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株式会社スタジオチャーリー
(株)スタジオチャーリーは、1975年３月に前田氏ご夫婦が那覇市首里平良に
「城北写真館」を開いたのが始まり。1990年に首里儀保に移転するとともに法
人化した。1998年に社名を(株)スタジオチャーリーに。2000年に浦添市前田
に本社機能を移し、旧ビルは「スタジオチャーリーふりそで館」とした。浦添
本店は2013年8月1日にリニューアルオープン。新しくなった本店ビルをお
訪ねし、前田社長に同社の設立経緯、事業内容、経営方針、ビジョンなどをお
聞きした。
インタビューとレポート：常務取締役 照屋 正

前田

初美

社長

ÛƀֽƋƴƤƊਫ਼Ƃ
¦¦¦¦¦¦ࠃƕƗƤջƩƝƏÜ
会社の設立経緯をお聞かせください。

会社概要

主人も私もサラリーマンでした。主人が写真
商

号：株式会社スタジオチャーリー

所

在：沖縄県浦添市前田4丁目4番6
（本店）

すれば二人で写真館を経営できると考え、美容

先：098-878-4649

師の資格を取得。1975年３月に那覇市首里の平

連

絡

U

R

L：http://www.charley.co.jp

創 業 年 月：1975年(昭和50年)３月
役

資

員：代表取締役
取 締 役
取 締 役
本

職

前田 初美
前田 進一郎
前田 あい

金：1000万円
員：46名

事 業 内 容：スタジオおよび出張による各種

撮影の技術を持っていたので、私が美容を担当

良町で「城北写真館」を開業しました。
1990年に首里儀保町のビルを購入して移転。
現在の「スタジオチャーリーふりそで館」ビルで
す。このとき法人化し、主人が社長、私が専務と
して新たなスタートを切りました。社名を現在
の株式会社スタジオチャーリーに改めたのは
1998年です。

記念写真の撮影・製作。
貸衣装および美容業務（婚礼・振
袖レンタル・留袖等）
事

業

所：「スタジオチャーリーふりそで館」
那覇市首里儀保町4丁目−44番

旧本店だった現在の
「スタジオチャーリーふりそで館」
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社名の変更もあって、この年からＦＭラジオで
スタジオチャーリーのコマーシャルを始めます。
「♪百日写真に七五三、十三祝いに成人式、婚礼祝
い、生年祝いはスタジオチャーリ〜♪」
このＣＭソングが親しみやすかったからかも
しれません。県内全域からお客さまが来店するよ
うになり、新しい場所での経営は順調に伸びてい

チャーリー」に社名を変えました。
1. シンプルで覚えやすい名前にしたい。漢字は
使わないと決めていました。
2.「チャーリー」は、一般的なアメリカ人の名前
です。幅広い年齢層に親しんでもらえると思
いました。
3.「チャーリー」には精鋭部隊という意味がある
そうです。当時、少ない社員数だったので、少数

きました。
４年ほど経つと来店客がかなり増え、同ビルで

精鋭でありたいという願いと重なりましたね。

は対応が追い付かなくなりました。そこで現在の
浦添市前田のビルを2000年に購入。本社機能を
同ビルに移し、従来のビルは振袖着物専用の「ス
タジオチャーリーふりそで館」に改めます。
2005年には大型スーパーのテナントに出店す
るという新しい企画に取り組みました。しかし直

本店ビルについて、各フロアの内容を
教えていただけますか。
５階建ての本店は、１階から４階までが営業フ
ロアで５階は事務所になっています。
1階フロア

後に主人が亡くなります。あのときは心身ともに

受付コーナー、ウェディングドレス展示ルー

大変な時期でしたが、
「主人のためにも会社を発

ム、飲食コーナーがあります。受付カウンターは

展させなければ」と、社員の協力をもらいながら、

一度に10名のお客さまをお迎えできるスペース

なんとか私なりに一歩一歩事業を進めていきま

を確保、テーブルでお待ちのお客さまにもゆった

した。

りできる空間を確保しました。

2013年8月、移転以来ずっと構想を温めていた
本店ビルのリニューアルが実現します。新しく

飲食コーナーはまだ準備中ですが、待ち時間に
利用していただければと設けました。

なった本店は、よりお客さまの立場に立った設計
を心がけたつもりです。

広々とした受付カウンター
8月にリニューアルオープンした浦添本店

社名の「チャーリー」の由来をお聞かせ
ください。

２階フロア
２階は大人の方の撮影や家族、団体などの集合

事業の規模が大きくなり、移転も考えていたこ

写真をメインにした撮影フロアです。
「十三祝い」、

ろ 、次 の 理 由 で「 城 北 写 真 館 」か ら「 ス タ ジ オ

「成人式」、
「婚礼記念」、
「家族記念」、
「生年祝い」、
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「受賞記念」
「
、同期会記念」などに利用されます。
フロアの奥には広い空間と豪華な雰囲気を持
つチャペルを設けました。

衣装が豊富で様々なシーンが撮影できる３階フロア

家族や大人の方の撮影をメインとする２階スタジオ

家族も楽しむ七五三の撮影風景

４階フロア
４階は婚礼衣装、成人振袖などの着物の展示と
貸衣裳の相談コーナー。予約されたお客さまの衣
装セットの保管室などがあります。

広い空間を確保し豪華な雰囲気につくられたチャペル

３階フロア
３階は子どもの撮影がメインのスタジオと子
どもの衣装を展示しているほか、美容室、着付け
室があります。
「百日記念」、
「誕生祝い」、
「節句」、
「ひなまつり」、
「七五三」、
「入園入学記念」、
「卒園
卒業記念」などに利用されます。
２階と３階のスタジオを合わせると、撮影シー

婚礼や成人式の着物を展示する４階フロア

御社の特徴はどういった点でしょうか。
■衣装の豊富さ
衣装の品揃えは県内一だと思います。お客さま

ンのバリエーションは30通り以上あるでしょう。

は自分の好きな衣装で撮影することを楽しみに

今回のリフォームを機に、
ベビーベッドを８台、

しています。当社は振袖着物だけで3,100着、す

授乳室を２部屋設置したほかベビーカートを導入
して移動がスムーズにできるようにしました。

べての衣装を数えると1万着を超えます。
実は私が社長に就いたときに経営方針として
決めたのが貸衣装事業の充実でした。業況の好不
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調にかかわらず毎年、約500着の振袖をコンスタ

また、
ＦＭラジオで15年間変わらないＣＭソン

ントに仕入れ続け、その結果が現在の品揃えの豊

グを流していますが、
「チャーリーといえばあの

富さにつながっています。

ＣＭソング」といわれるくらい定着しています。
イメージの定着は簡単にできるものではありま
せん。ですから、このＣＭソングは今後も変えず
に続けていこうと考えています。
■新しいニーズへの取り組み
4年前に専用の機械を導入してフォトブック
の製作・提供を始めました。フォトブックとは、お
客さまがいろいろな衣装やポーズで撮った写真

振袖を中心に豊富な種類を展示する

■速い仕上がり
写真撮影を終えたお客さまは、1日も早くでき
あがった写真をご覧になりたいと思います。その

を20ページに収めて1冊のアルバムにしたもの
です。潜在ニーズがあったのでしょう。当初から
予想を上回る販売数でした。いまでは定番の商品
になっています。

ニーズに応えるために当社は、専用の機械設備を

最近の特徴といえば、グループで撮影にいらっ

導入し、作業工程を効率化することによって現

しゃるケースがみられることです。例えば女性の

在、１週間で仕上がりの写真をお渡しすることが

模合グループです。各人が思い思いの衣装を着て

できます。

賑やかに集合写真を撮っています。サークルや同

■ＰＲの工夫

窓会の仲間同士で記念写真を撮るケースも増え

コンビニエンスストアーには、フリーペーパー
と呼ばれるお客さまに無料で持ち帰っていただ

ています。こうしたニーズがマーケットとして大
きく育つことを期待しています。

ける雑誌を置いています。これに着目して当社も
フリーペーパーを製作し、コンビニエンススト
アーに置いてもらいました。これがお客さまの好
評をいただき、来店客の増加につながりました。
製作の技術と設備を持っているのですべて自前

経営理念についてお聞かせください。
当社の経営理念と基本方針は次のとおりです。
経営理念
「お客様のご満足が私達の使命です」

でできます。フリーペーパーは伝えたいことをい

基本方針３ヶ条

くらでも盛り込めるので、便利で貴重な広告ツー

1．利他スピリッツの精神に基づく ONLY−ONE

ルになっています。

への道を歩み続けます。
2．発想の原点を自他共々の幸福実現に置きます。
3．感動を共有し、
異体同心で意志の統一を計ります。
お客さまに満足していただくには、しっかり
とした知識と技能を身に付け、気配りのある応
対を心がけなければいけません。当社は自由闊
達な雰囲気の中で社員一人ひとりがそれを自覚
し、主体的に実践してくれていると思います。私

自社で製作しているフリーペーパー「チャーリー」
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は「自然体」という言葉が好きですが、当社の活

いのではないでしょうか。
ただ、
長い不況の中で経済

気と一体感はこの「自然体」から生まれているか

的な事情によりあきらめる方も多いと聞きます。
成

もしれませんね。

人式の写真を撮りたくても撮れなかった方々が私の

当社はリピーターのお客さまが多く、これが経

周りにもいらっしゃいます。
私はできるだけ多くの

営の安定に大きく貢献しています。とてもありが

方が利用しやすい価格を提供することが社会貢献で

たいと思っています。お客さまに「またチャー

もあると考えています。
そのために当社は次の工夫

リーで撮りたい」と思っていただいている背景に

と努力を続けています。

は、経営理念を実践してくれている社員の日々の

一つは、
当社の衣装はすべて自前ですので、
利用し

努力があります。私自身このことを常に意識して

ていただければいただくほどコストを下げることが

経営にあたりたいと思っています。

可能になります。
二つは、
仕事の迅速性を重視してお
り、
これがお客さまの人数、
撮影の件数の増加につな
がり、
価格の低下に貢献しています。
三つは、
写真撮
影、
美容、
貸衣装とすべてを総合的に扱っているので
比較的価格を柔軟に決めることができ、
イベントに
合わせた提供が可能になっています。

笑顔でお客さまを迎えるスタッフ

社員の育成について教えてください。
社外研修は、写真部門のスタッフを写真ディー

これからの展望についてお聞かせください。
現在、
本店以外のスタジオは
「ふりそで館」
の1カ所
だけですが、
遠くのお客さまの利便を考えると今後、

ラーなどが主催する技術研修に定期的に派遣して

各地域にスタジオを置きたいですね。
振袖の着物を

います。

中心としたスタジオを頭に描いていますが、
具体的

社内研修は、メイク、ヘアセット、着付け、撮影の

にはこれからです。

スキルアップを目的に日中の空いた時間を使って

また、
ブライダル関連には一層の力を入れたいと

約30分間、レッスン形式で行っています。指導はベ

思います。
本店１階にウェディングドレス専用の展

テランのスタッフが行います。
レッスン終了時には

示ルームを設けたのもそのためです。
あわせて２階

テストも実施しています。

のチャペルを広く豪華な雰囲気につくりました。
社員が積極的に提案してくれるおかげで、
ほかに
もいろいろなアイデアがあります。社員と一緒に
なって一つひとつ実現させていきたいですね。

相互研鑽でスキルアップを図る美容スタッフ

社会貢献についてはいかがでしょうか。
誰でも一生の記念すべきイベントを写真に残した
本店１階に設けたウェディングドレスの展示ルーム

5

An Entrepreneur

vol.

