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平成２６年４月 全国百貨店売上高概況 

平成２６年５月２０日 

Ⅰ．概 況  

 

１．売上高総額        ４,１７２億円余 

２．前年同月比     －１２.０％（店舗数調整後／６か月ぶりマイナス） 

３．調査対象百貨店   ８４社 ２４１店 （平成２６年３月対比－１社１店） 

４．総店舗面積     ６,１８０,１０６㎡ （前年同月比：－１.０％） 

５．総従業員数     ８０,０２１人 （前年同月比：－２.６％） 

６．３か月移動平均値   9-11 月 １.５％、10-12 月 １.３％、11-1 月 ２.３％、 

（店舗数調整後）   12-2 月 ２.４％、1-3 月 １１.０％、2-4 月 ６.５％ 

 

  ［参考］平成 25 年 4 月の売上高増減率は－０.５％（店舗数調整後） 
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地　　　区 売上高(千円) 構成比（％）

 全 国 417 ,213 ,038 100 .0 -12 .0 (  -12 .5 )

10都市 281 ,003 ,620 67 .4 -11 .2 (  -11 .8 )

札幌 10,105,902 2.4 -14.2

仙台 5,793,608 1.4 -16.4

東京 108,554,024 26.0 -10.8 (  -12.4)

横浜 25,118,296 6.0 -10.4

名古屋 24,825,944 6.0 -12.8

京都 16,430,569 3.9 -12.8

大阪 57,542,827 13.8 -9.0

神戸 10,634,338 2.5 -14.5

広島 8,896,631 2.1 -13.3

福岡 13,101,481 3.1 -10.3

10都市以外の地区 136 ,209 ,418 32 .6 -13 .6 (  -13 .9 )

北海道 2,200,532 0.5 -17.2

東北 7,237,213 1.7 -11.6

関東 64,784,841 15.5 -13.0 (  -12.9)

中部 10,808,550 2.6 -14.0

近畿 13,921,242 3.3 -13.5

中国 9,241,587 2.2 -16.4

四国 6,958,606 1.7 -14.3 (  -20.4)

九州 21,056,847 5.0 -14.0

商　品　別 売上高(千円) 構成比（％）

総　　　　　　　額 417 ,213 ,038 100 .0 -12 .0 (  -12 .5 )

紳士服・洋品 30,910,708 7.4 -7.9 (  -8.4)

婦人服・洋品 98,417,106 23.6 -11.9 (  -12.5)

子供服・洋品 12,992,142 3.1 -15.0 (  -15.1)

その他衣料品 8,554,531 2.1 -24.2 (  -24.5)

衣　　料　　品 150 ,874 ,487 36 .2 -12 .2 (  -12 .7 )

身のまわり品 54 ,706 ,228 13 .1 -12 .0 (  -12 .9 )

化粧品 20,836,858 5.0 -20.9 (  -21.1)

美術・宝飾・貴金属 15,682,313 3.8 -38.9 (  -40.3)

その他雑貨 17,814,651 4.3 -9.1 (  -9.3)

雑　　　　　　貨 54 ,333 ,822 13 .0 -24 .1 (  -24 .9 )

家　　具 5,211,217 1.2 -18.3 (  -20.5)

家　　電 1,067,232 0.3 -21.7 (  -21.7)

その他家庭用品 13,845,884 3.3 -16.2 (  -16.5)

家　庭　　用　品 20 ,124 ,333 4 .8 -17 .1 (  -17 .8 )

生　鮮　食　品 23,647,773 5.7 -5.2 (  -5.3)

　菓　　子　 28,595,597 6.9 -4.2 (  -4.5)

　惣　　菜　 26,065,458 6.2 -1.8 (  -2.0)

その他食料品 30,882,468 7.4 -6.9 (  -7.1)

食　　　料　　　品 109 ,191 ,296 26 .2 -4 .7 (  -4 .8 )

食　堂　　喫　茶 13 ,189 ,187 3 .2 -6 .3 (  -6 .5 )

サ　ー　　ビ　ス 5 ,925 ,693 1 .4 -0 .4 (  -0 .4 )

そ　　の　　他 8 ,867 ,992 2 .1 -6 .3 (  -6 .5 )

商　　　品　　　券 12 ,380 ,782 3 .0 -8 .1 (  -8 .1 )

第２表　　商品別売上高

注)　構成比は計算処理上必ずしも100％にはなりません。商品券は総額に含まれません。また、商品券の構成比は、

   総額に対する比率です。本統計には消費税は含まれておりません。
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対前年増減(-)率　(%)
※

　対前年増減(-)率　(%)

※

第１表　　地区別売上高
※店舗数調整後　（　）が調整前
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Ⅱ．地区別の動き  

 

