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１．はじめに

　サブブプライムローン破綻を契機とする2008
年９月のリーマンショックにより，わが国経済
は戦後最大の経済危機に陥った。リーマン
ショック以前まで，世界の投機マネーは，
BRICS（ブラジル、ロシア、インド、中国、南
アフリカ）をはじめとする新興国の経済発展を
当て込み原材料・食料品市場に向けられており，
原材料品高，食料品高となっていた。そうした
過熱気味の商品市場も今回の金融危機により，
世界経済縮小基調に向かうと投機筋は消極的な
選択肢として，より安定的資産運用先としての
円買いに走り，わが国経済は景気後退と円高の
同時進行という八方塞がりの状況に陥ったので
ある。

要　　旨
　リーマンショック後の流通商業は若干の回復が見られるものの円高に景気浮揚を阻まれ，
主要景況指標は水面下にあり，依然として厳しい状況にある。販売市場との関係では，著し
い販売単価の下落と市場による価格低下圧力が働き，デフレ基調が企業経営を圧迫している。
　また，調達市場との関係では，仕入に対する価格交渉力の弱さから，デフレ基調および円
高基調であってもそうしたメリットを享受できず，仕入先を多様化するといった努力を行い
つつも，仕入価格には変化がなく，収益を圧迫している。
　さらに，主要取引先からの支払遅延，優越的な地位の濫用については，散見され，卸売業
では平均値より高いという結果となっている。
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流通商業におけるリーマンショック後の
価格と取引関係の変化

[ 研究ノート ]

　他方，2001年に小泉純一郎内閣が誕生し，そ
の新自由主義的思想に基づく構造改革は，自動
車，電機をはじめとする輸出型産業の振興を目
的としたものが中心であった。それ故，リーマ
ンショックにより世界経済が一気に縮小するや
いなや，こうした輸出産業の生産は加速度的に
後退し，それに伴い，派遣切り，年越し派遣村
といった社会問題が露呈した。
　いわば，新自由主義的思想に基づくわが国景
気回復過程は，外需依存，大企業・輸出型産業
依存の回復であり，足腰が非常に弱い景気回復
と言わざるを得ない。
　実際，リーマンショックは「100年１度」と
言われる金融危機であったが，BRICS をはじ
めとする新興国では，一端は景気の落ち込みが
あったものの，今では回復に転じているのに対
して，わが国では今回の調査があった2010年第
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４四半期時点においても主要景況指数は水面下
を漂っており，不況から抜け出せない状況と
なっている。すなわち，現在のわが国経済は「世
界が風邪を引いたら，日本は肺炎になった」と
の状態に陥ったのである。
　このようにリーマンショック後のわが国経済
はかなり深刻な状況であるとみることができる。
そこで，経済の中において重要な役割にある中
小企業の置かれている実態を正確に把握するた
めに，中小企業家同友会全国協議会企業環境研
究センターでは，2010年第４四半期に「『価格
と取引環境』特別調査」を実施した。本調査は，
2011年３月に速報として発表されたが，それら
をより詳細に行うために，業種ごとに担当を定
め，分析を深めた。本稿は，その中で流通商業
の部分を対象としたものである。
　本調査では，有効回答数4,099票の内，流通
商業は1,330票，32.4％を占める。また，その５
業種分類は，情報通信業，252票，18.9％，運
輸業，100票，7.5％，卸売業，414票，31.1％，
小売業382票，28.7％，不動産・物品賃貸業，
182票，13.7％となっている。（表１参照）
　次節以降ではアンケート調査結果から，流通
商業におけるリーマンショック後の取引関係の
変化について，景況と円高の影響（２節），販
売市場の変化（３節），調達市場の変化（４節），
取引関係の変化（５節）という順序で考察する。
　なお，本稿はアンケート調査結果を詳細に解
釈することに努めている。よって，筆者が考え
ていることであっても，今回のアンケート結果
から言い切ることが難しいことに関しては執筆
を控えている。したがって，本稿は研究ノート
として公表することとした。

