
  
  青果物仲卸業者の多角的経営展開に関する一考察

  誌名 農政經済研究
ISSN 02892979
著者名 木村,彰利
発行元 大阪府立大学農学部農業政策学研究室
巻/号 22集
掲載ページ p. 45-54
発行年月 2000年4月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



(農政経済研究第22集， 2000) 

<論文>

青果物仲卸業者の多角的経営展開に関する一考察
一大阪市中央卸売市場東部市場を事例としてー

A Research on Diversified Business Strategies which have been developed by 

Middle-V¥弓lo1esalersof Vegetables and Fruits 

-An Analysis of the Cases in the Osaka Municipal East Wholesale Market -

I はじめに

わが国の青果物流通において中央卸売市場

は、 1996年時点での経由率が45.3%1)となっ

ていることから明らかなように、その基幹的

な担い手として機能している。しかし同経由

率は経年的にみた場合低下する傾向にあり、

その背景としてはいわゆる産直に代表される

ような、卸売市場とはつながりを持たない形

態による市場外流通の進展もあるが、それ以

外にも青果物仲卸業者及びその関連企業によ

る市場外流通も相当割合含まれているものと

考えられる。具体的には、中央卸売市場に入

場する青果物仲卸業者のうち比較的規模の大

きな業者は、市場外に設立したグループ企業

等を通じて、産地からの直接集荷をはじめと

する多角的な経営展開を遂げつつあるからで

ある。そしてこのような動向は、将来的にみ

た場合、青果物流通構造の変容をもたらしか

ねない問題を内包しているものと考えられる

が、仲卸業者の多角的経営展開に関する研究

蓄積

そこで本論では、大阪市中央卸売市場東部

市場(以下、東部市場)に入場する仲卸業者

及びそのグループ企業を取りあげ、これらに

対して実施したヒアリング調査3)に基づく事

キーワード:別会社 (separatecompanies) 

市場外仕入 (purchasefrom the outside of 

the market)、経営多角化 (diversification

of business strategies) 

木村彰利

例分析を通じて、仲卸業者の多角的経営展開

の実体を明らかにするとともに、このような

展開が青果物流通に及ぼす意義について若干

の考察を加えることを課題としたい。

なお東部市場は、後述のようにわが国にお

ける枢軸的な青果物卸売市場として機能する

とともに、比較的早い段階から仲卸業者によ

るグループ展開がみられたことから、本論に

おける対象事例とするには適当であると考え

られる。

E 東部市場と青果物仲卸業者の概要

1 大阪市中央卸売市場東部市場の概要

東部市場は1964年に、大阪市東住吉区今橋

1-2-68において開場されており、以来、卸売

業者として東果大阪株式会社 1社が入場して

いる。岡市場の青果物取扱高は、 1998年で22

万2，634トン4)、573億5，858円となっていること

から明らかなように、わが国における有数の

青果物卸売市場ということができる。

岡市場からの搬出先は、東大阪市や南大阪

地域が中心となっているが、他府県へも19%5)

が搬出されており、比較的集散性の高い市場

ということができる。

また販売先の業態構成については、量販屈

が49%6)となっているように、比較的量販店

への販売割合が高いのが特徴となっている九

これは、 1931年に開場した大阪市中央卸売市

場本場(以下、大阪本場)が、大阪市内の一

般小売庖や業務需要先を顧客として多数確保
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していたのに対して、後発の東部市場は、当

時展開しつつあったチェーンスーパーを販売

先として開拓せざるを得なくかったことによ

るものである。そして、このように量販屈を

主要な顧客としたことは、岡市場において比

較的早い段階から仲卸業者のグループ展開が

みられた一因ともなったと思われる。

2 青果物仲却業者の概要

東部市場の青果物仲卸業者数は、 1991年4

月1日現在で鵡菜部45社、果実部24社の計69

社となっており、これらはすべて法人経営で

ある九業者数は減少傾向にあり、 1996年に

は73社であったことからこの 5年間に 4社が

統廃合されている。これら仲卸業者の階層構

成についてとりまとめたものが表 1である。

同表に基づいて確認していくと、全国の平均

取扱額は11億4千万円となっており、階層別

には10"'30億円層の割合が最も高く 23.9%を

占めている。それに次いで 1"'3億円の22.1

%となっていることから、階層構成には2つ

表 1 青果物仲卸業者の階層構成

表2 青果物仲卸業者の仕入先構成

11.0 
6.4 
21. 5 
15.5 
15.4 
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のピークが存在している。また30億円以上の

