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成⻑続くＥＣ市場、注⽬企業をマーク
ニュース
2021/10/28 17:30

 ＥＣ（＝Ｅコマース、電⼦商取引）市場の成⻑

が続いている。国内⼤⼿の取扱⾼が今年１〜６⽉

に前年同期⽐２ケタの伸びを維持するなど、コロ

ナ禍で定着した巣ごもり需要は⾼⽔準だ。ＤＸ

（デジタルトランスフォーメーション）の流れに

も乗り、今後も個⼈消費や企業間取引に占めるウ

エートは⾼まる⽅向。決済やクラウドベースのプ

ラットフォームのほか、ネット版テレビショッピングの「ライブコマース」など新たな周

辺サービスも商機を広げている。

巣ごもり消費定着、ＩＴ投資拡⼤へ

 経済産業省によれば、物販系分野が前年⽐２

２％増の１２．２兆円に拡⼤した昨年の国内ＥＣ

市場。その規模は今年も膨らみ、楽天グループ（

４７５５）とＺホールディングス（４６８９）傘

下のヤフー、メルカリ（４３８５・Ｍ）の商品取

扱⾼は１〜６⽉に計３．９兆円（前年同期⽐１

６％増）となった。半期ベースの地域別業況を開⽰していないアマゾン・ドット・コム＜

ＡＭＺＮ＞の⽇本事業も増収だったとみられる。

 年後半にかけては前年⽐のハードルが⾼まるものの、⺠間調査会社の富⼠経済では国内

ＥＣ市場（カタログ通販やテレビ通販を除く）について、今年は１３．３兆円（同社のデ

ータで前年⽐１２％増）を⾒込み、来年も１４．６兆円と右肩上がりの推移を予測。書籍

や家電といった従来の主⼒品⽬のほか、新型コロナウイルスの感染拡⼤を機に、実店舗か

らネットへのシフトが⼀気に進んだ⾷品などの⾼い伸びを想定している。

 中⼩事業者のＥＣ展開も加速しつつある。コロナ禍であらゆる商習慣がオンラインにと

って代わる中で、ＩＴ投資への意欲は⼤企業にとどまらない。９⽉調査の⽇銀短観の今年

度の設備投資計画（⾮製造業）は、ソフトウエアについて中⼩企業（⼩売りは従業員２０

〜４９⼈、卸売は同２０〜９９⼈）が前年度⽐１５．２％増となり、前回調査と⽐べて

４．４ポイント上昇している。折からの⼈⼿不⾜も⼀因だ。

地⽅創⽣も追い⾵に

 業界を挙げた⽀援の動きも広がる。独⽴⾏政法⼈・中⼩企業基盤整備機構では新型コロ

ナに苦しむ中⼩・⼩規模事業者のＥＣモールへの出店サポートに乗り出した。雑貨、伝統

⼯芸品、服飾品、化粧品などを対象に、「楽天市場」をはじめとする国内モールや、⽶ア

保存する
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ＭＳプレミアム＝ブレインテク、成⻑性… 11分前

＜きょうの個別材料＞⽇アビオ、テクノ… 12分前

２９⽇の東京株式市場⾒通し＝反発後は… 13分前

⽶国株式市場︓企業決算を好感、ＮＹダ… 14分前

２８⽇のストップ⾼銘柄―ブロメディア… 16分前

２８⽇のストップ安銘柄―アジャイルＭ… 17分前

２８⽇の商品動向、ＷＴＩが反発、ＮＹ… 18分前

２８⽇の欧州株式市場、ＦＴＳＥ・ＤＡ… 19分前

２８⽇の⽶国株式市場、ＮＹダウが反発… 20分前

２８⽇のＡＤＲ動向＝円換算値でほぼ全… 21分前
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マゾンなどへの越境出店の費⽤を補助する。

