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▶消費税は、
現在の5％から8％に引き上げられる。
しかし、
国民の所得は増える兆しが見え
ず、
増税後には、
さらなる低価格競争が起こり、
流通業界は弱肉強食の市場と化し、
再編に
拍車が掛かる。
少子化、
高齢化、
人口減少に歯止めはかからず、
TPP
（環太平洋パートナ
ーシップ協定）
交渉の行方は不透明、
そして原材料費は高騰、
さらには世界人口の増加で
食糧まで暴騰の気配を見せる──。今から予想できる2014年の姿だ。▶こうしたトレンドが
けれども、
われわれ民間企業は嘆いていて
続く
と、
中長期的には悲観的にならざるをえない。
も始まらない。逆境の中でも、
景気を良化させるために、
自分たちのビジネスに専心しなけれ
ばならない。国内のシェアを取る方法もある。国外を含め、新しい市場に進出する方法もあ
る。
ビジネスのチャンスは星の数ほど限りない。▶最悪なのは、十年一日の如く何もしないこ
とだ。
変化対応業であるべき企業が「動かざること山の如し」では通じない。
「疾きこと風の如
く」
「徐かなること林の如し」
「侵掠すること火の如く」を上に付け足し、
「風林火山」の境地で
来る新年を迎えたい。
「CSA編集長のBLOG」
（検索）
でバックナンバーとオリジナル
（平日更新）
を公開中!
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●本誌の海外提携雑誌

●CRM：カスタマー・リレーションシップ・マネジメント
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●DS：ディスカウントストア
●ECR：エフィシェント・コンシューマー・レスポンス
●FC：フランチャイズ・チェーン
●FSP：フリークエント・ショッパーズ・プログラム
●GMS：ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア
●H＆BC：ヘルス＆ビューティ
・ケア
（美容健康関連商品）
●HC：ホームセンター
●MD：マーチャンダイジング
●NB：ナショナルブランド
●PB：プライベートブランド
●QR：クイック・レスポンス
●SC：ショッピングセンター
●SKU：ストック・キーピング・ユニット
（絶対単品）
●SM：スーパーマーケット
（食品スーパー）
●SCM：サプライチェーン・マネジメント
●DgS：
ドラッグストア
●SuC：スーパーセンター
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