いわゆる大規模業者とみなされるものは7.5

%を占めている。

同様に大阪本場については、業者の平均規

模は 9億6千万円であり、階層的には 1"'3

億円が26.9%と最も高く、全国と比較してい

わゆる零細規模層の構成が高くなる傾向にあ

る。

東部市場の1998年における平均取扱額は10

億4千万円となっており構成的に高いものか

ら10"'30億円層の23.0%、3"'5億円の20.0

%となっているように、全国や本場と同じく

2つのピークが確認できる。 30億円以上の大

規模業者は5.7%ということから、本場と比

較して1.2;fi0 1iト上回っているが、全国平均よ

りは1.9;fi0イント低くなっている。また、少なく

ともこの3年間については、階層構成に大き

な変化はみられない。このように東部市場の

仲卸業者の階層構成は、全国平均や大阪本場

と比較して特に特徴的な相違点は確認できな

し、。

表 3 A社の概要



F 

青果物仲卸業者の仕入先構成についてとり

まとめたものが表2である。同表によると卸

売会社からの仕入割合は、全国平均で89.0%、

大阪本場で93.6%となっているのに対して東

部市場では84.6%にすぎず、その一方で15.4

%が市場外から仕入れられており、岡市場に

おける特異点となっている。

E 多角的経営展開に関する事例分析

1 A社における多角的経営展開

本章においては、東部市場の青果物仲卸業

者及びその関連企業3グループを取りあげて、

中食討を加えていくこととする。

まず、 A社グループからみていくが、本社

であるA社の概要についてとりまとめたもの

が表3である。同表によるとA社は、読菜部

と果実部にそれぞれ庖舗を所有しており、年

間取扱額は約100億円となっていることから

岡市場における最大規模の業者である。なお

A社の創業当時は野菜のみを扱っていたこと

から、現在においても取扱額に占める野菜の

割合は高く約70億円を占めているのに対して、

図 1 A社の多角的経営展開

大阪市中央卸売市場

東部市場 Al社

後発である果実については30億円にすぎず、

補完的な取り扱いとなっている。

正社員数は男子38人、女子7人の合計45人

となっている。パートについてはAl社など

を併せたA社グループとして確保しており、

総計100人程度である。

仕入先は、野菜の約70%を東部市場の卸売

業者から仕入れており、残り30%が後述する

グループ企業であるAl社からの仕入となっ

ている。果実については約90%が卸売業者か

らで、それ以外の10%程度がAl社から仕入

れている。仕入先に占めるグループ企業の割

合は経年的に増加する傾向にあるとともに、

およそ10年後の予想では野菜の30"-'40%、果

実の20%程度が市場外から仕入れられるよう

になるとしている。

続いて販売先についてみていくと、野菜販

売額の約70%を量販屈が占めていることから、

A社は量販店を中心に取扱額を伸ばしてきた

業者ということができる。販売している量販

庖数は総計で100社程度となっているが、そ

のうち大口といえるのは全国規模の大手量販

・取級額約601:意円、職員約30名、うち15
A社

・仲卸業者

-取扱額約100億円、

うち野菜701意円、
果実301意円

.職員45名
・ク.ループの中心と

なる企業

-促成品野菜のみを

