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《韓国主要経済指標》  
〔2014年8月5日／金額単位：ｳｫﾝ〕 

【為替レート】 売渡〔電信〕 買入〔電信〕 売買基準率 〔7月29日比〕 

対米 1ドル 1,038.20 1,018.20 1,028.20 （＋3.80） 

対円 100円 1,013.15 993.49 1,003.32 （－1.19） 
     

【株式市況】 〔2014年8月5日〕 〔20日移動平均〕 〔60日移動平均〕 

総合株価指数 2,066.26(前日比－14.16）                                                                                                 2,033.90 2,011.89 
出来高 34,682万株(40,911億ｳｫﾝ） 31,542万株 26,570万株 

年初（1/2）2,031.10 年初来高値（7/30）2,082.61 年初来安値（2/4）1,886.85 
   

【金利動向】 〔2014年8月5日〕 〔7月29日比〕 

コール金利〔銀行間１日物：年％〕 2.48 （－0.02） 
社債金利〔（無保証）ＡＡ－４：年％〕 2.919 （－0.006） 

 
 

http://www.jke.or.jp/
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第2次経済チームに経済回復の期待高まる 

（韓国経済新聞ＨＰ 14年7月30日） 

 

◎各種経済指標が好転 

実体経済の回復まで時間かかる・・政府も「景気の不確実性はまだ大きい」 

 

証券市場が3年ぶりにボックス圏を脱出し実体経済に好転の兆しが感知されるなど

青信号が出てきて、韓国経済が旅客船セウォル号沈没事故（4月）を乗り越え回復軌

道に再進入するのではないかという分析が出てきている。 

崔炅煥（ﾁｪ･ｷ゙ｮﾝﾌｧﾝ）経済副首相兼企画財政部長官を主軸として第2次経済チーム

が新しい経済政策方向を提示し、景気回復に対する強力な意志をリリースしたのもあ

る程度影響を及ぼしたと見られる。 

ただしこれは前期が悪かったのに対する反動や期待によるもので、実体経済の回復

までには相当な時間がかかるものと見られる。 

30日の政府当局と金融市場によれば、韓国経済が再び回復軌道に復帰するのではな

いかという期待感が大きくなっている。 

まず崔炅煥副首相など新経済チームの輪郭が現れた6月に実体経済で強い反騰の流

れが感知された。 

統計庁が 30日に発表した『6月の産業活動動向』を見ると、全産業生産は前月比

2.1％上昇し、2011年3月（4.1％）以後39カ月ぶりに最大値を記録した。3月0.7％

以後3カ月ぶりの増加転換でもある。 

6月の鉱工業生産は2.9％上昇して2009年9月の3.7％以後57カ月ぶりに最大値を

記録した。ただし前月対比を中心に見る産業活動動向の特性を加味すると少し見方も

変わる。5月の鉱工業生産は前月対比 2.7％低下し、金融危機直後である 2008年 12

月以降で最も大幅な低下となった。すなわち6月に大幅に上昇したのは5月の低下に

対する反騰であるわけだ。5月は飛び石連休による休業などで操業日数が大幅に減少

し生産が低下したので6月に正常化したという部分もある。 

4～6月期全体として見れば全産業生産は0.6％低下し、実体経済が依然として厳し

いということを示している。 

現状に対する診断は景気総合指数を見ればもう少し明らかになる。 

景気動向指数循環変動値は6月も0.1ポイント下落した。これは4月（－0.2p）と

5月（－0.4p）に続き3カ月連続のマイナスだ。幸い低下幅は縮小した。 

先行指数循環変動値は0.2ポイントで前月の－0.1ポイントから上昇に転じた。即

ち景気が良くなるという期待感は一部にあるが、現在の景気に対する判断は3カ月連

続でマイナスとなり、きわどい局面が続いているということだ。 

通常6カ月程は実体経済に先行すると言われる証券市場を見れば、新経済チームの

発足を基点に期待感が表れている。 

韓国総合株価指数（コスピ）は 29日に 2,060線を突破して上昇を続けている。コ

スピが終値基準としてボックス圏上段と見なされてきた2,060を越えたのは2011年8

月3日（2,066.26）以来3年ぶりのことだ。 
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政府が41兆ｳｫﾝ規模の景気浮揚策を表明したので、国内外経済指標が上昇傾向を示

