
はじめに

我が国での小売業・卸売業は���比で約��％を占めており､ サービス業の

中でも高い比率であり､ 中小企業が����％を占め､ 個人経営の比率も製造業

と比較すると	
��％と高く､ 生産性は米国と比べても低く､ 日本の産業別で

も低いのが現状である｡ 経済産業省 (����)

東海エリアの小売業の年間商品販売額は����年で全国の����％であり､ 愛

知県���％､ 静岡県���％､ 岐阜県��％､ 三重県���％となっている｡ また､

東海エリアの小売業の項目別商品販売額と特化係数は�､ 機械器具小売業で愛

知県が�兆��
�億円で����％と特に高くなっている｡ 中日新聞社 (����)

企業の財務特性のうちでもっとも重要な収益性についての格差の研究は

�������(���) が製造業内の収益率を��	
���年で競争的産業グループと､

非競争的産業グループで収益率分布の異動を分析している｡ ��������(����)

は､ �����年の ������ ! のデータより米国 ��産業の総資本利益率

("�!) を選び参入障壁の高い企業では収益率がより高いと指摘している｡ 我

が国では､ 産業内利益率格差の研究は､ 中野 (����) が��
年から����年ま

での#$��%&�$'�データベースより､ 小売業を含む��業種の"�!の日米比
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較を行っている｡ 各産業の上位��％の企業を優良企業とし､ 中央値企業を平

均企業として､ ���(����	
�
����､ 売上高営業利益率) を比較し､ 過去

��年間で優良企業では全業種､ 平均企業でも��と医薬品以外はすべて米国企

業のほうが優れていることを実証している｡ また､ 下位企業��％の���で

は米国では赤字業種に�� (�
��	�����
����
����)､ 医薬品､ 電子部品が

列挙されるが､ 日本ではすべて黒字となっている｡ さらに中野 (����) は､

���分布の国際比較を行い､ 米国､ イギリス､ フランス､ スペインが��％前

後と高水準であり､ 日本は���％と最下位であることを指摘している｡ しかし

ながら､ 前述の研究では統計的検定は実施されていなく､ 国単位の比較だけで

ある｡ ����
������
�(��� �) では､ �!�(�
��	�����
�
�!����
���"

���
����
����) 産業での収益性と成長性について���#"����年の財務デー

タより日本企業とマレーシア､ タイ､ フィリピンの����$ か国の企業を

比較し､ 収益性関連%指標で日本企業が劣っていることを示している｡ ���

�
������
�(��� &) では､ 前述の%か国に中国､ 韓国を加えたアジア#か

国での�!�企業���社の収益性関連指標の有意差があり､ タイとフィリピン

での収益性が高いこと､ 中国の成長率が高いことを実証している｡ $�'���
�

�����
�(����) では､ ����"����年での小売業における日本､ マレーシア､

米国の経営指標を多重比較により分析し､ 日本企業の売上高成長率は高いが､

収益性指標では劣っていることを示している｡

名古屋商法という言葉がある｡ これは､ 名古屋企業の特徴として､ �) 質素､

�) 堅実､  ) 義理堅い：地縁・血縁が重視される､ %) 地味だが物作りに優れて

いるとある｡ 名古屋の商法 (��� ) あるいは､ 岩田 (���() のように､ 名古屋

企業の経営構造は､ �) 伝統的名古屋モデルと�) 新名古屋モデルがあるとして

いる｡ そして､ 前者では､ 成長より存続志向､ 企業というよりも家業経営を志

向し､ 株式非公開で､ 内部留保により投資し無借金経営に努めている｡ 後者で

は､ 成長志向で借金により積極的に投資するとしている｡ さらに､ 名古屋金利

という言葉もあり､ 東海財務局 (����) によると､ 名古屋市を中心とする東海
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�県では､ ���������年の信用金庫 (��金庫)､ 第ニ地銀 (	行)､ 地銀 (	行)