２．景況と円高の影響
～全般的には厳しい状況，しかしながら不動産・
物品賃貸業で若干の明るい兆し～
（１）業況水準
　2010年第４四半期現在の業況水準については，
有効回答数1,314票の内，「良い」3.2％，「やや
良い」9.1％，「そこそこ」26.6％，「やや悪い」
33.3％，「悪い」27.9％となっており（図１参照），
「良い」と「やや良い」の合計値12.3％と「悪い」
と「やや悪い」の合計値61.2％に対するＤＩ値
は△48.9と水面下にある。2010年第４四半期時
点における業況水準は，リーマンショック後に
おける一連のカンフル剤的な景気刺激策等の効
果もあり，若干の好転は認められるものの，ま
だまだ，大きく水面下を漂っているのである。
　これを５業種ごとのＤＩ値でみると情報通信
業△49.0，運輸業△50.0，卸売業△51.7，小売
業△52.7，不動産・物品賃貸業△34.2となって
おり、不動産・物品賃貸業が流通商業全体に対
して，相対的に業況水準が良い結果となってい
る。

（２）売上高
　つぎに，2008年と比較した売上高については，



流通商業におけるリーマンショック後の価格と取引関係の変化 157

有効回答数1,305票の内，「増えた」29.7％，「不
変」15.3％，「減った」54.9％と「減った」が「増
えた」を大幅に上回っており（図２参照），Ｄ
Ｉ値は△25.2とリーマンショックで落ち込んだ
売上面での回復は未だなされていないと判断で
きる。
　これを５業種ごとのＤＩ値でみると情報通信
業△30.8，運輸業△32.3，卸売業△36.5，小売
業△23.9，不動産・物品賃貸業8.8となっており，
不動産・物品賃貸業のみが2008年と比較した売
上高を上回っているという結果となっている。

（３）経常利益
　また，直近決算の経常利益は，有効回答数
1,303票に内，「増収増益」22.9％，「増収減益」
8.4％，「減収増益」12.4％，「減収減益」39.8％，「横
ばい」16.6％と示されており，「増益」割合が
35.3％，「減益」割合が48.2％となっており（図
３参照），「減益」が「増益」を12.9ポイント上回っ
ている。
　これを５業種ごとに「増益」，「減益」でみる
と，情報通信業で「増益」割合29.5％，「減益」
割合52.9％，ＤＩ値△23.4，運輸業で「増益」
割合35.4％，「減益」割合51.0％，ＤＩ値△15.6，
卸売業で「増益」割合38.7％，「減益」割合
48.5％，ＤＩ値△9.8，小売業で「増益」割合
34.4％，「減益」割合49.8％，ＤＩ値△15.4，不
動産・物品賃貸業で「増益」割合37.2％，「減益」

割合36.1％，ＤＩ値1.1となっている。直近決算
の経常利益においても売上高と同様に不動産・
物品賃貸業のみが水面下を脱しており，回復基
調がうかがえる。
　以上のように業況水準，売上，経常利益といっ
た主要景況指数については，全般的に厳しい状
況にあるものの，不動産・物品賃貸業で若干の
明るい兆しとなっている。
　こうしたプラスの要因を特定することは難し
いが，売上高を伸ばしている不動産・物品賃貸
業の中には「住宅ローン金利の低下，住宅エコ
ポイント，省エネ住宅への関心」（千葉県，建
築請負，分譲住宅販売）との回答があり，住宅
エコポイントといった景気刺激策が効果を発揮
していると考えることもできる。しかしながら，
「不動産相場の下落」（京都府，不動産売買，売
買仲介）との声に示されるように不動産相場の
下落が取引活動を沈滞させ，売上高を減らして
いる業者も存在しているので，不動産・物品賃
貸業のすべてが快方に向かっているとはいえな
い。