しているのが投資心理に火をつけた。 

外国人は11取引日連続で買い越しを続け、機関投資家も25日から『買い』に転じ

て証券市場を強力に盛り上げている。 

統計庁関係者は、「新経済チームが 6月に出した各種発言が経済に好ましい影響を

及ぼしたとは言えるが、実体経済の流れはすぐ変わるものではない」と一線を引いた。 

企画財政部は、「6月の実体経済は、セウォル号沈没事故の影響から脱して5月の不

振を多少挽回した。しかし、7月は輸出の見通しが明確でなく経済主体の心理的な萎

縮も大きいので、今後の景気に対する不確実性は依然として大きい」と分析した。 

 

サムスン電子、4～6月の営業利益7兆ｳｫﾝ台に 

（毎日経済新聞ＨＰ 14年7月31日） 

 

サムスン電子が7月31日に4～6月期実績を確定発表した。営業利益は前年同期（9

兆5306億ｳｫﾝ）より24.59％減の7兆1873億ｳｫﾝに留まりアーニングショック（注：

期待値以下の実績発表、実績が予想を大きく下回ること）を記録した。売上高は同

8.89％下落した52兆3532億ｳｫﾝ、純利益は同19.59％減の6兆2508億ｳｫﾝとなった。

尚、営業利益は今年1～3月期（8兆4887億ｳｫﾝ）との比較では15.33％減少した。 

サムスン電子は今回の2Ｑ実績不振について、ウォン高の継続で営業利益に約5000

億ｳｫﾝ為替ロスが発生したと明らかにした。また、季節的オフシーズンでスマートフ

ォン（スマホ）を中心に競合他社との競争が激しくなり、スマホとタブレットの販売

減少や在庫縮小のためのコスト増、モバイル・アプリケーション・プロセッサ（ＡＰ）

取引先需要不振によるシステムＬＳＩ事業への悪影響などで実績が振るわなかった

と説明した。 

一方、テレビ部門ではワールドカップ効果などでウルトラＨＤ（ＵＨＤ） テレビ

の需要が大幅に増えて好調な実績を上げた。消費者家電（ＣＥ）部門の 4～6月期営

業利益は7700億ｳｫﾝで前期比300％増加した。 

サムスン電子は今年下半期も事業環境は明るくないと展望した。ウォン高による為

替の影響は縮小される見通しだが、ＩＴ・モバイル（ＩＭ）部門の場合は、市場にお

ける競争激化で実績改善の可能性が不透明で、システムＬＳＩ事業も全般的な需要不

振などで経営環境の厳しさが持続するという予想だ。 

一方、ＣＥ部門は繁忙期でカーブドテレビ、ＵＨＤテレビなどプレミアム級テレビ

販売の拡大で実績が改善すると見通した。メモリー事業も堅調な需要が続く予想だが

供給増加は制限されるので実績の改善が持続すると期待されている。 

ディスプレイの場合、ＬＣＤパネル事業はプレミアム級テレビパネルの販売増加で

実績成長が期待されるが、ＯＬＥＤパネル事業は販売増加率の鈍化と中間価格製品の

増加により実績改善を期待しにくいだろうと予測した。 

サムスン電子関係者は、「7～9月は4～6月対比でウォン高の悪影響は縮小すると見

られるが、無線事業はスペック・価格の競争激化により実績の改善は容易ではない見

通しだ」と明らかにした。 
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サムスン電子の実績推移 

（単位：兆ｳｫﾝ） 

 2012年 2013年 2014年 

4～6月 7～9月 10～12 1～3月 4～6月 7～9月 10～12 1～3月 4～6月 

売 上 高 47.60 52.18 56.06 52.87 57.46 59.08 59.28 53.68 52.35 

営業利益 6.46 8.06 8.84 8.78 9.53 10.16 8.31 8.49 7.19 

資料：サムスン電子 

 

ますます増える海外旅行費用 

（毎日経済新聞ＨＰ 14年8月4日） 

 