 商業施設のそろった都市部からの⼈⼝流出の背

景にも、ＥＣ消費の普及が影響しているとみられ

る。東京都からの転出者は、今年９⽉まで転⼊者

を５カ⽉連続で上回った。岸⽥政権は「デジタル

⽥園都市国家構想」を打ち出し、地⽅創⽣を後押

しする構え。昨年時点で８％程度の⽇本のＥＣ化⽐率は、１割を⼤きく上回る⽶国などと

⽐べまだ低く、上昇する余地が⼤きい。

 オンラインの取引市場を売り⼿と買い⼿に提供するアマゾンのような「マーケットプレ

イス型」のＥＣプレーヤーに、⻑く実店舗を主戦としていた⽼舗⼩売企業も対抗してい

る。

 ⼤⼿家電量販店のＥＣ売上⾼は、ヨドバシカメラ（⾮上場）が前３⽉期に前々期⽐１．

６倍の２２２１億円になったもようで、ビックカメラ（３０４８）も前８⽉期が１４８７

億円（同３７％増）に急拡⼤。巣ごもり消費に⽀えられ、いずれもファッション通販で知

られるＺＯＺＯ（３０９２）の「ゾゾタウン」を上回る規模に成⻑。ファーストリテイリ

ング（９９８３）の「ユニクロ」も、国内のＥＣ売上⾼は前８⽉期が同１８％増の１２６

９億円となり、売上構成⽐は１５％を占める。

決済、クラウドなど周辺サービス商機

 周辺サービスにもチャンスが広がる。決済処理

のＧＭＯペイメントゲートウェイ（＝ＧＭＯＰ

Ｇ、３７６９）は、キャッシュレス化の流れも相

まって収益を積み上げる。欧⽶で利⽤が急増して

いる後払い決済の領域も拡⼤余地があり、引き続

きＥＣ分野の中核銘柄の１つに位置付けられる。

ＥＣプラットフォームを世界で提供し、アマゾン

を猛追するＥＣ企業として知られるショッピファイ＜ＳＨＯＰ＞の「パートナー」のアイ

ル（３８５４）は、在庫管理システムを⼿掛ける。

 ＥＣ消費を左右するアフィリエイト（成果報酬型）広告では、バリューコマース（＝Ｖ

コマース、２４９１）がユーザーの閲覧履歴を活⽤する「クッキー」に代わる新たな⼿法

に取り組む。広告効果を測定する「バウンスレス計測機能」を７⽉に投⼊した。

 インターファクトリー（４０５７・Ｍ）は、カスタマイズ性に優れたクラウド型のＥＣ

プラットフォームで攻勢を掛ける。⼤規模事業者のニーズに応える新システムの投⼊を来

期に予定するほか、既存のネットショップからのステップアップを⽬指す中⼩事業者にも

対応してシェア拡⼤を図る。開発が先⾏する今５⽉期は営業利益（⾮連結）１．６億円

（前期⽐２３％減）を⾒込むものの、第１四半期の新規受注額は四半期として過去最⾼を

達成するなど、来期以降の⾶躍へ向けた下地を形成しつつある。

 このほか、ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス（＝ヒトコムＨＤ、４４３

３）はライブコマース事業を展開するモフリー（東京都渋⾕区）を買収した。企業のＰＲ

を⽀援するベクトル（６０５８）は、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービ
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10. 住宅の省エネ化⽀援が加速――外壁材や断熱素
材に追い⾵
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ス）を使ったライブコマースなどの新サービスを積極的に展開する。コパ・コーポレーシ

ョン（７６８９・Ｍ）はＥＣサイト「デモカウ」でライブコマース番組を運営している。

 主なＥＣ企業の７〜９⽉決算は、ＺＯＺＯが２８⽇に発表（連結営業利益は前年同期⽐

１８％増の１１２億円）し、メルカリは２９⽇、ＺＨＤ（ヤフー）、楽天グループがそれ

ぞれ１１⽉２⽇、１１⽇に開⽰する。また、⽶アマゾンは現地１０⽉２８⽇に発表を控え

ている。

（写真︓１２３ＲＦ）

関連記事

⽕⼭活動盛んに、観測システムなど浮上
ニュース|  震災・台⾵・豪⾬関連|  2021/10/28 17:30

 ⽇本各地で⽕⼭活動が活発化している。九州の阿蘇⼭で２０⽇
に中規模の噴⽕が発⽣したほか、沖縄や奄美地⽅の海岸には、⼩
笠原諸島の海底⽕⼭による⼤量の軽⽯が漂着。⽇本列島周辺でマ
グマの動きが活発になってい・・・…続き

注⽬株︓ＥＣ市場拡⼤で恩恵
注⽬株|  2021/10/28 17:30

ＥＣ市場拡⼤で恩恵…続き

年末商戦で狙う、⽶・中・⽇の有⼒株は︖
トップ記事|  2021/10/28 17:30

 消費市場が年終盤の書き⼊れ時へと突き進む。⾦融緩和や株⾼
により、世界的にカネ余りの状況。新型コロナウイルスのワクチ
ン普及も相まって、年末商戦も盛り上がりそうだ。経済の中⼼地
の⽶国、「独⾝の⽇」のイン・・・…続き

うるる、⼀段⾼へ――サブスクビジネスが⾼成⻑
新興ニュース|  2021/10/28 17:30

 うるる（３９７９・Ｍ）はＳａａＳサービスの成⻑を評価する
展開となってきている。⼊札情報速報サービスを軸としたサブス
クリプションモデルのビジネスが⾼成⻑。⾜元の業績は先⾏投資
の影響で⾚字となる⾒込みだ・・・…続き

ビザスク、知⾒プラットフォームの利⽤拡⼤
新興ニュース|  2021/10/28 17:30

 ビザスク（４４９０・Ｍ）は⼀時急落したものの、直近では回
復基調を鮮明にしており、上場来⾼値７１２０円（９⽉２８⽇）
を視野に⼊れてきた。 同社はビジネス分野に特化したナレッジ
（知⾒）シェア・プラットフ・・・…続き

保存する

https://kabushiki.jp/stocks/17273
https://kabushiki.jp/news/489872
https://kabushiki.jp/news/tags/103
https://kabushiki.jp/news/tags/1017
https://kabushiki.jp/news/489872
https://kabushiki.jp/news/489872
https://kabushiki.jp/news/489877
https://kabushiki.jp/news/tags/401
https://kabushiki.jp/news/489877
https://kabushiki.jp/news/489877
https://kabushiki.jp/news/489881
https://kabushiki.jp/news/tags/101
https://kabushiki.jp/news/489881
https://kabushiki.jp/news/489881
https://kabushiki.jp/news/489850
https://kabushiki.jp/news/tags/201
https://kabushiki.jp/news/489850
https://kabushiki.jp/news/489850
https://kabushiki.jp/news/489851
https://kabushiki.jp/news/tags/201
https://kabushiki.jp/news/489851
https://kabushiki.jp/news/489851

