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平成２６年５月 全国百貨店売上高概況 

平成２６年６月１８日 

Ⅰ．概 況  

 

１．売上高総額        ４,６１８億円余 

２．前年同月比     －４.２％（店舗数調整後／２か月連続マイナス） 

３．調査対象百貨店   ８４社 ２４１店 （平成２６年４月対比±０店） 

４．総店舗面積     ６,１７８,４６９㎡ （前年同月比：－０.９％） 

５．総従業員数     ８０,０４０人 （前年同月比：－２.６％） 

６．３か月移動平均値   10-12月 １.３％、11-1月 ２.３％、12-2 月 ２.４％、 

（店舗数調整後）   1-3月 １１.０％、2-4月 ６.５％、3-5月 ４.１％ 

 

  ［参考］平成 25年 5 月の売上高増減率は２.６％（店舗数調整後） 
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地　　　区 売上高(千円) 構成比（％）

 全 国 461 ,848 ,343 100 .0 -4 .2 (  -4 .7 )

10都市 309 ,800 ,916 67 .1 -3 .7 (  -4 .3 )

札幌 11,259,598 2.4 -5.8

仙台 6,370,701 1.4 -4.3

東京 116,806,090 25.3 -4.3 (  -5.9)

横浜 27,488,562 6.0 -4.9

名古屋 28,678,630 6.2 -4.8

京都 17,839,455 3.9 -6.0

大阪 64,918,333 14.1 0.0

神戸 11,864,882 2.6 -3.0

広島 9,624,558 2.1 -6.8

福岡 14,950,107 3.2 -2.5
10都市以外の地区 152 ,047 ,427 32 .9 -5 .4 (  -5 .7 )

北海道 2,364,207 0.5 -6.4

東北 7,601,039 1.6 -4.6

関東 73,177,599 15.8 -6.0 (  -5.8)

中部 11,797,112 2.6 -3.3

近畿 15,277,172 3.3 -4.5

中国 10,682,700 2.3 -3.9

四国 7,663,605 1.7 -2.6 (  -10.1)

九州 23,483,993 5.1 -6.9

商　品　別 売上高(千円) 構成比（％）

総　　　　　　　額 461 ,848 ,343 100 .0 -4 .2 (  -4 .7 )

紳士服・洋品 35,566,512 7.7 -1.4 (  -1.8)

婦人服・洋品 105,814,992 22.9 -4.6 (  -5.2)

子供服・洋品 12,692,944 2.7 -1.5 (  -1.8)

その他衣料品 10,769,103 2.3 -8.1 (  -8.5)

衣　　料　　品 164 ,843 ,551 35 .7 -3 .9 (  -4 .5 )

身のまわり品 62 ,350 ,275 13 .5 -2 .9 (  -3 .7 )

化粧品 26,109,714 5.7 -6.5 (  -6.7)

美術・宝飾・貴金属 20,497,056 4.4 -23.2 (  -24.3)

その他雑貨 18,080,664 3.9 -1.3 (  -1.5)

雑　　　　　　貨 64 ,687 ,434 14 .0 -11 .3 (  -11 .9 )

家　　具 5,243,511 1.1 -15.6 (  -18.2)

家　　電 1,280,047 0.3 -17.4 (  -17.4)

その他家庭用品 15,440,192 3.3 -7.1 (  -7.3)

家　庭　　用　品 21 ,963 ,750 4 .8 -9 .9 (  -10 .8 )

生　鮮　食　品 25,525,057 5.5 -1.7 (  -1.9)

　菓　　子　 31,270,324 6.8 2.4 (  2.1)

　惣　　菜　 27,420,359 5.9 -0.5 (  -0.6)

その他食料品 33,520,852 7.3 -2.8 (  -2.9)

食　　　料　　　品 117 ,736 ,592 25 .5 -0 .7 (  -0 .9 )

食　堂　　喫　茶 14 ,435 ,522 3 .1 -3 .4 (  -3 .6 )