◎4～6月期の海外観光支出額は前四半期比11％増の50億㌦ 

 

旅客船セウォル号沈没事故（4月16日）の余波にも拘わらず、韓国民が海外に出て

行って使う観光支出額が過去最大を記録したことが分かった。韓国観光公社と韓国文

化観光研究院の 3日の発表によると、今年 4～6月期に韓国民の海外観光支出額は

5,018.7百万㌦（暫定集計）で、従来の最高値であった今年1～3月期（4,513.6百万

㌦）より11.2％増加した。昨年4～6月期の4,196.7百万㌦と比較すれば19.6％も増

加した。 

月間基準でも同じだ。6月の海外観光支出額は1,703百万㌦を記録して過去最高とな

った。海外に出て行って使う費用も次第に増えている。4～6月期の一人当り平均海外

観光支出額は1,334㌦で前期の1,148㌦に比べ16.2％増えた。 

観光支出額が急増したのは、黄金連休が挟まった上にウォン高が進み、消費心理も

拡大して海外観光が増加したことによると分析される。実際に飛び石のゴールデンウ

ィークがあった5月の海外旅行客は前年同期対比3.2％増えた。ウォン高で旅行負担

が軽減したことも要因として挙げられている。 

6月の平均ウォン為替レートは１＄＝1019.36￦で前月1024.99￦より0.5％のウォ

ン高ドル安で、前年同期（１＄＝1135.21￦）に比べると 10.2％のウォン高で、着実

にウォン高ドル安の流れを継続している。 

今年上半期の海外観光客は7,605,872人で昨年通年（14,846,485人）の半分をすで

に越えた。海外出国者は休暇シーズンである 7～8月に集中する点を考慮すれば、今

年は昨年水準を大きく上回ると展望される。 

 

海外観光支出額の推移 

（単位：百万ドル） 

2013年 2014年月 増減率 

4～6月（ａ） 1～3月（ｂ） 4～6月（ｃ） ｃ／ｂ ｃ／ａ 

4,196.7 4,513.6 5,018.7 11.2％ 19.6％ 

資料：韓国観光公社  
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韓国の大金持ち400人の資産平均4590億ｳｫﾝ 

（毎日経済新聞ＨＰ 14年8月4日） 

 

◎株式と不動産など資産1兆ｳｫﾝを越えるスーパー富豪は35人 

1位は李健煕会長：13.2兆ｳｫﾝ、2位は鄭夢九会長：7.6兆ｳｫﾝ 

スーパー富豪の相当数が相続型・・自主独立型は10人に過ぎず 

 

韓国で資産が1兆ｳｫﾝを越える「スーパー大金持ち」は計35人に達する。彼らのう

ち自ら起業して富を蓄えた「１代での自主独立型」金持ちは10人に過ぎなかった。 

『財閥ドットコム』が 7月末基準で上場企業 1,883社と資産 100億ｳｫﾝ以上の非上

場企業 21,280社を対象にして、大株主や経営者本人名義で保有している株式と不動

産など個人資産を評価した結果、上位400人の資産は合計183兆9290億ｳｫﾝだと明ら

かにした。 

これらの金持ち400人の一人当たり平均保有資産は4,590億ｳｫﾝだった。 

 