（４）最近の円高
　2010年第４四半期に１ドル80円の高値をつけ
た円高の影響については，有効回答数1,271票
の内，「影響なし」60.5％が最も多いものの「受
注減」18.3％，「値下げ要請」15.3％と円高のマ
イナス影響が続いている。それに対して，円高
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のプラス影響である「輸入資材などの値下がり
効果」5.0％，「円高差益」3.6％が下位となって
いることは，中小企業は円高メリットを享受し
にくいことを示している（図４参照）。
　実際，「円高による恩恵はこちらまで来ず」（京
都府，小売業），「輸入商品の価格が下がらない」
（広島県，小売業），「円高なのに輸入食材の値
段が下がっていない」（千葉県，小売業）のよ
うに円高メリットを享受できていない企業の声
がある。また，「（円高で）値下がり分を原資と
する競争が激化している」（北海道，卸売業）
との回答は，円高メリットが近年における競争
激化により相殺されていることを示している。
　反対に円高デメリットを懸念しており，「海
外製品との価格競争」（三重県，小売業），「輸
出が困難になってきた」（兵庫県，卸売業）に
示されるように，日本企業の国際競争力の低下
をあらわす企業の声もある。
　また，「外貨による３，５，７，10年の案内
をしており円高で為替による損失が出ている」
（京都府，不動産・物品賃貸業）との回答は，
急速な為替変動により，長期的な資産運用を目
的とした金融商品の購入を控える顧客が増えて
いることを示している。さらに，「通貨スワッ
プによる為替差損」（広島県，卸売業）との声は，
為替変動が企業収益を悪化させていることを示
している。
　通常，円高にはメリットとデメリットが存在
するが，中小企業の場合，円高のプラス面を享
受することは難しく，マイナス面ばかりの影響

を受けやすい存在であるとみることができる。
いずれにせよ円高が中小企業の景況を快方に向
かわせない一要因であることは，間違いない。

２．販売市場の変化
～著しい販売単価の下落と市場による価格低下
圧力～

（１）販売単価
　リーマンショック以降の販売単価については，
有効回答数1,321票の内，「上がっている」6.6％，
「変わらない」34.1％，「下がっている」59.3％
となっており（図５参照），ＤＩ値は△52.7と
示され，ここではリーマンショック後の景況悪
化による販売単価の下落が読み取れる。これを
５業種ごとのＤＩ値でみても情報通信業△61.1，
運輸業△58.6，卸売業△58.0，小売業△48.6，不
動産・物品賃貸業△35.0とすべての業種で水面
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下となっている。
　販売単価が下がっている場合の低下割合につ
いては，有効回答数775票の内，平均11.5％の
低下で，「５％以上10％未満」28.0％が最も多く，
「10％以上15％未満」20.9％，「３％以上５％未
満」20.0％と続いている（図６参照）。これを
５業種ごとにみると，低下割合の平均値は，情
報通信業14.6％，運輸業9.7％，卸売業9.7％，小
売業11.7％，不動産・物品賃貸業11.7％と示され，
情報通信業での低下割合が相対的に高い。
　販売単価が下がっている場合の主な原因・理
由は，有効回答数732票の内，「競争相手の単価
や世間相場に追随」54.2％，「顧客や発注元か
らの要求」27.2％が主な原因・理由となってい
る（図７参照）。これを５業種ごとにみると，
業種ごとに１位，２位が入れ替わっており，「競
争相手の単価や世間相場追随」，「顧客や発注元
からの要求」の順番になっている業種は，卸売
業，小売業，不動産・物品賃貸業であり，その
逆の順番となっているのは，情報通信業，運輸

