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第５章　卸売業,小売業

第 5 章 卸売業 , 小売業
１　全国最大規模だが東京の卸売業は減少傾向、小売業は小規模事業所が減少
（１）　卸売業、小売業ともに事業所数、従業者数が減少
　東京の卸売業、小売業の事業所数、従業者数は、いずれも減少傾向にあります。
　卸売業の事業所数は、小規模事業所と大規模事業所のいずれも、2007年と1999年を比べると２～３割
程度減少しています。一方、小売業は、9人以下の規模で減少しているのに対し、20人以上の事業所は横
ばい、10 ～ 19人規模ではむしろ増加しています。
　また、小売業の従業者数は減少傾向にあります。しかし、事業所数と比べて緩やかな減少になってい
ます。（図１、２）
（２）　東京の卸売業と小売業は全国最大規模
　卸売業、小売業ともに事業所数、就業者数、年間商品販売額のいずれも、東京が全国１位です。特に
卸売業の年間商品販売額は全国の約４割を占め、２位の大阪の３倍以上の規模です。一方、小売業では、
東京の販売額は全国の１割強であり、２位の大阪の約1.8倍です。東京の卸売業、小売業はともに全国最
大規模であり、特に卸売業が東京に集積していることがわかります。（図３、４）

図１ 従業者規模別卸売業事業所数、
 従業者数の推移（東京）

図２ 従業者規模別小売業事業所数、
 従業者数の推移（東京）

図３ 卸売業都道府県別事業所数、就業者数、
 年間商品販売額（全国、2007年）

図４ 小売業都道府県別事業所数、就業者数、
 年間商品販売額（全国、2007年）
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第１節　全国最大規模だが東京の卸売業は減少傾向、小売業は小規模事業所が減少

（３）　年間商品販売額は、卸売業が減少、小売業がほぼ横ばい
　東京の年間商品販売額は、卸売業が1999年から2002年にかけて１割強減少し、その後やや回復したも
ののほぼ横ばい傾向にあります。一方、小売業は1999年からほぼ横ばいとなっています。
  卸売業では、近年、 「建築材料,鉱物・金属材料等」の販売額が増えたものの、他の業種は減少しています。
2007年では「各種商品」が最も多く、次いで「建築材料,鉱物・金属材料等」、 「機械器具」となっています。　
　小売業では、「医薬品・化粧品」が増加していますが、他の業種は横ばい又は減少傾向にあります。また、
2007年では「飲食料品」が最も多くなっています。（図５、６）
　全国の年間販売額は、卸売業が2008年まで全国で400兆円台で推移していましたが、リーマン･ショッ
ク以降、大きく減少し、その後横ばい傾向にあります。一方、小売業は卸売業と比べ変動が少なく、ほ
ぼ横ばいで推移しています。（図７）
（４）　卸売業は正社員の割合が高く、小売業は正社員以外の割合が高い
　卸売業は、従業者の約75％を「正社員･正職員」が占めるのに対し、小売業は約38％です。一方で、 「正
社員･正職員以外」は卸売業約では約12％にとどまるのに対し、小売業は約45％と、 「正社員・正職員」よ
りも高い割合です。また、卸売業は「個人業主」及び「無給の家族従事者」を合わせて１％未満である
のに対し、小売業は約５％と高くなっています。（図８）
 

図５　卸売業業種別年間商品販売額の推移（東京） 図６　小売業業種別年間商品販売額の推移（東京）

図７　卸売業･小売業販売額の推移（全国） 図８　卸売業･小売業従業上の地位別従業者構成比
　　　（東京、2009 年）
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２　都心３区等、区部に多い卸売業
（１）　東京が約９割を占める各種商品卸売業
　年間商品販売額は、総合商社を含む「各種商品」で東京の割合が最も高く、約９割です。「繊維・衣服
等」、 「建築材料、鉱物・金属材料等」、 「機械器具」、 「その他」では東京が３割半ば、 「飲食料品」でも全国
の４分の１弱を占めており、いずれの業種も東京が全国１位です。（図１）
（２）　東京の卸売業は都心３区等、区部に多い
　卸売業の区市町村別事業所数は、区部に多く、特に千代田区、中央区、港区の都心３区と、台東区を
合わせて４割近くを占めています。また、業種ごとの立地状況を卸売業全体の立地状況と比較してみると、 

「各種商品」は特に都心３区に集中している一方、 「繊維・衣服等」は中央区、台東区、渋谷区の割合が相
対的に高くなっています。（図２）
（３）　東京の卸売業は、生産業者、産業用使用者、国外との取引が多い
　卸売業の仕入先は、東京は全国に比べ、 「生産業者」と「国外」からの仕入の割合が高く、 「本支店間移
動」と「卸売業者・その他」からの仕入の割合が低くなっています。（図３）
　一方、販売先は、東京は全国に比べ、 「産業用使用者」と「国外」への販売の比率が高く、 「小売業者」
への販売の比率は低くなっています。（図４）

第５章　卸売業,小売業

図１ 中分類別･都道府県別年間商品販売額構成比
 （全国、2007年）

図２ 中分類別･区市町村別事業所数構成比
 （東京、2007年）

図３ 仕入先別年間商品仕入額構成比
 （東京･全国、2007年）

図４ 販売先別年間商品販売額構成比
 （東京・全国、2007年）
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第２節　都心３区等、区部に多い卸売業

（４）　進む卸売業の電子商取引
　 卸売業では近年、電子商取引が進んでいます。全ての商取引金額に占める電子商取引（EC）の割合（EC
化率）は上昇傾向にあり、2011年の卸売業の広義EC化率（コンピュータネットワークを介して行われる
商取引の割合）は22.4％です。（図５）
（５）　卸売業を取り巻く厳しい環境
　卸売業者間の取引が取引全体に占める割合を示すＷ／Ｗ比率は、1997年までおおむね低下傾向で推移
し、近年は横ばいです。長期的にみると、取引回数の減少、流通経路の短縮化の動きがうかがえます。（図６）
　東京の中小卸売業における競争環境の変化では、 「価格競争の激化」をあげる企業が約56％と最も多く、
次いで「小売店の減少」、 「同業種卸との競争の激化」が続いています。また、 「価格競争の激化」や「同
業種卸との競争の激化」等は、2008年度と比べ2011年度は増加しています。中小卸売業が価格競争等の下、
厳しい経営環境にあることがうかがえます。（図７）
　東京の中小卸売業における商慣習で現在も続いているものとしては、2011年度では「返品制度」をあ
げる企業が約23％と最も多く、次いで「特約･代理店制度」、 「協賛金制度」が続きます。2008年度と比べ
ると、調査対象であったほとんどの商慣習が減少している中で、 「特約･代理店制度」が増加傾向にあり
ます。（図８）

図５　卸売業BtoBのEC化率（全国） 図６　W／W比率の推移（全国）

図７　中小卸売業における競争環境の変化
（東京、2008･2011年度）

図８　中小卸売業において現在も続いている商慣習
　　　（東京、2008･2011年度）
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３　小売業は消費動向に対応
（１）　増加する売場面積、減少する単位面積当たり販売額
　小売業の売場面積は年々増加していますが、１㎡当たりの年間商品販売額は減少しています。売場面
積規模別の売場面積は、１店舗あたり100㎡未満の商店の売場面積が減少する一方、100㎡以上の店舗の
売場面積が増加しています。（図１）
（２）　全国的にも高い割合を占める東京の百貨店の販売額　
　小売業の業態は、セルフサービス方式の「スーパー」、 「コンビニエンスストア」、 「ドラッグストア」と、
非セルフサービス方式の「百貨店」、一般小売店とも呼ばれる「専門店･中心店」１などに分類できます。
業態別、都道府県別の年間商品販売額は、 「その他の小売店」以外のすべての業態で東京が全国１位です。
特に「百貨店」では約３割、 「衣料品専門店･中心店」では約２割のシェアを占めています。（図２）
　消費者の購入先別の支出割合は、1964年には１割未満だったスーパーが2009年では３割を超え、最も
高い割合を占めています。一方、1964年には７割強を占めていた一般小売店は、2009年には３割弱にま
で減少しました。近年は、ディスカウントストア･量販専門店、通信販売、コンビニエンスストアなどの
割合が増加しています。（図３）
（３）　スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストアはパート･アルバイトが多い
　就業形態別の就業者等数は、百貨店では「他からの派遣従業者」が最も多く、スーパー、コンビニエ
ンスストア、ドラッグストアでは、「パート･アルバイトなど」が多く過半数を占めています。正社員比率
は、コンビニエンスストアが最も低く１割以下です。また、専門店･中心店を衣･食･住で比較すると、食
料品店の「パート･アルバイトなど」の割合が比較的高く、正社員比率は低くなっています。（図４）

注１　専門店は衣料品・食料品・住関連のいずれかが取扱商品の 90％以上の非セルフサービス方式。中心店は 50％以上の非セルフサービス方式。

図１　売場面積規模別売場面積、１㎡当たり
　　　年間商品販売額の推移（東京）

図２　業態別・都道府県別年間商品販売額構成比
　　　（全国、2007年）

図３　購入先別消費支出構成比の推移（全国） 図４　業態別・就業形態別就業者等数、正社員比率
　　　（東京、2007年）
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第３節　小売業は消費動向に対応

（４）　東京の小売業は駅周辺に多く立地
　小売業の立地環境１は、全国では住宅地区が最も多い一方、東京は、駅周辺型が最も多く全体の約３分
の１を占めています。また、東京は、全国に比べ駅周辺を含む商業集積地区の割合が高く過半数を占め
ています。（図５）　
（５）　小売業の海外展開
　従来の自動車、電機等の外需型企業に加え、小売、食品、サービス等、従来、内需型と考えられてき
た企業も積極的に海外事業を展開しています。小売業の海外現地法人数は、増加傾向にあります。地域
別では中国へ進出する企業が増加しています。（図６）
（６）　小売業のEC化率は年々上昇
　小売業のEC化率（全ての商取引金額に占める電子商取引の割合）は年々上昇しています。総合小売業
をみると、2011年は4.7％であり、５年間で２倍以上増加しました。ただし、卸売業（69頁図５参照）と
比べると割合は低くなっています。（図７）
　東京の中小小売業のPOSシステム（販売時点情報管理システム）、EOS（オンライン発注システム）の
導入率は、総合商品小売業では８割程度、それ以外の業種ではいずれも３割程度です。また、パソコン
等を利用した顧客管理システムについては、総合商品小売業や住関連小売業における導入率が４～５割
程度と、他に比べて高い割合です。（図８）

注１　立地環境特性区分は、商業集積地区、オフィス街地区、住宅地区、工業地区、その他地区。
商業集積地区：主に都市計画法第８条に定める「用途地域」のうち、商業地域及び近隣商業地域であって商店街を形成している地区。駅周辺型
商業集積地区、市街地型商業集積地区、住宅地背景型商業集積地区、ロードサイド型商業集積地区、その他の商業集積地区に分類される。　　　
市街地型商業集積地区：都市の中心部（駅周辺を除く）にある繁華街やオフィス街に立地する商業集積地区。
住宅地背景型商業集積地区：住宅地又は住宅団地を後背地として、主にそれらに居住する人々が消費者である商業集積地区。
ロードサイド型商業集積地区：国道あるいはこれに準ずる主要道路の沿線を中心に立地している商業集積地区（都市の中心部にあるものを除く）。
オフィス街地区：主に都市計画法第８条に定める「用途地域」のうち商業地域及び近隣商業地域であって、「商業集積地区」の対象にならない地区。

図５ 立地環境特性別事業所数構成比
　　  （東京･全国、2007年）

図６　地域別小売業海外法人数の推移（全国）

図７　小売業BtoCの業種別EC化率（全国） 図８ 中小小売業における業種別情報化の導入状況
 （東京、2011年度）
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４　小売業は業態が多様化
（１）　百貨店は販売額が減少、コンビニエンスストア、ドラッグストアは増加
　百貨店の販売額は1991年をピークに減少しています。1996年、1997年にはやや回復の動きも見られま
したが、1998年からはおおむね減少基調となっています。品目としては「婦人･子供服･洋品」の減少が
大きくなっています。スーパーの販売額は1999年までは増加傾向であり、その後は横ばい傾向になりま
した。2000年以降の内訳は、 「婦人･子供服･洋品」が減少傾向であるのに対し、 「飲食料品」が増加基調に
あり、全体の販売額を維持しています。（図１）
　コンビニエンスストアの店舗数と販売額は、近年、堅調に増加しています。販売額は、東日本大震災
のあった2011年以降、２年連続で大きく増加しました。また店舗数は、2012年に大きく増加しています。
商品分類別に2012年の販売額を1998年と比較すると、 「ファーストフード･日配食品」は約５割増、 「加工
食品」は約２割増に対し、 「非食品」はほぼ倍増と、特に大きく増加しています。（図２）
　ドラッグストアは医薬品や化粧品のみならず日用品等を幅広く小売する事業所です。近年、ドラッグ
ストアの年間商品販売額は増加しています。東京、全国ともに拡大基調であり、東京の全国比は13％台
で横ばいです。（図３）

図１ 百貨店･スーパー商品別販売額の推移（全国）

図２　コンビニエンスストア販売額、店舗数の推移
 （全国）

図３　ドラッグストアの年間商品販売額、
　　　全国比の推移（東京）
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（２）　ショッピングセンター、ホームセンター、駅ナカの事業展開
　商業･サービス施設の集合体で、一体化して管理運営されているショッピングセンター（以下、ＳＣ）
の数は、近年、増加傾向にあり、2011年は3,090所です。（図４）
　東京はショッピングセンターの数が全国で最も多く、次いで愛知、大阪が続いています。立地地域（中
心、周辺、郊外地域１）は、他の道府県では「郊外地域」が多いのに対し、東京では「周辺地域」が最も
多く、次いで「中心地域」が多くなっています。（図５）　
　ホームセンターの店舗数は1995年度から2012年度にかけて増加しました。一方、売上高は、2006年度
から2010年度までは、やや減少傾向にありました。しかし、2011年度以降は増加しています。（図６）　
　近年、駅改札内には、コンビニエンスストア、書店をはじめ様々な業態がみられるようになり、「駅ナカ」
と称されています。2007年における全国の駅改札内事業所の年間商品販売額は、小売業全体の約0.17％に
過ぎない約2,329億円です。しかし、１㎡当たりの年間商品販売額は、小売業全体の平均を大きく上回っ
ています。駅改札内という限られたスペースながら人通りの多さを生かした事業が展開されていること
がうかがえます。（図７）

注１ 「中心地域」は、当該市･町･村の商業機能が集積した中心市街地、「周辺地域」は、中心地域に隣接した商業･行政･ビジネス等の都市機能が適度に存在
する地域、「郊外地域」は、都市郊外で住宅地･農地等が展開されている地域。

図４　立地別ショッピングセンター（ＳＣ）数の推移
 （全国）

図５　都道府県別・立地別ショッピングセンター（ＳＣ）数
 （全国、2011年）

図６　ホームセンター店舗数･年間総売上高の
　　　推移（全国）

図７　駅改札内事業所の業種別1㎡当たり年間商品
　　　販売額（全国、2007年）
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（３）　増加する通信販売
　小売業における販売形態別の年間商品販売額は、 「店頭販売」が最も多く、各年とも全体の８割程度を
占めます。店頭以外の販売形態では、 「訪問販売」は減少し、 「通信･カタログ販売」は大きく増加してい
ます。（図８）
　近年の通信販売の売上高は、小売業全体の販売額が伸び悩む中で年々増加しています。（図９）　通信
販売業者の立地地域は、東京が最も多く、全体の半数近くを占めます。（図10）　
　また、通信販売会社の主な販売媒体は、インターネットの割合が最も高く、全体の約６割を占めてい
ます。（図11）　

５　東京の商店街の動向と抱える問題点
（１）　減少傾向にある商店街数
　東京の商店街数は近年減少傾向にあり、2010年も引き続きやや減少しました。しかし、１商店街当た
りの平均店舗数は、2007年より増加しました。（図１）　東京の商店街の平均店舗数を2004年度調査と
2010年度調査で比較すると、地域別では区部地域が、立地環境別では繁華街が、規模別では会員数60人
以上の規模の大きな商店街で、店舗数が増えています。（図２）
　商店街が抱えている問題点は、 「後継者が不足している」が最も多く、 「商店街に集客の核となる店舗が
ない、あるいは弱い」が続いています。また、2007年度と2010年度を比較すると、 「空き店舗が増加して
いる」と回答した割合が大きく増加しています。（図３）

図８　商品販売形態別小売業小売年間商品販売額
　　　（東京、1997・2002・2007年）

図９　通信販売売上高の推移（全国）

図10　地域別通信販売業者構成比（全国、2010年）

図11　主な販売媒体別通信販売業者構成比
 （東京、2010年）

図１　商店街数、１商店街当たり平均店舗数の
　　　推移（東京）

図２　地域別・立地環境別・規模別商店街の平均
　　　店舗数（東京、2004・2010年度）
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第４節　小売業は業態が多様化／第５節　東京の商店街の動向と抱える問題点／第６節　増えるＰＢ商品

６　増えるＰＢ商品
（１）　多くの小売業者が扱うＰＢ商品
　食品関連小売業者を対象にした調査によると、全体の71.8％の小売業者がPB商品（プライベートブ
ランド商品）を扱っています。また、36.3％の小売業者が「現在の取扱いを増やしたい」、8.0％が「現
在は扱っていないが今後扱ってみたい」と回答しており、ＰＢ商品に積極的に対応していこうとする姿
勢がうかがえます。さらに、生活協同組合、コンビニエンスストア、総合スーパーでは、 「現在の取扱を
増やしたい」と回答する業者の割合が５割程度と、比較的高くなっています。（図１）
（２）　消費者は、品質と価格をともに重視
　消費者がＰＢ商品に求める品質及び価格の水準は、 「メーカー商品と同等の品質で、通常のメーカー商品
より価格がやや安いＰＢ商品」が最も多く、70.7％です。一方、 「通常のメーカー商品を下回る品質だが、
通常のメーカー商品より価格がかなり安いＰＢ商品」を求める消費者は8.1％と少なくなっています。消費
者は、ＰＢ商品に品質と低価格をともに求めていることがわかります。（図２）
　消費者が商品やサービスを選ぶとき意識する項目は、 「価格」及び「機能や品質」等が中心で、 「意識す
る（「かなり意識する」と「ある程度意識する」の合計）」がいずれも９割を超えています。品質と価格
の両方を重視する消費者意識がうかがえます。（図３）

図３ 商店街が抱える主な問題点
 （東京、2007･2010年度）

図１　食品関連小売企業のＰＢ商品の取扱状況及び
　　　取扱に関する意向別構成比（全国、2009年）

図２ 消費者が食品のＰＢ商品に求める品質
 及び価格の水準（全国、2009年）

図３　消費者が消費生活で意識する項目別構成比
　　　（全国、2012年）