取り扱う

-販売先はF社と共

通

名はA社と共通

0市場外仕入部門

・取扱額38億円、職員はA社と共通

.A社の場外仕入の一元化を担当 ド一一一他市場、全農集配1'/9-

・仕入先は、他市場、全農集配tンター、農 | 農協、生産者など

協、生産者ーなど

・販売先はA社、 A2社となる

Oカット加工部門

-取t&額10億円、職員は専任

'A社やA2社から仕入れたものにカツ

ティンゲやJ¥O升ンゲを等を行い、77-7.ト7-

ドや外食産業に納品

0食材供給部門 | 同 77引 7ーに外食産業

.取扱額12億円、職員は専任

・カット加工部門やA社・A2社から仕入

れたものを77-]，ト7-ドや外食産業に

に納品

A3社

.A2社の出資で設立された運送業者

.A社ゲ!トア販売総量の約40%を扱う

量販庖など

資料:聞き取り調査による (2000年)。
注 ・矢印は主な荷の流れを示す。
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庖を含む30社となっており、これらだけで量

販店販売分のおおよそ80%程度を占めている。

量販店以外の約30%については、百貨庖や外

食産業、他市場への転送がそれぞれ3等分し

ている。果実の販売先については、量販庖が

約90%、その他としては外食産業が約10%と

なっている。なお果実の取り扱いは、販売先

の量販庖から要望されて開始したという性格

が強~\。

以上がA社の概要であるが、図 1にもある

ように同社は狭義には3社、広義には4社で

グループを形成しており、狭義3社の総取扱

額は名目的には約170億円、実質でも135'"'-'140

億円に及んでいる。以下においてはA社のグ

ループ展開について、これまでの経緯も含め

て検討していきたい。

Al社は1976年に、青果物の市場外仕入と

物流合理化を目的として設立されたものであ

る。現在、同社の組織は①青果物の市場外仕

入部門、②野菜のカット加工部門、③外食産

業への食材供給部門というように 3つに大別

されている。なお、これらのうち市場外仕入

部門については、 1985年から 1997年までの13

年聞はさらに別会社としてAl社から分離独

立されていたのだが、結局のところ一本化し

た方が事務手続きを合理イじできるとの考えか

ら再合併し、現在に至っている。同社の取扱

額は約60億円、正職員数は男子20人、女子10

人の合計30人となっているが、そのうち男子

10人と女子 5人はA社と共通の職員となって

いる。

Al社の場外仕入部門は、本社であるA社

の直接集荷を担当しており、阿部門が果たす

機能は、卸売市場法との関係から市場外仕入

の窓口を一本化した上でA社に再販売するこ

とによって、事務処理を簡略イじすることにあ

る。なお、同部門の取扱額は約38億円となっ

ているが、そのほとんどがA社への再販売と

なっていることから、名目的な金額である。

また、同部門の社員はA社の社員が兼任して

いることから実質的にも名目のみの存在とな

っており、このような性格は同部門が別会社

として独立していた頃から引き継がれたもの

である。なおA社グループが市場外仕入を行
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う理由は、販売先である量販屈のニーズが多