業となっている。このように主な原因・理由が
業種によって入れ替わるのは，販売先が特定で
きる顧客（法人，中間業者など）であるか，販
売先が不特定多数（個人，エンドユーザーなど）
であるかによると考えられる。
　このように販売単価が下がっているのは，今
日における日本経済が「不景気の影響」（福島県，
ＩＴ情報関連事業），「デフレの影響」（群馬県，
食品卸販売）であるとの声が多い。また，そう
した景気後退基調の中，「お客様の買い控え」（愛
知県，宝飾販売）が生じていると判断すること
ができる。
　他方，法律や制度の改変が販売単価の下落に
つながっているという声もあり，実際に「貸金
業法改正」（静岡県，不動産・物品賃貸業），「厚
生労働行政での医薬費低下策」（兵庫県，調剤
薬局）との回答もある。
　しかしながら，「２次３次請けは単価ダウン
したが，１次請けに変化した比率が高いためそ
の部分が平均単価を押し上げた」（千葉県，ソ
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フトウエアの設計／開発）との回答は，業界全
体の仕事量が減る中で企業のマンパワーを単価
の高い仕事に集中させることができた企業もあ
ることを示している。

（２）販売価格決定方法
　主要販売先への販売価格決定方法は，有効回
答数1,275票の内，「先方の指値」12.8％，「当方
の指値」35.4％，「見積り合わせ」43.1％，「入札」
2.2％，「その他」6.6％となっている（図８参照）。
これを５業種ごとにみると，上位３位の順番は，
業種によって異なっており，情報通信業，卸売
業は，「見積り合わせ」，「当方の指値」，「先方
の指値」の順番であり，運輸業は「見積り合わ
せ」，「先方の指値」，「当方の指値」の順番であ
る。また，小売業，不動産・物品賃貸業は「当
方の指値」，「見積り合わせ」，「先方の指値」の
順となっている。
　この上位３位を販売価格決定に関わる交渉力
という観点から強い順番に並べるならば，「当
方の指値」，「見積り合わせ」，「先方の指値」と
なる。全体でみると，「見積り合わせ」が第１
位であることは，販売価格決定に関わる交渉力
はあまり強くないと理解することができる。
　しかしながら，小売業，不動産・物品賃貸業
では「当方の指値」が第１位となっている。こ
れは，最終消費者が顧客である業種では，値決
めの主導権が取れることをあらわしている。実
際，「小売に力を入れた！価格交渉には応じな
くした！」（北海道，自動車部品販売）との回

答は，最終消費者向け販売の価格交渉力の強さ
を示した声であると理解できる。とはいえ，昨
今のデフレ経済の中，販売価格の相場としては，
低下傾向であるので，「当方の指値」といって
も決して高い販売価格とはならない。

（３）価格設定の変化
　リーマンショック以降の価格設定の変化は，
有効回答数1,206票の内，複数回答で上位３位
は「価格低下が激しくなった」46.9％，「取引
先の価格決定力が強まる」38.9％，「見積・入
札制となった」24.9％となっており（図９参照），
「価格低下が激しくなった」，「取引先の価格決
定力が強まる」が主な変化の理由となっている。
　取引には，最終消費者を主な顧客とする市場
取引と中間財を中心とした組織取引あるいは事
業所間取引がある。主な変化の理由が「価格低
下が激しくなった」，「取引先の価格決定力が強
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まる」となったことは，両者の取引において，
企業は厳しい局面に立たされていると解釈する
ことができる。
　これを５業種ごとにみると，情報通信業，卸
売業，小売業では「価格低下が激しくなった」，
「取引先の価格決定力が強まった」の順であり，
運輸業では「取引先の価格決定力が強まった」，
「価格低下が激しくなった」の順である。また，
不動産・物品賃貸業は，「価格低下が激しくなっ
た」が第１位で「取引先の価格決定力が強まる」，
「見積・入札制となった」が同率２位となって
いる。運輸業で「取引先の価格決定力が強まっ
た」とする回答が第１位になったことは，「リー
マン以降極端に買手市場となっている」（三重
県，物流業），「荷主のコストダウンによる運賃
ダウン」（大阪府，運輸業）といった声を反映
しているものである。

（４）競争激化に対する対応
　競争激化に対する対応については，有効回答
数1,173票の内，複数回答で多い順に「業務分
野を見直した」39.5％，「低価格化戦略を開始
した」22.1％，「各種ネットワーク化を図った」
19.7％，「同業者間で結束を強めた」19.4％，「主
力商品を新商品に切り替えた」17.5％が主な対
応となっている（図10参照）。
　たとえば，「業務分野を見直した」ケースと
しては，「従来の卸業者への販売主体から小売
り，一般小売への業務転換により販売単価を上
げること出来た」（愛知県，印刷紙器・包装資材，