◇ 1兆ｳｫﾝ越える「スーパー富豪」は 35人 

保有資産が 1兆ｳｫﾝ以上であるスーパー大金持ちは計 35人で、このうち上位 10人

は全員が財閥ファミリー出身の「相続型」富豪であった。 

国内最大の富豪は李健煕（ｲ･ｺ゙ﾝﾋ）サムスン電子会長だ。李健煕会長は上場企業と

非上場社の株式とソウル市漢南洞（ﾊﾝﾅﾑﾄ゙ﾝ）の自宅など本人名義の不動産を合わせ

て計13兆2870億ｳｫﾝの資産を保有している。 

現代自動車グループの鄭夢九（ﾁｮﾝ･ﾓﾝｸ゙）会長は株式と不動産などを合わせて個人

資産が7兆6440億ｳｫﾝで2位となったが、李健煕会長との格差は5兆6430億ｳｫﾝにも

なった。 

3位はサムスン電子の李在鎔（ｲ･ｼ゙ｪﾖﾝ）電子副会長で、サムスン電子、上場を控え

たサムスンエバーランド、サムスンＳＤＳなど非上場会社の株式、漢南洞の自宅など

個人名義の不動産を合わせて計5兆1790億ｳｫﾝの個人資産を持っている。 

現代自動車の鄭義宣（ﾁｮﾝ･ｳｨｿﾝ）副会長は株式と不動産など4兆4620億ｳｫﾝの資産

で 4位に、アモーレパシフィックグループの徐慶培（ｿ･ｷｮﾝﾍ゙）会長はアモーレパシ

フィック株が急騰し資産が4兆3400億ｳｫﾝに増えて5位となった。 

6位はＳＫグループの崔泰源（ﾁｪ･ﾃｳｫﾝ）会長（3兆500億ｳｫﾝ）、7位は教保（ｷｮﾎ゙）

グループの慎昌宰会長（2兆2370億ｳｫﾝ）、8位はロッテグループの辛東彬（ｼﾝ･ﾄ゙ﾝﾋ゙

ﾝ）会長（2兆1920億ｳｫﾝ）、9位はＣＪグループの李在賢（ｲ･ｼ゙ｪﾋｮﾝ）会長（2兆1560

億ｳｫﾝ）、10位は日本ロッテの辛東主（ｼﾝ･ﾄ゙ﾝｼ゙ｭ）副会長（1兆9690億ｳｫﾝ）だ。 

10位圏外でも新世界グループの李明煕（ｲ･ﾐｮﾝﾋ）会長（1兆 8960億ｳｫﾝ）、ＬＧグ

ループの具本茂（ｸ･ﾎ゚ﾝﾑ）会長（1兆7810億ｳｫﾝ）、） サムスン美術館リウムの洪羅喜

（ﾎﾝ･ﾗﾋ）館長（1兆4960億ｳｫﾝ）、ＫＣＣグループの鄭夢進（ﾁｮﾝ･ﾓﾝｼ゙ﾝ）会長（1兆

3620億ｳｫﾝ）、新世界の鄭溶鎮（ﾁｮﾝ･ﾖﾝｼ゙ﾝ）副会長（1兆3450億ｳｫﾝ）、ヒソングルー

プの具本綾（ｸ゙･ﾎ゙ﾝﾇﾝ）会長（1兆3340億ｳｫﾝ）、セヌリ党の鄭夢準（ﾁｮﾝ･ﾓﾝｼ゙ｭﾝ）前

国会議員（1兆3330億ｳｫﾝ）など財閥家出身が上位圏の金持ち隊列に入った。 
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◇自主独立型の金持ちは10人 

一方、1兆ｳｫﾝ以上の資産を持つ35人のうち無一文から企業を起こし資産を蓄積し

た「自主独立」型金持ちは 10人（28.6％）だった。彼らは卓越した創造力と挑戦精

神で無一文から富と成功を編み出したという共通点を持っている。 

賃貸住宅事業に成長した富栄グループの李重根（ｲ･ﾁｭﾝｸ゙ﾝ）会長は非上場社株式と

漢南洞の自宅などの不動産を合わせて個人資産が1兆8100億ｳｫﾝで一代の内に富を築

いた金持ちの中で1位となった。（以下省略） 

  

