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貨店、総合スーパーの既存店売上高は、過去 10 年間ほぼ一貫してマイナスで推移して

る。 
上不振の原因は個人消費低迷だけではない。専門店など他業態との競争激化、オーバー

トアも不振の要因となっている。 
99 年以降巨大外資の日本上陸が相次ぎ、競争激化に拍車がかかろうとしている。 
進出の影響は現段階では顕在化していないが、百貨店、スーパー業界では生き残りを

た再編が進展している。 
スーパーや百貨店が「復権」するためには、「ここでしか得られない何か」を演出する

がある。 
者の高い要求水準など日本の小売市場の特性を考慮すれば、巨大外資の日本での成功

のりは険しいと見られる。 

＜ポイント＞ 
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1．不振続く百貨店、総合スーパー 
 
（1）売上減少傾向続く 

 鉄鋼、電機など一時は不振をかこっていた業種が、外需やデジタル機器の需要拡大という追

い風を受けて業績が急回復したのとは対照的に、百貨店、総合スーパーの低迷が続いている。 
 図表 1 は過去 10 年分の百貨店・スーパーの既存店売上高前年比伸び率推移である。多少の

ブレが見られるものの、ほぼ一貫してマイナスで推移している。 
 売上不振の原因として真っ先に思い浮かぶのは個人消費低迷である。バブル崩壊以降個人消

費を取り巻く環境は厳しく、収入減、社会負担増、雇用不安と厳しい状況が続いている。 
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図表1　百貨店、スーパーの既存店売上高前年比伸び率推移
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出所：経済産業省「商業販売統計」より作成

 
 
 

（2）不振の原因は個人消費低迷だけか？ 

 しかし、個人消費が低迷する中、好調な小売企業も存在する。小売業と一口に言っても百貨

店、総合スーパー、食品スーパー、専門店、コンビニエンスストア等さまざまな業態があるが、

ヤマダ電機、ディスカウントストアのドン・キホーテなど健闘している企業も少なくない。大

雑把に分類すれば、「専門型」に好調企業が多いのに対して、百貨店、総合スーパーなど「総合

型」に不振企業が多いといえる。 
 「総合型」の凋落はダイエーの家電事業からの撤退に端的に現れている。ユニクロやしまむ

らに顧客を奪われた総合スーパーの衣料品もしかりである。 
 オーバーストアの問題も見逃せない。図表 2 は経済産業省「商業統計調査」による売り場面

積推移である。90 年代の規制緩和の波に乗り小売業は消費が低迷しているにもかかわらず競っ

て出店、消費不況下、日本各地でスーパーやショッピングセンターなどが雨後のたけのこのご

とく出現するという現象が見られた。売り場が増えるとともに 1 ㎡あたりの売上高は減少（図

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                                2004. ４.   

2 



表 3）、業績を圧迫していった。 
 ヤオハンジャパン（1997 年）、そごう（2000 年）、マイカル（2001 年）と大型破たんが相次

ぎ、ダイエーなどの不採算店舗閉店の動きもあったことから、一時オーバーストアも緩和され

たが、ここへ来て一部勝ち組企業が出店を加速させ、競合が再び激化しようとしている（図表

4）。 
 
 

図表2　小売業の売り場面積推移
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図表3　1㎡あたりの売上高推移
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図表4 スーパーの売場面積推移
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注：日本チェーンストア協会会員企業の売場面積
出所：日本チェーンストア協会資料より作成

 
 

２.巨大外資の進出と影響 

 

 小売企業を悩ませているのは消費不振、他業態との競争激化、オーバーストア問題だけでは

ない。1999 年以降、世界屈指の巨大流通外資企業の日本上陸が相次ぎ（図表 5）、競争激化に

拍車をかけようとしている。 
 
（1）巨大外資の横顔 

 1998 年までの外資系小売企業の進出がルイ・ヴィトン、トイザらスなど専門店が主流だった

のに対して、99 年以降の外資進出は総合業態、しかも巨大企業の進出ということで明らかに様

相が異なる。中でも仏カルフール、米ウォルマート、英テスコは日本の総合スーパーに業態が

似ており、店舗が増加していった場合、総合スーパーに与える影響は大とみられる。 
 図表 6 は日経 MJ による世界の小売業ランキング（2002 年度）である。第 1 位の米ウォル

