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第５章 卸売業,小売業

１　全国の卸売業が集積する東京
（１）　減少する小規模な事業所
　東京の卸売業について従業者規模別にみると、従業者数９人以下の比較的小規模な事業所が全体の
約７割を占めています。事業所数、従業者数の推移をみると、ともに減少傾向で、特に小規模な事業所の
減少が大きくなっています。（図１）
　2007年の年間商品販売額を中分類別にみると、各種商品卸売業１が最も多く、次いで建築材料,鉱物・
金属材料等卸売業、機械器具卸売業となっています。近年、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業の販売額
は増えていますが、機械器具卸売業,各種商品卸売業は減少しています。（図２）
（２）　全国最大規模の東京の卸売業
　事業者数等が減少傾向にある東京の卸売業ですが、その規模を他の道府県と比べてみると、事業所数、
就業者数、年間商品販売額ともに全国最大となっています。特に年間商品販売額は、２位の大阪の３倍
以上の規模となっています。（図３）
　その年間商品販売額について、中分類別に都道府県別の構成比をみると、各種商品卸売業では約９割
を東京が占めています。繊維・衣服等卸売業、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業では４
割弱、その他の卸売業では３割強、最もシェアが小さい飲食料品卸売業でも東京が全国の４分の１弱を
占め、全国１位となっています。様々な業種の卸売業が集積している東京は、日本の流通の中枢に位置
しているといえます。（図４）

注１　生産財（織推品、化学製品等）、資本財（建築材料、一般機械器具等）、消費財（衣服・身の回りの品、農畜産物・水産物等）の３財にわたる商品を販売し、
各財の販売額がいずれも販売総額の10％以上で、従業者が100人以上のもの。

図１　従業者規模別事業所数・従業者数の推移（東京）

注　　1999年に事業所の捕捉を行っており、それ以前の数値とは接続しない。
資料　東京都「商業統計調査」

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

注　　バブルサイズは年間商品販売額を表す。
資料　経済産業省「商業統計調査」

図２　中分類別年間商品販売額の推移（東京）

注、資料　図１に同じ

図４　中分類別・都道府県別年間商品販売額構成比
　　　　　　 （全国、2007年）

資料　図３に同じ
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（３）　産業財卸が約５割を占める卸売業年間商品販売額
　業種別に事業所数、年間商品販売額の構成比をみると、東京は全国に比べ、事業所数では繊維・衣服等
卸売業、年間商品販売額では各種商品卸売業の割合がそれぞれ高くなっています。各種商品卸売業の事
業所数は少なく、他の業種より大規模な事業所があることがわかります。
　また、全国・東京ともに、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業及び機械器具卸売業といった主に産業財
を取扱う卸売業が、年間商品販売額の約５割を占めています。（図５）
　品目別に年間商品販売額をみると、「電気機械器具（家電を除く）」が最も多く、次いで「他の化学製品」
となっており、いずれも10兆円を超えています。全国比をみると、原油や鉱物等の天然資源をはじめ、
様々な工業製品や食品等でシェアが高くなっています。（図６）
　年間商品販売額から年間商品仕入額を差し引いて算出する利益（マージン）の率について全国の業種
別にみると、衣服・身の回り品卸売業が最も高く、次いで繊維品卸売業となっており、繊維、衣服関連の
卸売業のマージン率が高くなっています。最もマージン率が低いのはガソリン等を取り扱う鉱物・金属
材料卸売業ですが、従来よりマージン率が低かったことに加え、2007年は原油価格が高騰し、仕入額が
大きかったことが影響しています。（図７）
　中分類別に開設時期をみると、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業で1984年以前に開設した事業所が
約６割強と、開設時期が比較的古い事業所の割合が多くなっています。比較的新しい事業所の割合が多
いのは、繊維・衣服等卸売業で、約４割が1995年以降開設の事業所です。（図８）

図５　中分類別事業所数・年間商品販売額構成比
　　　　　　　（東京・全国、2007年）

資料　図３に同じ

図７　業種別マージン額、マージン率（全国、2007年）

注　　マージン額＝年間商品販売額ー年間商品仕入額
　　　マージン率＝（年間商品販売額ー年間商品仕入額）／
　　　年間商品販売額×100
資料　図３に同じ

図６　品目別年間商品販売額、全国比（東京、2007年）

注　　全国比上位21位まで掲載。
資料　図３に同じ

図８　中分類別・開設時期別事業所数構成比
　　　　　　　　（東京、2007年）

資料　図１に同じ
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（４）　地域ごとに特色がある卸売業の集積
　東京の卸売業の多くは区部に立地し、地域ごとにその特性を生かした集積がみられます。年間商品販
売額が大きい千代田区、中央区、港区の都心３区では、都心という立地を背景に、他の地域に比べて各種
商品卸売業が大きな割合を占めています。ファッション等の流行発信地でもある渋谷区では、繊維・衣
服等卸売業や医薬品・化粧品等卸売業が数多くあります。台東区には歴史が長い問屋街が多く、様々な
種類の卸売業者が集まっています。江東区は卸売市場に近く湾岸に面しており、飲食料品卸売業の割合
が高く、品川区、大田区には町工場が集積しており、機械器具卸売業の割合が高くなっています。（図９）
（５）　流通の川上に位置する第１次卸が多い東京
　卸売業は、流通段階別に、主な仕入先が生産者または国外である「第１次卸」、主な仕入先が卸売業者
である「第２次卸」、主な仕入先が同一企業の本支店である「その他の卸」に分けることができます。この
流通段階別の事業所数を東京と全国で比べてみると、東京は直取引卸２と元卸３を合わせた「第１次卸」
の割合が高く、年間商品販売額の割合も高くなっています。東京には、流通産業の川上に位置する第１
次卸が集中していることがわかります。（図10）
（６）　増加する海外仕入れ
　その第１次卸の年間商品販売額を、仕入先の国内外別にみると、「国内仕入（生産業者仕入）卸」が最も
多く、約９割を占めています。しかし2002年と2007年で比べると、「国内仕入（生産業者仕入）卸」は減少
しており、「国外仕入（輸入）卸」の年間商品販売額が増加しています。特に、「国外から仕入れて産業使用
者へ販売」する卸売業者の年間商品販売額が大幅に増加しています。（図11）

注２　主に生産業者または国外から仕入れ、卸売業者以外の需要者へ販売
注３　主に生産業者または国外から仕入れ、卸売業者へ販売 

図９　地域別・中分類別年間商品販売額構成比
　　　　　　　　（東京、2007年）

資料　図３に同じ

図11　第１次卸の仕入先国内外別年間商品販売額
　　　　　　　　（東京、2002・2007年）

注、資料　図10に同じ

図10　流通段階別法人事業所数・年間商品販売額
構成比（東京・全国、2007年）

注　　法人事業所（仲立手数料のみで年間商品販売額がない事業所を
除く） 。

資料　図３に同じ

図12　中分類別電子商取引実施事業所割合
　　　　　　（東京、2002・2007年）

資料　図１に同じ
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（７）　進む卸売業の電子商取引
　卸売業でも近年、急速に電子商取引が進んでいます。電子商取引を実施している卸売事業所の割合を
2002年と2007年で比較すると、卸売業全体では、商品仕入・商品販売ともにその割合が増えています。中
分類別では、各種商品卸売業や、自動車卸売業や電気機械器具卸売業が含まれる機械器具卸売業で、電
子商取引を実施している事業所割合が高くなっています。（図12）
（８）　卸売業を取り巻く厳しい経営環境
　企業の経営活動で得た利益（経常利益）の企業全体の売上高に対する割合であり、企業全体の収益力
を示す指標である売上高経常利益率について、全国の中小企業の状況をみると、卸売業は小売業よりも
低く、産業全体に比べると大幅に低くなっています。近年は小売業も産業全体平均を下回る傾向があり、
卸売業、小売業ともに他の産業に比べて収益性が低い状況です。（図13）
　卸売業の取引回数を表す指標となるＷ／Ｗ比率をみると、1997年までおおむね低下傾向で推移し、近
年は横ばい傾向となっています。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14）
　厳しい経営環境を反映し、卸売業界において再編や統廃合の動きが進んでいます。業種別に開業・廃
業等４事業所割合をみると、すべての業種で廃業等事業所割合が開業等事業所割合を上回っています。
医薬品・化粧品等卸売業では、開業・廃業等事業所割合がともに高い一方、再生資源卸、化学製品卸では、
開業・廃業等事業所割合が比較的低くなっています。（図15）
　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５割以上と最も
多くなっています。次いで「小売店の減少」「同業種卸との競争の激化」が続いていますが、「価格競争の
激化」とは大きな差があり、中小卸売業が激しい価格競争の下、厳しい経営環境にあることがうかがえ
ます。（図16）

　

注４　ここでの開業等は、新規開設または卸売業以外からの転業をさし、廃業等は、廃業または卸売業以外への転業をさす。

図13　中小企業における売上高経常利益率の推移
　　　　　　　　　　　（全国）

注　　売上高経常利益率＝経常利益/売上高×100
　　　2009年度決算は速報値。
資料　中小企業庁「中小企業実態基本調査」

図15　小分類別開業等・廃業等事業所割合
　　　　　　（東京、2007／2004年）

資料　図１に同じ

図14　W／W比率の推移（全国）

注　　W/W比率＝（卸売業販売額－本支店移動）／卸売業者以外向けの販売額
１に近いほど卸売業者間の取引回数が少ない。

資料　図３に同じ

図16　中小卸売業における競争環境の変化
　　　　　　　  （東京、2008年）

注　　複数回答。
資料　東京都「東京の中小企業の現状」
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２　消費動向の変化への対応が進む小売業
（１）　全国最大の小売業集積
　巨大な消費市場を抱える東京は、全国最大の小売業集積地です。事業所数、就業者数、年間商品販売額
ともに全国１位の規模となっています。特に年間商品販売額が大きく、２位の大阪の約1.8倍となって
います。（図１）
　中分類別に、全国に占める東京の割合についてみると、百貨店や総合スーパーなどの各種商品小売業
や、繊維・衣服・身の回り品小売業の年間商品販売額の割合が特に高く、２割近いシェアを占めています。
事業所数では繊維・衣服・身の回り品小売業の割合が高く、全国の約１割となっています。（図２）
（２）　減少する小規模な事業所数
　従業者規模別の事業所数をみると、規模が小さくなるほど事業所数が多く、2007年では従業者４人以
下の小規模な事業所が全体の６割強を占めています。しかし、東京の小売業の事業所数の推移をみると、
小規模な事業所を中心に減少傾向が続いており、従業者数もやや減少しています。（図３）
　年間商品販売額の推移を業種別にみると、各種商品小売業が減少傾向にある一方、医薬品・化粧品小
売業は近年増加が続いています。（図４）
（３）　増える売場面積、減少する１平方メートル当たり年間商品販売額
　売場面積について推移をみると、年々増加していることがわかります。また、売場面積の規模別にみ
ると、100㎡以上の事業所が占める面積が増加しています。売場面積が増加しているにもかかわらず、図
４に示すように年間商品販売額はそれほど増加していないため、売場面積１㎡当たりの年間商品販売
額は減少しています。（図５）

図１　都道府県別事業所数、就業者数、年間商品
　　　販売額（全国、2007年）

注　　バブルサイズは年間商品販売額を表す。
資料　経済産業省「商業統計調査」

図３　従業者規模別事業所数・従業者数の推移（東京）

注　　1999年に事業所の捕捉を行っており、それ以前の数値と接続しない。
資料　東京都「商業統計調査」

図２　中分類別事業所数・年間商品販売額全国比
　　　　　　　　（東京、2007年）

資料　図１に同じ

図４　業種別年間商品販売額の推移（東京）

注、資料　図３に同じ
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（４）　高い割合を占める飲食料品小売業
　中分類別の構成比をみると、飲食料品小売業が、事業所数で全体の約３分の１、就業者数では全体の
４割弱、年間商品販売額及び売場面積では全体の３割弱と大きな割合を占めています。医薬品・化粧品
小売業や書籍・文房具小売業等を含むその他の小売業の割合も高く、飲食料品小売業とその他の小売業
の２業種で、事業所数の７割弱、就業者数の６割強、年間商品販売額及び売場面積の５割強を占めてい
ます。また、百貨店や総合スーパーを含む各種商品小売業は、事業所数の割合が１％未満なのに対し、就
業者数、年間商品販売額及び売場面積の割合が15％前後と大きくなっています。（図６）
（５）　開廃業の動きが活発なファッション関連小売業
　小分類別に、開業・廃業等事業所割合をみると、その他の各種商品小売業（衣,食,住にわたる商品を小
売し、衣,食,住の各販売額がいずれも小売販売総額の50％未満で、従業者が常時50人未満のもの）のみが、
廃業等事業所割合が約３割に対して開業等事業所割合が４割強と、開業等が廃業等を上回っており、開
業が盛んな様子がうかがえます。それ以外の業種では、廃業等事業所割合が開業等事業所割合を上回っ
ています。また、その他の織物・衣服・身の回り品小売業や、婦人・子供服小売業、男子服小売業といった
ファッション関連小売業では、開業・廃業等事業所割合がともに高く、開廃業の動きが活発になってい
ます。（図７）
（６）　全国的にも高い割合を占める東京の百貨店の年間商品販売額
　小売業は、「セルフサービス方式を採用しているか否か」「取扱商品の販売割合」「売場面積」「営業時
間」などによって、百貨店、総合スーパー、専門スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア及び
専門店・中心店等の業態に分類できます。この業態別に東京の小売業をみると、対面販売店舗である専
門店・中心店は、事業所数は全体の８割以上、就業者数、年間商品販売額、売場面積は全体の過半数を占
めています。一方、百貨店は、事業所数の割合は少ないものの、就業者数、年間商品販売額、売場面積では
全体の約１割を占めています。総合スーパー、専門スーパーも、事業所数における割合に比べ、就業者数、
年間商品販売額、売場面積における割合が高くなっています。（図８）

図５　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）

注　　1999年に事業所の捕捉を行っており、それ以前の数値と接続しない。
　　　不詳・売場面積なしを除いて算出。
資料　経済産業省、東京都「商業統計調査」　

図７　小分類別開業等・廃業等事業所割合
　　　　　  （東京、2007／2004年）

資料　図３に同じ

図６　中分類別事業所数・就業者数・年間商品
販売額・売場面積構成比（東京、2007年）

資料　図３に同じ

図８　業態別事業所数・就業者数・年間商品販売額・
売場面積構成比（東京、2007年）

資料　図３に同じ
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　年間商品販売額について、業態別に都道府県別でみると、東京は、その他の小売店以外のすべての業
態で全国１位となっています。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９）
　業態別に、開設時期別の事業所数構成比をみると、消費者ニーズにマッチした業態の開設や新たな店
舗展開などにより、総合スーパー、専門スーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストアなどで、1995
年以降の開設が多くなっています。特に、近年確立された比較的新しい業態であるコンビニエンススト
アとドラッグストアは、約６割が1995年以降の開設となっています。一方、百貨店では４分の１強、食料
品専門店・中心店では１割強が戦前の1944年以前の開設となっており、他の業態に比べ老舗が多くなっ
ています。（図10）
（７）　パート・アルバイトが多いスーパー、コンビニエンスストア等
　就業形態別に就業者数をみると、百貨店では、メーカー等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、食料品専門店・中心店ではパート・アルバイトが最も多くなって
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割以下となっています。（図11）
（８）　消費動向の変化に対応して変化する小売業の業態
　消費者がどこで商品を買っているか、購入先別の支出割合の推移をみると、1964年には約8％だった
スーパーが、2009年では約36％と最も高い割合を占めています。一方、1964年には約73％を占めていた
一般小売店での購入が、2009年には約29％にまで減少しているほか、百貨店の割合も減少しています。
また、近年は、ディスカウントストア、量販店、通信販売及びコンビニエンスストアなどでの購入割合が
増加しています。（図12）

図９　業態別・都道府県別年間商品販売額構成比
　　　　　　　　（全国、2007年）

資料　図１に同じ

図11　業態別・就業形態別就業者等数、
正社員・正職員比率（東京、2007年）

注　　就業者等には、他への派遣従業者を含む。
資料　図１に同じ

図10　業態別・開設時期別事業所数構成比（東京、2007年）

資料　図３に同じ

図12　購入先別消費支出構成比の推移（全国）

注　　外食・家賃等サービス費目や公共料金等を除く支出。1989年は購入先
の調査を行っていない。コンビニエンスストア、ディスカウントストア・
量販店、通信販売は84年以前は調査を行っていない。

資料　総務省「全国消費実態調査」
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　こうした消費者の購買動向の変化の影響もあり、業態別の事業所数、就業者数、年間商品販売額、売場
面積の増減についてみると、専門店・中心店や百貨店が減少しています。スーパーでは総合スーパーが
減少した一方、衣料品スーパー、食料品スーパーなどが増加しました。また、ドラッグストアも増加して
います。小売業の業態において、販売形態では対面販売からセルフ販売方式へ、また、大規模スーパーか
ら専門的、小規模スーパーへの変化がうかがえます。（図13）
　衣服（男子服、婦人服、子供服）の年間商品販売額を2002年と2007年で比べると、対面販売方式の業態
においては、百貨店が減少し、衣料品専門店は増加しましたが、衣料品中心店（衣料品以外にも多品目に
渡る商品を販売する店）は衣料品専門店以上の増加幅で増加しました。セルフ販売方式の業態では、総
合スーパーが３割以上減少する一方で、いわゆる大型カジュアル衣料品店である衣料品スーパーが大
幅に増加しています。消費者の衣料品の購買先が、総合スーパーから衣料品スーパーへ変化してきてい
る様子がうかがえます。（図14）
　飲食料品の年間商品販売額を2002年と2007年で比べると、スーパーでは食料品スーパーが増加し、総
合スーパーが減少しています。対面販売方式では、食料品専門店が増加し、食料品中心店は減少してい
ます。（図15）
　2007年の営業時間についてみると、10時間以上営業している店舗の割合が高い業態が多くなってい
ます。百貨店では約７割、総合スーパー、専門スーパーでは９割強が10時間以上営業をしており、コンビ
ニエンスストアでは８割強が終日営業をしています。2007年と1999年で比較すると、百貨店、総合スー
パー、専門スーパー、コンビニエンスストアにおいて営業時間の延長傾向がみられます。百貨店では10
時間以上営業の割合が、総合スーパー、専門スーパーでは12時間以上営業の割合が大幅に増えており、
営業時間の長時間化が顕著となっています。（図16）

図13　業態別事業所数・就業者数・年間商品販売額・
売場面積増減率（東京、2007／2004年）

資料　図３に同じ

図15　業態別飲食料品販売額（東京、2002・2007年）　

注　　端数処理のため合計に一致しない。
資料　図３に同じ

図14　業態別衣服年間商品販売額
　　　　 （東京、2002・2007年）

注　　秘匿分を除いた金額。端数処理のため合計に一致しない。
資料　図３に同じ

図16　業態別・営業時間別事業所数構成比
　　　　　　 （東京、1999･2007年）

注　　上段が1999年、下段が2007年の数値。
資料　図３に同じ
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（９）　駅周辺に多く立地する東京の小売業、注目される駅ナカ店舗
　小売業がどのような場所に出店しているのか、立地環境特性別の事業所数をみると、全国では住宅地
区への立地が最も多いですが、東京は商業集積地区に立地している事業所が５割を超えています。商業
集積地区の中でも、駅周辺型が最も多く、全体の約３分の１を占めています。（図17）
　近年は、駅そのものの集客力が注目され、コンビニエンスストア、書店をはじめ様々な業態の事業所
が駅改札内に進出し、「駅ナカ」と称されています。駅の改修を含めた大規模な商業施設の開発を行って
いるケースもあります。商業統計調査によると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、全体の約0.17％に過ぎない約2,329億円ですが、１㎡当たりの年間商品販売額をみると、小売業全
体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で効率的な販売が展開されている
ことがうかがえます。（図18）
　商業・サービス施設の集合体で、一体化して計画、開発、所有、管理運営される施設であるショッピン
グセンター（以下、ＳＣ）は、都道府県別にみると、東京に最も多く立地しています。他の道府県では郊外
地域1に立地している施設が多いですが、東京では周辺地域2に立地するSCが最も多く、次いで中心地域3

となっています。（図19）
（10）　東京の商店街の動向と抱える問題点
　東京における商店街数、１商店街当たり平均店舗数をみると、2010年には、商店街数は引き続き減少
しましたが、１商店街当たり平均店舗数は、前回より増加しました。（図20）
　また、商店街が抱えている問題点をみると、「後継者が不足している」が最も多くなっており、「商店街
に集客の核となる店舗がない、あるいは弱い」が、それに次いでいます。 （図21）

注１　郊外地域 ： 都市郊外で住宅地・農地等が展開されている地域。
注２　周辺地域 ： 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。
注３　中心地域 ： 当該市・町・村の商業地域が集積した中心市街地。

図17　立地環境特性別事業所数構成比
　　　　　 （東京・全国、2007年）

資料　図１に同じ

図18　業種別駅改札内事業所の1㎡当たり年間商
品販売額（全国、2007年）

資料　図１に同じ図19　都道府県別・立地別ＳＣ数（全国、2009年）

注　　上位10都道府県。
資料　(社）日本ショッピングセンター協会資料

図21　立地環境別商店街の抱えている問題点
　　　　　　　　（東京、2010年）

資料　図20に同じ

図20　商店街数・１商店街当たり平均店舗数の推移
　　　　　　　　　　　（東京）

資料　東京都「東京都商店街実態調査」
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（11）　進むインターネット販売
　近年の景気動向、人口減少などの要因から、消費の冷え込み、小売業の販売不振が続く中でも、通信販
売各社による売上高は年々増加しています。（図22）
　通信販売会社の販売チャネル（媒体）別の構成比をみると、従来のカタログ通信販売よりも、インター
ネットを主な販売チャネルとしている会社の割合が高く、全体の約６割を占めています。（図23）
　小売業全体の販売形態をみると、店頭販売が中心となっていますが、小分類別にみると、書籍・文房具
小売業では販売額の約４分の１が通信・カタログ販売となっています。（図24）
　消費者向けの電子商取引を実施している小売業への調査では、店舗等の店頭販売とインターネット
等の電子商取引をあわせて実施している事業者の割合が全体の５割以上と最も高くなっています。通
信販売専門の会社だけではなく、店舗販売をしている小売業がインターネット販売を手がけるケース
が多いことがうかがえます。（図25）近年は、総合スーパーなどにおいて、インターネットで注文を受け
付けて自宅に配送する、いわゆるネットスーパー事業に参入する事例も多くなっています。インター
ネット環境の整備、共働き世帯の増加などを背景にインターネット販売は需要を伸ばしています。
（12）　小売業の海外展開
　製造業などの外需型産業だけでなく、従来は内需型産業と考えられてきた小売業も、人口減少等に伴
う国内市場の縮小を見据え、海外需要の獲得に向けて海外事業展開を積極化してきています。海外進出
先としては、アジア、中でも中国へ進出する企業が増えています。（図26）

図22　通信販売売上高の推移（全国）

資料　（社）日本通信販売協会資料

図23　主な販売チャネル（媒体）別通信販売会社構成比
　　　　　　　　　（東京、2010年）

資料　（株）帝国データバンク「通信販売業者の動向調査」

図24　小分類別・商品販売形態別年間商品
　　　販売額構成比（東京、2007年）

資料　図１に同じ

図25　消費者向け電子商取引実施小売業の
販売方法別構成比（全国、2009年）

資料　経済産業省「消費者向け電子商取引実態調査」

図26　小売業の地域別海外現地法人企業数（全国）

注　　ASEAN４はマレーシア・タイ・インドネシア・フィリピン、NIEs３は
シンガポール・台湾・韓国。

資料　経済産業省「海外事業活動基本調査」
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