では､ 貸出約定平均金利が全国に比べて低い水準にあるとしている｡

そこで､ 本論の目的は､ 国内での企業の財務特性が地域としての都市別､ 県

別で異同しているかどうかを､ 企業の収益性と成長性を中心として統計的に分

析することにある｡

最初に､ 東海	県における非上場企業のデータを中心とした企業の財務デー

タを収録している中部経済新聞社 (���	) の中経企業年鑑財務データを����

年－���	年の小売業企業について選択し､ 経営指標､ 企業特性に差があるか

どうかを統計的に分析する｡

さらにビューロー・ヴァン・ダイク社 (���	) の全世界の上場企業の財務デー

タである
����の���データベースにより､ 我が国上場企業の東京､ 大阪､

名古屋に本社を置く小売業企業の経営指標と企業特性について地域により差が

あるかどうかも分析する｡ 実証仮説として ��� ���������� (�����)

(�����) と同様の以下の�つを構築する｡

仮説� 我が国での小売業企業の経営指標には地域特性はみられない｡

仮説� 我が国での小売業企業の成長率には地域特性がみられない｡

第�章 東海�県での経営指標､ 企業特性

中部経済新聞社 (���	) に収録されている企業は上場企業���社 (���％)､

非上場企業�����社 (����％) である｡ 業種分類では､ 各種商品小売業��社､

織物衣料小売業��社､ 飲食料小売業��社､ 自動車小売業	�社､ 家具建具小

売業��社､ その他小売業���社となっている｡ それらの中から､ 過去�年間

の売上高､ 経常利益､ 純利益のデータを掲載している小売業企業を選別して分

析対象とする｡ 選別した企業名は付録�に掲載しており､ 各種商品小売業�	

社､ 繊維衣料小売業�社､ 飲食料小売業��社､ 自動車小売業��社､ 家具建具

小売業�社､ その他小売業��社の合計���社である｡ 継続的に公開されてい

我が国小売業における企業財務の地域特性について
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る�変数による分析に使用できる経営指標は下記のようである｡