   １．１０都市売上動向       －１１.２％（店舗数調整後／９か月ぶりマイナス） 

   ２．１０都市以外の地区売上動向  －１３.６％（店舗数調整後／２か月ぶりマイナス） 

 

 

 

【地区別売上前年比の寄与度とトレンド】 

 

地区 売上前年比 寄与度 トレンド 

１０都市 －１１.２ －７.４ ９か月ぶりマイナス 

札 幌 －１４.２ －０.４ ９か月ぶりマイナス                                                                          

仙 台 －１６.４ －０.２ ２か月ぶりマイナス 

東 京 －１０.８ －２.８ ９か月ぶりマイナス 

横 浜 －１０.４ －０.６ ６か月ぶりマイナス 

名古屋 －１２.８ －０.８ ９か月ぶりマイナス 

京 都 －１２.８ －０.５ ６か月ぶりマイナス 

大 阪 －９.０ －１.２ １８か月ぶりマイナス 

神 戸 －１４.５ －０.４ ３か月ぶりマイナス 

広 島 －１３.３ －０.３ ３か月ぶりマイナス 

福 岡 －１０.３ －０.３ ６か月ぶりマイナス 

10都市以外の地区 －１３.６ －４.５ ２か月ぶりマイナス 

北海道 －１７.２ －０.１ ３か月ぶりマイナス＊ 

東 北 －１１.６ －０.２ ４か月ぶりマイナス＊  

関 東 －１３.０ －２.０ ２か月ぶりマイナス 

中 部 －１４.０ －０.４ ３か月ぶりマイナス 

近 畿 －１３.５ －０.５ ２か月ぶりマイナス 

中 国 －１６.４ －０.４ ６か月ぶりマイナス＊ 

四 国 －１４.３ －０.２ ６か月ぶりマイナス 

九 州 －１４.０ －０.７ ３か月ぶりマイナス＊ 

   （注）北海道、東北、中国、 九州については、２００６年１月からそれぞれ札幌、仙台、 

広島、福岡を１０都市に移行した。（２００５年までは６大都市） 
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Ⅲ．商品別の動き  

 

   主要５品目は、’１２年１０月以来１８か月ぶりに全品目がマイナスとなった。また、先月

の駆け込み需要の反動から、その他の品目もすべてマイナスとなったが、紳士服・洋品、

その他雑貨、生鮮食品、菓子、惣菜、その他食料品は一桁のマイナスとなった。 

 

 

 

 

【商品別売上前年比の寄与度とトレンド】 

 

商品別 売上前年比   寄与度 トレンド 

総額 －１２.０ ― ６か月ぶりマイナス 

紳士服・洋品 －７.９ －０.６ ２か月ぶりマイナス 

婦人服・洋品 －１１.９ －２.８ ２か月ぶりマイナス 

子供服・洋品 －１５.０ －０.５ ２か月ぶりマイナス 

その他衣料品 －２４.２ －０.６ ４か月ぶりマイナス 

衣料品 －１２.２ －４.４ ２か月ぶりマイナス 

身のまわり品 －１２.０ －１.６ ９か月ぶりマイナス 

化粧品 －２０.９ －１.２ ６か月ぶりマイナス＊ 

美術・宝飾・貴金属 －３８.９ －２.１ ２０か月ぶりマイナス＊ 

その他雑貨 －９.１ －０.４ ４か月ぶりマイナス＊ 

雑貨 －２４.１ －３.６ １８か月ぶりマイナス 

家具 －１８.３ －０.２ ９か月ぶりマイナス 

家電 －２１.７ －０.１ ３か月ぶりマイナス 

その他家庭用品 －１６.２ －０.６ ５か月ぶりマイナス 

家庭用品 －１７.１ －０.９ ７か月ぶりマイナス 

生鮮食品 －５.２ －０.３ ４か月ぶりマイナス＊ 

菓子 －４.２ －０.３ ５か月ぶりマイナス＊ 

惣菜 －１.８ －０.１ ２か月ぶりマイナス＊ 

その他食料品 －６.９ －０.５ ３か月ぶりマイナス＊ 

食料品 －４.７ －１.１ ４か月ぶりマイナス 

食堂喫茶 －６.３ －０.２ ２か月ぶりマイナス 

サービス －０.４  ０.０ ５か月ぶりマイナス 

その他 －６.３ －０.１ ４か月ぶりマイナス 

商品券 －８.１ －０.２ ３８か月連続マイナス 

   （注）化粧品、美術・宝飾・貴金属、その他雑貨、生鮮食品、菓子、惣菜、その他食料品に  

     ついては２００６年１月から細分化した。 

 

 

お 問 い 合 わ せ は 、 日 本 百 貨 店 協 会  森 ・ 西 田 ま で 

    TEL 03-3272-1666   ホームページアドレス http://www.depart.or.jp 

http://www.depart.or.jp/

