDC需給推移 -------------------------<表3-9> VCM需給推移 ------------------------4. 合成樹脂
<表4-1> LDPE(Total)需給推移 ------------------<表4-2> 用途別LDPE(Total)販売比重推移 --------<表4-3> 会社別LDPE(Total)生産能力推移 --------<表4-4> L-LDPE需給推移 ---------------------<表4-5> 用途別L-LDPE販売比重推移 ------------<表4-6> 会社別L-LDPE生産能力推移 ------------<表4-7> EVA需給推移 -------------------------<表4-8> 用途別EVA販売比重推移 ---------------<表4-9> HDPE需給実績推移 --------------------<表4-10> 用途別HDPE販売比重推移 -------------<表4-11> 会社別HDPE生産能力推移 -------------<表4-12> PP需給実績推移 ---------------------<表4-13> 用途別PP販売比重推移 ---------------<表4-14> 会社別PP生産能力推移 ---------------<表4-15> PS需給実績推移 ---------------------<表4-16> 用途別PS販売比重推移 ---------------<表4-17> EPS需給実績推移 --------------------<表4-18> 用途別EPS販売比重推移 --------------<表4-19> ABS需給実績推移 --------------------<表4-20> 用途別ABS販売比重推移 --------------<表4-21> 会社別ABS生産能力推移 --------------<表4-22> PVC需給実績推移 --------------------<表4-23> 用途別PVC販売比重推移 --------------<表4-24> 会社別PVC生産能力推移 --------------<表4-25> PC需給実績推移 ---------------------<表4-26> 用途別PC販売比重推移 ---------------5. 合繊原料
<表5-1> TPA需給実績推移 ---------------------<表5-2> 用途別TPA出荷比重推移 ---------------<表5-3> 会社別TPA生産能力推移 ---------------xi
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<表5-4> EG需給実績推移 ----------------------<表5-5> 用途別EG出荷比重推移 ----------------<表5-6> 会社別EG生産能力推移 ----------------<表5-7> AN需給推移 --------------------------<表5-8> 用途別AN出荷比重推移 ----------------<表5-9> 会社別AN生産能力推移 ----------------<表5-10> CPLM需給推移 ----------------------<表5-11> 用途別CPLM出荷比重推移 -------------<表5-12> DMT需給推移 -----------------------<表5-13> 用途別DMT出荷比重推移 --------------6. 合成ゴム
<表6-1> SBR需給推移 -------------------------<表6-2> 用途別SBR出荷比重推移 ---------------<表6-3> 会社別SBR生産能力推移 ---------------<表6-4> BR需給推移 --------------------------<表6-5> 用途別BR販売比重推移 ----------------<表6-6> 会社別BR生産能力推移 ----------------7. その他化成品
<表7-1> 酢酸需給推移 ------------------------<表7-2> 用途別酢酸出荷比重推移 ---------------<表7-3> 会社別酢酸生産能力推移 ---------------<表7-4> カーボンブラック需給推移 ---------------<表7-5> 用途別カーボンブラック出荷比重推移 -----<表7-6> 会社別カーボンブラック生産能力推移 -----<表7-7> PA需給推移 --------------------------<表7-8> 用途別PA出荷比重推移 ----------------<表7-9> 会社別PA生産能力推移 ----------------<表7-10> MA需給推移 -------------------------<表7-11> 会社別MA生産能力推移 ---------------<表7-12> 用途別MA出荷比重推移 ---------------<表7-13> フェノール需給推移 -------------------<表7-14> 用途別フェノール出荷比重推移 ---------<表7-15> 会社別フェノール生産能力推移 ---------<表7-16> アセトン需給推移 ---------------------<表7-17> 用途別アセトン出荷比重推移 -----------<表7-18> 会社別アセトン生産能力推移 -----------<表7-19> オクタノール需給推移 -----------------<表7-20> 会社別オクタノール生産能力推移 --------<表7-21> ブタノール需給推移 -------------------<表7-22> 会社別ブタノール生産能力推移 ---------<表7-23> アセトアルデヒド需給推移 --------------<表7-24> 酢酸エチル需給推移 -------------------
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9章 繊維・衣類・雑貨
1. 繊維産業総括
<表1-1> 品目別繊維類輸出入推移 ---------------<表1-2> 月別繊維類輸出入現況（2015） -----------<表1-3> 品目別繊維類輸出現況 -----------------<表1-4> 品目別繊維類輸入現況 -----------------<表1-5> 国別繊維類輸出現況 -------------------<表1-6> 国別繊維類輸入現況 -------------------<表1-7> 月別・品目別織物類輸出現況（2015） ------<表1-8> 月別・品目別織物類輸入現況（2015） ------<表1-9> 月別・国別織物類輸出現況（2015） --------<表1-10> 月別・国別織物類輸入現況(2015) --------2. 綿紡織工業
