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<表 4-12> 市道別住居環境改善事業現況 ----------- 794

<表 2-4> 水系別廃水発生量及び放流量推移 ------- 806
<表 2-5> 市道別糞尿処理施設現況(2012) ----------- 807
<表 2-6> 糞尿発生量及び処理推移 ------------------- 808
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14 章 運輸・倉庫業
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15 章 流通・金融産業
1. 流通産業
1) 流通産業概要
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4) スーパーマーケット
<表 1-20> 市道別スーパーマーケット事業体数推移
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<表 1-58> 伝統市場日平均売上高推移 -------------- 887
<表 1-59> 伝統市場日平均顧客数推移 -------------- 888
<表 1-60> 伝統市場年間従事者数推移 -------------- 888
2. 金融産業
1) 銀行業
<表 2-1> 普通銀行営業店舗推移 ---------------------- 889
<表 2-2> 一般銀行銀行口座要約貸借対照表(資産)
----------------------------------------------------------------- 889
<表 2-3> 一般銀行銀行口座要約貸借対照表(負債及
び資本) ------------------------------------------------------- 891
<表 2-4> 一般銀行信託口座要約貸借対照表(資産)
----------------------------------------------------------------- 892
<表 2-5> 一般銀行信託口座要約貸借対照表(負債)
----------------------------------------------------------------- 893
<表 2-6> 一般銀行資本適正性 ------------------------- 894
<表 2-7> 一般銀行与信健全性 ------------------------- 894
2) 証券業
<表 2-8> 証券会社店舗推移 ---------------------------- 895
<表 2-9> 証券会社要約貸借対照表推移(資産) ---- 895
<表 2-10> 証券会社要約貸借対照表推移(負債及び資
本) ------------------------------------------------------------- 897
<表 2-11> 証券会社資本適正性 ----------------------- 899
<表 2-12> 証券会社資産健全性 ----------------------- 899
<表 2-13> 金融商品委託売買手数料 ----------------- 900
<表 2-14> 証券及び派生商品取引 -------------------- 900
3) 生命保険業
<表 2-15> 生命保険会社店舗及び代理店現況 ----- 901
<表 2-16> 生命保険会社要約貸借対照表(資産全体)
----------------------------------------------------------------- 901
<表 2-17> 生命保険会社要約貸借対照表(負債及び資
本全体) ------------------------------------------------------- 903
<表 2-18> 生命保険会社要約貸借対照表(資産特別口
座) ------------------------------------------------------------- 905
<表 2-19> 生命保険会社要約貸借対照表(負債及び資
本特別口座) ------------------------------------------------- 906
<表 2-20> 生命保険会社新契約現況 ----------------- 906
<表 2-21> 生命保険会社保有契約現況 -------------- 907
<表 2-22> 生命保険会社保険料収入現況 ----------- 907
<表 2-23> 生命保険会社支給保険金現況 ----------- 908
4) 損害保険業
<表 2-24> 損害保険会社店舗及び代理店現況 ----- 909
<表 2-25> 損害保険会社要約貸借対照表(資産全体)
----------------------------------------------------------------- 909
<表 2-26> 損害保険会社要約貸借対照表(負債及び資
本全体) ------------------------------------------------------- 911
<表 2-27> 損害保険会社要約貸借対照表(資産特別口
座) ------------------------------------------------------------- 913
<表 2-28> 損害保険会社要約貸借対照表(負債及び資
本特別口座) ------------------------------------------------- 914
<表 2-29> 損害保険会社資産健全性比率 ----------- 914
<表 2-30> 損害保険会社流動性 ----------------------- 914
5) クレジットカード業
<表 2-31> クレジットカード会社営業店舗現況 -- 915
<表 2-32> 信用カード사会社会社要約貸借対照表(負
債及び資本) ------------------------------------------------- 915
<表 2-33> クレジットカード会社要約貸借対照表(資
産) ------------------------------------------------------------- 916
<表 2-34> デビット型カード利用実績推移 -------- 917
<表 2-35> プリペードカード利用実績推移 -------- 917
<表 2-36> カード信販実績推移 ----------------------- 917
6) リース業
<表 2-37> リース会社要約貸借対照表(資産) ------ 918
<表 2-38> リース会社営業店舗現況 ----------------- 919
<表 2-39> リース会社要約貸借対照表(負債及び資
産) ------------------------------------------------------------- 920

<表 2-40> リース会社資本適正性 --------------------- 920
<表 2-41> リース会社与信健全性 --------------------- 921
7) 割賦金融業
<表 2-42> 割賦金融会社要約貸借対照表(資産) --- 922
<表 2-43> 割賦金融会社営業店舗現況 -------------- 923
<表 2-44> 割賦金融会社要約貸借対照表(負債及び資
本) -------------------------------------------------------------- 924
<表 2-45> 割賦金融会社資本適正性 ----------------- 924
<表 2-46> 割賦金融会社与信健全性 ----------------- 925
8) その他金融業
<表 2-47> 新技術金融会社営業店舗現況 ----------- 926
<表 2-48> 相互貯蓄銀行営業店舗現況 -------------- 926
16 章 観光・レジャー産業
1. 観光産業
<表 1-1> 観光客出入国現況 ---------------------------- 929
<表 1-2> 主要国別観光客入国現況 ------------------- 929
<表 1-3> 訪韓目的別観光客入国現況 ---------------- 930
<表 1-4> 性別/年齢別観光客入国現況 --------------- 930
<表 1-5> 外国人旅行客入国数現況 ------------------- 930
<表 1-6> 性別外国人旅行客入国現況 ---------------- 930
<表 1-7> 目的別外国人旅行客入国現況 ------------- 931
<表 1-8> 主要目的地別韓国人海外観光客出国現況
------------------------------------------------------------------ 931
<表 1-9> 性別韓国人海外旅行客数出国現況 ------- 932
<表 1-10> 主催機関別 MICE 開催現況 -------------- 932
<表 1-11> 行事類型別 MICE 開催現況--------------- 932
<表 1-12> 行事主体別 MICE 開催現況 -------------- 933
<表 1-13> 市道別 MICE 行事開催現況 -------------- 934
<表 1-14> 施設類型別 MICE 開催現況 -------------- 934
<表 1-15> 総参加者規模別 MICE 開催現況 -------- 935
<表 1-16> 外国人参加者規模別 MICE 開催現況 -- 935
<表 1-17> 予算規模別 MICE 開催現況 -------------- 935
2. 観光宿泊業・旅行業
<表 2-1> 地域別観光ホテル業現況 ------------------- 936
<表 2-2> 観光ホテル業利用実績現況 ---------------- 938
<表 2-3> ホテル客室販売及び利用率現況 ---------- 939
<表 2-4> ホテル宿泊平均日数 ------------------------- 939
<表 2-5> カジノ業現況 ---------------------------------- 940
3. レジャー産業
<表 3-1> 国内観光地指定現況 ------------------------- 941
<表 3-2> 国内観光特区現況 ---------------------------- 942
<表 3-3> 保安観光地現況 ------------------------------- 943
<表 3-4> 文化観光祭り現況 ---------------------------- 944
<表 3-5> 文化施設現況 ---------------------------------- 946
<表 3-6> 地域別スキー場現況 ------------------------- 947
<表 3-7> 地域別温泉場現況 ---------------------------- 948
<表 3-8> 地域別自然公園訪問客数推移 ------------- 950
<表 3-9> 地域別自然休養林現況 ---------------------- 951
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