販促用品の販売・卸）があげられる。また，「低
価格商品の発売……」（北海道，すしの製造小
売），「発注先が財政悪化の予測に伴い，全協力
会社への単価引き下げの協力依頼」（北海道，
ソフトウエアの受託開発）の声に示されるよう
に，「低価格戦略を開始した」企業もある。こ
うした競争激化に対して，前者は成長戦略であ
り，後者は競争戦略とみることができる。
　これを５業種ごとにみると第１位は「業務分
野を見直した」であるものの，２位以下は業種
によって分かれている。たとえば，情報通信業
と不動産・物品賃貸業での第２位は，「各種ネッ
トワークを図った」，運輸業での第２位は「同
業種間で結束を強めた」があげられる。前者は
異業種を含めた情報収集，共同化により，後者
は同業種，同業組合における連携でこの危機に
対応しようとする方策であると捉えることがで
きる。
　とはいえ，このよう時代でも「当社で販売し
ているガム取り用具は，日本国内ではほぼ独占
状態だ……」（東京都，小売業），「差別化・他
の会社には無い自社の提案力」（北海道，不動産）
のように独自性を発揮している企業もある。さ
らには，「ハンディターミナル機器の開発はラ
イバルが少ないため」（山形県，コンピュータ
のプログラム開発）との回答に示されるように
開発力があり，独自の分野で地位を確立してい
る企業は，売上高を伸ばしている。
　また，顧客も不況の影響で安価な商品を提供
している取引先を求めており，「不況の影響で，
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広告代理店に発注する代わりに中小企業に発注
をして下さるという顧客が増えたため，中間
マージンがない分，販売単価が上がったように
思う」（東京都，ｗｅｂサイト制作，システム
構築）との回答は，中小企業がダイレクトに市
場にアクセスすることができれば，可能性は広
がることを示している。

３．調達市場の変化
～変化のない仕入単価と仕入に対する交渉力の
弱さ～

（１）仕入単価
　リーマンショック以降の仕入単価は，有効回
答数1,070票の内，「上昇」16.4％，「変わらない」
47.6％，「下降」26.7％，「下降の後再び上昇」
7.7％，「上昇の後再び下降」2.2％となっており
（図11参照），大きな変化はないように見受け
られる。これを５業種ごとにみると，運輸業の
みが「上昇」が「下降」を上回るという結果と
なっている。これは，「原油価格上昇」（埼玉県，
ガソリンスタンド）のように近年におけるガソ
リンを中心とした燃料費の上昇を示していると
考えられる。
　このように全般的には仕入単価に大きな変化
が見受けられないのは近年のデフレと円高が新
興国の経済発展に伴う原材料高，食料品高を相
殺していることを反映していると思われる。
　とはいえ，新興国の経済発展による商品市場
における相場の上昇は，仕入単価に影響を及ぼ
しており，仕入単価の上昇理由として，「国際
相場の高騰」（北海道，業務用食品卸），「ナフ
サの価格高と石油製品高」（岩手県，塗料卸問屋・
メーカー代理店）といった声をあげている企業
もある。

（２）仕入価格決定方法
　主要仕入先への仕入価格決定方法は，有効回
答数1,048票の内，「先方の指値」43.0％，「当方
の指値」12.9％，「見積り合わせ」37.5％，「入札」