<表2-1> 綿紡織設備現況 ----------------------<表2-2> 綿紡織生産現況 ----------------------<表2-3> 綿紡織生産設備推移 -------------------<表2-4> 国別原綿輸入推移 --------------------<表2-5> 国別再生ステープル繊維輸入推移 --------<表2-6> 国別綿糸輸出推移 --------------------<表2-7> 国別綿糸輸入推移 --------------------<表2-8> 国別・品目別綿糸輸出推移（2015） --------<表2-9> 国別・品目別綿糸輸入現況（2015） --------<表2-10> 国別再生ステープル繊維紡績糸輸出推移 -<表2-11> 国別再生ステープル繊維紡績糸輸入推移 -<表2-12> 国別綿織物輸出推移 ------------------<表2-13> 国別綿織物輸入推移 ------------------<表2-14> 国別綿織物輸出推移 ------------------<表2-15> 国別綿織物輸入推移 ------------------<表2-16> 年度別綿製衣類輸出推移 --------------<表2-17> 国別綿製衣類輸入推移 ----------------3. 化学繊維
<表3-1> 会社別化繊生産能力推移 ---------------<表3-2> 品目別化繊生産推移 -------------------<表3-3> Acrylic需給推移 -----------------------<表3-4> Nylon Filament需給推移 ----------------<表3-5> Polyester Filament需給推移 -------------<表3-6> Polyeseter Staple Fiber需給推移 ---------<表3-7> Chemical Fiber Total需給推移 -----------<表3-8> 品目別化繊類輸出推移 -----------------<表3-9> 品目別Acrylic輸出推移 -----------------<表3-10> 品目別Nylon輸出推移 ------------------
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<表3-11> 品目別Polyester輸出推移 --------------<表3-12> 品目別Synthetic Fiber輸出推移 ---------<表3-13> 品目別Rayon輸出推移 ----------------<表3-14> 品目別Cellulosic Fiber輸出推移 ---------<表3-15> 品目別Chemical Fiber輸出推移 ---------<表3-16> 品目別化繊輸入推移 -----------------<表3-17> 品目別Nylon輸入推移 ----------------<表3-18> 品目別Polyester輸入推移 --------------<表3-19> 品目別Synthetic Fiber輸入推移 ---------<表3-20> 品目別Rayon輸入推移 ----------------<表3-21> 品目別Cellulosic Fiber輸入推移 ---------<表3-22> 品目別Chemical Fiber輸入推移 ---------<表3-23> Spandex輸出入推移 ------------------<表3-24> 品目別・国別化繊類輸出推移 -----------<表3-25> 国別Nylon Filament輸出推移 -----------<表3-26> 国別Polyester Filament輸出推移 --------<表3-27> 国別Polyester POY/FDY/DTY輸出推移 --<表3-28> 国別Acrylic Staple Fiber輸出推移 -------<表3-29> 国別Polyester Staple Fiber輸出推移 -----<表3-30> 国別化繊類輸入推移 -----------------<表3-31> 国別Nylon Filament輸入推移 -----------<表3-32> 国別Polyester Filament輸入推移 --------<表3-33> 国別Polyester POY/FDY/DTY輸入推移 --<表3-34> 国別Acrylic Staple Fiber輸入推移 -------<表3-35> 国別Polyester Staple Fiber輸入推移 ------
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10章 食品産業
1. 製粉・澱粉・澱粉糖
<表1-1> 1人当り小麦粉消費量推移 ---------------- 579
<表1-2> 原産地別小麦輸入実績推移 -------------- 579
<表1-3> 年度別小麦加工能力及び実績推移 -------- 579
<表1-4> 種類別小麦粉生産実績推移 -------------- 580
<表1-5> チャンエンル別小麦粉小売売上額推移 ----- 580
<表1-6> 製品種類別小麦粉小売売上額推移 -------- 580
<表1-7> チャンネル別小麦粉小売平均価格比較 ----- 580
<表1-8> 小麦粉月別平均価格及び変動率推移 ------ 581
<表1-9> 玉粉及び澱粉用原料トウモロコシ使用料及び生産量
推移 --------------------------------- 581
<表1-10> 澱粉糖産業トウモロコシ導入量推移 ------- 581
<表1-11> 用途別トウモロコシ澱粉処分量推移 ------- 581
<表1-12> 産地別輸入トウモロコシ購入実績推移 ----- 582
<表1-13> 中国の澱粉糖輸入動向 ----------------- 582
<表1-14> 種類別澱粉輸出実績 ------------------ 582
<表1-15> 国別韓国のトウモロコシ澱粉輸出実績推移 - 583
<表1-16> 年度別澱粉糖製品輸入実績推移 --------- 583
2. 製糖・食用油脂
<表2-1> 砂糖小売市場規模 --------------------- 584
<表2-2> 産地別原糖購入実績 ------------------- 584
<表2-3> 原糖輸入量推移 ----------------------- 584
<表2-4> 種類別砂糖製品小売売上額現況 ---------- 585
<表2-5> チャンネル別砂糖小売売上額現況 --------- 585
<表2-6> チャンネル別砂糖小売平均価格比較 ------- 585
<表2-7> 年度別食用油脂類国内生産実績推移 ------ 586
<表2-8> 形態別ゴマ油原料販売量推移 ------------ 586
<表2-9> 油種別家庭用食用油小売市場規模 -------- 586
<表2-10> ダイズ油輸出入推移 ------------------- 587
<表2-11> キャノーラ油輸出入推移 ---------------- 587
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3. 製菓・氷菓・パン・ラーメン
<表3-1> 年度別菓子類生産実績推移 -------------- 588
<表3-2> 年度別菓子類出荷実績推移 -------------- 588
<表3-3> チャンネル別菓子類小売市場規模推移 ----- 589
<表3-4> メーカー別菓子類小売市場規模推移 ------- 589
<表3-5> 種類別菓子類小売市場規模推移 ---------- 590
<表3-6> 菓子類輸出入実績推移 ------------------ 590
<表3-7> 主要国別菓子輸出推移 ------------------ 590
<表3-8> 主要国別菓子輸入推移 ------------------ 591
<表3-9> 主要国別アメ類輸出推移 ---------------- 591
<表3-10> 主要国別アメ類輸入推移 --------------- 591
<表3-11> 主要国別チューインガム輸出推移 --------- 592
<表3-12> 主要国別アメ類輸入推移 --------------- 592
<表3-13> 品目別氷菓類売上額現況 --------------- 592
<表3-14> 全国ベーカリー店舗数推移 -------------- 592
<表3-15> フランチャイズベーカリー店舗数推移 ------ 593
<表3-16> フランチャイズベーカリー売上推移 -------- 593
<表3-17> インストアベーカリー売上推移 ------------ 593
<表3-18> ラーメン市場規模推移 ------------------ 593
<表3-19> 年度別10大ラーメン製品売上額推移 ------ 594
<表3-20> メーカー別ラーメン新製品現況比較（2016） -- 595
4. 乳加工・肉加工
<表4-1> 年度別乳牛飼育頭数推移 ---------------- 596
<表4-2> 原乳需給実績推移 --------------------- 596
<表4-3> 年度別市乳類消費量推移 ---------------- 596
<表4-4> 乳加工品生産推移 --------------------- 596
<表4-5> 年度別主要乳加工品消費量推移 ---------- 597
<表4-6> メーカー別市乳小売市場占有率推移 ------- 597
<表4-7> 流通チャンネル別牛乳小売売上比率推移 --- 597
<表4-8> 製品群別牛乳消費占有率推移 ------------ 597
<表4-9> 発酵乳消費実績推移 -------------------- 598
<表4-10> メーカー別発酵乳小売市場占有率推移 ---- 598
<表4-11> 流通チャンネル別発酵乳小売占有率及び売上
額 ---------------------------------- 598
<表4-12> 調製粉乳需給実績推移 ----------------- 598
<表4-13> 流通チャンネル別調製粉乳小売占有率及び売上
額推移 ------------------------------ 598
<表4-14> メーカー別調製粉乳小売市場占有率推移 --- 599
<表4-15> 主要乳加工メーカー別売上額推移 -------- 599
<表4-16> チーズ生産量及び消費量推移 ----------- 599
<表4-17> メーカー別チーズ小売市場占有率推移 ----- 599
5. 水産加工
<表5-1> 年度別水産物加工実績推移 -------------- 600
<表5-2> 品目別練り製品加工実績推移 ------------- 600
<表5-3> 品目別缶詰品加工実績推移 -------------- 601
<表5-4> 品目別素乾品加工実績推移 -------------- 601
<表5-5> 品目別塩乾品加工実績推移 -------------- 601
<表5-6> 品目別冷凍品加工実績推移 -------------- 602
<表5-7> 品目別煮乾品加工実績推移 -------------- 603
<表5-8> 品目別海藻製品加工実績推移 ------------ 603
<表5-9> 品目別寒天加工実績推移 ---------------- 603
<表5-10> 品目別調味加工品加工実績推移 --------- 604
<表5-11> 品目別魚油粉加工実績推移 ------------- 604
<表5-12> 品目別塩辛品加工実績推移 ------------- 604
<表5-13> 品目別塩蔵品加工実績推移 ------------- 604
6. 冷凍食品
<表6-1> 年度別マンドゥ市場売上額推移 ------------ 605

<表6-2> 年度別マンドゥ市場生産量推移 ----------- 605
<表6-3> 年度別マンドゥ市場占有率推移 ----------- 605
<表6-4> 年度別冷凍調理肉売上額推移 ------------ 606
<表6-5> 年度別冷凍調理肉生産量推移 ------------ 606
<表6-6> 年度別冷凍調理肉市場占有率推移 -------- 606
7. 調味料・調味食品・醤類製造業
<表7-1> 発酵調味料生産推移 ------------------- 607
<表7-2> 発酵調味料販売推移 ------------------- 607
<表7-3> 発酵調味料輸入及び成長率推移 ---------- 607
<表7-4> 家庭用発酵調味料販売及び成長率推移 ---- 607
<表7-5> 混合調味料生産及び成長率推移 ---------- 607
<表7-6> 混合調味料販売及び輸出量推移 ---------- 608
<表7-7> 家庭用総合調味料販売推移 --------------- 608
<表7-8> 自然調味料販売推移 ------------------- 608
<表7-9> 液状調味料販売推移 ------------------- 608
<表7-10> 家庭用調味料購入現況 ----------------- 608
<表7-11> 調味食品販売推移 -------------------- 609
<表7-12> 調味食品輸出入推移 ------------------ 609
<表7-13> 家庭用調味料使用量推移 --------------- 610
<表7-14> 肉魚類エキス輸出入推移 --------------- 610
<表7-15> 国別マヨネーズ輸出実績 ---------------- 610
<表7-16> 国別トマトペースト輸入量推移 ------------ 611
<表7-17> 香辛料原料輸入量推移 ----------------- 611
8. 豆腐・レトルト
<表8-1> 豆腐類生産現況 ------------------------ 612
<表8-2> 品目別豆腐生産推移 ------------------- 612
<表8-3> 豆腐小売市場現況 --------------------- 612
<表8-4> 年度別豆腐輸出入実績推移 -------------- 612
<表8-5> チャンネル別豆腐小売販売現況 ----------- 613
<表8-6> メーカー別豆腐販売現況 ----------------- 613
<表8-7> 年度別レトルト食品生産出荷額推移 -------- 614
<表8-8> 年度別豆腐輸出入実績推移 -------------- 614
9. キムチ製造業
<表9-1> キムチ市場規模推移 -------------------- 615
<表9-2> 商品キムチ市場規模推移 ---------------- 615
<表9-3> キムチ原・副材料価格推移 --------------- 615
<表9-4> 年度別・月別白菜価格推移 --------------- 616
<表9-5> 年度別・月別大根価格推移 --------------- 616
<表9-6> 年度別・月別乾唐辛子価格推移 ----------- 616
<表9-7> 年度別・月別長ネギ価格推移 ------------- 616
<表9-8> キムチ輸入実績推移 -------------------- 617
<表9-9> 国別キムチ輸出推移 -------------------- 617
10. 飲料
<表10-1> 品目別飲料類生産·売上現況(2015) ------ 618
<表10-2> 飲料会社上位20社国内販売額/輸出額現況
（2015） ------------------------------ 619
<表10-3> LG生活健康の飲料市場占有率推移 ------- 619
<表10-4> 飲料部門分類別主要商標及び売上推移 --- 619
<表10-5> 年度別国民1人当り飲料類摂取量推移(総計) - 620
<表10-6> 年度別国民1人当り飲料類摂取量推移(男性)
620
<表10-7> 年度別国民1人当り飲料類摂取量推移(女性)
620
11. コーヒー・高麗人参製品
<表11-1> コーヒー市場小売店売上金額推移 -------- 621
<表11-2> 会社別インスタントコーヒー販売推移 ------- 621
<表11-3> 会社別インスタントコーヒー市場占有率（物量基準）
------------------------------------- 621
<表11-4> 会社別インスタントドリップコーヒー販売金額及び
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物量推移 ---------------------------- 621
<表11-5> 会社別コーヒーミックス販売金額及び物量推移 622
<表11-6> 会社別コーヒーミックス市場占有率推移(物量基準)
------------------------------------- 622
<表11-7> 会社別コーヒー飲料販売金額及び物量推移 - 622
<表11-8> 会社別コーヒー飲料市場占有率推移(物量基準) 622
<表11-9> ドリップコーヒー市場規模推移 ------------ 622
<表11-10> 年度別高麗人参生産現況推移 ---------- 623
<表11-11> 市道別高麗人参栽培現況（2015） -------- 623
<表11-12> 年度別高麗人参製品類生産推移 -------- 624
<表11-13> 年度別高麗人参栽培面積推移 ---------- 624
<表11-14> 年度別高麗人参需給推移 -------------- 625
<表11-15> 製品別高麗人参国内消費量及び輸出現況（2015）
------------------------------------ 625
<表11-16> 健康食品中の高麗人参と紅参売上額推移 - 625
<表11-17> 年度別高麗人参類輸出実績 ------------ 626
<表11-18> 年度別高麗人参類輸入推移 ------------ 626
<表11-19> 主要国別高麗人参輸出推移 ------------ 627
12. 外食産業
<表12-1> ファーストフード業界推移 ---------------- 628
<表12-2> ファミリーレストラン業界推移 ------------- 628
<表12-3> ピザ業界推移 ------------------------ 628
<表12-4> チキン業界推移 ----------------------- 629
<表12-5> コーヒー業界推移 ---------------------- 629
<表12-6> 韓食フランチャイズ業界推移 ------------- 629
13. 健康機能食品
<表13-1> 年度別健康機能食品製造業者及び販売業者推移
------------------------------------- 630
表13-2> 年度別・品目別健康機能食品上位20品目生産額推移
------------------------------------- 630
<表13-3> 年度別・品目別健康機能食品製造品目数推移 631
<表13-4> 年度別上位20業者健康機能食品生産額推移 - 632
<表13-5> 年度別個別認定型健康機能食品10品目生産額現況
------------------------------------- 633
<表13-6> 主要流通チャンネル別健康機能食品売上上位品目
現況（2015） -------------------------- 633
<表13-7> 健康機能食品輸出額現況（上位20社、2015）
634
<表13-8> 年度別健康機能食品輸入実績推移 ------- 634
<表13-9> 年度別健康機能食品上位10社実績推移 --- 635
<表13-10> 年度別健康機能食品輸入上位10品目実績推移
------------------------------------ 635
表13-11> 年度別健康機能食品輸入上位10カ国輸入実績推移
------------------------------------- 635
11章 その他製造業
1. タイヤ工業
<表1-1> 自動車タイヤ生産・販売推移(数量) --------- 639
<表1-2> 自動車タイヤ生産・販売推移(重量) --------- 640
<表1-3> 自動車タイヤ内需(新車用及び交換用)販売推移(数量)
-------------------------------------- 640
<表1-4> 自動車タイヤ内需(新車用及び交換用)販売推移(重量)
-------------------------------------- 641
表1-5> 地域別タイヤ・チューブ輸出推移(金額) ------- 641
<表1-6> 種類別自動車タイヤ輸入推移(数量及び金額)
641
<表1-7> 国別乗用車用ラジアルタイヤ輸入推移(数量及び金額
-------------------------------------- 641
<表1-8> 国別トラック・バス用ラジアルタイヤ輸入推移

(数量及び金額) ------------------------ 642
<表1-9> 二輪車用タイヤ生産・販売推移(数量及び重量) 642
<表1-10> 二輪車用チューブ生産・販売推移(数量及び重量)
------------------------------------- 642
<表1-11> 国別二輪車用タイヤ輸入推移(数量及び金額) 643
<表1-12> 国別二輪車用チューブ輸入推移(数量及び金額) 643
<表1-13> 年度別廃タイヤ発生量及びリサイクル推移 -- 643
<表1-14> 用途別廃タイヤ処理推移 --------------- 643
<表1-15> 世界の天然ゴム生産推移 --------------- 644
<表1-16> 世界の天然ゴム消費推移 --------------- 644
<表1-17> 世界の合成ゴム生産推移 --------------- 644
<表1-18> 世界の合成ゴム消費推移 --------------- 644
2. 窯業工業
1) セメント産業
<表2-1> 月別クリンカー需給現況(2015) ------------ 645
<表2-2> 月別セメント需給現況(2015) -------------- 645
<表2-3> 需要別・品目別セメント国内出荷推移 ------- 646
<表2-4> 年度別クリンカー・セメント生産実績推移 ----- 646
<表2-5> 年度別セメント内需出荷実績推移 ---------- 647
<表2-6> 年度別クリンカー・セメント輸出推移 -------- 647
<表2-7> 年度別クリンカー・セメント輸入推移 -------- 648
2) タイル・衛生陶器工業
<表2-8> 会社別衛生陶器需給現況 ---------------- 649
<表2-9> 品目別衛生陶器生産・出荷現況 ----------- 649
<表2-10> 生産業者別内装タイル生産・出荷現況 ----- 649
<表2-11> 生産業者別床タイル生産・出荷現況 ------- 650
<表2-12> 品目別ガラス生産・出荷現況 ------------ 650
<表2-13> 耐火レンガ生産・出荷現況 -------------- 650
<表2-14> 陶磁器類輸出実績現況 ----------------- 651
3) 骨材工業
<表2-15> 年度別骨材採取許可及び採取実績推移 --- 652
<表2-16> 供給源別骨材採取推移(構成比) ---------- 652
<表2-17> 種類別骨材採取現況 ------------------ 652
<表2-18> 地域別骨材採取許可実績 --------------- 654
<表2-19> 地域別骨材採取実績 ------------------ 655
<表2-20> 地域別骨材採取申告実績 --------------- 656
3. 木材・家具工業
1) 木材工業
<表3-1> 年度別木材パネル生産及び供給推移 ------ 657
<表3-2> 年度別原木需給実績推移 ---------------- 657
<表3-3> 用途別国内材供給実績推移 -------------- 658
<表3-4> 年度別・地域別チップ生産実績推移 -------- 658
<表3-5> 年度別パルプ生産実績推移 -------------- 659
<表3-6> 年度別・地域別木質ペレット生産実績推移 --- 659
<表3-7> パーティクルボード輸出入推移 ------------ 660
<表3-8> 合板輸出入推移 ----------------------- 660
<表3-9> 製材木輸出入推移 --------------------- 660
2) 家具工業
<表3-10> 椅子輸出入推移 ---------------------- 661
<表3-11> 医療用家具輸出入推移 ----------------- 661
<表3-13> マットレスサポートなど輸出入推移 --------- 661
4. 製紙・パルプ工業
<表4-1> 紙類生産能力推移 --------------------- 662
<表4-2> 紙類生産実績推移 --------------------- 662
<表4-3> 紙類消費推移 ------------------------- 662
<表4-4> 紙類輸出実績推移 --------------------- 663
<表4-5> 紙類輸入実績推移 --------------------- 663
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<表4-6> パルプ使用量推移 ---------------------<表4-7> 廃紙使用量推移 ----------------------<表4-8> 廃紙回収率推移 ----------------------<表4-9> 紙及び板紙生産・出荷推移 --------------<表4-10> 紙生産・出荷推移 --------------------<表4-11> 新聞用紙生産・出荷推移 ---------------<表4-12> 印刷用紙生産・出荷推移 ---------------<表4-13> 包装用紙生産・出荷推移 ---------------<表4-14> 衛生用紙生産・出荷推移 ---------------<表4-15> 板紙生産・出荷推移 -------------------<表4-16> 白板紙生産・出荷推移 -----------------<表4-17> 段ボール原紙生産・出荷推移 -----------<表4-18> その他の板紙生産・出荷推移 -----------5. 楽器工業
<表5-1> 年度別ピアノ輸出入推移 ----------------<表5-2> 年度別その他の弦楽器輸出入推移 -------<表5-3> 年度別管楽器輸出入推移 ---------------6. 金型工業
<表6-1> 金型貿易収支(2016年上半期) ------------<表6-2> 品目別金型輸出実績（2016年上半期） -----<表6-3> 品目別金型輸入実績（2016年上半期） -----<表6-4> 国別金型輸出実績（2016年上半期） -------<表6-5> 国別金型輸入実績（2016年上半期） -------<表6-6> 国別プラスチック金型輸出実績（2016年上半期）
<表6-7> 国別プレス金型輸出実績（2016年上半期） --<表6-8> 国別ダイカスト金型輸出実績（2016年上半期）
<表6-9> 国別その他の金型輸出実績（2016年上半期） -
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12章 建設・住宅
1. 建設業
<表1-1> 地域別総合建設業者及び建設業登録分布現況- 675
<表1-2> 発注機関別・工種別総合建設業者契約実績 -- 676
<表1-3> 発注機関別・工種別総合建設業者既成実績 -- 676
<表1-4> 地域別専門建設業登録分布現況 ---------- 677
<表1-5> 市道別・請負別専門建設業契約実績現況 --- 679
<表1-6> 業種別・請負別専門建設業契約実績現況 --- 680
<表1-7> 市道別・工種別専門建設業契約実績(合計)現況 - 681
<表1-8> 市道別・請負別専門建設業既成実績現況 --- 682
<表1-9> 業種別・請負別専門建設業既成実績現況 --- 683
<表1-10> 市道別設備建設業登録及び業者数現況 --- 684
<表1-11> 市道別・請負別設備建設業契約及び既成実績 - 685
<表1-12>市道別業種別設備建設業契約及び既成実績 - 686
<表1-13> 業種別・工種別・請負別設備建設業契約及び既成
実績 -------------------------------- 687
2. 国内建設
<表2-1> 項目別建設投資構成比推移 -------------- 688
<表2-2> 民間公共別建設投資構成比推移 ---------- 688
<表2-3> 年度別・材料別・用途別建築物着工推移 ---- 688
<表2-4> 年度別・材料別・用途別建築物着工延面積推移 - 689
<表2-5>建築許可推移 -------------------------- 690
<表2-6> 年度別・材料別・用途別建築許可延面積推移 - 690
<表2-7> 年度別骨材採取許可及び採取実績推移 ---- 691
<表2-8> 供給源別骨材採取推移(構成比) ----------- 691
3. 海外建設
<表3-1> 地域別海外建設受注金額推移 ------------ 692
<表3-2> 地域別海外建設受注件数推移 ------------ 692
<表3-3> 工種別海外建設受注金額推移 ------------ 693

<表3-4> 工種別海外建設受注件数推移 -----------<表3-5> 海外建設人材進出推移 -----------------４. 住宅建設
<表4-1> 公共住宅建設実績推移 -----------------<表4-2> 類型別住宅建設実績推移 ---------------<表4-3> 部門別・類型別住宅着工実績推移 --------<表4-4> 部門別・類型別住宅竣工実績推移 --------<表4-5> 年度別・市道別住宅未分譲推移 ----------<表4-6> 年度別賃貸住宅事業者推移 -------------<表4-7> 市道別賃貸住宅事業者現況 -------------<表4-8> 市道別賃貸住宅分譲転換実績現況 -------<表4-9> 年度別住宅再開発事業推移 -------------<表4-10> 市道別住宅再開発事業現況 ------------<表4-11> 年度別住宅再建築事業推移 ------------<表4-12> 年度別住宅環境改善事業推移 ----------<表4-13> 市道別住宅環境改善事業現況 ----------13章 環境産業
1. 大気環境
<表1-1> 都市別亜硫酸ガス汚染度推移 -----------<表1-2> 都市別微細粉塵(PM10)汚染度推移 -------<表1-3> 都市別二酸化窒素(NO2)汚染度推移 ------<表1-4> 都市別オゾン(O3)汚染度推移 ------------<表1-5> 都市別一酸化炭素汚染度推移 -----------<表1-6> 都市別鉛(Pb)汚染度推移 ---------------<表1-7> 年度別主要都市雨水の酸性度推移 -------<表1-8> オゾン注意報発令現況推移 -------------<表1-9> 年度別主要都市黄砂発生推移 -----------2. 水質環境
<表2-1> 地域別水資源現況(降水量・蒸発量) -------<表2-2> 地域別1人1日あたりの水給水量変動推移 --<表2-3> 産業別廃水発生量及び放流量現況 -------<表2-4> 水系別廃水発生量及び放流量推移 -------<表2-5> 年度別糞尿発生量推移 -----------------3. 上下水道
<表3-1> 市道別上水道普及現況(2015) -----------<表3-2> 年度別上水道普及現況 -----------------<表3-3> 行政区域別上水道普及水準(2015) --------<表3-4> 取水源別上水道施設容量現況(2015) ------<表3-5> 年度別取水場稼働率推移 ---------------<表3-6> 市道別取水場現況(2015) ---------------<表3-7> 市道別浄水場施設現況(2015) -----------<表3-8> 年度別浄水場稼働率推移 ---------------<表3-9> 方式別浄水処理施設現況(2015) ----------<表3-10> 年度別水道管延長現況 ----------------<表3-11> 年度別上水道総給水量推移 ------------<表3-12> 業種別水道水使用量推移 --------------<表3-13> 市道別水道料金現況(2015) ------------<表3-14> 年度別水道料金変動推移 --------------<表3-15> 年度別下水道普及推移 ----------------<表3-16> 市道別下水道普及現況(2015) -----------<表3-17> 水系別下水道普及現況(2015) -----------<表3-18> 規模別下水道普及現況(2015) -----------<表3-19> 年度別下水道料金推移 ----------------<表3-20> 市道別下水道料金現況(2015) -----------<表3-21> 下水管路普及現況推移 ----------------<表3-22> 水系別下水管路普及推移 --------------xvi
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<表3-23> 年度別糞尿処理施設推移 --------------- 731
<表3-24> 年度別汚水処理施設及び浄化槽推移 ----- 732
<表3-25> 市道別公共下水処理水再利用現況(2015) -- 733
4. 廃棄物
<表4-1> 年度別廃棄物発生推移 ------------------ 734
<表4-2> 年度別生活廃棄物の性状変動推移 --------- 734
<表4-3> 年度別事業場排出施設系廃棄物の性状変動推移
-------------------------------------- 735
<表4-4> 年度別建設廃棄物性状変動推移 ---------- 735
<表4-5> 廃棄物処理方法推移 -------------------- 736
<表4-6> 生活廃棄物処理方法推移 ---------------- 736
<表4-7> 事業場排出施設系廃棄物処理方法推移 ---- 736
<表4-8> 建設廃棄物処理方法推移 ---------------- 736
<表4-9> 廃棄物処理主体別処理現況（2015） -------- 737
<表4-10> 廃棄物埋立施設現況（2015） ------------- 737
<表4-11> 廃棄物焼却施設現況（2015） ------------- 737
<表4-12> 廃棄物リサイクル施設現況（2015） --------- 738
<表4-13> 地域別事業場廃棄物排出事業所現況（2015） 738
14章 輸送業
1. 運輸産業
<表1-1> 国内旅客輸送推移(1) ------------------<表1-2> 国内旅客輸送推移(2) ------------------<表1-3> 輸送手段別国内旅客推移(1) -------------<表1-4> 輸送手段別国内旅客推移(2) -------------<表1-5> 国際旅客推移 ------------------------<表1-6> 年度別・輸送手段別国際旅客推移 --------<表1-7> 国内貨物総括推移 --------------------<表1-8> 年度別・手段別国内貨物輸送推移 --------<表1-9> 国際貨物総括推移 --------------------<表1-10> 年度別・手段別国際貨物輸送推移 -------2. 陸上輸送
<表2-1> 輸送手段別輸送実績推移(1) -------------<表2-2> 輸送手段別輸送実績推移(2) -------------<表2-3> 鉄道総括指標推移 --------------------<表2-4> 鉄道貨物輸送実績現況（2015） -----------<表2-5> 年度別輸送機器推移 -------------------<表2-6> 営業用自動車輸送総括 -----------------<表2-7> 年度別自動車登録台数推移 -------------<表2-8> 市道別自動車登録台数推移 -------------3. 海上輸送
<表3-1> 旅客船輸送推移 ----------------------<表3-2> 海運貨物輸送推移(入港) ----------------<表3-3> 海運貨物輸送推移(出港) ----------------<表3-4> 航路別国内旅客輸送推移 ---------------<表3-5> 船舶入出港推移 ----------------------<表3-6> トン級別船舶入港現況 ------------------<表3-7> 貨物輸送推移(総括) -------------------4. 航空輸送
<表4-1> 国内旅客輸送推移 --------------------<表4-2> 国際旅客輸送推移 --------------------<表4-3> 国内航空貨物輸送推移 -----------------<表4-4> 国際航空貨物輸送推移(1) ---------------<表4-5> 国際航空貨物輸送推移(2) ---------------<表4-6> 国内線運行推移 ----------------------<表4-7> 国際線運行推移 -----------------------
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15章 流通・金融産業
1. 流通産業
1) 流通産業概要
<表1-1> 小売業態別年間販売額推移 -------------- 777
<表1-2> 業態別食品小売販売額指数推移 ---------- 777
<表1-3> 商品群別小売業態年間販売額推移 -------- 778
<表1-4> 年度別オフライン流通業者比重及び売上増減率推移
-------------------------------------- 778
<表1-5> 年度別オンライン流通業者比重及び売上増減率推移
-------------------------------------- 778
<表1-6> 年度別流通業者売上比重推移 ------------ 778
<表1-7> 流通業者売上増減率推移（2016年月別前年同期比）
--------------------------------------- 779
2) 大型マート
<表1-8> 四半期別大型マート既存店売上増減率推移 - 780
<表1-9> 商品群別大型マート前年同期比売上増加率推移 780
<表1-10> 商品群別大型マート売上比重推移 -------- 780
<表1-11> 購入件数別大型マート購入単価増加率推移
780
3) デパート
<表1-12> デパート売上増減率推移（前年同期比） ---- 781
<表1-13> 商品群別デパート売上増加率現況（前年同期比）
------------------------------------- 781
<表1-14> 商品群別デパート売上比重推移 ---------- 781
<表1-15> 購入件数別デパート購入単価増加率現況 -- 781
4) コンビニ
<表1-16> コンビニ売上増減率現況（前年同期比） ---- 782
<表1-17> 商品群別コンビニ売上増加率現況（前年同期比）
------------------------------------- 782
<表1-18> 商品群別コンビニ売上比重推移 ---------- 782
<表1-19> 購入件数別コンビニ購入単価増加率現況 -- 783
<表1-20> 店舗当りコンビニ売上額増加率現況 ------- 783
5) 企業型スーパーマーケット
<表1-21> 企業型スーパーマーケット(SSM)売上増減率現況
（前年同期比） ------------------------ 783
<表1-22>)商品群別企業型スーパーマーケット(SSM)売上増加率
現況（前年同月対比） ------------------- 783
<表1-23> 商品群別企業型スーパーマーケット(SSM)売上比重
推移 -------------------------------- 784
<表1-24> 購入件数別企業型スーパーマーケット(SSM)購入単価
増加率現況 -------------------------- 784
6) オンラインショッピング
<表1-25> TVホームショッピング社のオンラインショッピング売上
推移及び展望 ------------------------ 784
<表1-26> ソーシャル3社のオンラインショッピング売上推移
及び展望 ---------------------------- 784
<表1-27> マート3社のオンラインショッピング売上推移及び
展望 -------------------------------- 785
<表1-28> オープンマーケットオンラインショッピング売上推移
及び展望 ---------------------------- 785
<表1-29> デパートのオンラインショッピング商品販売売上推移
及び展望 ---------------------------- 785
<表1-30> 商品群別小売販売におけるオンラインの比重及び
増減率 ------------------------------ 786
<表1-31> オンラインショッピング専門業者収益構造現況 786
<表1-32> オンラインショッピング売上推移及び展望 --- 786
<表1-33> 年度別オンライン輸出入比較及び予想成長率 787
7) TVホームショッピング
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<表1-34> 年度別TVホームショッピング売上規模及び展望
(取扱高基準) ------------------------- 787
<表1-35> TVホームショッピング市場規模推移 ------- 787
<表1-36> TVホームショッピング主要指標 ----------- 788
<表1-37> TVホームショッピング海外進出実績推移 ---- 788
8) 伝統市場
<表1-38> 年度別伝統市場規模推移 --------------- 788
<表1-39> 業種別伝統市場店舗分布現況（2015） ----- 788
<表1-40> 年度別伝統市場売上額推移 ------------- 788
2. 金融産業
1) 銀行業
<表2-1> 一般銀行銀行口座要約貸借対照表(資産) --- 789
<表2-2> 一般銀行営業店舗推移 ------------------ 790
<表2-3> 一般銀行銀行口座要約貸借対照表(負債及び資本)
-------------------------------------- 790
<表2-4> 一般銀行信託勘定要約貸借対照表(資産) --- 793
<表2-5> 一般銀行信託勘定要約貸借対照表(負債) --- 794
<表2-6> 一般銀行資本適正性 -------------------- 795
<表2-7> 一般銀行与信健全性 -------------------- 795
2) 証券会社
<表2-8> 年度別証券会社店舗数推移 -------------- 796
<表2-9> 証券会社要約貸借対照表推移(資産) ------- 796
<表2-10> 証券会社要約貸借対照表推移(負債及び資本) 798
<表2-11> 証券会社資本適正性 ------------------- 800
<表2-12> 証券会社資産健全性 ------------------- 800
<表2-13> 証券会社金融商品委託売買手数料 ------- 801
<表2-14> 証券取引推移 ------------------------ 801
<表2-15> 派生商品取引現況 -------------------- 802
3) 生命保険業
<表2-16> 生命保険会社店舗及び代理店推移 ------- 802
<表2-17> 生命保険会社要約貸借対照表(資産総計) -- 803
<表2-18> 生命保険会社要約貸借対照表(負債及び資本総計)
------------------------------------- 804
<表2-19> 生命保険会社要約貸借対照表(資産特別口座) 807
<表2-20> 生命保険会社要約貸借対照表(負債及び資本特別
口座) -------------------------------- 808
<表2-21> 生命保険会社新契約現況 --------------- 808
<表2-22> 生命保険会社保有契約現況 ------------- 809
<表2-23> 生命保険会社保険料収入現況 ----------- 809
<表2-24> 生命保険会社支給保険金現況 ----------- 810
4) 損害保険業
<表2-25> 損害保険会社店舗及び代理店現況 ------- 810
<表2-26> 損害保険会社要約貸借対照表(資産総計) -- 811
<表2-27> 損害保険会社要約貸借対照表(負債及び資本総計)
------------------------------------- 813
<表2-28> 損害保険会社要約貸借対照表(資産特別口座)
------------------------------------- 815
<表2-29> 損害保険会社要約貸借対照表(負債及び資本特別
口座) -------------------------------- 816
<表2-30> 損害保険会社資産健全性比率 ----------- 816
<表2-31> 損害保険会社流動性 ------------------- 816
5) クレジットカード会社
<表2-32> クレジットカード会社営業店舗推移 -------- 817
<表2-33> クレジットカード会社要約貸借対照表(資産) -- 817
<表2-34> クレジットカード会社要約貸借対照表(負債及び資本)
------------------------------------- 818
<表2-35> デビット型カード利用実績推移 ------------ 819

<表2-36> 前払カード利用実績推移 ---------------<表2-37> カード購入実績推移 ------------------6) リース会社
<表2-38> リース会社要約貸借対照表(資産) --------<表2-39> リース会社営業店舗推移 ---------------<表2-40> リース会社要約貸借対照表(負債及び資本) <表2-41> リース会社資本適正性 -----------------<表2-42> リース会社与信健全性 -----------------7) 割賦金融会社
<表2-43> 割賦金融会社要約貸借対照表(資産) -----<表2-44> 割賦金融会社営業店舗推移 ------------<表2-45> 割賦金融会社資本適正性 --------------<表2-46> 割賦金融会社要約貸借対照表(負債及び資本)
<表2-47> 割賦金融会社与信健全性 --------------8) その他金融業
<表2-48> 新技術金融会社営業店舗推移 ----------16章 観光・レジャー産業
1. 観光産業
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<表2-1> 国内観光地指定現況 ------------------<表2-2> 国内観光特区現況 --------------------<表2-3> 国内安保観光地現況 ------------------<表2-4> 国内文化観光祭り現況 ------------------
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