様イじしたことから、東部市場に入荷しない産

地や銘柄については自力で確保する必要が生

じたことによる。したがって市場の品揃機能

が充実しているのであれば、卸売業者から仕

入れた方がコストを節約できることから、あ

えて行う必要はないとしている。

市場外仕入部門の仕入先は、地方市場の仲

卸業者や全農集配センタ一、商社などの合計

が約70%、単協が10%、生産者から直接が20

%という構成となっている。荷主数は150件

程度であり、そのうち上位20'"'-'30件で市場外

仕入額の50%程度を占めている。これらのう

ち生産者については個人出荷者がほとんどで、

有機農産物や東部市場近郊の軟弱野菜、ミカ

ンなどが対象品目となっている。また、比較

的遠隔の生産者については契約栽培的な性格

が強い。このような生産者との直接取引は、

販売先に占める量販屈のウェイトが高まりつ

つあった昭和50年代以降から、軟弱野菜の鮮

度維持を求める量販屈の要望もあって開始し

ている。

続いてAl社のカット加工部門は、市場外

に設置した加工施設において、 A社から仕入

れた青果物に対してカッテイングなどの一次

加工を行っている。なお、カット加工処理を

行う品目はレタスが中心である。同部門の取

扱額は約10億円であり、専属の職員と多数の

パートが確保されている。

食材供給部門については、 A社から仕入れ

た生原体の青果物やカット加工部門において

一次加工されたものを、ファーストフードや

ファミリーレストランなどの外食産業に配送

する、いわゆるデリパリーを担当している。

同部門の取扱額は約12億円で、専属の職員が

おかれている。 Al社による食材供給は同社

設立時より行われており、このような事業展

開を開始した背景には、当時の外食需要の急

増があげられている。

A2社は東部市場の読菜部仲卸業者であり、

1988年に売りに出された仲卸業者の営業件を

買収することによって設立されている。同社

の取扱額は約10億円、職員数は男子のみ9人、

そして品目的には促成野菜のみを扱っている。



また同社の販売先はA社と共通の量販屈とな

っていることからわかるように、 Aネ土とA2

社とは、取扱品目を相互に分担しながら量販

屈の品揃要求に対応するという関係となって

いる。なおA社の別会社としてA2社が必要

となる理由は、 A社の届舗における荷捌作業

にスペース的な制約が生じていることによる。

以上が狭義のA社グループの概要であるが、

これら以外にも、 1995年にAl社が資本参加

することによって運送業者であるA3社が設

立されており、広義のA社グループとして機

能している。具体的にはA社グループ販売総

量の約40%程度がA3社によって輸送されて

おり、同社を利用することによって他の運送

業者に輸送を委託した場合と比較して、 3割

程度の輸送経費が削減されている。

以上がA社グループの概要である。このよ

うにA社は1976年から別会社を設立すること

によって経営の多角化を行ってきたが、その

過程はAl社の場外仕入部門の分離や再吸収

などがあったことから、多分に試行錯誤を伴

ったものであった。

2 B社における多角的経営展開

以下においては、東部市場の読莱部仲卸業

者であるB社及びそのグループについて検討

を行うことにする。なお、 B社は東部市場開

場時に大阪本場で営業していた仲買人の親族

が分離独立することによって設立されたもの

である。

表4は、 1996年時点におけるB社の概要を

とりまとめたものである。 B社の年間取扱額

は約40億円ということから、東部市場におい

ては最大規模に準ずる業者である。職員数は、

正職員が男子26人、女子6人の合計32人であ

り、パート・アルバイトは女子のみ12人とな

っている。

B社の仕入先は、市場外仕入に関しては後

述する B1社が担当していることから、全量

が卸売業者からとなっている。一方販売先に

ついては、量販店カ;80%、一般小売屈が17%、

給食業者が3%という構成である。なお販売

先の量販屈とは、全国的に庖舗展開をする大

手量販届 1社と、主として大阪府内を中心に

49 

チェーンを展開する中堅量販庖 l社の計2社

である。

続いてB社を中心とするグループ展開につ

いて確認していくが、同社グループの概要を

取りまとめると図2のようになる。

B社の経営多角イじの晴矢は、 1974年のBl
社の設立に始まる。同社の取扱額は44"'45億

円となっているが、これにはB社からの転売

分も含んでいることから、実質的には14'"15 

億円という規模である。また職員数は、正職

員が3人でしかないのに対して、パートタイ

ム従業員は48"'50人と多数確保されているの

が特徴的である。 B社は、市場内及び市場外

に合計2カ所の加工施設を所有しており、そ

こにおいてB社が中堅量販屈に販売する商品

を対象としてパック加工作業を行っている。

なおB社が同量販庖に販売する際には、加工

を施さない商品についても伝票上はBl社を

経由させていることから、取扱額に実質と名

目との差が生じる結果となっている。また

Bl社は輸入商社からの仕入も担当しており、

今後は同社を通じての直接集荷に経営努力を

傾けていこうとする意向が強い。

またB社は野菜部仲卸業者として、 1976年

に奈良県中央卸売市場が開場すると B2社を、

さらに1978年に北部市場が開場するとB3社

をそれぞれ設立しており、現在両社の取扱額

は、 B2社が約20億円、 B3社は約14億円と

なっている。そしてこれら 2社の販売先は本

社であるB社と共通の量販屈となっているこ

とから、一つのグループとして共同しながら

量販屈の品揃要求に対応するという方法をと

っている。

さらに1991年になると、東部市場の読菜部

仲卸業者として新たにB4社を設立している。

表4 B社の概要



図2 B社の多角的経営展開

大阪市中央卸売市場

東部市場 B 1社

B社

・取扱額44-45億円(実質14-15億円)