0.6％，「その他」6.0％となっている（図12参照）。
この上位３位を仕入価格決定に関わる交渉力と
いう観点から強い順番に並べるならば，「当方
の指値」，「見積り合わせ」，「先方の指値」とな
る。
　また，これを５業種ごとにみると情報通信業
では「先方の指値」「見積り合わせ」が同率１
位で「当方の指値」の順となっている。運輸業，
卸売業では「見積り合わせ」「先方の指値」，「当
方の指値」の順，小売業では「先方の指値」「見
積り合わせ」「当方の指値」の順，不動産・物
品賃貸業では「当方の指値」「先方の指値」「見
積り合わせ」の順となっている。
　業種によって１位，２位は入れ替わるものの，
５業種すべてで「当方の指値」は第３位となっ
ている。買い手の価格交渉力が強いといわれて
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いる今日のデフレ経済下においても，中小企業
では仕入価格決定において，なかなか主導権を
とれないのが現実であるといえる。こうした中，
「ドル建てなので，ドル安になるとドル価格を
あげてくる……」（愛知県，卸売業）との回答
は仕入値を取引先によって完全にコントロール
されていることをあらわしている。
　また，販売単価と仕入単価の差は有効回答数
1,039票の内，「変わらない」50.6％，「仕入単価
が上昇」34.6％，「販売単価が上昇」6.4％，「そ
の他」8.4％となっている（図13参照）。「変わ
らない」とするものが半数をしめるものの，「仕
入単価が上昇」が「販売単価が上昇」を上回っ
ていることは，価格形成において中小企業は，
仕入および販売双方で交渉力が弱いことを示し
ている。

（３）仕入の変化への対応
　仕入の変化への対応については，有効回答数
1,050票の内，複数回答で上位３位は「仕入先
を増やした」44.5％，「仕入先を変えた」19.7％，
「小口頻度仕入に切り替えた」17.9％となって
おり（図14参照），仕入先多様化，注文ロット
細分化によっての不確実性への対応が読み取れ
る。
　他方，「仕入先を減らした」10.1％，「仕入経
路を短縮した」8.8％「海外からの仕入れを強
めた」4.8％といった回答は，上位を占めるも
のではなく，流通の再編や合理化による効率性
の追求や海外取引に活路を見出すといったこと
は，主要な対応になっていないように見受けら
れる。また，これを５業種ごとにみても，すべ
ての業種で「仕入先を増やした」が第１位となっ
ており，業種ごとにみても，仕入先の多様化が
一般的な対応であると考えられる。

４．リーマンショック以降の取引関係の
変化

（１）取引関係の変化
　リーマンショック以降の取引関係の変化につ
いては，有効回答数1,079票の内，複数回答で「ア
フタケア等のサービスの提供が増えた」31.2％，
「多頻度納入が増加」21.1％，「決済条件が悪化
した」20.9％，「品質・施工管理等の要件が厳
しくなった」18.2％，「納期が短縮した」17.6％
が主な変化となっている（図15参照）。
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　これを５業種ごとにみると，「アフタケア等
のサービスの提供が増えた」を第１位とするの
は，情報通信業，小売業，不動産・物品賃貸業
であり，運輸業では「品質・施工管理等の要件
が厳しくなった」，卸売業では「多頻度納入が
増加」を第１位としている。
　このように取引に関わる顧客の要求は厳しく
なっているが，「同業他社さんの値下げの中，
機能とサービスを向上し販売単価を上げたこ
と」（埼玉県，ソフトウエア開発・販売）との
声に示されるように，逆風の中，きめ細かいサー
ビスを提供することで企業の独自性を発揮し，
競争に巻き込まれないように対応している企業
もある。