71

訪問
株式会社アースティック那覇
石松
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●所在地
●創
●社

業
員

社長

事情のもとで当初はやはり苦労の連続でした。

事業概要
●会社名

完治

株式会社アースティック那覇
石松 完治
注文住宅・建売住宅・増改築等
098-882-8310
http://www.earthtic-naha.co.jp
沖縄県与那原町字東浜100番1
2007年（平成19年）4月3日
19名

木造住宅に対する理解が十分に浸透していな
いことを痛感させられます。そこで2010年に「木
造塾」を開催。お客さまに木造住宅の良さを学ん
でいただく勉強会を始めたのです。定期的に続け
た結果、受注は順調に増えました。現在、年間約50
棟の住宅を建てています。高い品質を保つために
技術者の育成にも力を入れており、スタッフは充

トピックス

1. 伝統の軸組み工法と先進の技術を組み合わ
せて高品質の木造住宅を提供しています。
2. モデルハウスを併設した中部支店を沖縄市
与儀に開設しました。

実していると思います。

起業への道のり
もともと私は、福岡県北九州市の住宅メー
カーである株式会社アースティックの役員を
勤めていました。業務で沖縄を何度も訪れるう
ちに沖縄の魅力に惹かれ、ここで独立して起業
することを決心。会社に了解をいただき、2007
年４月に今の会社を立ち上げました。社名に
「アースティック」の名前を付けたのは、暖簾
（のれん）分けのようなものですね。

伝統的な沖縄家屋を基本にした「琉球の風」ブランド

沖縄の環境に合った家造り
木造の良さ
沖縄は本土に比べて、高温多湿で台風が多く
厳しい気候ですが、だからこそ木造住宅が適し
ていると考えます。木は調湿効果が高く、耐久性、
親和性、耐熱性、保湿性、薬用性、防虫性、吸音性、
耐火性に優れています。本来の木の持つ性質、効
果を活かして木の種類による使い分けを適切に
施せば、木造住宅は最も人に優しく効率的で快
適な住宅であると思います。

与那原町字東浜のアースティック那覇本社

私は沖縄の気候風土の中で木造住宅を手掛け
ることに張り合いを持って挑んだのですが、鉄
筋コンクリート造りが一般的という沖縄の住宅
「新しいH I RAYA」
としてデザインした住宅
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伝統の工法と最新の技術を組み合わせる
当社の建築工法は、日本家屋の伝統的工法で
ある木造軸組み工法を基本としています。
同工法だけでも十分な耐風性と耐震性を備え
るのですが、当社はさらに「ＮＥＯ-ＢＡＳＩＣⅢ」
（ネオ・ベイシックⅢ）という公的に認定された
丈夫で長持ちする資材の使用と工法 を取り入
れて強度と耐久性、快適さといった質の向上に
努めています。

独自の技術で多様な希望に応える

たとえば、構造材に通常の約1.5倍の強度を持
つ集成材を使用。木材の結合は専用金具を使っ

シロアリ防止・防湿・断熱の技術

て強固にするなど随所に特別なつくり込みを施

シロアリ防止のために、使用する木材には内

しています。県内で同工法を導入しているのは

部の80％以上に薬液を浸透させる処理を行っ

当社だけです。

ています。床下や壁、天井には独自の防湿、通風、
断熱の工夫を加えて効率性と快適性を高めてい

お客さまのニーズを第一に考える

ます。

私は宮大工だった父と兄から日本古来の伝統
工法を教わり、40年近く木造建築と向き合って

中部支店を10月に開設

きました。沖縄に移り住んでからは、当地の気候

ここ１,２年で中部地域のお客さまも増えた

風土に合った家造りをずっと考え、
工夫を積み重

ため、沖縄市与儀にモデルルームを併設する中

ねてきました。おかげで、木造住宅に関するお客

部支店を開設しました。社員は現在５名です。

さまの要望や疑問には、
ほとんど応えられる自信
はあります。
お客さまの要望は、外観、間取り、空間、建具な
ど多岐にわたります。
木造住宅が比較的安価なこ
ともあって若い世代も多く相談にいらっしゃい
ます。それを私たちは、与えられた立地条件と予
算の中で、
培ってきた経験と技術と知識を駆使し
て、
まさしくオーダーメイドの住宅として提供し
ます。
これが当社の最大の特徴といえるでしょう。

沖縄市に設置した中部支店のモデルルーム

今後の取り組み
独自の技術でデザイン力を高める

良質な住宅を提供し続けるために、これから

木造軸組み工法は柱や梁
（はり）
の位置、
長さを

も技術の維持・向上にこだわります。私は今も一

自由に設計できるため、
当社のノウハウと組み合

つひとつの案件に対して、木材の選定から図面

わせることによって幅広く応用が可能になりま

のチェック、建築中の技術指導まで厳しい目を

す。吹き抜けや大開口、スキップフロアなど現代

光らせています。品質を追求する限り、木造住宅

の木造住宅では難しいといわれる工法も可能で

はまだまだ伸びると思います。
「家を建てるなら

す。
また、
構造材の交換が容易なため、
家族のライ

アースティック那覇に相談する」という会社で

フスタイルの変化に合わせて比較的低コストで

あり続けたいと思っています。

間取りを柔軟に変えていくことができます。
（レポート：常務取締役 照屋 正）
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経済ニュースは、毎日さまざまなメディアを通じて大量に流れてきますが、忙しい企業経営者
やビジネスマンの皆さんにとって、一つひとつの内容をじっくり確認する時間はなかなかないの
が現状だと思います。
「経済ニュースのツボ」は、そうした読者に参考になる経済解説を提供する
目的で連載しています。

第４回「国内総生産、国内総支出、国内総所得」
■生産、支出、分配の三面から経済活動を測る

企業活動でいえば、売上高から売上原価を

国全体の経済活動を表す基本的な指標とし

差し引いた売上総利益が付加価値にあたりま

て、国内総生産、国内総支出、国内総所得があ

す。売上総利益はふつう粗利（あらり）と呼ん

ります。これらは国の経済活動水準という一

でいます。個人の場合でも生産活動を行い、市

つの対象を３つの側面から測定したものです。

場でモノを売れば粗利を得ることになります。

したがって、数値は当然に一致します

したがって、国内のすべての企業と個人の粗

国の経済活動の水準を生産の面から測定し

利を合計したのがＧＤＰといえます。

たのが国内総生産。ＧＤＰ（Gross Domestic

付加価値と国内総生産を図で説明しましょう。

Product）ともいいます。支出の面から測定し

図表１は、みかん農家がみかんを生産し、飲

たのが国内総支出です。一方、国内総生産は分

料会社がみかんを農家から仕入れてジュース

配されて最終的に企業と個人の所得になりま

を製造、販売する経済活動を示しています。わ

すが、この所得の面から測定したのが国内総

かりやすくするために農家がみかんを生産す

所得です。以下で３つの用語を一つひとつみ

るために必要な費用はないものとします。

ていき、
「 付加価値の合計」というキーワード

まず、農家がみかんを生産して飲料会社に

を使って３つが同じ値になることを確認して

販売すれば、受け取った代金が農家の売上と

みましょう。

なり、その全額が付加価値として測定されま
す。次に飲料会社が仕入れたみかんでジュー

■国内総生産（ＧＤＰ）

スを製造して消費者に販売します。飲料会社

国内総生産（ＧＤＰ）は、ある一定期間に国

は代金を売上として計上しますが、このとき

内で生み出された付加価値の合計として測定

売上のすべてを付加価値として測定してはい

されます。通常、４月１日から翌年の３月31日

けません。みかんの仕入れの分が付加価値と

までの１年間でみます。付加価値とは、1年間

して二重に測定されてしまうからです。した

で新たに生み出された価値のことで市場取引

がって、飲料会社で測定される付加価値は、売

を前提とします。定義式は次のとおりです。

上から仕入れ額を差し引いた粗利になります。

付加価値＝生産高−中間投入物
8

結局、この生産活動で生まれる付加価値は、
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【図表１】国内総生産（GDP）の測定

売上高

GDP
付加価値

粗利

付加価値

売上高

ジュース
飲料会社

農家の売上と飲料会社の粗利の合計になるこ

付加価値

中間投入物

仕入れ→

付加価値
みかん
生産農家

付加価値の
合計

国内総生産＝付加価値の合計=最終生産物の合計

とがわかります。国内の生産活動が単純に上
記の活動だけであれば、農家と飲料会社の付
加価値の合計が国内総生産です。実際にはこ

図で表せば、次ページの図表2のとおりにな
ります。

うした生産活動は国内のあらゆるところで行
われているので、そのすべての付加価値を合
計したものが国内総生産になります。
国内総生産（ＧＤＰ）＝付加価値の合計・・・①

■国内総支出
国内総支出は、生み出された付加価値の「行
き先」に着目して国の経済活動の水準を測定
する方法です。
「 行き先」には、民間消費、民間

ところで、
製造されたジュースは最終的な製

投資、政府支出、輸出の４つがあります。

品として消費市場で消費されますが、
この最終

民間消費とは、個人がモノやサービスを購

的な製品を最終生産物と呼びます。
最終生産物

入することをいいます。国内で生み出された

は、
最終的な製品になるまでのすべての過程の

付加価値のうち、モノやサービスの購入に向

付加価値を足したものです。したがって、最終

かう部分です。

生産物だけで国内総生産を測定できることが

民間投資とは、企業が商品の在庫を増やす

わかります。
国内総生産とは、
「ある一定期間に

在庫投資と工場を建設したり機械を購入する

国内で生み出された最終生産物の合計」
として

設備投資をいいます。また個人が住宅を購入

定義することもできるわけです。
以上をまとめ

する住宅投資も民間投資に含まれます。国内

ると次の関係式になります。

で生み出された付加価値のうち、在庫投資と

9
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【図表２】国内総生産（GDP）を最終生産物で測定する

売上高

GDP
最 終

付加価値

粗利

付加価値

生

政府支出とは、公務員の人件費と道路や橋

物

設備投資と住宅投資に向かう部分です。

付加価値の
合計

=

産

ジュース
飲料会社

付加価値

みかん
生産農家

中間投入物

付加価値

仕入れ→

売上高

GDP

ジュース

国内総支出＝民間消費＋民間投資＋政府支出＋輸出−輸入
＝民間消費＋民間投資＋政府支出＋純輸出

などを建設する公共投資をいいます。国内で
生み出された付加価値のうち、公務員の人件
費と公共投資に向かう部分です。

国内総支出は、見方をかえれば最終生産物
に対する支出の合計でもあります。国内総生

輸出とは、外国にモノやサービスを販売す

産（ＧＤＰ）の項目で説明したように最終生産

ることをいいます。国内で生み出された付加

物の合計は、付加価値の合計にほかなりませ

価値のうち、外国の購入者に向かう部分です。

ん。したがって次の関係が成り立ちます。

ところで民間消費、民間投資、政府支出の中
には、輸入品に対する支出が含まれています。
たとえば、私たちは外国で生産された鞄や
時計、化粧品を国内の店で購入しています。企