サ　ー　　ビ　ス 5 ,698 ,698 1 .2 3 .1 (  3 .1 )

そ　　の　　他 10 ,132 ,521 2 .2 -0 .4 (  -0 .6 )

商　　　品　　　券 12 ,091 ,466 2 .6 -5 .1 (  -5 .2 )

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

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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Ⅱ．地区別の動き  

 

   １．１０都市売上動向        －３.７％（店舗数調整後／２か月連続マイナス） 

   ２．１０都市以外の地区売上動向   －５.４％（店舗数調整後／２か月連続マイナス） 

 

 

 

【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 －３.７ －２.４ ２か月連続マイナス 

札 幌 －５.８ －０.１ ２か月連続マイナス                                                                          

仙 台 －４.３ －０.１ ２か月連続マイナス 

東 京 －４.３ －１.１ ２か月連続マイナス 

横 浜 －４.９ －０.３ ２か月連続マイナス 

名古屋 －４.８ －０.３ ２か月連続マイナス 

京 都 －６.０ －０.２ ２か月連続マイナス 

大 阪 ０.０ ０.０ ２か月連続マイナス 

神 戸 －３.０ －０.１ ２か月連続マイナス 

広 島 －６.８ －０.１ ２か月連続マイナス 

福 岡 －２.５ －０.１ ２か月連続マイナス 

10都市以外の地区 －５.４ －１.８ ２か月連続マイナス 

北海道 －６.４ ０.０ ２か月連続マイナス＊ 

東 北 －４.６ －０.１ ２か月連続マイナス＊  

関 東 －６.０ －１.０ ２か月連続マイナス 

中 部 －３.３ －０.１ ２か月連続マイナス 

近 畿 －４.５ －０.１ ２か月連続マイナス 

中 国 －３.９ －０.１ ２か月連続マイナス＊ 

四 国 －２.６ ０.０ ２か月連続マイナス 

九 州 －６.９ －０.４ ２か月連続マイナス＊ 

   （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、２か月連続で全品目がマイナスとなった。しかし、先月は駆け込み需要の

反動から食料品以外の４品目が二桁マイナスしていたが、今月は雑貨を除く４品目が一桁

マイナスとなった。また、菓子が２か月ぶりにプラスに転じ、その他の品目もすべて先月

の伸びを上回った。 

 

 

 

【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 －４.２ ― ２か月連続マイナス 

紳士服・洋品 －１.４ －０.１ ２か月連続マイナス 

婦人服・洋品 －４.６ －１.１ ２か月連続マイナス 

子供服・洋品 －１.５  ０.０ ２か月連続マイナス 

その他衣料品 －８.１ －０.２ ２か月連続マイナス 

衣料品 －３.９ －１.４ ２か月連続マイナス 

身のまわり品 －２.９ －０.４ ２か月連続マイナス 

化粧品 －６.５ －０.４ ２か月連続マイナス＊ 

美術・宝飾・貴金属 －２３.２ －１.３ ２か月連続マイナス＊ 

その他雑貨 －１.３ －０.１ ２か月連続マイナス＊ 

雑貨 －１１.３ －１.７ ２か月連続マイナス 

家具 －１５.６ －０.２ ２か月連続マイナス 

家電 －１７.４ －０.１ ２か月連続マイナス 

その他家庭用品 －７.１ －０.２ ２か月連続マイナス 

家庭用品 －９.９ －０.５ ２か月連続マイナス 

生鮮食品 －１.７ －０.１ ２か月連続マイナス＊ 

菓子 ２.４  ０.２ ２か月ぶりプラス＊ 

惣菜 －０.５  ０.０ ２か月連続マイナス＊ 

その他食料品 －２.８ －０.２ ２か月連続マイナス＊ 

食料品 －０.７ －０.２ ２か月連続マイナス 

食堂喫茶 －３.４ －０.１ ２か月連続マイナス 

サービス ３.１  ０.０ ２か月ぶりプラス 

その他 －０.４  ０.０ ２か月連続マイナス 

商品券 －５.１ －０.１ ３９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/