◇女性富豪はみな財閥ファミリー 

大金持ち400人のうちで女性は全体の6.8％である27人と集計された。しかし。全

員が財閥家出身や「相続型」の金持ちであった。 

新世界グループの李明煕（ｲ･ﾐｮﾝﾋ）会長とサムスン美術館リウムの洪羅喜（ﾎﾝ･ﾗﾋ）

館長、ホテル新羅の李富真（ｲ･ﾌ゙ｼ゙ﾝ）社長（1兆3320億ｳｫﾝ）、第一毛織の李敍顕（ｲ･

ｿﾋｮﾝ）社長（1兆2740億ｳｫﾝ）の4人はサムスン家の女性富豪だ。 

1兆980億ｳｫﾝを保有したオリオンの李和卿（ｲ･ﾌｧｷ゙ｮﾝ）副会長は東洋グループ総帥

のファミリーだ。 

崔泰源（ﾁｪ･ﾃｳｫﾝ）ＳＫグループ会長の妹チェ・キウォン氏（9290億ｳｫﾝ）、具本茂

（ｸ･ﾎ゚ﾝﾑ）ＬＧグループ会長の夫人キム・ヨンシク氏（4880億ｳｫﾝ）、現代自動車グル

ープの鄭夢九（ﾁｮﾝ･ﾓﾝｸ゙）会長の長女鄭聖伊（ﾁｮﾝ･ｿﾝｲ）（4240億ｳｫﾝ）、辛格浩（ｼﾝ･

ｷ゙ｮｸﾎ）ロッテグループ会長の長女辛英子（ｼﾝ･ﾖﾝｼ゙ｬ）氏（3930億ｳｫﾝ）、趙洋来（ﾁｮ･

ﾔﾝﾚ）韓国タイヤ会長の娘チョ・ヒウォン氏（3370億ｳｫﾝ）も財閥ファミリーの女性富

豪とされる。（その他は省略） 

 

男女賃金格差が13年間ＯＥＣＤ内1位 

（毎日経済新聞 14年8月5日） 

 

◎男性100万ウォンに対し女性は62万ｳｫﾝ 

 

韓国の男性と女性の賃金格差はＯＥＣＤ（経済協力開発機構）加盟国の中で最も大

きく、13年間ワースト1位を続けていると判明した。 

4日のＯＥＣＤによると、2012年基準で韓国の男女給与格差は37.4％で、該当年度

の統計が公開された加盟国11カ国の中で最大であった。韓国は2000年ＯＥＣＤが該

当統計を発表しだしてから毎年この分野でワースト1位を継続している。 

男女給与格差が37.4％というのは男性が100万ｳｫﾝの給与を受け取る時に女性は62

万6000ｳｫﾝということだ。ＯＥＣＤによると、2012年の男女賃金格差は韓国（37.4％）、

日本（26.5％）に次いで、米国（19.1％）、カナダ（18.8％）、英国（17.8％）、オー

ストラリア（13.8％）、ノルウェー（6.4％）が後に続いた。    

韓国の男女賃金格差は2000年40.4％から2012年37.4％へと12年間に3ポイント

低下した。しかし、ＯＥＣＤ加盟国平均の男女賃金格差が 2000年 19.2％から 2011

年14.8％へと11年間に4.4ポイント低下しているのには及ばない。 
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【注】同日の韓国経済新聞記事によると、2013年の15～64歳女性の経済活動参加率

は55.6％で男性の77.6％より22ポイント低く、ＯＥＣＤ内で最下位圏とのこと。 

 

中国人観光客にマルチ・ビザ拡大 

（毎日経済新聞ＨＰ 14年8月4日） 

 

◎今月中旬に「貿易投資会議」を開催・・外国病院・学校設立が容易になる 

 