国内総支出＝国内で生産された最終生産物に
対する支出の合計＝付加価値の合計
まとめると次式になります。
国内総支出＝付加価値の合計・・・②

業や政府が使っているパソコンには輸入品も
あります。
海外旅行に外国の航空会社を利用す
ることも多いでしょう。
こうした外国で生産さ

■国内総所得
企業はモノやサービスの販売によって得た

れたモノ
（サービス含む）
の金額は、
国内総支出

粗利（付加価値）を以下のように分配します。

に含めません。したがって、国内総支出を測定

・社員に賃金を支払う。

する場合、輸入を差し引く作業を行います。以

・会社の敷地の所有者に地代を支払う。

上をまとめると次の関係式になります。

・会社の建物の所有者に家賃を支払う。

10
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【図表３】2012年度の名目国内総支出

単位
国内総支出
474

兆円

=

民間消費
290

民間投資
73

政府支出
121

純輸出
-10

割合

61％

15％

26％

-2％

・銀行に借入金の利子を支払う。

計として表わされることがわかりました。こ

・政府に消費税などの間接税を支払う。

れで三者が一致することを整理、理解できた

・残りを自社の利潤とする。

と思います。国内総生産、国内総支出、国内総

分配された金額は、分配を受けた側の所得
とみなします。その所得の合計が国内総所得

所得が一致することを三面等価の法則といい
ます。

と定義されます。
国内総所得＝賃金＋地代・家賃＋利子＋間接税＋利潤

■実際の我が国の経済活動水準
最後に、実際のわが国の経済活動水準を国

周知のとおり、粗利から外部へ支払った分
を差し引いたのが利潤です。
粗利−（賃金＋地代・家賃＋利子＋間接税）＝利潤
粗利イコール付加価値なので上式は下式に

内総支出でみてみましょう。図表３は、2012
年度の名目国内総支出です。
１年間に生み出された付加価値は474兆円。
そのうち民間消費の割合が６割を占めます。

書き換えられます。

純輸出は、輸出が70兆円、輸入が80兆円のた

付加価値−（賃金＋地代・家賃＋利子＋間接税）＝利潤

めマイナスです。

左辺の（賃金＋地代・家賃＋利子＋間接税）

18年前の1994年度の名目国内総支出は

を右辺に移項すると、

495兆円でした。以降、名目国内総支出は500

付加価値＝賃金＋地代・家賃＋利子＋間接税＋利潤

兆円前後で推移し、伸びていません。これはデ

となります。右辺は国内総所得でした。つまり

フレによって経済活動が長期にわたって停滞

国内総所得は、付加価値の合計としても示さ

しているためとみられます。現在、政府と日銀

れることがわかります。

は大胆な金融緩和政策によってデフレを脱却

国内総所得＝付加価値の合計・・・③

し、名目国内総支出を増やす政策を進めてい
ます。ようやく日本経済が長いトンネルを抜

以上、国内総生産、国内総支出、国民総所得
は、①、②、③のようにいずれも付加価値の合

けるときが来たかもしれません。
（りゅうぎん総合研究所 常務取締役 照屋 正）
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渡久地 卓（琉球銀行）
香港

沖縄県香港事務所に
出向中（副所長）

香港からみた
観光地「沖縄」
はじめに
みなさん、こんにちは。沖縄県香港事務所の

日本を訪れる観光客数は史上初めて年間

渡久地です。これまでの「アジア便り」で、
「香港

1,000万人を突破する勢いで推移しています。

から沖縄への観光客数が好調に推移し、香港で

考えてみてください。沖縄を訪れる観光客数は

の「沖縄」の認知度が高まっており、その効果が

年間約600万人。その数字を見ると日本全体で

「物産」でも表れている」と何度もお伝えしてき

1,000万人という数字は、まだまだ観光客を誘

ましたが、今回はその観光の実態をお伝えした

致する余地があるのではないかと誰もが考え

いと思います。香港における観光からみた「沖

てしまうのではないでしょうか。

縄」とは…

実際、先日イオンマレーシアで開催された
「沖縄物産展」のためマレーシアを訪れる機会

１．香港から日本全体への観光客数について

がありましたが、JETROマレーシアの担当者

それでは最初に香港から日本全体への観光

によると人口約3,000万人、面積は日本よりや

客数を見てみましょう。日本の成長戦略のひと

や小さい東南アジアの一国マレーシアが、観光

つにも掲げられていますが、今、日本は海外か

客数はなんと2,500万人を超えたとのことで

らの観光客を呼び込むために懸命になってい

した。
「国会議事堂前」の標識を英語表記に変更

ます。日本には数多くの観光資源がある一方で、

することのみならず、ハード面・ソフト面の両

海外から観光客を呼び込む「姿勢」はアジア諸

面から外国人観光客の誘客のため様々な仕組

国に遅れをとっており、人口・面積では勝るお

み・態勢の構築が急務となっています。

隣「韓国」にも入域観光客数では大幅に劣勢な
のが現状です。そこで日本は政府を挙げて観光

前置きが長くなりましたが、香港から日本へ
の観光客数はどうなっているのでしょうか。

客誘致に力を入れています。
「国会議事堂前」と

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が10月に発表し

いう標識が「KOKKAIGIZIDOU MAE」とロー

た９月の訪日香港人数は、前年同月比52.4％増

マ字表記されていたのが、最近になってようや

の5万5,400人（推計値、以下同じ）となりまし

く外国人が見て分かるように英語表記になっ

た。ＪＮＴＯは訪日香港人の増加について、
「円

たのは笑い話しのようで「本当」の話しです。

安」によるショッピング目的に加え9月20日か

今年に入り、そのような政府の取り組みに加

ら中秋節の祝日が土日を挟んだ3連休となっ

え、
「円安」といった大きなファクターも重なり、

たことが、訪日旅行者数の大きな伸びにつな

12

への観光客数が過去最高を記録することが確

がったと発表しています。
更に、旅行会社の話しでは、香港発日本着の

実視されており、貧困層も含めた香港人全体の

航空座席や宿泊ホテルの確保が難しい状態だ

実に約10人に1人が今年日本へ訪れる状況と

そうです。

なっています。以前、香港人は「日本」が大好き

訪日外国人数全体では、9月は31.7％増の86
万7,100人で、これまで同月として過去最高
だった2010年の約71万8,000人を上回り、1〜
9月の訪日外国人数は前年同期比22.4％増の
773万1,400人で過去最高を記録、先述の年間
1,000万人超も視野に入ってきました。そのう
ち、香港人は49.5％増の54万8,600人となって
います。人口約720万人の香港人が国外に出る
のは年間のべ約750万人で、人口の内貧困層
（注：参照）を除いた、約590万人が1.3回国外に
出ている計算となります。今年は香港から日本

であるとお伝えしましたが、この観光客数がそ
れを物語っているのではないでしょうか。
注：香港政府は2013年9月28日に貧困ラインを設
定。内容は、月収が単身で3,600HKドル、2人世帯で
7,700HKドル,3人世帯で1,500HKドル,4人世帯で
14,300HKドル以下の収入層をいわゆる貧困層と
とらえ、今後香港政府が公共住宅を建設するなど、
ワーキングプアの家庭支援策を来年1月に発表す
るとのこと。香港での貧困世帯は54万世帯・総人口
の2割約131万人いると言われている。日本円だと
単身で約4万7千円（1HKドル≒￥13換算）

香港からの訪日客数推移

9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2012年
2013年
伸び率は前年同月比、▲はマイナス

出典：JNTO

※2012年9月〜2013年7月は暫定値、2013年8〜9月は推計値
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２.香港への観光客数について

約65％を占め、その8割が「買い物客」として香

今回のテーマからすると余談となってしまい

港へ入国していると言われています。

ますが、せっかくなので香港への観光客数も見

1〜9月累計の来港旅行客数は、前年同期比

てみましょう。香港政府観光局（ＨＫＴＢ）が10

12.7％増の3,986万4,765人で、中国本土客は

月25日発表した９月の来港旅行客数は、前年同

18.9％増の3,010万1,155人、日本からは22.1％

月比13.9％増の430万9,304人（延べ人数、以下

減の77万5,582人となっています。今年香港は

同じ）でした。但し、日本からの旅行客は残念な

年間5,000万人の入域観光客が見込まれていま

がら
「円安」
の影響で12.4％減の９万308人でし

す。香港で年間5,000万人、マレーシアで年間

た。一方で中国本土からの観光客は19.4％増の

2,500万人の実績に対し、日本がようやく1,000

328万3,859人で、
旅行客全体の76.2％に上って

万人を目標とする状況・
・
・

↑

います。
中国からの観光客のうち、
個人旅行客は

まだまだ工夫が必要ですね。

主要地域から香港への旅行客数
地域

9月
伸び率
1〜9月
（延べ人数） （％） （延べ人数）

中国本土
台湾
北アジア
南・東南アジア
米州
欧州・アフリカ・中東
総数

3,283,859
177,158
175,968
251,448
121,551
162,440
4,309,304

伸び率は前年同月
（期）比
３．香港から沖縄への観光客数について

19.4
3.4
▲ 2.2
1.8
▲ 6.7
▲ 1.8
13.9

30,101,155
1,570,333
1,564,939
2,601,529
1,201,534
1,610,707
39,864,765

▲はマイナス

伸び率
（％）
18.9
0.4
▲ 13.1
▲ 0.1
▲ 7.6
1.0
12.7

出典：HKTB

前にもお伝えしましたが、直行便の大半の座

それでは本題の香港から沖縄への観光客数を

席は航空会社や旅行会社が香港サイドのために

見てみましょう。香港から沖縄の入域観光客数

確保しているため、沖縄から予約しようとして

は5年前に直行便が就航して以来、
順調に伸びて

もほとんど取れない状況で、沖縄から香港へビ

きました。
昨年尖閣諸島の問題が起きた後、
今年

ジネス・観光で行こうとしてもチケットが取れ

の1月には1,800人まで減少しましたが、
2月〜3

ず、
台北経由や成田・羽田経由で来る人も多数い

月にかけて行った香港での大々的な沖縄観光プ

ます。
でも良く考えてみると、
香港から沖縄への

ロモーション
（香港の地下鉄
（MTR）
駅の壁面広

搭乗率が高ければ、香港に帰る便（沖縄から香

告や、バス停・トラムのラッピング広告を実施）

港）
も必然的に高い搭乗率になるので、
沖縄サイ

の効果や、
「円安」も重なり、4月以降過去最高の

ドで香港行きのチケットが取りにくいというの

入域観光客数で推移しています。

は当たり前の話しですが・
・
・

5月〜8月までの香港から沖縄への搭乗率は

沖縄観光プロモーション・円安の効果で
「一番

90％を超え、9月以降も80％から90％超の高水

近い日本」である沖縄へ行くうちに、最初は「日

準で推移しています。特に夏場は沖縄に行きた

本」
に行くと思い沖縄へ行っていた香港人も、
ま

くても飛行機に空席がないため、行くことが出

すます「沖縄」の魅力の虜になり、日本ではなく

来ない、
言わば
「プレミアチケット」
となり、
夏場

「沖縄」
が好きになってきているのではないかと、

沖縄へ行けなかった香港人が秋以降も沖縄へ数

↑

多く訪れているのが現状です。
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個人的に感じています。
香港人は年間1.3回海外旅行に出かけるとお

情報誌を見ながら観光しているのにも驚きです。

め、団体旅行よりも「個人」で沖縄へ多く訪れて

先ほど日本全体の件でも触れましたが、沖縄サ

います。その個人旅行者のほとんどがレンタ

イドのハード面・ソフト面の両面から受け入れ

カーやモノレール・バスで移動し、
ネットや旅行

態勢の構築も急務となっています。

香港から沖縄への入域観光客数（月別） 単位：人

香港から沖縄への入域観光客数（空・海路別）

↑

伝えしましたが、香港人は「旅慣れ」しているた

4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
合計

平成24年度
4,400
4,700
6,700
8,200
7,300
5,400
3,400
2,000
3,000
1,800
4,000
5,300
56,200

平成25年度
7,300
9,100
9,100
9,600
9,400
7,900
7,400

単位：人

59,800

合計

空路

H20

30,700

30,700

0

H21

28,600

28,100

500

H22

50,900

49,700

1,200

H23

54,700

53,300

1,400

H24

56,200

55,500

700

海路

出典：OCVB

出典：OCVB

また一般の旅行者よりも沖縄での消費額が大き

４．リゾートウェディングを中心とした
観光プロモーション

いことから、沖縄県・OCVB・沖縄ウェディング

香港からは団体旅行ではなく個人旅行がメイ
ンとお伝えしましたが、今年の沖縄県とOCVB

協会一体となって、リゾートウェディングに力
を入れています。

（(一財)沖縄観光コンベンションビューロー）の

先月香港島側の一番の繁華街コーズウェイベ

香港での観光プロモーションは「リゾートウェ

イのA出口（タイムズスクエア側）と、九龍側の

ディング」
に力を入れています。
沖縄のビーチサ

一番の繁華街チムチャーツイのA出口（有名な

イドに立ち並ぶリゾートホテルにはウェディン

ネイザンロード側）では、
「Be.Okinawa」と題し

グ用のチャペルが造られ、どのホテルもリゾー

た、リゾートウェディングを中心とした沖縄の

トウェディングに力を入れています。

観光プロモーションが開始され、両方の出口は

香港人は以前からグアム等でリゾートウェ

沖縄をイメージした映像・ラッピング広告で
「沖

ディングを行っていましたが、直行便の就航も

縄一色」となりました。中には、足を止めその映

あり、近年沖縄もリゾートウェディングの代表

像をじっと見つめるカップルも多数おり、沖縄

地として香港においてその地位が確立されつつ

の映像に魅了された香港人はきっと数知れない

あります。

ほどでしょう。

昨年、沖縄で香港人が挙式したカップル数は
約300組で、
沖縄県も今年は年間500組を目標と
しています。
市町村単位でも
「沖縄での挙式が法
的に正式な結婚である」
という証明書を発行し、
いわゆる
「リーガルウェディング」
に力を入れて
いるところもあります。香港から沖縄をリゾー
トウェディングで訪れる際、挙式するカップル
のみならず両親や親戚・友人等も一緒に沖縄へ

↑

来るため、
1組平均10人〜15人が訪れるとされ、

香港人カップル1組当たり平均結婚関連支出
内訳
2012年 2013年
147,173 157,187
披露宴
43,323 47,116
指輪・ネックレス
34,339 36,854
新婚旅行
20,969 22,747
結婚写真
挙式・披露宴の写真・動画撮影 10,832 11,628
9,636
9,356
結婚衣装の購入・レンタル
6,888
6,462
ヘアメイク
9,863 10,535
その他
282,317 302,591
合計
単位：HKドル

前年比
107%
109%
107%
108%
107%
103%
107%
107%
107%

出典：ESDライフ
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コーズウェイベイA出口タイムズスクエア側

チムチャーツイA出口ネイザンロード側

大手コングロマリットのハチソン・ワンポア
系生活情報サイト「ＥＳＤライフ（生活易）」が

最後に
今回は香港から沖縄の観光を取り上げてみ

10月29日に発表した「2013年結婚消費調査」

ました。繰り返しになりますが、観光プロモー

は、
今年から2015年までに結婚を予定している

ション・物産プロモーションの効果により、
「沖

カップル2,025組を対象に行ったものですが、
香

縄」の知名度が上がり、
「観光」
「物産」の相乗効

港人カップルの１組当たり平均結婚関連支出は

果で香港での「沖縄」がブランディングされ、両

2009年の22万6,352HKドルから年々増え続

面で成果が現れつつあるものと思います。観光

け、
今年は前年比７％増の30万2,590HKドルに

においては、まだまだ沖縄での受け入れ態勢に

達する見通しとのことで、地元紙にも大々的に

課題はあると思われますが、日本全体の中でも

取り上げられていました。
（日本円で約3→４百

沖縄の取り組みは「先陣」をきっているものと

万円に増加）

思います。これをお読みの皆さんも、沖縄で外

内訳で額が最も大きいのは披露宴費用で15

国人の観光客を見かけたら優しく声を掛けて

万7,187HKドル、これに次ぐのが指輪・ネック

あげてみてください。沖縄が好きで沖縄を訪れ

レスで、４万7,116HKドル。新婚旅行は３万

ている観光客です。きっと喜ばれると思います。

6,854HKドル、
結婚写真撮影は２万2,747HKド

そういったホスピタリティの精神を感じてく

ルと続いています。香港でリゾートウェディン

れたら、その外国人観光客はきっとリピーター

グを売り込む沖縄にとって、料金設定の面で参

となってくれるはずです。県民一人ひとりの取

考になるいい調査ではないでしょうか。

り組みが期待されているものと思います。
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沖縄総合事務局経済産業部の最近の取組について

「金融機関との連携について」
内閣府沖縄総合事務局経済産業部（以下、
「当
部」）では、中小企業の経営支援や中小企業金
融の円滑化に向け、地域密着型金融（リレー
ションシップバンキング）について推進してい
るところです。
昨年度、
「 沖縄地域における中小企業の経営
力強化に向けた経営支援活動のあり方及び地
域金融機関との連携強化に関する調査研究」を
実施し、金融機関が中小企業に果たす役割が重
要であることを再認識した上で、今年度から金
融機関との連携を活発化しております。
今回は、管内における金融期間との連携に対す
る取組について、ご紹介します。

1

「おきなわ中小企業経営支援
連携会議」について

「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえ
た中小企業の経営支援のための政策パッケー
ジ（平成24年4月20日 内閣府・金融庁・中小企
業庁）」に基づく中小企業支援ネットワークで
ある「おきなわ中小企業経営支援連携会議（以
下「連絡会議」。事務局：沖縄県信用保証協会）」
が平成24年11月８日に創設されました。
これは、沖縄地域における面的な再生支援を
促進する観点から、地域金融機関、政府系金融
機関、保証協会、中小企業再生支援協議会等か
らなる連携体制を構築し、関係者の力を総動員
して中小企業の経営改善や事業再生を促進す
るための環境整備を図ることを目的としてい
るものです。

【連携会議コアメンバー】
(株)琉球銀行、(株)沖縄銀行、(株)沖縄海邦銀行、コザ信用金
庫、沖縄振興開発金融公庫、(株)商工組合中央金庫那覇支
店、日本公認会計士協会沖縄会、沖縄弁護士会、沖縄税理士
会、沖縄県中小企業診断士協会、沖縄県中小企業再生支援
協議会、沖縄県商工会議所連合会、沖縄県商工会連合会、
沖縄県中小企業団体中央会、(公財)沖縄県産業振興公社、
沖縄県信用保証協会（事務局）
【オブザーバー】
沖縄総合事務局財務部、沖縄総合事務局経済産業部、沖縄
県商工労働部、地域経済活性化支援機構、(独)中小企業基
盤整備機構沖縄事務所

昨年度は、前述の「沖縄地域における中小企
業の経営力強化に向けた経営支援活動のあり
方及び地域金融機関との連携強化に関する調
査研究」における研究会に連携会議構成メン
バーが参加し、先進的な取組で活躍している
方々を講師に迎え、活発な意見交換を通してメ
ンバーの意識合わせを行いました。
また、今年度は連携会議の事務局が主体とな
り、10月から11月にかけて、連携会議構成メン
バーの支援の質の向上を図るため、事業承継を
テーマに全４回の研修会が開催されました。

研修日程
講 師
10/11（金） 中小機構本部 大山 雅巳
ヒューマン・キャピタル・マネジメント
10/18（金）
土井 尚人
11/ 1（金） 日本M&Aｾﾝﾀｰ 羽田 晶年
11/ 8（金） 中小機構沖縄 神谷 繁

研修テーマ
知的資産経営について
企業支援における
金融機関の役割
中小企業M&A
事業承継について

研修の様子

さらに、本年４月１日には中小企業の個別支
援機関として連携会議内に「おきなわ経営サ
ポート会議」が設置され、個別中小企業者の経
営改善・強化の為、関係金融機関が一同に集ま
り、意見交換を通して効果的な支援に繋げる枠
組みが整備されております。
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例えば
■返済条件の緩和等を行いたいが、取引金融機
関が複数あり思うように相談できない。
■経営改善を行いたいが、計画の作成方法がわ
からない。
■事業計画や改善計画を策定したので、計画の
説明を行いたい。
等、中小企業の皆様のご要望について協議を行
う場です。

【「おきなわ経営サポート会議」参加団体】
・(株)琉球銀行
・(株)商工組合中央金庫那覇支店
・(株)沖縄銀行
・沖縄振興開発金融公庫
・(株)沖縄海邦銀行 ・沖縄県中小企業再生支援協議会
・コザ信用金庫
・沖縄県信用保証協会

2

『OKINAWA型金融連携プログラム
2013』について

当部では、昨年度の「沖縄地域における中小
企業の経営力強化に向けた経営支援活動のあ
り方及び地域金融機関との連携強化に関する
調査研究」を踏まえ、本年７月、
「OKINAWA型

金融連携プログラム2013」を策定しました。中
小企業の支援に対し、金融機関の強みを発揮さ
せることにより中小企業の経営力向上に繋げ、
地域経済の活性化を図ることを目的とした、金
融機関と行政の連携プログラムです。
これまでの中小企業に対する経営支援は、支
援機関の単発な個別支援であったり、施策によ
る連携体は作れても、機関を超えた情報に互換
性がなかったりと、支援機関それぞれが中小企
業支援を行っているのが現状です。
昨年度から、経済産業省は中小企業経営力強
化支援法に基づき経営革新等支援機関を認定
しており、管内の金融機関３行１信金も認定を
受け、これまで以上に積極的に中小企業を支援
しております。当部としても、リレバンの推進
及び認定経営革新等支援機関の有機的な連携
強化に取り組んでいくこととしており、その取
組の一貫として「金融連携プログラム」を策定
しました。
「 金融連携プログラム」は、金融機能
と経営支援機能を結び中小企業の経営力向上
による地域経済の活性化を図るため、地域に密
着した営業網等の経営資源を持つ地域金融機
関との連携を強化（結い力）するアクションプ

金融連携の実現に向けた具体的な取組（金融連携プログラム）
１．組織連携の強化

２．人材の育成

認定経営革新等支援機関（中小企業経

金融機関が実施する中小企業施策

営力強化支援法）同士の連携強化

勉強会等へ担当職員を派遣

金融機関と中小企業経営支援機関との

おきなわ中小企業経営支援連携会

連携強化

議等の既存研修会の活用

沖縄総合事務局によるハブ機能の構築

金融機関が実施する研修会等への

及び局内関係課との体制構築

講師の紹介、あっせん

地域エリアでの懇談会の開催
金融機関による事業に対する講演名義
の使用等の支援

３．情報の共有化
メルマガの配信
定期的な施策説明会の開催
ワンストップサービスの構築（支援
ポータルサイトの活用）

18

47
行政情報 ■

ランです。
本プログラムに基づき、今年度は以下のとお
り取り組んでおります。
◆認定経営革新等支援機関連絡会の開催
◆地域金融機関参加型の現地連絡会の開催
◆中小企業販路開拓応援セミナー（主催：管内
金融機関３行１信金、中小機構沖縄）を共催
◆金融機関が実施する研修会等へ職員を派遣
◆おきなわ中小企業経営支援連携会議の平成
25年度研修会を共催

当部は、今後も金融連携をとおして、中小企
業の経営力を強化し、地域活性化を図ってまい
ります。

内閣府沖縄総合事務局
経済産業部
■本記事に関するお問い合わせについて
内閣府沖縄総合事務局
経済産業部中小企業課 担当：玉城

TEL：098-866-1755
http://ogb.go.jp/keisan/index.html
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りゅうぎんビジネスクラブ
入会のご案内
琉球銀行の経営理念である「地域から親しまれ、信頼され、地域
社会の発展に寄与する銀行」を実践するべく、お取引先企業への情
報支援サービスの提供を目的に会員制組織「りゅうぎんビジネス
クラブ」を設立し、各種セミナーの開催や情報のご提供、県外での
商談会など様々なサービスを実施しております。

■各種セミナーの開催による情報等の提供

サービスの
ご 案 内

ビジネスクラブ会員企業トップと弊行
役員との親睦の場を兼ねたトップセミ
ナーや実務セミナーに無料で参加いた
だけます。
【最近の実績】
H25.2.６ 野口悠紀雄氏
「トップセミナー」
H25.8.15 行動力強化セミナー（管理職向け）
H25.10.17 人材育成セミナー（経営者層向け）

■「経営参考小冊子」の定期配送
企業運営に有益な情報が盛り込まれた
「経営参考小冊子」をお届けいたします。
【内容例】
・
「自分の意見が『はっきり伝わる』話し方」
・
「伸びる20代の働き方」

■専門家派遣サービス
公認会計士・税理士・司法書士・中小企業
診断士・社会保険労務士・行政書士など
の各種専門家を無料で派遣し、会員企業
様の「経営課題」に対し、会員企業様・専
門家・琉球銀行が一体となって取り組む
サービスです。

■「りゅうぎんマネジメントスクール」の開講
企業経営者や経営幹部を対象にした、
ビジネススクールの運営を実施してお
ります。
【著名な講師例】
・第1期 酒巻 久 キヤノン電子㈱社長
・第2期 鈴木 喬 エステー㈱会長
・第3期 出口 治明 ライフネット生命保険㈱会長兼ＣＥＯ

■「りゅうぎんビジネスフラッシュ」定期配信
税務・会計・法務・人事・労務など、経営のお役
に立つ情報レターを毎週FAX配信いたします。
【内容例】
・
「会議をうまく仕切る」7つのポイント
・リーダーに必須の「3つのスキル」の磨き方

■りゅうぎんビジネスサイトによる
経営情報等の提供1
「会員専用サイト」を利用した、タイム
リーな各種経営情報の提供をおこなっ
ております。
【内容例】
・産業別ニュース21 ・ビジネスレポート
・経営課題解決ナビ ・ビジネスマッチング

■融資利率の優遇

その他の
サービス

りゅうぎんビジネスクラブ会員企業の皆様に一部融資商品（ベストサポーター、順風満
帆）について、融資金利の優遇を実施しております2。詳細は取引店担当者にお問い合わ
せ下さい。

りゅうぎんビジネスクラブ
入会申込方法

年会費 20,000円
お問い
合わせ
1
2

1「りゅうぎんビジネスクラブ入会申込書」及び「りゅうぎんビジネスサ

イト利用申込書」に必要事項を記入の上、取引店担当者に提出下さい。
2 入会金は不要です。
3 年会費は20,000円です。 ※お申込月の翌々月4日ご指定口座より引落となります

「りゅうぎんビジネスクラブ事務局」
（ 琉球銀行コンサルティング営業部内）

TEL：098-860-3817（担当：赤嶺、真栄城）までお願いいたします。

別途りゅうぎんビジネスサイトへの申込（無料）が必要になります。
審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
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りゅう ぎん ビ ジ ネ ス ク ラ ブ

「地方銀行フードセレクション2013」
を開催しました！
東京ビッグサイトにて、食の商談会「地方銀行
フードセレクション2013」を平成25年10月21
日(月)・22日(火)の2日間開催いたしました。
「地方銀行フードセレクション2013」とは、琉
球銀行を含む全国の地方銀行38行のネットワー
クを生かし、地方の優れた食材を全国に発信す
る商談会です。同商談会に全国から640社が出
展し、2日間で10,059名のバイヤーが来場され
ました。県内からは、製麺や畜産加工品、健康食
品、菓子等の製造を手懸けるビジネスクラブ会
員企業の9社が出展しました。
今回は、香港のバイヤー※やイギリスの商社が
来場し、商談を行うなど、県産品を国内だけでな
く、世界に向けて発信することができました。
出展企業の皆様からは、
「昨年より中身の濃い
商談が多かった」、
「出展して非常に良かった」な

どの声が寄せられており、今後の成果が期待で
きる内容となりました。
※今年5月に開催した「沖縄の味力発信商談会」
（ 主催：琉
球銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫）で沖縄の食品・加工
品に興味を持ち、商談を求めて再度来日されました。

りゅうぎんビジネスクラブでは、今後もこうしたイベントやセミナー等を通して、
会員企業の皆様の企業価値向上支援を行ってまいります。
コンサルティング営業部内

りゅうぎんビジネスクラブ事務局

赤嶺・真栄城
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vol.46
事業名

北谷町フィッシャリーナ整備事業
種別：公共

民間

3 セク

関係地域

北谷町

事業主体

主体名：北谷町（NTT-A型事業、国庫補助事業、町単独事業）
所在地：北谷町 経済振興課 北谷町字桑江226番地 電話: 982-7701

事業目的

・漁港内の漁船と遊漁船等との水域利用の適正化、陸域における海洋レクリエーション関連の諸
活動と漁業生産活動の調和を図り、漁港における漁業生産活動の円滑化を図る。
・遊漁船の集約化による漁場調整、海洋レクリエーションの安全性・利便性の向上を図るととも
に、関連産業の導入による雇用の拡大、都市住民との交流等による地域の活性化を図る。

事業期間
事業規模

平成15年度〜平成31年度

事 業 費

総事業費：約40億円

埋立面積：14.5ha
事 業 費：特定整備事業…約25億3,000万円（うち約23億円はNTT-A型無利子貸付金を活用。）主に
護岸、道路、白地・航路浚渫、浮桟橋等の整備
密接関連事業…約15億2,000万円 主に処分地埋立、インフラ等施設の整備
事業主体：特定整備事業…全国漁港･漁村振興漁業協同組合連合会
密接関連事業…北谷町
面
積：商業・宿泊施設…7.1ha、
フィッシャリーナ施設用地…0.9ha、公共駐車場用地…0.8ha、緑
地…1.5ha、うち分譲約7.1ha（建築物の用途：ホテル、
ショッピング、
アミューズメント、
ア
カデミー等）
■ 北谷町フィッシャリーナ整備事業分譲計画

H25.11現在
（北谷町経済振興課提供）

事業概要

■ 売却処分済街区および開発事業者一覧
街区
A・B街区
海業振興センター地区
C１①街区
C１②街区
C１③街区
D街区

面積（㎡）
42,220㎡
2,745㎡
1,129㎡
1,129㎡
1,129㎡
2,400㎡

開発事業者
オリックス不動産㈱
沖電開発㈱
㈲エイチ・アイ・マリン企画
㈲ヒューネッツ
㈲楚南商事
ザ・テラスホテルズ㈱

建物の概要
（構造・階数・延床面積㎡）
RC(一部S)造･9F/B1･27,140㎡
S造2F･1,627㎡
S造3F･1,445㎡（予定）
（予定）
S造2F･601㎡
（予定）
S造2F･660㎡
S造2F･4,064㎡（予定）

業態
ホテル 、商業施設
公共施設
飲食、物販、サービス
飲食
物販、飲食
飲食、物販、サービス
（次ページに続く）

24

vol.46

北谷町フィッシャリーナ整備事業

事業概要

経

緯

■ オリックス不動産の「ヒルトン沖縄北谷」概要
敷地面積：23,278.82㎡（7,041.84坪）
延床面積：26,820㎡（8,113.05坪）
建物規模：地上９階地下１階
客 室 数：346室（うち約９割がオーシャンビュールーム）
館内施設：屋外プール（２カ所）、屋内プール、レストラン（２カ所）、ラウンジ、宴会場、会議室、
ビジネスセンター、スパ、フィットネス
運営業務：ヒルトン・ワールドワイド
・平成11年3月 基本構想策定
・平成12年3月 基本計画策定
・平成14年3月 基本整備計画調査報告書策定
・平成15年3月 プロジェクトの実施に関する覚書締結（町・振興漁連）
・平成15年3月 平成14年度北谷町一般会計補正予算議会議決
・平成15年10月 農林水産大臣よりプロジェクト承認
・平成15年11月 プロジェクトに関わる契約の締結（町・振興漁連）
・平成16年2月 沖縄県より埋立免許の交付
・平成16年3月 平成15年度北谷町一般会計補正予算議会議決（追加）
・平成16年３月 プロジェクトにかかる漁港施設用地等利用計画変更協議について水産庁長官の同意
・平成18年9月 沖縄県より埋立しゅん功許可・工事
・平成18年10月 新たに生じた土地の確認・字の区域変更の議会決議
・平成18年12月 新たに生じた土地の確認・字の区域変更について県公報告示
・平成19年5月 インパクト事業者とホテル・商業施設用地の土地売買契約締結
・平成21年10月 フィッシャリーナ地区にかかる地区計画の公布
・平成21年12月 北谷町フィッシャリーナ地区の快適な環境づくり条例の公布
・平成23年6月 リース事業者と海業振興センター整備事業の実施に関する覚書締結
・平成24年11月 ヒルトン沖縄北谷（オリックス不動産）建築工事が着工
・平成24年12月 海業振興センター新築工事が着工
・平成25年10月 海業振興センター「うみんちゅワーフ」が竣工

現況及び
見 通 し

・ヒルトンホテルの進出により約200人の雇用と年間5,500万円程度の税収を見込む。
・北谷町海業振興センター「うみんちゅワーフ」では、北谷町漁業協同組合直営のシーフードレス
トランのほか、ボート免許講習やレンタルボート事業、マリンレジャー総合窓口事業などが開
始され、農産物直売所設置の検討を進めている。
・C2-2街区を暫定駐車場として整備を予定している。
・現在は、フィッシャリーナ地区の一部（うみんちゅワーフ周辺）を供用開始しており、来年のヒ
ルトンホテルの開業に合わせて本地区の全域が供用開始される。

進捗状況

・平成25年度の事業費は約６億９千万円で、駐車場整備や浜川漁港連絡橋整備を進める。

熟

□ 構想段階

度

ホテル完成イメージ図

□ 計画段階

□ 工事段階

□ 開業・供用段階

うみんちゅワーフ・マリーナ現況
（左図とも、
北谷町経済振興課提供）
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● りゅうぎ ん 調 査 ●

県

内

の

消

景気
動向

費
関
連
建
設
関
連

概況 2013 年10月

観

景気は、
拡大の動きが強まる

光

観光関連では、入域観光客数が前年を上回る

関

建設関連では、住宅着工が前年を大幅に上回る

連
10月の県内景気をみると、消費関連では、小売は、台風の影響が一部みられたものの、
そ

食料品の増加から前年を上回った。耐久消費財では、新車販売がレンタカー需要や新車

の

投入効果などから引き続き前年を上回り、電気製品卸売は太陽光発電システムやエア

他

コンの増加などから引き続き前年を上回った。
建設関連では、公共工事は国発注の大型工事などから前年を上回り、新設住宅着工戸
数（９月）は消費増税前の駆け込み需要から前年を大幅に上回った。建設受注は前月の
反動から前年を下回った。また、建設資材は一部台風の影響により前年を下回った。
観光関連では、入域観光客数は、台風の影響から国内客が減少したが、外国客が増加
したことから引き続き前年を上回った。主要ホテルは、稼働率は前年を上回ったが、売
上高は前年を下回った。
総じてみると、建設関連が好調な動きとなり、消費関連、観光関連が堅調に推移した
ことから、県内景気は拡大の動きが強まっている。
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● りゅうぎ ん 調 査 ●

県 内 の

景気
動向

消費関連
消
費
関

百貨店売上高は、衣料品は台風による営業時間短縮や天候不順の影響により客数が減少したことな
どから前年を下回ったものの、食料品は物産展開催時期の変更や那覇大綱挽まつりの回遊効果などか
ら増加し、６カ月連続で前年を上回った。スーパー売上高は、衣料品は前年より気温が高く推移したこ
とや天候不順などにより減少したが、食料品は生鮮野菜の価格高騰による影響や新設店効果などから
増加し、15カ月連続で前年を上回った。新車販売は、レンタカー需要や新車投入効果などにより３カ月
連続で前年を上回った。電気製品卸売販売は、太陽光発電システムやエアコンなどが堅調に推移したこ
となどから９カ月連続で前年を上回った。
先行きは、スーパーにおける新設店効果の持続や電気製品卸売販売の太陽光発電システム需要など
から、堅調な動きが続くものとみられる。

連

建設関連
建
設
関
連

公共工事請負金額は、国や独立行政法人発注の大型工事などから３カ月ぶりに前年を上回った。建築
着工床面積(９月)は居住用の増加などから前年を上回り、新設住宅着工戸数(９月)は貸家、持家等が消
費増税前の駆け込み需要から高水準となり、引き続き前年を上回った。県内主要建設会社の受注額は、
前月の反動から公共工事、民間工事ともに減少し２カ月ぶりに前年を下回った。建設資材関連では、セ
メント、生コンは台風の影響により稼働日数が少なかったことなどから前年を下回った。鋼材、木材は、
消費増税前の駆け込み需要を要因とした民間工事向け出荷の増加などから引き続き前年を上回った。
先行きは、公共工事の増加が予想され、住宅着工における消費増税前の駆け込み需要などから、引き
続き好調な動きが続くものとみられる。

観
光

観光関連

の
他
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そ

新規求人数は、前年同月比31.4％増と10カ月連続で増加し、有効求人倍率（季調値）は0.58倍と前月よ
り上昇した。産業別にみると、運輸業・郵便業、生活関連サービス業・娯楽業、宿泊業・飲食サービス業、卸
売業・小売業などで増加した。完全失業率（季調値）は5.1％と、前月より0.2％ポイント改善した。
消費者物価指数（総合）は、食料、交通・通信などの上昇により前年同月比1.2％増と５カ月連続で前年
を上回った。企業倒産は、件数が６件で前年同月比１件増となり、負債総額は大型倒産が２件発生した
ことから43億7,600万円で、同922.4％の増加だった。

連

雇 用 関 連・そ の 他

関

入域観光客数は、台風の影響があったもののＬＣＣ就航の下支えや外国客の増加から13カ月連続で
前年を上回った。国内客は台風の影響による航空便欠航などから全方面からの入域が減少し13カ月ぶ
りに前年を下回った。外国客は航空路線の拡充などから空路、海路ともに増加した。国籍別では台湾、香
港からの入域が好調で、また中国本土からの入域が前年を大幅に上回った。
台風の影響で国内客数が減少したことにより県内主要ホテルの稼働状況は総じて前年を下回った。
稼働率は前年を上回ったものの、売上高は５カ月ぶりに、また宿泊収入は12カ月ぶりに前年を下回った。
客室単価は那覇市内ホテル、リゾートホテルともに前年を下回った。
主要観光施設入場者数は12カ月連続で前年を上回ったが、ゴルフ場は入場者数、売上高がともに５カ月
ぶりに前年を下回った。
先行きは、国内航空路線の機材大型化や国際航空路線拡充効果が続き、国内客、外国客ともに観光客
数の増加が見込まれることから、堅調な動きが続くとみられる。

2013.10

りゅうぎん調査

消
費
関
連
建
設
関
連
観
光
関
連
そ
の
他
（注1）公共工事請負金額は西日本建設業保証株式会社沖縄支店調べ。建築着工床面積、新設住宅着工戸数は国土交通省調べ。
県内新規求人数、有効求人倍率は沖縄労働局調べ。入域観光客数、消費者物価指数は沖縄県調べ。企業倒産件数は東京
商工リサーチ沖縄支店調べ。
（注2）2012年５月より外国客の入域観光客数を掲載した。
（注3）主要ホテルは、2013年１月より調査先を19ホテルから25ホテルとした。
（注4）観光施設入場者数は、2011年１月より調査先を６施設から５施設とした。
（注5）企業倒産の前年同月差は、月平均の前年同月差。
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● りゅうぎ ん 調 査 ●

県 内 の

景気
動向

2013.10

単月

項目別グラフ

3カ月

消

項目別グラフ

費
関
連
建
設
関
連
観
光
関

2013.08〜10

連
そ
の
他
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消費関連
1 百貨店売上高（前年同月比）

※棒グラフは品目別寄与度

６カ月連続で増加
消

・百貨店売上高は、前年同月比3.1％増と６
カ月連続で前年を上回った。衣料品は台
風による営業時間短縮や天候不順の影響
などにより客数が伸びず減少したが、食
料品は物産展開催時期の変更（前年は９
月、今年は10月）や那覇大綱挽まつりの回
遊効果などから増加した。家庭用品・その
他も増加した。
・品目別にみると、食料品（同15.7％増）、家
庭用品・その他（同7.8％増）が増加し、衣料
品（同6.6％減）、身の回り品（同3.8％減）が
減少した。

費
関
連
建

出所：りゅうぎん総合研究所

設
関

2 スーパー売上高（前年同月比）

連

全店ベースは15カ月連続で増加

観

・スーパー売上高は、既存店ベースでは前
年同月比1.5％増と５カ月連続で前年を上
回った。
・前年に比べ気温が高く推移したことや天
候不順の影響などから衣料品は同0.3％減
となったが、生鮮野菜の価格高騰による
影響などから売上が伸長し食料品は同
2.2％増となった。家電を含む住居関連は、
同0.7％減だった。
・全店ベースでは、新設店効果などから同
3.2％増と15カ月連続で前年を上回った。

光
関
連

出所：りゅうぎん総合研究所

そ
の

3 新車販売台数（前年同月比）

※棒グラフは車種別寄与度

他

３カ月連続で増加
・新車販売台数は3,226台で、レンタカー需
要や新車投入効果などにより前年同月比
23.5％増と３カ月連続で前年を上回った。
・普通自動車（登録車）は1,310台（同40.7％
増）で、うち普通乗用車は347台（同37.2％
増）、小型乗用車は800台（同52.4％増）で
あった。軽自動車（届出車）は1,916台（同
13.9％増）で、うち軽乗用車は1,580台（同
12.6％増）であった。
出所：沖縄県自動車販売協会
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● りゅうぎ ん 調 査 ●

県 内 の

4 中古自動車販売台数
【登録ベース】

景気
動向

※棒グラフは車種別寄与度

21カ月連続で増加
消

・中古自動車販売台数（普通自動車及び軽
自動車の合計、登録ベース）は、催事効果
などにより前年同月比6.7％増となり21
カ月連続で前年を上回った。
・内訳では、普通自動車は同3.6％増、軽自
動車は同8.7％増となった。

費
関
連
建

出所：沖縄県中古自動車販売協会 ※登録ベース

設
関

5 電気製品卸売販売額（前年同月比）

※棒グラフは品目別寄与度

連

９カ月連続で増加

観

・電気製品卸売販売額は、太陽光発電システ
ムやエアコンが堅調に推移したことなど
により前年同月比17.6％増と９カ月連続
で前年を上回った。
・品目別にみると、ＡＶ商品ではテレビが同
20.8％増、ＤＶＤレコーダーが同1.9％増、
白物では洗濯機が同4.6％減、冷蔵庫が同
2.0％減、エアコンが同28.3％増、太陽光発
電システムを含むその他は同22.2％増と
なった。

光
関
連

出所：りゅうぎん総合研究所 （注）2010年4月より調査先が7社から4社となった。

そ
の
他
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建設関連
1 公共工事請負金額（前年同月比）

※棒グラフは発注者別寄与度

３カ月ぶりに増加

消

・公共工事請負金額は、313億2,700万円で
前年同月比6.4％増となり、国や独立行政
法人の大型工事などから、３カ月ぶりに
前年を上回った。
・発注者別では、国（同27.5％増）、独立行政
法人等・その他（同226.7％増）が増加し、
県（同6.9％減）、市町村（同7.6％減）が減
少した。
・大型工事としては、
中城湾港土砂処分場護
岸地盤改良工事、名桜大学学生会館建設
工事、伊江農業水利事業伊江地下ダム補
償施設建設工事、竹富町製糖施設機械器
具設置工事（西表製糖工場）などがあった。

費
関
連

出所：西日本建設業保証株式会社沖縄支店

建
設
関

2 建築着工床面積（前年同月比）

※棒グラフは用途別寄与度

連

３カ月連続で増加

観

・建築着工床面積（９月）は、26万4,312㎡と
なり、前年同月比82.1％増と３カ月連続
で前年を上回った。用途別では、居住用
は 同 6 1 . 4 ％ 増 と な り 、非 居 住 用 は 同
119.1％増となった。
・建築着工床面積を用途別（大分類）にみ
ると、居住用では、居住専用、居住産業併
用ともに増加した。非居住用では、卸売・
小売業用、医療、福祉用などが増加し、運
輸業用などが減少した。

光
関
連

出所：国土交通省

そ
の

3 新設住宅着工戸数（前年同月比）

※棒グラフは利用関係別寄与度

他

４カ月連続で増加
・新設住宅着工戸数（９月）は2,014戸とな
り、貸家、持家、分譲が増加したことから、
前年同月比72.4％増と４カ月連続で前年
を上回った。消費増税前の駆け込み需要
により、1996年９月以来の2,000戸台と
なる高水準となった。
・利用関係別では、持家425戸（同32.4％
増）、貸家1,486戸（同89.1％増）、分譲78戸
（同34.5％増）、給与25戸（同733.3％増）と
なった。

32

出所：国土交通省

● りゅうぎ ん 調 査 ●

県 内 の

4 建設受注額（前年同月比）

景気
動向

※棒グラフは発注者別寄与度

２カ月ぶりに減少
消

・建設受注額（調査先建設会社：20社）は、
前月の反動から公共工事、民間工事と
もに減少し、前年同月比14.8％減と２カ
月ぶりに前年を下回った。
・発注者別では、公共工事（同20.8％減）は
２カ月ぶりに減少し、民間工事（同8.2％
減）も２カ月ぶりに減少した。

費
関
連

出所：りゅうぎん総合研究所

建
設
関

5 セメント・生コン（前年同月比）

観
光
関
連

出所：りゅうぎん総合研究所

そ
の

・セメント出荷量は、6万6,662トンとなり
前年同月比5.8％減と７カ月ぶりに前年
を下回った。
・生コン出荷量は、15万689㎥で同4.4％減
となり、台風の影響により稼働日数が少
なかったことなどから、８カ月ぶりに前
年を下回った。
・生コン出荷量を出荷先別にみると、公共
工事では、学校関連工事向けなどが増加
し、防衛省や空港関連工事向けなどが減
少した。民間工事では、分譲マンション
や戸建て住宅関連工事向けなどが増加
し、商業施設や宿泊施設関連工事向けな
どが減少した。

連

セメントは７カ月ぶりに減少、
生コンは８カ月ぶりに減少

他

6 鋼材・木材（前年同月比）

鋼材は10カ月連続で増加、
木材は８カ月連続で増加
・鋼材売上高は、消費増税前の駆け込み需
要により民間工事向け出荷が増加した
ことなどから、前年同月比12.0％増と10
カ月連続で前年を上回った。
・木材売上高は、消費増税前の駆け込み需
要により戸建て住宅、貸家向け出荷など
の増加から、同5.0％増と８カ月連続で
前年を上回った。
出所：りゅうぎん総合研究所
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観光関連
1 入域観光客数（実数、前年同月比）

13カ月連続で増加

消

・10月の入域観光客数は、前年同月比4.5％
増の54万3,000人となり、13カ月連続で前
年を上回った。国内客は13カ月ぶりに減少
したが、外国客は３カ月連続で増加した。
・国内客は台風の影響から全方面から入域
が減少し同0.6％減の48万5,200人となっ
た。
・路線別でみると、空路では国内客は減少し
たものの、外国客が増加し52万900人（同
3.4％増）と13カ月連続で前年を上回り、海
路も同様に外国客の増加から２万2,100人
（同38.1％増）と３カ月連続で前年を上
回った。

費
関
連

出所：沖縄県観光政策課 ※混在率等修正により11年2月〜12年2月の推計値を下方修正した。

建
設
関

2 入域観光客数
【外国客】
（実数、前年同月比）

連

３カ月連続で増加

観

・入域観光客数（外国客）は、台風による欠
航があったものの、空路、海路ともに増加
し、前年同月比83.5％増の５万7,800人と
３カ月連続で前年を上回った。
・国籍別では、台湾25,600人（同62.0％増）、
香港7,400人(同117.6％増)、中国本土
5,100人(同75.9％増)、韓国4,900人（同
113.0％増）、アメリカ・その他14,800人
(同108.5％増)であった。

光
関
連

出所：沖縄県観光政策課

そ
の

3 主要ホテル稼働率・売上高（実数、前年同月比）

他

稼働率は12カ月連続で増加、
売上高は５カ月ぶりに減少
・主 要 ホ テ ル（ 速 報 値 ）は 、客 室 稼 働 率 は
73.7％と前年同月比1.8％ポイント上昇し
12カ月連続で前年を上回った。売上高は同
7.1％減と５カ月ぶりに前年を下回った。
・那覇市内ホテルは、客室稼働率は72.2％と
同4.2％ポイント上昇し10カ月連続で前年
を上回った。売上高は同3.1％減と３カ月
ぶりに前年を下回った。リゾート型ホテル
（速報値）は、客室稼働率は74.7％と同0.5％
ポイント上昇し12カ月連続で前年を上
回った。売上高は同8.9％減と５カ月ぶり
に前年を下回った。
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出所：りゅうぎん総合研究所 （注）13年１月より調査先を19ホテルから25ホテルとした。

● りゅうぎ ん 調 査 ●

県 内 の

4 主要ホテル宿泊収入（前年同月比）

景気
動向

※棒グラフは客室数・単価別寄与度

12カ月ぶりに減少
消
費
関
連

出所：りゅうぎん総合研究所 （注）13年１月より調査先を19ホテルから25ホテルとした。

建
設

・主要ホテル売上高のうち宿泊収入（速報
値）は、販売客室数（数量要因）は前年並
みであったものの、宿泊客室単価（価格
要因）が８カ月連続で減少し、前年同月
比5.3％減と12カ月ぶりに前年を下回っ
た。
・那覇市内ホテルは、販売客室数は10カ月
連続で増加したものの、宿泊客室単価が
引き続き低下したことから、同1.1％減
と３カ月ぶりに前年を下回った。
・リゾート型ホテル（速報値）は、販売客室
数が13カ月ぶりに減少し、宿泊客室単価
も低下したことから、同6.7％減と12カ
月ぶりに前年を下回った。

関

5 主要観光施設の入場者数（前年同月比）

連

12カ月連続で増加

観

・主要観光施設の入場者数は、前年同月
比1.4％増と、12カ月連続で前年を上
回った。

光
関
連

出所：りゅうぎん総合研究所

そ
の

6 主要ゴルフ場入場者数・売上高（前年同月比）

他

入場者数、売上高ともに減少
・主要ゴルフ場の入場者数は、台風の影
響による営業日数の減少から県内客、
県 外 客 が と も に 減 少 し 、前 年 同 月 比
9.2％減と、５カ月ぶりに前年を下回っ
た。売上高も、同19.1％減と５カ月ぶり
に前年を下回った。

出所：りゅうぎん総合研究所
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雇 用 関 連・そ の 他
1 雇用関連（新規求人数と有効求人倍率）

新規求人数は増加、
有効求人倍率（季調値）は上昇
消

・新規求人数は、前年同月比31.4％増となり
10カ月連続で増加した。産業別にみると、
運輸業・郵便業、生活関連サービス業・娯楽
業、宿泊業・飲食サービス業、卸売業・小売
業などで増加した。有効求人倍率（季調値）
は0.58倍となり、前月より上昇した。
・労働力人口は、69万1,000人で同2.2％増と
なり、就業者数は、65万7,000人で同3.3％増
となった。完全失業者数は３万4,000人で
同15.0％減となり、完全失業率（季調値）は
出所：沖縄労働局
5.1％と前月より0.2％ポイント改善した。 （注）有効求人倍率は、2011年12月以前の数値について新季節指数へ遡って改訂した。

費
関
連
建
設
関

2 消費者物価指数
【総合】
（前年同月比）

※棒グラフは品目別寄与度

連

５カ月連続で上昇

観

・消費者物価指数は、前年同月比1.2％増と５
カ月連続で前年を上回った。生鮮食品を除
く総合は同0.8％増と上昇した。
・品目別の動きをみると、
食料及び交通・通信
などが上昇し、
教養娯楽などが下落した｡

光
関
連

出所：沖縄県（注1）端数処理の関係で寄与度の合計は前年比と一致しないことがある。
（注2）2011年7月より2010年=100に改定された。

そ
の

3 企業倒産

他

件数、負債総額ともに増加
・倒産件数は６件となり前年同月比１件増
となった。業種別では、小売業２件（同１
件増）、金融・保険業１件（同１件増）、製造
業１件（同１件増）、サービス業１件（同
数）、建設業１件（同数）であった。
・負債総額は10億円以上の大型倒産が２件
発生したことから43億7,600万円となり、
同922.4％の増加だった。

出所：東京商工リサーチ沖縄支店
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県 内 の

4 広告収入
【マスコミ】
（前年同月比）

景気
動向

※棒グラフはメディア別寄与度

３カ月連続で増加
消

・広告収入（マスコミ：９月）は、前年同月比
4.5％増となり、３カ月連続で前年を上
回った。テレビ、新聞、ラジオがともに前
年を上回った。

費
関
連
建

出所：りゅうぎん総合研究所

設
関

【那覇】
参 考 気象：平均気温・降水量

連
観

・平均気温は25.3℃と前年同月（24.6℃）、平
年（25.2℃)より高かった。降水量は200.0ｍ
ｍと前年同月（96.5ｍｍ）より多かった。
・上旬は温暖な日が多く、下旬は寒気の影響
を受けたことにより月の前半と後半で気
温の変動が大きかった。また、沖縄地方へ
の台風接近数は４個と10月としては、1951
年の統計開始以降で最も多かった。

光
関
連

出所：沖縄気象台

そ
の
他
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●りゅうぎん調査●
■ 沖縄タイムスに掲載のコラム
[注：所属部署、
役職は執筆時のものです。
]

銀行のディスクロージャー誌

20年夏季東京五輪

─ 業務内容分かりやすく ─

─景気けん引 膨らむ期待 ─

ディスクロージャー誌とは「経営内容等を開示した冊

去る9月8日、
ブエノスアイレスで開催されたIOC総会

子」のことです。銀行のディスクロージャー誌は銀行法施

にて2020年夏季オリンピック・パラリンピック開催都市

行規則の中で、銀行の概要や業務の内容、財務の内容な

に東京が選ばれました。

ど記載すべき事項が定められており、事業年度末（3月

東京での開催は1964年以来で、実に56年ぶりの開

末）経過後4カ月以内に開示することになっています

催となります。発表の瞬間、東京都はもちろん、
日本中が

（2006年度からは中間期の開示も義務化されました）。

歓喜に包まれたのは記憶に新しいところです。

開示の方法は、各営業店に冊子として備え置く方法や

皆さんはオリンピックに何を期待しますか？

営業店に設置されたパソコン画面で表示・印刷する方法

オリンピックには一流のアスリートが集結します。東京
オリンピックでも、一流のアスリート達による世界最高水

があります。
また、インターネットのホームページ上にも掲載され
ている場合も多く、銀行へ出向かなくても各行のディス
クロージャー誌を確認することができます。
13年3月末の中小企業金融円滑化法の終了後は、経
営改善・事業再生支援だけでなく、創業・新規事業の開

準の競技が各競技場で繰り広げられることでしょう。そ
れを想像しただけでもワクワクします。
一方で、景気けん引への期待感も大きいのではない
でしょうか。
64年の東京オリンピック時には、
テレビの普及が加速、

拓や成長段階における支援など、銀行のコンサルティン

東海道新幹線開業や首都高速道路といった主要インフ

グ機能を発揮した中小企業への経営支援がこれまで以

ラの整備など、
オリンピック招致が高度経済成長の後押

上に必要になっています。

しとなりました。

これにより各行のディスクロージャー誌には経営支援

東京都ではオリンピック開催までの7年間で、経済効

に関する取り組み方針や態勢整備、取り組み、地域の活

果3兆円、雇用創出15万人の効果をもたらすと試算し

性化に関する取り組み状況等について利用者が興味や

ており、今回の招致が、
アベノミクス第４の矢としてデフ

関心を持てるような具体的で分かりやすい記載が求め

レ脱却の一翼を担うのではという期待を感じさせます。
オリンピック開催までにメーン会場の新国立競技場の

られることになりました。
また、
トピックスやCSR（企業の社会的責任）への取
組みなどを写真や図表を使ってカラフルに掲載し、投資
家や一般の利用者にとって銀行の
活動を判断するために必要な情報
も分かりやすく提供する工夫がな

誕生、交通インフラの整備、選手村が予定されている臨
海部周辺の開発等々、東京の近未来が大きく変わる予
感がします。東京オリンピックが、東京だけでなく日本中
に新しい風を呼び込む事を期待し
たいものです。

されています。

琉球銀行総合企画部収益管理課 調査役
金城 裕信
ディスクロージャー＝経営内容の開示

会社概要

琉球銀行 東京支店長
大山 一
新国立競技場イメージ図

経営方針
企業活動を

業務内容

判断するために
必要な情報

商品・サービス

出所：全国銀行協会
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財務内容

出所：日本スポーツ振興センターＨＰより

精神保健福祉

実質破綻とは

─ 患者の社会復帰めざす ─

─貸出先査定 下位の評価 ─

精神科医療での治療は他科と異なり、
「医療法」に加

今年のテレビドラマで空前の視聴率となった人気ドラ

えて「精神保健福祉法」に則って行わなければなりませ

マといえば「半沢直樹」を思い浮かべるのではないで

ん。病識がない患者に対する強制的入院や行動制限

しょうか。銀行を題材にユニークなドラマに仕上げられ

（身体拘束や隔離等）が必要な場合があるため、患者の

ていましたが、聴き慣れない用語も幾つかあったと思い

人権を守ることが重要になるからです。
精神保健福祉は、欧米が18世紀後半から発展してい

ます。中でも老舗ホテルに対する200億円の融資に関
わる場面で使われた言葉が典型でしょう。

るのに対して、我が国は20世紀前半に入ってようやく

舞台である銀行の金融庁検査で金融庁主任検査官

関係法等の整備がなされました。そのため精神疾患の

が「伊勢島ホテルは実質破綻ね！」
と発しました。
この「実

患者が社会復帰するための施設整備が遅れています。

質破綻」
とは？

また、精神疾患に対する認識不足から一部で「社会的な
偏見」
が存在しているのが現状です。

銀行はお客様の大切なお金を預金として預かり、そ
の預金をもとに必要な方に貸出しを行なっています。貸

そこで、2004年に厚生労働省は
「改革ビジョン」
を打

出し後も、貸出先の経営内容に問題がないか確認する

ち出し、10年間で国民の意識変革や地域支援体制の

作業を定期的に実施しています。
これを自己査定といい

強化等により
「入院中心医療から地域生活中心へ」
と方

ます。

針を転換、受入れ態勢を整えることで社会復帰の実現
に力を入れる取組みに乗り出しました。
また、11年にこれまで「4大疾病」
と位置づけて重点

自己査定により、回収見込みや資産価値の毀損の危
険性を判断し、万が一に備えて適切に償却・引当を行い
ます。

的に対策に取り組んできた、がん、脳卒中、心臓病、糖尿

具体的には貸出先の財務内容、資金繰り、収益力等に

病に新たに精神疾患を加えて「5大疾病」
とする方針を

より返済力を検討し表の通り五つの区分に振り分ける

決めました。
うつ病など精神疾患の患者は年々増え、4

作業を行います。
「実質破綻」
とは4番目の区分に該当し

大疾病をはるかに上回ってきており、重点対策が不可欠

ます。金融庁検査では銀行の自己査定結果の妥当性を

と判断されたためです。

検証します。先のテレビドラマではそのやり取りが頻繁

また年間約3万人に上る自殺者の9割は精神疾患に

に取りあげられていました。

羅患していた可能性があるとされています。
「偏見」
を無

政府が推進中の経済政策により我が国の景気が 倍

くし社会復帰を目指す環境整備の

返し で回復し、金融機関の正常先

必要性が増々高まっています。

も倍増することを期待したいもの
です。

琉球銀行営業統括部
医療・福祉推進グループ長
伊波 芳裕
沖縄県内における公共工事請負金額の推移

琉球銀行 寄宮支店長
西 泰郎
自己査定区分

（注）簡易版

区分理由
業況が良好で財務内容にも問題ない先
支払いが滞っている、財務内容等に問題
がある先
3.破綻懸念先 経営難の状態にあり今後経営破綻に陥る
可能性がある先
4.実質破綻先 法的・形式的な破綻の事実はないが実質的
に経営破綻にある先
法的に破綻している先（破産・清算・取引停
5.破綻先
止処分等）
区分
1.正常先
2.要注意先

資料：平成24年「沖縄県における精神保健福祉の現状」より
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全国・海外

11.1 東京商工リサーチ沖縄支店による12年
度県内建設業完成工事高ランキング（10
億 円 以 上 ）は 、完 工 高 総 額 が 前 年 度 比
5.8％増の3,203億4,400万円で、３年ぶり
に増加した。公共工事や民間需要が堅調
で、146社のうち92社が増収となった。

11.11 内閣府の景気ウォッチャー調査（10月）
によると、現状判断指数は前月比1.0ポ
イント低下の51.8で、２カ月ぶりの悪化
となった。先行き判断指数は0.3ポイン
ト上昇の54.5となり、２カ月連続で改善
した。

11.13 県 と 沖 縄 観 光 コ ン ベ ン シ ョ ン ビ ュ ー
ロー、県体協はスポーツコンベンション
や競技・生涯スポーツを一元的に推進す
る組織「スポーツコミッション沖縄」を
15年４月に発足させる。スポーツアイラ
ンド沖縄の実現に向け、スポーツツーリ
ズムや地域の振興につなげる。

11.14 内閣府によるGDP速報値（13年７〜９月
期）は実質で前期比0.5％増、年率換算で
1.9％増となり、４四半期連続のプラス
成長だった。しかし、公共投資や住宅投
資がけん引するなか、消費や輸出に一服
感が見られた。

11.14 国内最大級の国際商談会「沖縄大交易会
プレ交易会」が開かれた。県内外から131
社がサプライヤーとして出展。東京や大
阪などの国内バイヤー、中国やシンガ
ポールといった海外バイヤーが多数参
加し、活発な商談が交わされた。
11.19 沖縄国税事務所の2012事務年度（12年
７月〜13年６月）法人税の申告・調査事
績によると、申告件数は前年度比449件
増の２万690件、申告所得金額は166億
8,700万円増の1,763億500万円となり、
いずれも過去10年間で最高を更新した。
11.19 沖縄労働局の障がい者雇用状況報告（13
年６月１日時点）によると、県内対象企
業815社のうち雇用障がい者数が
3,056.5人で過去最高となった。実雇用率
も0.17ポイント増の2.12％で過去最高値、
上昇率では全国1位だった。
11.25 ゆいレールと県内バス事業者４社が共
通で使用出来るIC乗車券を発行する。全
国のICカードと互換性はなく、県内のみ
で使用が可能な独立システム。14年度中
にゆいレールで先行運用し、15年４月か
ら路線バス４社でも本格運用を開始す
る予定。

11.20 イオン、ソフトバンクテレコム、ヤフー
はICT（情報通信技術）を駆使し実店舗と
インターネットを連動したショッピン
グスタイルを提供する。オンラインとオ
フラインの購買活動が連携し合い、実店
舗での購買を促進するビジネスモデル
O2O（オーツーオー）を展開し、消費者の
来店促進と購買拡大を図る。
11.20 財務省の10月貿易統計（速報、通関ベー
ス)は、貿易収支がマイナス1兆907億円
で、16カ月連続の赤字となった。輸出は
自動車や鉱物性燃料が増加し前年同月
比18.6％増の６兆1,045億円、輸入は石
油やLNGが増加し同26.1％増の７兆
1,952億円といずれも前年を上回った。
11.20 改正タクシー事業適正化・活性化特別措
置法が参院本会議で可決、成立した。競
争が激化する都市部など特定地域に指
定された地域では減車の義務付けや新
規参入・増車の禁止、格安運賃なども認
められなくなる。
11.23 自 動 車 の 祭 典 第 4 3 回「 東 京 モ ー タ ー
ショー」が東京ビックサイトで開催され
た。２年に１度の開催となり、自動運転
車や究極のエコカーである燃料電池車
などが登場し国内外の各メーカ−が優
れた技術を披露した。

43

沖縄県内の主要経済指標（その1）

沖縄県内の主要経済指標
1
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沖縄県内の主要経済指標（その2）

沖縄県内の主要経済指標
2
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沖縄県内の金融統計

沖縄県内の金融統計
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ポイントサービス
ポイント数に応じてサービスいろいろ！
とくとく特典
特典1

ATM時間外
手数料が

特典3

特典2

無料！

当行本支店間の
振込手数料が

（当行ATM利用時のみ）

無料！

（キャッシュカード使用時のみ）

は！
ポイントサービスと
日頃お世話になっているお客様に対し、毎月のお取引内容をポイント化し、
そ の 合 計 ポ イ ント に 応 じ て 手 数 料 割 引 ま た は 金 利 優 遇 等 の 特 典 が
受けられるサービスのことをいいます。
シルバーコース 50point 以上

ゴールドコース100point 以上

エクセレントコース200point 以上

※商品についての詳しいお問い合せは、りゅうぎん窓口かフリーコールまで。
フリー
コール

スーパー定期の
金利を上乗せ！

（※店頭表示金利＋0.05％）

ポイントサービスのお申
込みがまだの方は、店頭
のポイントサービス申込
み用紙にご記入のうえ、
窓口または郵便にてお申
込み下さい。

琉球銀行 ポイントサービス
http：//www.ryugin.co.jp/

検 索

特集レポートバックナンバー
■平成24年

■平成25年

２月
（No.508） 経営トップに聞く 沖縄フルーツランド株式会社
An Entrepreneur 株式会社沖縄機械整備
特集 沖縄県内における2012年プロ野球
春季キャンプ経済効果の予想

１月
（No.519） 経営トップに聞く 株式会社コンピュータ沖縄
特集 沖縄県経済2012年の回顧と2013年の展望
２月
（No.520） 経営トップに聞く 医療法人 社団 輔仁会

３月
（No.509） 経営トップに聞く ヘリオス酒造株式会社
An Entrepreneur 合資会社千家

３月
（No.521） 経営トップに聞く 北部港運株式会社
An Entrepreneur 株式会社海邦商事

４月
（No.510） 経営トップに聞く 株式会社喜神サービス
An Entrepreneur 株式会社アースノート
特集１ 石垣島マラソン大会の経済効果
特集２ 沖縄県の主要経済指標

４月
（No.522） RRI's eye
成長著しいインドネシア：沖縄との関係深化への期待

５月
（No.511） 経営トップに聞く 株式会社住太郎ホーム
An Entrepreneur 株式会社武産業
特集 2011年度の沖縄県経済の動向
６月
（No.512） 経営トップに聞く 有限会社那覇クリーンサービス
An Entrepreneur 農業生産法人（有）カナンおきなわ
７月
（No.513） 経営トップに聞く 学校法人アミークス国際学園
An Entrepreneur 有限会社フレッシュミートがなは
特集 沖縄県内における
プロ野球春季キャンプの経済効果

５月
（No.523） 経営トップに聞く 医療法人杏月会
特集１ 沖縄県の主要経済指標
特集２ 2012年度の沖縄県経済の動向
６月
（No.524） 特集 宮古島における野球合宿の経済効果
７月
（No.525） An Entrepreneur 株式会社 Ｚenエンタープライズ
特集 沖縄県内における2013年プロ野球
春季キャンプの経済効果
８月
（No.526） 経営トップに聞く 株式会社仲本工業
An Entrepreneur タイヤランド沖縄

８月
（No.514） 経営トップに聞く 株式会社國吉商店
An Entrepreneur 医療法人 徳歯会 やまと歯科医院

９月
（No.527） 経営トップに聞く 文教楽器株式会社
An Entrepreneur 株式会社沖縄海星物産
特集 太陽光発電システムについて

９月
（No.515） 特集１ 沖縄県の経済社会活動を支える那覇港
特集２ 宮古アイランドロックフェスティバル
2012の経済効果

10月
（No.528） 経営トップに聞く 株式会社エスアールデザイン
An Entrepreneur 有限会社ホーセル

10月
（No.516） 経営トップに聞く 琉球開発株式会社
特集 bj リーグによる地域活性化
11月
（No.517） 経営トップに聞く 株式会社沖縄教育出版
An Entrepreneur 有限会社マルヨ
12月
（No.518） 経営トップに聞く 株式会社丸善組

11月
（No.529） 経営トップに聞く 株式会社アメニティ
An Entrepreneur 琉球フットボールクラブ株式会社
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