売上高経常利益率＝経常利益÷売上高×���

売上高当期利益率＝当期利益÷売上高×���

次に､ これらの指標の分布の正規性の検定を実施した結果が､ 表�の上段の

経営指標の正規性の検定である｡ コルモゴロフ�スミルノフ (�����	�
���

―�―

表� 経営指標の正規性の検定

�����	�
������
���の正規性の検定 (探索的)� �����
������

統計 自由度 有意確率� 統計 自由度 有意確率�

売上高経常利益率 ���� �� ���� ��� �� ����

売上高当期利益率 ���� �� ���� ���� �� ����

����������
�有意確率の修正

�����	�
������
���の正規性の検定 (探索的)� �����
������

統計 自由度 有意確率� 統計 自由度 有意確率�

売上高成長率 ��� ��� ���� ���� ��� ����

経常利益成長率 ��� ��� ���� ���� ��� ����

当期利益成長率 ���� ��� ���� ���� ��� ����

����������
�有意確率の修正

�����	�
������
���の正規性の検定 (探索的)� �����
������

統計 自由度 有意確率� 統計 自由度 有意確率�

自己資本当期利益率 ��� ��� ���� ���� ��� ����

プロフィットマージン ���� ��� ���� ���� ��� ����

売上高当期利益率 ���� ��� ���� ���� ��� ����

総資本収益率 ���� ��� ���� ��� ��� ����

自己資本比率 ��� ��� ���� ���� ��� ����

株価収益率 ���� ��� ���� ��� ��� ����

����������
�有意確率の修正



�������) の正規性の検定やシャピロ�ウィルク (�	
��������) の検定では

有意確率が�����となっているので正規分布をしていないという仮説が採用さ

れる｡

表�は東海�県の小売業の経営指標である｡ 売上高経常利益率では愛知県の

����％が最高で､ 三重県����％､ 岐阜県 ����％､ 静岡県の����％が最低であ

る｡ 表�の売上高経常利益率についてのノンパラメトリック検定の一つである

クラスカル�ウォリス (������
�
��) 検定では､ �％の水準で統計的に有

意となっていない｡ 売上高当期利益率については､ 愛知県����％､ 三重県����

％､ 岐阜県����％､ 静岡県����％となり同様に有意ではない｡

そこで､ 売上高､ 経常利益､ 当期利益の�年間のデータより�年間の成長率

を計算して売上高成長率､ 経常利益成長率､ 当期利益成長率を求める｡ これら

の指標の正規性の検定は表�の中段のようにコルモゴロフ�スミルノフ検定､

我が国小売業における企業財務の地域特性について
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表� 東海�県の小売業の経営指標 (％)

経営指標 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県

売上高経常利益率 ���� ���� ���� ����

売上高当期利益率 ���� ��� ���� ����

表� 売上高利益率の�����	
�	

��検定

検定統計量
��

売上高経常利益率 売上高当期利益率

カイ�乗 ����� �����

� � �

漸近有意確率 ���� ����


������
�
��検定
��グループ化変数：県コード



シャピロ�ウィルクの検定で高度に有意となっており正規分布の仮定が成立し

ないと判断されるためクラスカル�ウォリス検定を行う｡ その結果が表�のよ

うであり､ 売上高成長率は漸近有意確率が�����で統計的に有意である｡ 売上

高成長率の平均ランクは静岡県が������で一番高く､ 愛知県������､ 三重県

������､ 岐阜県 ��	���となっている｡ 小売業全体の売上高は経済産業省

(��
����
�) によると､ 
	年に
�	��兆円であったが､ ��
�年には
����

兆円と減少している｡

経営指標の有意差はないと考えられるので仮説
は支持された｡

売上高成長率には有意差があることが指摘できたので仮説�は支持されない｡

―��―

表� 売上高､ 経常利益､ 当期利益の成長率の�������	���
�検定

検定統計量���

売上高成長率 経常利益成長率 当期利益成長率

カイ�乗 
����	 ���� �����

�� � � �

漸近有意確率 ���� �

	 ��	�

���������������検定
��グループ化変数：県：愛知､ 岐阜､ 三重､ 静岡

表� 東海�県の小売業の成長率の平均ランク

経営指標 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県

売上高成長率 ������ ��	��� ������ ������

経常利益成長率 ������ �	���	 ��	�		 �
	���

当期利益成長率 �		��� �		��
 �	��
� ������



第�章 東京､ 大阪､ 名古屋での企業特性

全世界約������社の上場企業の���によるデータベースであるビューロー・

ヴァン・ダイク社の��	
	�を利用して小売業企業を選別する｡ 日本におけ

る小売業の上場企業数は���社あり､ 東京で���社､ 大阪で��社､ 名古屋で

��社である｡ (付録�)

横浜市､ 福岡市では�社､ 京都､ 千葉､ 埼玉市では社､ 神戸�社であるの

で分析対象から除外した�｡

比較のための経営指標に下記の指標を作成し分析した｡

自己資本当期利益率 (
��) ＝当期利益÷自己資本×���

プロフィットマージン＝当期利益÷営業利益×���

総資本当期利益率 (
��) ＝当期利益÷総資本×���

売上高当期利益率＝当期利益÷売上高×���

自己資本比率＝自己資本÷総資本×���

株価収益率＝株価÷一株当たり当期利益×���

我が国小売業における企業財務の地域特性について
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表� 東京､ 大阪､ 名古屋の小売業の経営指標 (％) と企業特性