（２）主要な取引先からの支払い遅延と優越的
な地位の濫用

　主要な取引先からの支払い遅延については，
有効回答数1,299票の内，「増えている」15.0％，
「変わらない」83.0％，「減っている」2.0％であ

る。全業種の中でも流通・商業が最も支払い遅
延が「増えている」割合が高い状況にある。さ
らに５業種の中では卸売業で支払い遅延が「増
えている」が20.9％と２割超え，他の業種に比
べて高くなっている。
　また，主要な取引先による優越的地位の濫用
は，有効回答数1,296票の内「増えている」
14.4％，「変わらない」81.9％，「減っている」2.2％
である（図16参照）。これを５業種ごとにみる
と，支払い遅延と同様に卸売業で「増えている」
が20.7％と２割を超えており，他の業種と比べ
高くなっている。
　流通商業の場合，製造業のように下請取引を
調整する下請代金支払遅延等防止法といった法
律は存在しない。したがって，公正取引委員会
と中小企業庁が毎年実施する下請取引適正化月
間はなく，発注者，受注者ともに支払遅延や優
越的地位の濫用に対する意識はそれほど高くな
いように思われる。こうした中，他の業種より
も問題を抱えている回答が多いことは，実態と
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しては，より深刻であると考えることができる。
　実際，具体的な取引先による優越的な地位の
濫用について，「顧客から取引企業の一律ダウ
ンの要請があった」（茨城県，受託開発ソフト
ウエア業）の回答にみられるような声もある。

５．おわりに

　以上が2010年第４四半期に実施した「特別調
査」による流通商業におけるリーマンショック
後の価格と取引関係の変化に関する分析である。
ここで最後に繰り返しになる部分もあるが，調
査で明らかになったこと，今後の課題などをあ
げることによって，本稿のまとめとしたい。
①2010年第４四半期における流通商業の景況は
業況水準，売上高，経常利益といった主要指
標に関しては，未だ水面下にある。

②円高影響はプラス面とマイナス面があるが，
中小企業の場合，プラス面でなく，マイナス
面での影響を受けている。

③販売市場との関係は，販売単価の下落傾向が
著しい。また，顧客との間の販売価格決定方
法に関しては，主導権を取ることができず，
価格形成における取引交渉力は高くない。こ
うした販売取引関係のなか，企業は生き残る
ために，「事業分野を見直した」，「低価格戦
略を開始した」など様々な戦略を展開してい
る。

④調達市場との関係では，仕入単価について，
近年のデフレ基調や円高基調であるにも関わ
らず，そのメリットが原材料に関する国際相
場の上昇により，相殺されている傾向があり，
大きな変化はない。また，仕入価格決定方法
に関しては，主導権を取ることができず，価
格形成に関する取引交渉力は高くない。こう
した調達取引関係のなか，企業は生き残るた
めに仕入先を多様化させている。

⑤リーマンショック以降の取引関係は，厳しさ
を増している。こうした中，取引先からの支
払遅延や優越的地位の濫用は，，流通商業な

かでも卸売業が最も高いという結果となって
いる。

　標記以外にも今回調査で明らかになったこと
は，まだあるであろう。とはいえ，この調査は
2010年第４四半期時点の結果である。2011年３
月11日の東日本大震災により，わが国経済は，
再び戦後最大の危機に陥り，現在，大きな転換
期となっている。東日本大震災により，企業間
分業でモノづくりを行う傾向が高いわが国製造
業は，被災地における生産拠点の有無に関わら
ず生産活動は中断し，それに伴い流通や販売が
ストップし，全産業に大きなマイナスの影響が
あった。
　とはいえ，震災直後においては，ミネラル
ウォーターや米の品不足や防災用品に関する需
要増，また，現在のような復興・復旧過程にお
いても場面ごとの震災需要があり，生活者の実
感としては感じにくく，苦しい中ではあるが，
上向きかけている企業の実態もある。また，リー
マンショック後のエコカー減税，家電エコポイ
ント，高速道路休日1,000円といったカンフル
剤的景気刺激策に震災需要が取って代わってい
るとの見方もできる。
　2011年現在の世界経済はギリシャ経済危機を
はじめとするヨーロッパの金融危機により先行
き不透明の状況である。リーマンショックと同
様に今回の経済危機においても，消極的な選択
肢で世界の投機筋は円買いに走り，2011年10月
には日本円は１ドル75円台といった史上最大の
円高局面を迎えている。このように現在，わが
国経済は東日本大震災からの復興過程で若干動
きつつあるが，円高や世界経済の悪化で浮揚で
きない事態となっている。状況はドラスティッ
クに好転することはないであろうが，流通商業
のみならず，今後の景況と取引関係については，
経過観察を続けて行きたい。


