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<表1-7> 国内貨物総括推移  ---------------------   748 

<表1-8> 年度別・手段別国内貨物輸送推移  ---------   749 

<表1-9> 国際貨物総括推移  ---------------------   750 

<表1-10> 年度別・手段別国際貨物輸送推移  --------   751 

2. 陸上輸送 

<表2-1> 輸送手段別輸送実績推移(1)  --------------   752 

<表2-2> 輸送手段別輸送実績推移(2)  --------------   754 

<表2-3> 鉄道総括指標推移  ---------------------   755 

<表2-4> 鉄道貨物輸送実績現況（2015）  ------------   755 

<表2-5> 年度別輸送機器推移  --------------------   756 

<表2-6> 営業用自動車輸送総括  ------------------   756 

<表2-7> 年度別自動車登録台数推移  --------------   757 

<表2-8> 市道別自動車登録台数推移  --------------   758 

3.  海上輸送 

<表3-1> 旅客船輸送推移  -----------------------   760 

<表3-2> 海運貨物輸送推移(入港)  -----------------   760 

<表3-3> 海運貨物輸送推移(出港)  -----------------   761 

<表3-4> 航路別国内旅客輸送推移  ----------------   761 

<表3-5> 船舶入出港推移  -----------------------   762 

<表3-6> トン級別船舶入港現況  -------------------   764 

<表3-7> 貨物輸送推移(総括)  --------------------   765 

4. 航空輸送 

<表4-1> 国内旅客輸送推移  ---------------------   767 

<表4-2> 国際旅客輸送推移  ---------------------   768 

<表4-3> 国内航空貨物輸送推移  ------------------   769 

<表4-4> 国際航空貨物輸送推移(1)  ----------------   770 

<表4-5> 国際航空貨物輸送推移(2)  ----------------   771 

<表4-6> 国内線運行推移  -----------------------   772 

<表4-7> 国際線運行推移  -----------------------   773 

 

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  ----------------   819 

<表2-37> カード購入実績推移  -------------------   819 

6) リース会社 

<表2-38> リース会社要約貸借対照表(資産)  ---------   819 

<表2-39> リース会社営業店舗推移  ----------------   821 

<表2-40> リース会社要約貸借対照表(負債及び資本)  -   821 

<表2-41> リース会社資本適正性  ------------------   821 

<表2-42> リース会社与信健全性  ------------------   822 

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)  ------   822 

<表2-44> 割賦金融会社営業店舗推移  -------------   823 

<表2-45> 割賦金融会社資本適正性  ---------------   823 

<表2-46> 割賦金融会社要約貸借対照表(負債及び資本)   824 

<表2-47> 割賦金融会社与信健全性  ---------------   824 

8) その他金融業 

<表2-48> 新技術金融会社営業店舗推移  -----------   825 

 

16章  観光・レジャー産業 

1. 観光産業 

<表1-1> 年度別観光客入出国推移  ----------------   829 

<表1-2> 主要国別訪韓観光客入国現況  ------------   829 

<表1-3> 目的別訪韓観光客入国現況  --------------   830 

<表1-4> 年齢別観光客入国現況  ------------------   830 

<表1-5> 外国人旅行客入国者数推移  --------------   830 

<表1-6> 交通手段別外来旅行者入国現況  ----------   831 

<表1-7> 国籍別・性別入国現況（2015）  -------------   831 

<表1-8> 性別韓国人出国推移  -------------------   831 

<表1-9> 年齢別韓国人出国現況  ------------------   832 

<表1-10> 交通手段別韓国人出国現況  -------------   832 

2. レジャー産業 

<表2-1> 国内観光地指定現況  -------------------   833 

<表2-2> 国内観光特区現況  ---------------------   834 

<表2-3> 国内安保観光地現況  -------------------   835 

<表2-4> 国内文化観光祭り現況  ------------------   836 



 

 

 

 

 