経営指標 東京 大阪 名古屋

自己資本利益率 ％ ���� ���� ���

プロフィットマージン ％ ���� ��� ����

総資本当期利益率 ％ ���� ���� ����

売上高当期利益率 ％ ��� ��� ����

自己資本比率 ％ ����� ����� ����

株価収益率 ％ ���� �� ���

従業員数 人 ��� ���� ����

役員数 人 �� ��� ���

子会社数 社 �� �� ���

売上高成長率 ％ －��� －���� －���



表�の東京､ 大阪､ 名古屋の小売業企業の経営指標と企業特性に示している

ように､ 自己資本当期利益率では名古屋企業�����％と一番高く､ 大阪企業

����％､ 東京企業����％となっている｡ 総資本当期利益率では､ 逆に東京企業

が一番高く	��
％であり､ 大阪企業���
％､ 名古屋企業����％となっている｡

売上高当期利益率は､ 大阪企業が一番高く��	�％で､ 名古屋企業����％､ 東

京企業��
�％であり､ 株価収益率では､ 大阪､ 東京､ 名古屋の順に�����％､

���
�％､ �����％である｡ 自己資本利益率､ プロフィットマージン､ 総資産利

益率､ 株価収益率の分布については､ 表�の下段のコルモゴロフ�スミルノフ

検定､ シャピロ�ウィルクの検定により正規性の仮定は採用できない｡ 非正規

性の仮定のもとでのクラスカル�ウォリス検定の結果が表�である｡ 統計的有

意差はどの指標にも見られない｡ 自己資本比率については､ 正規性の仮定を採

用し､ 一元配置分析を適用したが有意差は見られなかった｡ 企業変数としての

従業員数､ 役員数､ 子会社数も大小の差はあるが､ 統計的な有意差は識別でき

―	�―

表� 経営指標の�������	���
�検定

検定統計量��

自己資本
当期利益率

プロフィット
マージン

総資本
当期利益率

売上高
当期利益率

自己資本
比率

株価収益率

カイ�乗 ����� �	�� �	�� ���	 ����� ����

�� � � � � � �

漸近有意確率 ���� ���� ���� ���� �
�� ����

従業員数 役員数 子会社数
売上高
成長率

カイ�乗 ���� ���	� 	��
� ��	��

�� � � � �

漸近有意確率 ���� �	�� ���� �	�


������������検定
��グループ化変数：東京､ 大阪､ 名古屋



ない｡

よって両仮説とも支持された｡

おわりに

非上場企業を中心とする東海�県の���社の小売業企業の経営指標を分析す

ると､ 愛知県､ 三重県､ 岐阜県､ 静岡県の順に売上高経常利益率､ 売上高当期

利益率が低下しているがノンパラメトリック検定の一つであるクラスカル�ウォ

リス検定では､ �％の水準で統計的に有意となっていない｡ しかしながら､ 売

上高､ 営業利益､ 当期利益の�年間の成長率を検定すると売上高成長率だけは

統計的有意差があり静岡県､ 愛知県､ 三重県､ 岐阜県の順に成長率が低下して

いることを指摘できた｡

全世界の上場企業のデータベースであるビューロー・ヴァン・ダイク社の

��	
	�からの日本の小売業企業���社のデータを､ 東京､ 大阪､ 名古屋の�

大都市の本社別に分析すると､ 自己資本比率､ プロフィットマージン､ 総資本

当期利益率､ 流動比率､ 自己資本比率､ 株価収益率のすべてで統計的に有意な

差はないことがわかった｡

よって､ 我が国の上場企業間での地域特性は小売業で存在するとは考えられ

ないが､ 非上場企業間では東海�県での地域特性があると判断される｡ その類

推される理由として財務データの信頼性が異なっていることがあげられる｡ し

かしながら､ 国境を越えての比較として､ 国別の企業特性は小売業企業で異なっ

ていることは指摘されている｡ 中野 (���)､ ���������������(����) 小

売業や	��企業のみならず業種を拡大して全業種においての業種間異動､ 全

業種での企業特性の分析が今後､ 重要であり期待される｡

また､ 本論での､ 非上場企業を中心とする財務データの分析では､ 継続的に

利用できる変数が極めて限定されているので､ 成長率での地域特性の原因を究

明するには､ 計量的な分析はかなり困難である｡ そこで､ 今後は､ 非上場企業
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のデータベースである東京商工リサーチの企業データベース�����������	