.職員 3名、1¥0_ト48-50名 輸入商社
・読菜部仲卸業者

.取扱額約401.意円

.職員32名、1¥0 _ト12

名

・量販盾向けの加工業者として設立す

るとともに、輸入商社からの仕入れ

も担当

量販庖

奈良県中央卸売市場

B2社

B4t土
・読菜部仲卸業者

.取扱額約10億円

・野菜部仲卸業者

・取扱額約20億円
E社と共通

の量販庖

.量販庖の新規開妬

のため設立 大阪府中央卸売市場

B3社

・野菜部仲卸業者

.取扱額約14億円
E社と共通

の量販庖

資料聞き取り調査による(1996年)。

注 :矢印は主な荷の流れを示す。

同社の取扱額は約10億円であり、販売先はB

社と共通の量販屈となっているのだが、 B4

社を設立した真の目的は、販売先となる量販

庖を新規に開拓することにある。つまり B社

は、業界内において大規模仲卸業者として知

られていることから、直接的に中小規模の量

販庖を開拓するには量販庖側に抵抗感が生じ

る結果となり、困難が伴うことが設立の理由

となっている。

以上がB社グループの概要である。そして

上記以外にも、現在大阪本場においてB社社

長の親族が個人経営の仲卸業者として営業し

ており、将来的にはそれもグループ企業とし

て吸収したいとしている。

3 C社における多角的経営展開

事例分析の最後として、果実部仲卸業者で

ある C社及びそのグループについて検討を行

いたい。

まずグループの本社からみると、表5はC

社の概要をまとめたものである。同社の年間

取扱額は58億円となっており、岡市場果実部

における最大規模の業者である。職員数は男

子22人、女子5人の合計27人となっている。

またパートやアルバイトは、 C社本体では雇
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表5 C社の概要

tt入先繕成|卸売業者70%、他市場24%、経済連・農協 6'?

販売先構成|グループ企業40%、量販底30%、転送15%、一般

小亮底10%、給食業者 5'?

備考 |グループ3社で約100億円

野菜はグループ企業が取り扱っている。

グループ企業へ販売したものは、量販庖に再販

売されることから、量販庖への実質販売割合は

旦主主主主
注:ヒアリング調査による(00年)。

用しておらず、後述の別会社で確保している。

また同社の取扱品目は、 1997年までは若干の

野菜も取り扱っていたのであるが、翌年以降

野菜の取り扱いを C4社に一元化したことか

ら、現在は果実のみとなっている。

C社の仕入先は、卸売業者が約70%を占め

ているのに対して、市場外からは約30%とな

っている。市場外の内訳については、他市場

からの転送が80%、経済連・農協など10)jJミら

の直接集荷が20%となっている。同社が行う

市場外仕入の目的は、販売先の量販庖が要求

しているにもかかわらず、卸売市場に集荷さ

れない商品の調達にある。また同社は産地か
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らの直接集荷を充実させようとの意向が強く、

3年後には果実の50%が、 5.........10年後には70

%程度が市場外からの仕入になるだろうと予

測している。市場外仕入割合が増大する要因

にはC社の意向もあるが、それ以上に販売先

である量販屈の意向が強く、それに応えて直

接集荷を増やして行かざるを得ないという。

続いて販売先構成をみると、グループ企業

である C4社が40%、量販屈が30%、他市場

への転送が15%、一般小売庖が10%、給食業

者が 5%という構成である。なお、 C4社へ

の販売分はさらに量販届へと再販売されるこ

とから、実質的な量販届販売割合は70%とな

っている。このように量販庖への販売方法に

違いがみられる理由は、東部市場まで商品を

引き取りにくる量販屈についてはC社が直接

販売しており、配送まで要求する量販屈につ

いてはデリパリ一機能を持つ C4社を通して

いることによる。

なおC社は、 1994年に東部市場の果実部仲

卸業者を買収し、グループ企業としで活動さ

せていたのだが、経営効率の悪さなどから

1998年に C社へ吸収合併しているように、企

業としての発展過程には試行錯誤が確認でき

る。

C社を中核とするグループの範囲は、狭義

にはC社及びC4社、 C5社の 3社を、そし

て広義には上記3社の他に C2社と C3社と

を加えた計 5社であるとしている。以下、グ

ループ各社の機能について確認していきたい。

なお図3は、 C社におけるグループ展開を概

念化したものである。

狭義のC社グループの構成企業である C4

社は、卸売市場法による拘束を受けない自由

な青果青果物流通の実現を目的として、 1989

年に設立されている。同社の取扱額は39億円

となっており、職員のうち正職員数は男子25

名、女子 1名の合計26名であり、パートにつ

いても男子10名、女子30名の合計40名という

ように多数雇用されている。また同社の主要

販売先は、全国規模の大手量販届 l社2チェ

ーン及び大阪府内の l市民生協となっている。

C4の組織は主として、①野菜の場外仕入

部門、②青果物のパック加工部門、そして③

物流管理部門の 3部門に大別されている。

まず、直接集荷部門からみていくと、 C4

社は設立当初から1997年までは果実の市場外

仕入を担当しており、野菜に関しては本社で

ある C社が卸売業者から仕入れていたのであ

るが、 1998年以降果実の市場外仕入について

はC社が直接行うこととなり、それと同時に

C4社は野菜の直接集荷を開始することとな

った11)。同部門の取扱額は約10億円となって

いるが、そのうち野菜の直接集荷によるもの

は約4億円であり、残りの 6億円程度は、販

売先の量販屈が直接仕入れた野菜をデリパリ

ーの関係から C4社を通していることによる

名目額である。

同部門による野菜の集荷先は、産地集荷業

者等が50%、農協が40%、生産者グループが

10%という構成である。

取引を行っている産地集荷業者は、比較的

遠隔地の産地集荷業者や仲卸業者など約50社

が対象となっている。このように産地集荷業

者等から仕入れる理由としては、遠隔産地の

場合直接生産者から仕入れるには困難が多い

ことがあげられる。品目的にはキャベツ・レ

タス・トマト・キュウリ・ナス・パプリカな

どとなっている。

農協については、熊本県・和歌山県・福岡

県の各経済連、及び単協3組合となっている。

品目的には、キャベツ・レタス・タマネギ・

ナガイモ等16品目を取り扱っているが、なか

でもレタスとキャベツの割合が高く、これら

2品目で農協仕入額の約70%を占めている。

生産者グループに関しては、熊本県・和歌

山県・山形県・北海道の4グループである。

生産者グループから仕入れる理由としては、

①産直によって鮮度が追求できる、②生産者

の顔の見える青果物が仕入れられる、③直接

生産者と取り引きすることによって C4社の

要望が正確に生産者へ伝えられる、の3点が

挙げられている。品目的には、軟弱野菜を中

心に 5品目が対象となっている。

続いて青果物のバック加工部門をみると、

同部門の取扱額は l億6，000万円となってお

り、具体的作業としては、量販屈に販売する青

果物に対してパッキング作業を担当している。
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図3 C社の多角的経営展開

C社

・果実部仲卸業者

.取扱額約601意円

.職員27名
・グループの中心と

なる企業

C4社

・取扱額は約39億円、職員26名、1¥0_ト40
名

-以下の3部門と直営小売庖の他に、

C社から仕入れた果実の量販庖と生

協への再販売も担当(18億円程度)

0野菜の場外仕入部門

-取扱額は約10億円

・集荷先は産地集荷業者、農協、生産者

ゲトア等である

0青果物の1¥0ック加工部門

.取扱額は約2億円

-量販庖に販売する青果物の1¥0ッキンクー

を担当

0物流管理部門

.取扱額約4億円

.量販庖 1社2チェーンと生協 1組合の各

庖舗への配送を管理

C5社

・取扱額約 6億円

・職員 5名、1¥0ート58名

.C4社等から仕入れた青果物にカット

加工を行い、量販1苫や食品加工業者

に販売。

・販売先の量販庖は Cl社と共通する

ものが多い

大阪府中央卸売市場

C2社

-果実部仲卸業者

・取級額は約25億円

大阪市中央卸売市場本場

C3社

・栄実部仲卸業者

-取扱額は約141意円

資料聞き取り調査による(2000年)。
注 :矢印は主な荷の流れを示す。

量販底、食品加工業者

量販J古等

百貨!占への販売が中心

同じく物流管理部門の取扱額は4億6，000
万円である。同部門が設置された理由として

は、 C4社は個別居舗までの納品を要求する

量販店の窓口となっている関係から、輸送に

伴う配送管理業務の必要性が生じていること

による。施設的には市場外に 3カ所、計1，250
坪の物流センターを設けることによって、販

売先への効率的な荷捌きを可能としている。

小売庖の取扱額が含まれている。

このように C4社内には 3部門が組織され、

活動している。そしてこれら 3部門の取扱額

以外にも約22億円程度の扱いがあるが、これ

には名目額となる C社から仕入れた果実の量

販屈への再販売分や、次に述べるような直営
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C4社による直営小売業は1998年から行な

われており、現在では量販屈のテナントとし

て、大阪府内 2庖舗と奈良県内 3届舗の合計

5屈舗が営業している。小売業に進出した目

的には、利益を上げるということもあるが、

それ以上にアンテナショップとしての位置づ

けが強く、消費者ニーズを把握するための組

織ということができる。なお同事業の年間取

扱額は約4億円となっているが、現在収益が

伸び悩んでいることから再編を検討している

最中でもある。

狭義の C社グループの最後として C5社に
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ついて検討すると、以下の通りである。 C5
社は1997年10月に、京都市中央卸売市場の大

規模仲卸業者との共同出資によって、京都府

下に設立されている。同社は設立以降着実に

取扱額を伸ばしており、 2000年9月の決算期

にはおよそ 5億5，000万円程度が見込まれて

いる。

同社の機能は、量販届や外食産業などに販

売する青果物に対してカット加工処理をする

ことにあり、それと同時に C社やC4社の販

売先を確保するという意義も大きい。製品で

あるカット野菜は消費者用と業務用とに大別

され、現在のところ製造額はほぼ括抗してい

る。

以上が狭義の C社グループの概要であるが、

これ以外にも広義の C社グループに含まれる

企業がある。それらの概要を簡単に確認する

と、大阪府中央卸売市場の果実部仲卸業者で

ある C2社は1978年の岡市場開場時に設立さ

れ、現在の取扱額は約25億円となっている。

また大阪本場の果実部仲卸業者である C3

社は、 1980年に売りに出された仲卸業者の営

業権を買収することによって設立されている。

同社の取扱額は約14億円であり、販売先は百

貨屈の構成割合が比較的高くなっている。

なおこれら 2社と狭義のC社グループとは

別個に活動しており、相互に商品を融通し合

うなどの取引関係はあるが、グループとして

の組織的な経営展開は行っていない。

以上、 C社グループによる経営の多角化に

ついて検討してきたが、同グループに関して

も野菜の担当企業の変更や、新たに設立した

仲卸業者の吸収合併、さらには直営小売屈の

再編など、曲折を伴いながら発展してきたこ

とが特徴的である。

N まとめ

以下においては、事例分析を通じて明らか

になったことを要約するとともに、若干の考

察を加えて本論のまとめとしたい。

本論で取りあげた 3つの事例は、いずれも

岡市場における最大規模の仲卸業者となって

いるが、これは上記事例が共通して全国規模

の大手量販屈を主要販売先とし、これら大口

需要先との取引を通じて規模拡大を図ってき

たことによるものである。

このような大規模仲卸業者による別会社の

設立は、 A社は1976年、 B社は1974年、そし

てC社は1989年となっていることから時期的

な差はあるものの、共通して量販届への対応

強化を主要な設立目的としている。具体的に

は、 A社と C社は量販屈の要求する商品の調

達と物流合理イじの実現を、 B社は量販屈に販

売する商品に対するパック加工作業の合理化

を、その主たる目的としている。

このような契機によって開始された経営の

多角化であるが、その後の展開には相違がみ

られる。 A社については別会社の機能に市場

外仕入を残しつつも、外食産業への販売強イじ

を目指してカット加工や食材供給に重点を移

してきている。 B社はパック加工を中心とし

つつも、市場外仕入の窓口としての位置づけ

を別会社に持たせつつある。またC社におい

てはパック加工や物流管理機能に加え、さら

に近年では小売業への進出やカット加工業者

の設立など、経営多角イじの裾野を拡大しつつ

ある。

そして上記のような展開過程は、多分に弟子

余曲折を伴いつつ進展してきたことが特徴的

である。例えば、 A社の場合は別会社の場外

仕入部門の分離独立やその後の再合併、 C社

については仲卸業者の買収やその後の吸収合

併、別会社との取扱品目の交換、直営小売事

業の再編など、その成長過程において試行錯

誤が繰り返されている。

最後に、これら業者の市場外仕入に対する

今後の意向について確認すると、 A社におけ

る10年後の仕入先構成は、野菜の30"-'40%、

果実の20%程度を市場外から仕入れつつも、

卸売業者が仕入の中心であることに変化はな

いとしている。またB社は、現在においては

ほぼ全量を卸売業者から仕入れているが、今

後は別会社を通じての市場外仕入を重視する

としている。 C社に至つては、 5"-'10年後に

は70%程度が市場外からの仕入となり、卸売

業者は補完的仕入先に後退するなど、仕入構

造に大きな変容が生じる可能性が高いとして
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いる。

以上のように本論においては、グループ企

業等を含めた仲卸業者経営の多角佑について

検討してきたが、このような展開は現在の卸

売市場流通にどのような影響を与えるものな

のだろうか。仲卸業者が卸売市場外に関連企

業を設立し、相互に有機的な連携をとりつつ

量販届や外食産業等販売先の要望を満たして

いくことは、卸売市場全体としての機能を高

め、市場活性イじに大きく貢献するものと考え

られる。しかし、一部の大規模仲卸業者によ

る市場外仕入の増大は、卸売市場の空洞化を

誘導し、将来の卸売市場流通や青果物の流通

構造を変容させかねない内容を含んでいるこ

とから、今後の展開が注目されるところであ

る。

注 1) [j卸売市場データ集』平成11年版、農

林水産省食品流通局市場課による。

2 )大阪市中央卸売市場本場における事例

としては、拙論「青果物仲卸業者の階

層構造と機能変化一大阪市中央卸売市

場本場事例として一J [j農業市場研

究』第 6巻第 l号を参照されたい。

3 )ヒアリング調査は、 1996年5月と2000

年3月に実施した。

4) i平成10年大阪市中央卸売市場年報」

による。
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5) i平成10年大阪市中央卸売市場年報」に

よる。

6) i平成10年大阪市中央卸売市場年報」に

よる。

7) i平成10年大阪市中央卸売市場年報」に

よると本場の量販庖への販売割合は43%

となっていることから、東部市場の同割

合は相対的に高いということができる。

8)本場において個人経営の仲買人の存在が

問題となっていたことを受けて、東部市

場では入場する仲買人の資格要件として

法人経営に限定していたことから、岡市

場開場時から全業者が法人経営となって

いた。

9) B社の聞き取り調査のみは1996年5月に

実施したものであることいから、 2000年

現在では若干の変化が生じている可能性

がある。

10) C社が行う産直の仕入先は熊本県・和歌

山県・福岡県の各経済連及び全国各地の

単協等20組合である。

11)野菜の取り扱いを C4社が行うこととな

った理由には、 C社が大阪市の監査を受

けた際に、果実部仲卸業者が野菜を取り

扱っていたことを問題点として指摘され

たことがあげられる。

(筆者:農協流通研究所)
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