マートは米ゼネラル・モーターズ（自動車）、米エクソンモービル（石油）をもしのぐ世界最大

の企業であり、従業員数も約 150 万人（04 年 1 月時点）と「別格」の存在である。第 2 位に

は仏カルフール、第 3 位には蘭ロイヤル・アホールドと続き、10 位以内はすべて欧米企業であ

る。日本は第 16 位にイトーヨーカ堂、第 21 位にイオンがつけているにすぎない。 
業態を見ると、ウォルマートは主力のスーパーセンター（食品売り場併設の大型ディスカウ

ントストア）のほか、ディスカウントストア、会員制卸のサムズクラブなどを展開、カナダ、

イギリスなど海外 9 カ国に進出している（図表 7）。カルフールは大型総合スーパーとでもいう

べきハイパーマーケットを主力とし、1969 年のベルギー進出（その後撤退）以来、小売業の国

際化で先頭を走ってきた。現在 30 カ国に進出しており、売上の約半分を海外で稼いでいる注1。

テスコはコンビニのような小型店から大型安売り店まで幅広く展開しており、欧州とアジア計
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注1 2003 年 12 月期の数値。 



9 カ国に進出している。 
 
図表5  日本に進出した主な外資小売企業

80年代まで

74年 ヴァレンティノ（伊） 服飾
78年 ルイ・ヴィトン（仏） 鞄類

90年～98年

91年 トイザらス（米） 玩具
92年 ディズニーストア（米） 雑貨
95年 ＧＡＰ（米） カジュアル衣料

99年以降

99年 コストコ（米） 会員制ホールセールクラブ
00年 カルフール（仏） ハイパーマーケット
02年 ウォルマート（米） ディスカウントストア
02年 メトロ（独） 会員制ホールセールクラブ
03年 テスコ（英） スーパーマーケット

出所：「グローバル・リテイラー」（東洋経済新報社）などを参考に作成

主に高級ブランドの専門店

主に専門店

総合業態を展開する有力企業も参入

 
 

図表6　2002年度・世界の小売業ランキング（円換算売上高）

（単位：百万円、％）
社名 売上高 伸び率

1 ウォルマート・ストアーズ（米） 29,828,212 0.7
2 カルフール（仏） 8,558,410 5.5
3 ロイヤル・アホールド（蘭） 7,805,561 -
4 ホーム・デポ（米） 6,986,146 -2.5
5 メトロ（独） 6,416,243 11.0
6 クローガー（米） 6,208,095 -7.4
7 ターゲット（米） 5,287,406 -1.3
8 シアーズ・ローバック（米） 4,908,905 -8.8
9 テスコ（英） 4,904,878 9.5

10 コストコ・ホールセール（米） 4,595,817 11.0
16 イトーヨーカ堂 3,530,316 0.8
21 イオン 3,088,504 5.2
28 ダイエー 2,197,533 -12.1
51 髙島屋 1,184,236 -1.8

注：原則として連結売上高。
出所：日経MJ（2003年10月21日）
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図表7　有力外資の海外進出状況

＜有力外資の海外店舗数比較＞

ウォルマート カルフール テスコ
欧州 352 3531 230
中南米 682 769 0
北米 213 0 0
アジア 41 155 79
計 1288 4455 309

＜主要進出先＞

ウォルマート カルフール テスコ
メキシコ スペイン アイルランド

イギリス アルゼンチン ポーランド

カナダ ギリシャ ハンガリー

ドイツ イタリア タイ

プエルトリコ ブラジル 韓国

中国 ベルギー チェコ

ブラジル ポーランド スロバキア

韓国 中国 台湾

アルゼンチン その他 マレーシア

計9カ国 計30カ国 計9カ国

注：ウォルマートは2003年1月、カルフールは2003年9月末、
　　テスコは2003年5月の数値。
出所：各社IR資料より作成

 
 
（2）日本進出の理由 

 ところで、巨大外資はなぜ消費低迷・過当競争の日本にわざわざ進出してくるのだろうか。 
まず挙げられるのは、日本が世界有数の豊かな国で、都市部に密集して住んでいる有望市場

だと見られていることである。日本の 1 人当たり名目 GDP はルクセンブルグ、ノルウェー、

アメリカ、スイスに次いで世界第 5 位であり注 2、それなりの購買力を持つ中流層が多数存在す

る。90 年代に入り規制緩和が進んだこと、地価が下落したことも外資参入を後押ししている。 
 外資のお膝元の事情もある。ウォルマートの米国内店舗数は全業態合わせて 3500 店を上回

り（2004 年 2 月時点）飽和状態に近づいていることから、次の成長源を海外に求めている。

欧州企業は欧州市場の出店規制が厳しいこと、家族経営企業が多く買収もままならないことか

ら手詰まり状態にある。90 年代半ばまではウォルマートは主にカナダや中南米、欧州企業は

南・東欧、中南米に進出していたが、次の有望市場としてアジアに目を向け始めたのである。 
 日本の総合スーパーが「弱い」と見られているという事情もある。上位企業の寡占化が進ん

だ欧米の小売市場に比べ、日本では大手のシェアが低い。利益水準も低く、規模の利益を生か

しきっていないと思われている。つまり、外資は新たな市場を創るのではなく、弱い日本の小
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注 2 2001 年、為替レート換算。OECD ”Main Economic Indicators” による。 



売企業をつぶしてパイを奪い、日本に根を下ろそうとしているようなのである。 
 
（3）巨大外資の現況 

 それでは、日本にやってきた有力外資は現在どのような状況にあるのだろうか。 
 2000 年 12 月、千葉・幕張に最初の店舗を出したカルフールは、メーカーとの直接取引がま

まならず、日本の総合スーパーとの明確な違いも打ち出せなかったことから、当初不振が伝え

られていた。現在首都圏に 3 店舗、関西に 5 店舗（04 年 4 月時点）と店舗数も多くない。し

かし、02 年の埼玉・狭山出店頃から、カルフールが変わったとの声が上がっている。生鮮食品

の強化、ショッピング・カートの小型化、日本人店長の採用等現地化を進めたことにより、狭

山店が軌道に乗り始めたほか、関西地区の店舗も順調に推移している模様である。 
 一方、米ウォルマートは 2002 年西友と資本提携、日本に進出したが、「エブリデー・ロープ

ライス（毎日安売り）」への販売戦略転換を図る過程でチラシを減らしたことも裏目に出て、業

績は低迷したままである。 
 イギリス№1 のテスコは、2003 年 6 月、中堅スーパー「つるかめランド」などを展開するシ

ートゥーネットワークを買収したが、まだ進出は緒に就いたばかりといった状況である。 
 
３.進む再編 

 

 このように外資進出の影響はいまだ顕在化していないものの、日本の百貨店、総合スーパー

は消費低迷、他業態との競合激化、オーバーストア問題など問題山積の状態にある。こうした

状況下、百貨店、スーパー業界では生き残りをかけた再編が進んでいる。 
 
（1）百貨店 
－進むグループ化－ 
 百貨店業界は、総合スーパーに比べ外資進出の影響は少ないと見られるが、先行きは決して

明るくない。百貨店が小売業界をリードした 70 年代と違い、郊外の大型ショッピングセンタ

ー、高級ブランド路面店などライバルが次々に生まれており、かつての吸引力がなくなってい

るためである。法人需要も経費削減のあおりで減少の一途であり、業界は縮小しつつあるパイ

を奪い合う構図になっている。 
 こうした中、百貨店業界では大手百貨店を軸にしたグループ化が進展している。 
 百貨店は個店主義が強く、1 社当たりの平均店舗数も 3 店舗程度注 3と総合スーパーやコンビ

ニとはかなり性格が異なるが、大手主導の商品供給・共同開発の動きは以前からあった。代表

的な商品供給グループの例としては、伊勢丹が主催する全日本デパートメント・ストアーズ開

発機構（ADO）、高島屋ハイランドグループ、三越を中心とする JB（ジョイント・バイイング・ 
グループ）がある注 4。 
百貨店業界の連携の動きは、最近では商品提携にとどまらず、業務提携や資本参加、役員派

                                                      
注 3日本百貨店協会会員の平均値（04 年 2 月時点）。 
注4各グループの主な顔ぶれは、ADO：伊勢丹、丸井今井、松屋、名鉄百貨店、岩田屋。高島屋ハイランドグル

ープ：高島屋、京王百貨店、遠鉄百貨店。JB：三越、近鉄百貨店、うすい百貨店。 
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遣などに高度化している。伊勢丹による福岡の岩田屋支援（2002 年）、高島屋による松山の伊

予鉄そごう（02 年）と仙台・さくら野百貨店支援（04 年）など、大手による地方百貨店支援

の動きが活発化しているのが特徴である。 
こうした動きの背景には、地方百貨店の苦境がある。 
首都圏に比べ地方経済は低迷が著しいうえ、地方百貨店を取り巻く環境も変化している。郊

外に進出した大型ショッピングセンターのみならず、交通網の発達により地方中核都市の有力

百貨店に客を奪われるという現象も起きている。例えば、九州では、高速バスに乗った客が他

県から福岡・天神の百貨店に買い物に行くという風景が見られる。 
 百貨店に商品を納入するアパレルも取引先の選別を強めている。そごう破たんの際、煮え湯

を飲まされたアパレル各社は、取引先をランキングして危険回避する動きを強めており、売上

規模の小さい百貨店には売れ筋商品を納入しない。これといった強みのない地方百貨店は、商

品確保のためにも何らかの形で大手にしがみつかざるを得ない状況なのである。 
 大手側にも、地方百貨店を取り込むことでグループ内での量を確保するというメリットがあ

る。2003 年には西武百貨店とそごうが経営統合してミレニアムリテイリンググループが誕生し

た。高島屋、伊勢丹、三越、ミレニアム、大丸など有力企業を核とした再編の動きは今後も続

く可能性が高い。 
 
（2）総合スーパー 
－勢力拡大を急ぐイオン－ 
 スーパー業界では、外資上陸をにらんでイオンが勢力拡大を急いでいる。 
 業界 2 位のイオンは、世界小売業 10 位以内ランクイン（グローバル 10）を目指して積極的

な拡大路線をとっている。イオンはもともと合併で誕生した企業であり、かねてから M&A に

積極的だったが、90 年代後半以降その姿勢を一段と強めている。経営破たんしたヤオハンジャ

パン、マイカル、寿屋を傘下におさめたほか、食品スーパーのカスミ、いなげやなどに出資し

ている（図表 8）。新規出店にも前向きであり、2003 年度 17 店、04 年度 23 店（単体）を出す

予定である。 
 こうした積極姿勢の背後には、有力外資の本格上陸がある。外資が本格展開する前に規模を

拡大、対抗できるだけの力をつけようとしているのである。 
 対照的なのがイトーヨーカ堂である。ヨーカ堂は小売業で重要なのは量（店舗数）ではなく

質（商品価値、顧客の店舗に対するロイヤルティ）との立場で既存店の強化に重点を置いてい

る。2002 年からは価値訴求路線の一環として、国内地場産地と協力して独自の商品を開発・販

売する「メイド・イン・ジャパン」企画を開始した注 5。同企画の対象品目は当初の 50 品目か

ら 420 品目（03 年 11 月時点）に順調に拡大している。 
 イオンのいなげや、カスミへの出資、テスコ（英）のシートゥーネットワーク買収に見られ

るように、食品スーパーを中心とした中堅・中小スーパーの再編も加速している。地域密着型

の食品スーパーは総合スーパーに比べると業績が良い企業も少なくないので、大手や外資の標

的になっている面もあるが、食品スーパー側から見ても単独での生き残りは難しい時代になっ

                                                      
注 5横浜のスカーフ、浜松の紳士ワイシャツ、今治のタオルケットなど。 
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ており、大手の傘下入りや中小同士のグループ化を選択する企業が増えている。 
 
図表8　イオンの主な買収・提携の動き

ヤオハンジャパン マックスバリュ東海
（97年破たん）

マイカル サティ、ビブレ等
（01年破たん）

壽屋 マックスバリュ九州、くらし館等
（01年破たん）

亀屋みなみチェーン マックスバリュ東北
（01年破たん）

いなげや
（02年株式取得）

カスミ
（03年業務・資本提携）

注：マックスバリュ、くらし館は食品を中心としたスーパーマーケット。
　　サティは総合スーパー、ビブレは複合型専門店。
出所：イオンIR資料等より作成

イオン

100％子会社化

100％子会社化

40店舗取得

13店舗取得

 
 
 
 
４.総合スーパー、百貨店に「復権」はあるか 

 

 さて、このように大手百貨店、総合スーパーを取り巻く環境は消費低迷、オーバーストア、

外資本格上陸など厳しい状況にあり、今後も競争が緩和される見通しにない。彼らに「復権」

の芽はあるのだろうか。 
百貨店はやや時代に取り残された感のある業界であり、ブランド力の強い一部都市型百貨店

以外は冬の時代が続くと見られる。客を呼び戻すには、一時人気を博した「デパ地下」のよう

に「ここでしか得られない何か」を演出する必要があるだろう。地方百貨店を取り巻く環境は

厳しく、大手の傘下入りの動きが続くと見られる。 
総合スーパーも、同じような店があふれかえっている状況ではなかなか浮上は望めまい。過

去数年間、総合スーパーは衣料品、家電製品と次々に顧客を専門店に奪われ、後退を余儀なく

されてきた。あちらこちらと渡り歩く必要のある専門店と違い、「ワンストップショッピング」

という強みがあるのに、中途半端な品揃え・価格設定のうえ同じような散漫な印象の店ばかり

なので客に逃げられたものと思われる。 
こうした中注目されるのは、イトーヨーカ堂の「メイド・イン・ジャパン」企画、イオンの

新業態開発など新たな試みである。メイド・イン・ジャパン企画は、中国製品が幅を利かせる

衣料品などにおいて、多少値は張るが価値ある商品を提示したという点で新鮮だった。イオン
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のスーパーセンター注 6など新業態開発は、未知数ながらも今までとは一味違う店作りを予感さ

せてくれる。ただ、いずれにせよスーパー業界は明らかに店舗過剰であり、今後もさらに出店

が予定されている。業績じり貧で再編の渦に巻き込まれる企業も出てくるだろう。 
 
 

５.外資は進出に成功するか 

 

最後に、巨大外資の日本進出について考えてみたい。ウォルマート以下、総合業態の外資は

進出に成功するのだろうか。 
実は、名だたる外資といえどもすべての進出先で成功したわけではない。小売業は地域性が

強く、カルフールがいったん進出した米国から撤退したこと、ウォルマートがドイツで苦戦中

であることなどは有名な話である。日本ではどうなのだろうか。 
成功するか否かでは意見が分かれているのだが、個人的には日本での成功への道のりは険し

いと見ている。日本は既に小売市場が発達しているうえ、人件費・地価も高い。競争も厳しく、

消費者は商品、とりわけ生鮮食品の品質への要求度が非常に高い。しかもカルフールに足を運

んだ客が「フランス風の雰囲気」を求めたように、外資に対しては日本のスーパーとの違いを

求める傾向にある。外資系スーパーは消費者の高い要求にこたえつつ、日本のスーパーにはな

い何かを見せなければならない。なかなかの難事業である。 
ただ、巨大外資は圧倒的な資金力を誇るだけでなく、決断が非常に早い。また、カルフール

のように現地化を進め、大方の予想を裏切って業績を好転させつつある例もある。日本の消費

者の特性を十分に研究した上で、中堅クラス以上のスーパー買収や一気の新規出店で反転攻勢

に転じるようなことになれば、意外などんでん返しがあるかもしれない。 
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注 6 スーパーセンターとはウォルマートが得意とする業態で、食品売り場併設の大型ディスカウントストア。

基本的に平屋建てワンフロアで、生鮮食品から工具まで 10 万品目以上を扱う（平均的な総合スーパーの取扱品

目は６万程度）。 
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