や帝国データバンクの
�������等の利用�により拡張されうる｡

さらに､ ������に収録されている他の変数を選択して分析を拡張すること

ができる｡

但し､ 上場企業のデータベースといってもかなりの数の欠損値が入っており､

これを除去あるいは､ 他の欠損値対策を実施する必要がある｡ 分析の変数やデー

タ量が増加すると､ これに伴い､ そのための労力が重要となる｡

付記

本研究には愛知大学中部地方産業研究所の研究費と科研費科研番号

��������の助成を受けましたので感謝します｡ また､ ����年�月��日に開催

された中部地方産業研究所の公開研究発表会でコメントをいただいた愛知大学

経済学部の打田委千弘教授､ �
の利用について御助力をいただいた車道メディ

アセンターの高山慶治氏に感謝いたします｡ しかしながら､ ありうる誤り等は

著者に帰するものです｡

注

� 特化係数は全国での各項目の販売額構成比を���％としたときの各県の項目の販売構成
比である｡ 中日新聞社 (����)
� ������の ��������� !��"
��!!#$#���#�� (���) による産業分類によると全体で
�%&'��社の上場企業のうち､ 小売業 (���(����) が�&���社で､ 日本では���社が収録
されている｡
� 	���())***��!�+�,�����-�)!,�.#�,)���� ��)����/�������	)

	���())***��������-�)�#�, �)��,�)#��,0�	�1�
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付録� 東海地方の小売り企業リスト

各種商品小売業 (��) ��米常ライス ��三重トヨタ自動車販売 ��サーラコーポレーション

�一号館 �	ショクブン ��三重日野自動車 ��西東石油

�オリンピア ��ドミー ��サガミシード

�カーマ �
ナゴヤフード 家具建具小売業 (��) ��山洋堂ホールディング

�ぎゅうとら ��マルト水谷 ��岐阜商事 ��シマツ

�シンナゴヤトレード ��妙香園 �	富士家具工業 ��シンフォニア商事

�津松菱 ��メーキュー ��マルミツ陶器 ��スギホールディング

	トミダ �	鈴定燃料

�ハイエース 自動車小売業 (��) その他小売業 (���) ��スワベ商会


バロー ��愛知スズキ販売 �
アイデアム �
セリア

��マックスバリュー中部 ��愛知トヨタ自動車 ��赤武 
�大日本印章

��丸栄 ��愛知日産自動車 ��アタックス 
�中央燃料

��名鉄百貨店 ��岐阜ススキ販売 ��アポロ興産 
�中京医薬品

��ヤマナカ �	岐阜トヨペット ��アルペン 
�中日長栄社

��ユニー ��サン・モトーレン ��池田商会 
�中日電機工業

�
静岡自動車 ��石黒商事 
�中部セキスイ商事

繊維衣料小売業 (��) ��トヨタカローラ岐阜 ��井上護謨工業 
�チヨダ

��アカノレン ��トヨタカローラ三重 �	イビデン産業 
	坪井花苑

��ジーフット ��トラスト ��いまじん白揚 
�東濃石油

�	スクロール ��永井自動車工業 �
上野ガス 

トーカイ

��藤久 ��名古屋スバル自動車 	�エスケーアイ ���豊田共栄サービス

�
ペグ ��名古屋トヨペット 	�大濱燃料 ���豊通エネルギー

��丸大 ��ネッツトヨタ静岡 	�興津商事 ���名古屋科学機器

��みやこや �	ネッツトヨタ東海 	�ガステックサービス ���ヒマラヤ

��ネッツトヨタ名古屋 	�蟹江プロパン ���フジプロ

飲食料小売業 (��) �
ネッツトヨタ浜松 	�キクタニミュージック ���富士和商事

��アオキスーパー ��ネッツトヨタ東名古屋 	�郡上ガス ���マルエイ

��アペックス ��ホンダ四輪販売三重北 		クロッグス ��	三重交通商事

��柿安本店 ��三重スバル自動車 	�コメジ・ソシオ ���メディカル一光

��カネ美食品 ��三重ダイハツ販売 	
コメ兵 ��
山善商店

注 カッコの数字は中経企業年鑑���������の�����に掲載された企業数であり､ �年
分の売上高､ 経常利益､ 当期利益の掲載がない企業は削除している｡
中部経済新聞社 (����) より選択
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付録� 東京､ 大阪､ 名古屋の小売り上場企業リスト