ユーカー（游客・中国人観光客）に対するマルチ・ビザ発行が下半期中に拡大する。

カジノ複合団地が入る予定の永宗島（ﾖﾝｼ゙ｮﾝﾄ゙）をはじめとして松島（ｿﾝﾄ゙）と済州

道にも複合リゾート建設が本格推進され、済州道と経済自由区域には外国病院と教育

機関が入る。 

企画財政部など関係部処（省庁）の3日の発表によれば、今月中旬、朴槿恵大統領

主宰で開く貿易投資振興会議で政府はこのような法案を確定する方針だ。 

政府は外国人観光需要を引き上げるために全方向的な規制緩和に出る。 

まず中国人観光客需要を増やすために、ユーカーのビザ発行要件を段階的に緩和す

る方案が検討されている。マルチ・ビザの発行対象と有効期間の拡大が核心だ。一度

ビザの発給を受ければ2回以上入国できるマルチ・ビザに対して政府が発行対象と有

効期間を拡大するのは、ユーカーを積極的に誘致するという意味だ。 

政府はまた、医療観光需要に対応する目的で中国人患者の家族と親戚だけでなく看病

人にも医療観光ビザを与えることを検討している。 

企画財政部関係者は、「ユーカーにマルチ・ビザ発行を拡大し、医療観光を増やせ

るように看病人にもビザを発行する方案を議論中だ。関係省庁と協議した後にそうし

た法案を確定する」と話した。 

韓国を訪問する中国人は毎年急増する傾向で今年上半期だけで267万人に達した。

2番目に多い日本人観光客（116万人）の2倍を越える。 

今年上半期のユーカーは前年上半期（1～6月）より 53.8％増加したが、これは全

外国人観光客増加率（19.8％）を大きく上回っている。このような傾向が続けば今年

ユーカーは500万人を越えるという展望が有力だ。 

 

カジノ事業者リポ＆シザース（ＬＯＣＺ）を誘致した永宗島をはじめとして、松島

と済州道には複合リゾート建設のための対策が急速に進められる。政府は現在の永宗

島に外国人専用カジノ 4～5カ所を誘致する計画だが、松島には医療・教育を済州道

はレジャー・エンターテインメント・医療などを合わせる複合リゾート建設が水面上

に浮び上がるものと見られる。 

昨年 12月に医療法人の付帯事業目的子会社設立を許容した保健・医療分野は、市

場参入および営業規制緩和に焦点が合わされた。7大有望サービス産業（保健・医療、

観光、コンテンツ、金融、教育、ソフトウェア、物流）に保健・医療を組み入れた政

府は、経済自由区域に投資開放型の外国病院が入ってくる様に誘導し、外国人患者に

医療・観光・ヒーリングをパッケージで提供するサービス モデルを開発している。 
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特に今回の貿易投資振興会議では海外病院の進入ハードルを下げるための措置も

検討し策定される予定だ。 

教育分野では、優秀なグローバル教育機関を誘致するために教育機関設立と運営規

制を緩和する方策が議論される。 

金融分野では、私募ファンド活性化を目的に現在 5億ｳｫﾝである最小加入金額基準

を引き下げ上場企業の資金調達規制を緩和する方策が提示される。 

また、1998年から16年間実施された銘柄別に直前取引日終値の15％を価格制限幅

と定めた株式市場の上限や下限制限制度も、変動幅を広げたり廃止したりする方策が

検討されている。 

急増する中国人観光客（単位：万人） 

 中国 日本 米国 台湾 香港 タイ フィリピン 

観光客数 267 116 38 31 26 23 22 

増減（％） (53.8) (－14.0) (5.3) (18.4) (42.9) (13.0) (11.6) 

注：2014年1～6月基準、（ ）内は前年同期比増減率（％）、資料：韓国観光公社  

 

為 替 相 場 

（産業通商資源部ＨＰ 14年8月6日） 
 

区 分 
2012年 2013年 2014年 2014年 

12月末 12月末 6月末 7月末 8月1日 8月4日 8月5日 

￦／＄ 1070.6 1055.4 1011.8 1027.9 1037.1 1033.5 1028.2 
￦／100円 1247.5 1004.7 1000.0 995.7 998.6 1007.9 1006.1 
￦／€ 1416.26 1456.26 1384.15 1371.84 1373.98 1387.85 1384.75 
円／＄ 85.86 105.04 101.44 102.87 102.77 102.57 102.55 
＄／€ 1.3222 1.3799 1.3645 1.3393 1.3389 1.3426 1.3422 

 
 

【翻訳記事一覧】 

－本文希望の方はメールにて又は協会窓口(TEL:03-6268-0032)までご請求ください 

 記  事  内  容 媒体 月 日 

1135-01 7月の消費者物価が前年比1.6％上昇 韓国経済 8／1 

-02 2014年7月の輸出入動向（速報値） 産通資部 8／1 

-03 青瓦台、経済活性化は速度戦 韓国経済 8／2 

-04 上半期海外直接投資154億㌦、前年比6.5％減少 韓国経済 8／5 

-05 ＩＭＦ・韓銀「働く女性が増えてこそ潜在成長率は上がる」 韓国経済 8／5 

-06 7月末の外貨準備高 韓銀 8／5 

-07 7月末の外貨準備高は3680億㌦ 韓国経済 8／5 
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