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NUMBER OF STORES, PERSONS EMPLOYED AND ANNUAL SALES BY TRADE TYPE
（業種別商店数、従業者数、年間販売額）

PROPORTION OF EXPORT VALUE
BY AREA OF DESTINATION（As of 2012)

（仕向地域別輸出金額割合）
210.9 billion yen（2,109億円）
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EXPORT AND IMPORT TRADE AMOUNT
（各港の輸出入貿易額）

Source：Ministry of Economy,Trade and Industry
資　料：経済産業省

General merchandise

Dry goods, apparel and
apparel accessories

Food and beverages

Machinery and equipment

Miscellaneous retail trade

Nonstore retailers

All retail trade

Total 合　　　　　　　　　計

卸　　売　　業　　計

小　　売　　業　　計

All wholesale trade

各 種 商 品 小 売 業

織物・衣服・
身の回り品小売業

飲 食 料 品 小 売 業

機 械 器 具 小 売 業

そ の 他 の 小 売 業

無 店 舗 小 売 業

DOMESTIC AND INTERNATIONAL BUSINESS （商業・国際ビジネス）

　According to the 2012 Economic Census for Business Activity, there were 12,028 shopping 
establishments in Ishikawa employing 81,059 people with total annual sales of 3.3488 trillion yen. 
　Exports in 2012 totaled 210.9 billion yen, out of which machinery and appliances industry accounted for 
89.6%, steel and metal 4.9%, and the rest 5.5%.
　Ishikawa Prefecture is working to promote the revitalization of the central shopping districts which 
form the forefront of commerce in local regions, while also using a network of overseas offices to provide 
support to local industries for their overseas operations and market expansion. The prefecture is also 
taking steps to promote international business by enhancing local airports and harbor facilities.
　2012 年の経済センサス－活動調査によると、商店数は12,028店、従業者数は81,059人、年間商品販売額は3兆 3,488
億円となっています。
　また、2012 年の輸出実績は 2,109 億円で、その構成比は機械器具 89.6%、鉄鋼・金属 4.9%、その他 5.5％となっ
ています。
　県では、地域の顔である中心商店街の賑わい創出を図るとともに、海外事務所等のネットワークを活用した企業の海
外展開・販路拡大の支援や空港・港湾の機能強化などにより国際ビジネスの振興を図っていくこととしております。
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　According to the 2014 Census of Commerce , there were 11,835 shopping establishments in Ishikawa 
employing 84,191 people with total annual sales of 3.469 trillion yen. 
　Exports in 2014 totaled 266.7 billion yen, out of which machinery and appliances industry accounted for 
83.7%, steel and metal 8.2%, and the rest 8.2%.
　Ishikawa Prefecture is working to promote the revitalization of the central shopping districts which form 
the forefront of commerce in local regions, while also using a network of overseas offices to provide support 
to local industries for their overseas operations and market expansion. The prefecture is also taking steps to 
promote international business by enhancing local airports and harbor facilities.

　2014 年の商業統計調査によると、商店数は 11,835 店、従業者数は 84,191 人、年間商品販売額は 3 兆 4,694 億
円となっています。
　また、2014 年の輸出実績は 2,667 億円で、その構成比は機械器具 83.7%、鉄鋼・金属 8.2%、その他 8.2％となっ
ています。
  県では、地域の顔である中心商店街の賑わい創出を図るとともに、海外事務所等のネットワークを活用した企
業の海外展開・販路拡大の支援や空港・港湾の機能強化などにより国際ビジネスの振興を図っていくこととし
ております。

Source  
　　　　JETRO Kanazawa

資　料：石川県産業政策課、ジェトロ金沢

（仕向地域別輸出金額割合）
266.7billion yen（2,667億円）
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56,114 26,934

129,386 80,304

117 68,445

185,617 175,683

11,835 1,039,079 84,191 8,569,694 3,469,437 478,828,374 

3,058 263,883 26,615 2,758,769 2,294,821 356,651,649 

8,777 775,196 57,576 5,810,925 1,174,616 122,176,725 

38 3,672 3,875 355,747 113,950 11,516,526 

1,299 110,595 5,267 527,291 72,647 8,373,223 

2,661 236,725 19,571 2,209,355 292,269 32,206,678 

1,200 102,002 7,794 663,560 238,992 22,664,246 

3,306 293,520 19,573 1,826,527 423,542 39,770,233 

273 28,682 1,496 228,445 33,216 7,645,819 