東京 �������	
�� �����	���
��	��	����	�

�������������	����	
�����
�� �
�	��	
�� �������	�����

����	�������
����	�
��� ����������	�	
�� ������������������	��
���

�������������	�����
������ ���	��	
�� ������	�����	
������	��
���

������������ �������	�	
������	��	����	� �� �	��	����
�� �������������! �	�

�"������������ � ������ �	��
���

 ���	������������������� �#��"�����������	�����
������ 大阪
#�$�����	��� �%�����	�	
�� ���
����	��	����	�

%�	�&���	���	
������	�
��� �'�	�	
�����	�����
������ ���	��	��	����	�

'����������������  ��������	
�� ��	�����
����	���

������������  ���	�	���	�	��(���	
�� ��	����������	
��

����� �	
������	��
���  �����"�!�	
�� ��	������	���	
��

��������	���	��
���  ���������������	
��  �������� ������������	���	��
���

�����	���	
������	��
���  �����	�"�������	
�� #��	���	
��

������	�	
��  �	�������� %����������	
��

�����	"���������	
��   �	���	��	���	
�� '�	�������	
��

� ����
�	��	����	�  #�	
�������	�
������ ����
�	
��

�#��	�����������	
��  %�����	���	
�� ���������������	��
���

�%����(������	
������	��
���  '��������	��
��� �������	
��

�'���������	��	����	� #���������	�	
�� ��(����	��	����	�

��"�$������� #�����������	��	����	� ��������	
��

�����	���	
�� #�����
����	
�� �������	����	�	
��

�������	��	��
���	
������	��
��� #�����������	� 
��� � ����	��	����	�

���

�������������	��
�	
�� #�����		��	
�� �#��������	��
���

�������	��	��	����	� #�����������������	
�� �%����������	
��

����������	
������	��
��� # ������������ �'	�����	��
���

 ��

	� ���
�� ##�������	��	����	� �������	
��

#���������	��
�� #%�����	
�� ���������������	��
���

%��		��	
�� #'������� ��"�	�	��	����	�

'"�

$�����	
�� %�������������	���	
�� �������
���	�	������	�����
��

�������	�	�����
�� %������ ��"
�����	����������	
�� ������	�	��
���

����������	
�� %����������	�����
������ �����	���
���	������

�	���������
�� %��)�����	��
���  ��������	
������	��
���

������	�	
�� %��������	
�� #�����	������	�(	� �������	
��

������������	
��������� %�����������	�	
��

������	�����	
�� % ������������	��	����	� 名古屋
� ���	���������	���	
�� %#�	��	���	�	
�� ���$��	���	��
���

�#�	��	�������	
�� %%�����	��	
�� �
����	
��

�%�	������	��
��� %'����
����	
�� �������	�	
��

�'����	����	
�� '�����������	
�� ���

������������	��
���

��
�
��	
	��	�����
������ '�������	�����
�� ���������	��
���

������	��
�� '"�����������	
��  �	����	�	��
���

������	�	
�� '������	��	����	� #������������������	���	����� 
������

���������	��	����	� '�������
�������������� %�	�����	��	����	�

��������	�	�	��	����	��	��
��� '��������������	��
�	
�� '����	�	�	
���������

��	(��	��	����	� ' "�	��	
��	
�� ����	���	��	����	�

� ����
���
	"�
��	������� '#����	������� ����������	��	����	�

�#�������	
������	��
��� '%��"���	��	����	� ���
	��������

�%"���	!�	��
��� ''�����������	
�� ��������	
��

�'	���
	����
���������	��	
�� ��������	
�� �����	
��

������$&�	
�� ������������	���	��� ������	��	�	���	
��




