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報告の範囲
 対象期間

2012年4月～ 2013年3月
（ただし、一部2013年4月以降の情報を含みます）

 対象範囲
日本郵船㈱を中心とした国内外グループ会社の活動。
活動分野ごとに主要な対象会社が異なる場合は、対象
範囲を記載しました。

 発行時期
2013年6月（前回：2012年6月　次回予定：2014年6月）

対象読者

お客さまや株主・投資家の皆さま、お取引先、グループ
社員、さらに地域社会やNPO・NGOの方々、学生、評価
機関、研究者、企業のCSRご担当者など、当社グループと
関わりのあるすべての方々を読者として想定しています。

ESG情報の開示に関する参照ガイドライン

 環境省「環境報告ガイドライン ̶2012年版 」
  GRI「サステナビリティ・レポーティング・ガイド
ライン3.1」
  ISO26000
 （GRIガイドラインと国連グローバル・コンパクト、および
ISO26000の対照表はウェブサイトに掲載しています）

 CSR活動>CSRレポート　□ 各種ガイドライン

社会的責任投資への組み入れ状況

当社は、環境保全や法令遵守など、持続可能性に関す
る活動に積極的に取り組んでいます。これらの活動が
高く評価され、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・
インデックスやFTSE4Good Indexなどの主要な指標
に選定されています。

NYKレポート 2013の編集方針

「NYKレポート 2013」は、業績および営業概況、今後の戦略などの財務情報に加え、CSR活動などの非財務情報を総

合的に報告した「統合レポート」として編集しています。企業として利益を求めるだけでなく、環境（E）、社会（S）、ガバ

ナンス（G）などの社会的課題にも広く取り組み、持続可能な社会の実現に貢献していく日本郵船グループについて、多

くのステークホルダーの方々にご理解いただければ幸いです。

企業活動全般
コーポレートホームページ

http://www.nyk.com

財務情報

ウェブサイト：IR情報
http://www.nyk.com/ir/

非財務情報

ウェブサイト：CSR活動
http://www.nyk.com/csr/

組織統治 人権 公正な
事業慣行

消費者課題労働慣行 コミュニティ
への参画および
コミュニティ
の発展

環境

ウェブサイト

発行物

NYKレポート（PDF）

IRファクトブック

NYKレポート（本冊子）

ESGの取り組みに関しては、ISO26000の「7つの中核主題」を表すアイコンを該当ページ
に示しています。

「NYKレポート 2013」はPDFをウェブサイトに掲載し、さらに冊子を発行し、特に
ステークホルダーの皆さまにお伝えしたい事項を中心に掲載しています。ウェブサイト
ではPDF、冊子の内容に加え、より詳細な情報を掲載しています。

アンケートについて

今後の事業活動やレポート制作の参考とさせていただくため、当社ウェブサイトから忌憚
のないご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

 http://www.nyk.com/csr/report/question/



ファクトデータ
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企業活動の実績を知る
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NYKグループの「今」を知る

事業別成長戦略
視点：現在～将来
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視点：現在～将来
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グループ成長戦略
 10 10カ年サマリー：中期経営計画の推移
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特にお伝えしたい情報

将来見通しに関する注意事項
このNYKレポート 2013には、リスク・不確実性を内包した将来見通しが記載されており、
実際の結果とは異なる可能性があります。これらの見通しは、現時点での情報に基づいて
おり、過度に依拠できないことをご承知おきください。なお、日本郵船では、将来に関する
見通しの記載について、現時点以降の出来事や環境、予期せぬ事象の発生を反映し、更新
して公表する義務を負うものではありません。
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本レポートの構成
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Bringing 
Value to Life

経営の基本方針

■ 「誠意」Integrity

うそいつわりのない心・私利私欲のない心。まごころ。お客様

をはじめ、相手を尊重して、相手の立場を徹底的に考え抜く

気持ち。思いやり。

■ 「創意」Innovation

これまでだれも考え付かなかった考え。新しい思い付き。現状

に満足せず、より良いものにするための『原動力』、つまり『変革』

や『挑戦』。

■ 「熱意」Intensity

一途にそれに打ち込んでいる気持ち。熱心な気持ち。困難な

ものに対して、継続して達成するまでやり遂げる熱い思い。

「日本郵船グループ企業理念」を実現していく際の心構えとして2007年１月に策定。グループ社員一人ひとりが日々

の業務を通じて実践していくものであり、また、当社グループのよき精神を、時代を超えて受け継いでいくものです。

わたくしたちは、海・陸・空にまたがるグローバルな総合物流企業グループとして、安全・確実な「モノ運び」を
通じ、人々の生活を支えます。

日本郵船グループの企業理念

基本理念

NYKグループ・バリュー「誠意・創意・熱意（3I’s）」

■ お客様とともに
お客様から選ばれ信頼されるパートナーであり続けるため

に、現場第一に徹し、創意工夫に努め、新たな価値の創造を追

求します。

■ 株主・投資家の皆様とともに
公正かつ透明な経営を実践し、効率的な事業活動を通じて、

企業価値の増大を目指します。

■ 社会とともに
良き企業市民として積極的に社会の課題に取り組み、環境の

保全をはじめとして、より良い地球社会の実現に貢献します。

■ グループ社員とともに
グローバル企業として、社員の多様性と挑戦する気概を尊重

し、人材育成に力を注ぎ、夢と誇りを持って働ける日本郵船グ

ループを目指します。

経営方針
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日本郵船グループでは、CSRの根幹に「経済責任」「環境責任」「社会責任」を置いています。中期経営計画「More Than Shipping 

2013」の達成を目指し、グループ社員一人ひとりが経済・環境・社会的視点を持ちつつ、日常業務を遂行することが企業価値向上

につながると考えています。

企業行動憲章・行動規準
企業行動憲章・行動規準とは、日々の行動の指針であり、業務活動において当社

グループ役員・社員が遵守すべきものです。毎年の「コンプライアンス総点検月間」

では、コンプライアンス意識の浸透を評価するアンケートを実施しています。

経済責任
環境責任

社会責任経済責任
環境責任

社会責任

基本理念：わたくしたちは、海・陸・空にまたがるグローバルな総合物流企業グループとして
安全・確実な「モノ運び」を通じ、人々の生活を支えます。

たくしたちは、海・陸・空にまたがるグローバルな総合物流企業グ
安全・確実な「モノ運び」を通じ、人々の生活を支えます。

誇りを持って働ける
職場づくり

安全の確保と
環境活動

健全で透明性の高い
企業経営 職場づくり環境活動企業経営

メディア 行 政
NPO・NGO

地域社会

グループ社員

株主・投資家
金融機関

お取引先

お客さま 社会・さまざまなステークホルダーへの責任

企業理念

企業行動憲章・行動規準

CSR活動 ３つの柱

各事業部門年度方針

グルーさま 社会・さまざまなステークホルダーへの責任

各事業部門日常業務CSR活動プログラム

PDCA*サイクル

［誠 意］
［創 意］
［熱 意］

NYK
グループ・バリュー

業部門日常業務CSR活動プログ

PDCA*サイクル

各事業部門年度方針

誇りを持って働ける
職場づくり

安全の確保と
環境活動

健全で透明性の高い
企業経営

各事業部門年度方針

中期経営計画“More Than Shipping 2013”

日本郵船グループのCSRと経営

*PDCA：Plan, Do, Check, Act
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1885

1885
郵便汽船三菱会社と共同運輸会社が
合併し、日本郵船会社を設立

1893
日本初の遠洋定期航路としてボンベイ
（現、ムンバイ、インド）航路開設

1896
欧州、北米、豪州へも航路を拡大し、欧米
の海運会社と肩を並べるまでに成長

1985
•  創業100周年
•  総合物流事業（海・陸・空）
展開開始

1989
フィリピンにマンニング
（船員配乗）会社NYK-FIL Ship 

Management社を設立

1990
客船事業復活。
客船“Crystal Harmony”竣工

1991
日本ライナーシステム㈱を合併

1926
第二東洋汽船㈱を合併

1929～
北米、欧州航路に「浅間丸Ⅱ」「秩父丸」「氷川丸」
などの客船を次々に投入。豪華客船時代を開いた

1939
近海郵船㈱を合併

1959
•  当社初の原油タンカー「丹波丸Ⅱ」竣工
•  当社初の重量物船「三鷹丸」竣工

1960
当社初の鉱石専用船「戸畑丸Ⅱ」竣工

1964
•  世界初のチップ専用船「呉丸」竣工
•  三菱海運㈱と合併

1968
•  日本初のフルコンテナ船「箱根丸Ⅱ」竣工
•  各主要航路コンテナサービス開始

1969
当社初の自動車専用船「第五とよた丸」竣工

1976
自動車専用船“Polar Bear”にて、人材の
グローバル化に対応するため、日本人、 
外国人船員の混乗開始

1978
日本貨物航空㈱設立

1983
LNG輸送開始

1970

1960

1975

1900

1980

1985

1990
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価値創造の歴史

「廣島丸」

挑戦と創造を繰り返す 
日本郵船グループ
創業から128年。日本郵船グループは、常に時代に先駆けてきました。その根底に
は、NYKグループ・バリュー「誠意・創意・熱意（3I’s）」という私たちならではの 

価値観があります。これからも、世界中から必要とされる企業であるために、「誠意・
創意・熱意」を持って、すべての物流領域でお客さまに貢献します。

「浅間丸Ⅱ」

「戸畑丸Ⅱ」

「箱根丸Ⅱ」
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1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2009
• ドリルシップによる海洋事業への
参入開始

• 総合物流グループ会社間での 
人事交流開始

2001
シンガポールに船舶管理会社NYK 
Shipmanagement社を設立

1998
昭和海運㈱を合併

1997
大型タンカー “Diamond Grace”が東京湾で
原油流出事故

2004
㈱MTI設立

2012
豪ウィートストーンLNGプロジェ
クトに共同参画

2006
国内初の自社養成海
上社員採用開始 2007

•  NYKグループ・バリュー 「3I’s」策定
•  フィリピン商船大学設立2005

当社初の女性航海士
乗船開始

2002
•  地球深部探査船「ちきゅう」の運用管理者
に決定

•「Global NYK Week」（現、「The Global 
NYK／YLK Week」）開始

2010
•  創業125周年
•  当社物流部門と旧郵船航空サービ
ス㈱を統合

2011
ブラジルでFPSO*事業に参画
*  FPSO：Floating Production, 
Storage and Offloading system
海底油田・ガス田から原油・ガス
を生産・貯蔵し、直接輸送船へ積
み出す浮体式設備

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

急速かつ多様に展開するグローバル業務の
ニーズに対応するため、安全運航・環境・省エ
ネ・物流新技術などさまざまな「研究開発」
と、当社グループの「人材育成プログラム」を
運営することを目的として設立。お客さまに
提供するサービスの質の向上と付加価値増
大の実現に貢献。

事故を教訓として、1998年に国際規則などの
規定を基盤とした独自の厳しい安全運航管
理システム「NAV9000」を導入。用船も含めた
全運航船、船主、船舶管理会社を対象に、約
600項目の安全監査を実施し、日々安全運航
の徹底に努めている。

企業理念や「NYKグループ・バリュー」、事業戦
略を浸透させることを目的として、海外グルー
プ会社で活躍する中堅社員向けに開催。社長
との直接対話や当社の歴史を学ぶ講義などを
実施。

幹部船員の養成を目的としてフィリピンに
設立。マネジメント能力の育成に重点を置
きつつ、現場で求められる実践的な知識・技
術の習得を学生の段階から進めています。
2011年には、国土交通省より船員教育機関
として、日本で初めて認定を取得。

ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
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コンテナ船
（セミコンテナ船を含む） 126

ハンディサイズバルカー 161

重量物船・在来船 18

ケープサイズバルカー 126

パナマックスサイズ
バルカー 102

客船 3

チップ船 51

LNG船 28*

その他 29

自動車船 120

タンカー
（油槽船） 82

846隻
（2012年度末）

0

600

300

900

1885 1915 1945 1975 2000 2010 2012（年度）

運航船舶の隻数推移
（隻数） 

運航船舶の船種　
（隻数） 

* J/V保有を含むLNG船の保有隻数は、2012年度末66隻
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日本郵船グループの事業領域

■ 都市ガス

■ 食材

■ 自動車

■ 建設機械

■ LNG

■ ニッケル

■ 鉄鉱石

■ ステンレス

■ 鋼材

主な貨物
エネルギー
原油／ナフサ／天然ガスなど

資源
鉄鉱石／石炭／ニッケル／
ボーキサイト／木材／チップなど

食糧
大豆／小麦／とうもろこしなど

輸送サービス
石油タンカー／ LNG船／
ドライバルカー

主な貨物
中間原料・製品
ジェット燃料／鋼材／ステンレス／
アルミニウム／パルプ／紙／半導体など

その他
建設機械／鉄道車両／プラントなど

輸送サービス
セミコンテナ船／重量物運搬船／
航空機

主な貨物
食材／ワイン／衣類／新聞／雑誌／
家具／軽油／灯油／自動車／家電など

輸送サービス
コンテナ船／トラック／航空機／
自動車専用船

人々の生活に欠かせない 
あらゆるモノを届ける
日本郵船グループは、資源・エネルギーから食料品に至るまで、人々の生活に欠かせ
ないあらゆるモノを、世界中に広がる海・陸・空の輸送網を通じて届けています。

素材・原料 中間原料・中間製品 最終製品
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コンテナ船

■ テレビ

■ 新聞・雑誌

■ 衣類

■ 液晶ガラス

■ 小麦

■ 原油■ ポリエステル

■ シリカサンド

■ 大豆

■ チップ

■ 半導体

■ パルプ

トラック

ターミナル

貨物航空機

ドライバルカー

タンカー・LNG船

自動車専用船

客船

多様な輸送サービス

＜海洋事業＞
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2012年度のトピックス

2012年4月

 【コンテナ船】究極の最適経済運航へ「IBIS

プロジェクト」が本格始動

2012年5月

 【エネルギー】ブラジル・ペトロブラス社プレソ
ルト鉱区向け超大水深掘削船の操業開始

2012年6月

 【エネルギー】オーストラリア・ウィートストーンLNGプロジェクト
に官民一体で共同参画

2012年7月

【客船】Crystal Cruises社が、米旅行誌「Travel 

+ Leisure」の読者投票で、世界最高賞を17年

連続受賞。また、11月には米旅行雑誌

「Condé Nast Traveler」の読者投票で、「ベストクルーズライン」

に6年連続選出

 【バルカー】空気潤滑システム搭載石炭運搬船“Soyo”が竣工

2012年10月

【自動車】4隻の次世代型自動車専用船の建造を決定。竣工は2014

年から2015年を予定

【バルカー】西豪州積み最大船型25万トン鉱石船“Shagang 

Sunshine”が竣工

2012年12月

【エネルギー】Thai Oil社向けに大型原油タン

カー “Tateyama”を長期投入

【経営】連結子会社である日之出郵船㈱と

NYKグローバルバルク㈱の合併に向けた準備を開始

2013年1月

【エネルギー】シャトルタンカー事業で新たな定期用船を開始。

ブラジル沖で産出される原油のシャトル輸送に5年間従事

2013年2月

【コンテナ船】当社の所属する定期コンテナ船共同運航組織「G6

アライアンス」が、アジア－北米東岸航路へ協調範囲を拡大する

ことを決定

2012年7月

【環境】海運業界で世界初、GHG（Greenhouse Gases）プロトコル
“スコープ3”まで対応。温室効果ガス排出データを第三者検証、
保証書を取得

2012年9月

【インデックス】世界的な
社会的責任投資の指
標であるダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックスの構
成銘柄として継続選定

【人材育成】当社フィリピン商船大第二期生118人
が卒業。また同大学は、フィリピン海事大学統一
試験で受験校中唯一の全員合格という好成績を
収め、優秀校として表彰

2012年10月

【環境】世界655の機関投資家を代表するNPO団体「カーボン･
ディスクロージャー ･プロジェクト」による2012年の調査で、
海運・物流業界における最高得点を獲得

2012年11月

【社会貢献】客船「飛鳥Ⅱ」が東北復興応援
クルーズを実施

2012年12月

【環境】地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受賞

【社会貢献】2011年に続き、陸前高田市（岩手県）にボランティア
を派遣

2013年2月

【インデックス】RobecoSAM社
CSR格付けでBronze Class

に選定。世界大手3,000社が
対象、日本の運輸業では唯一

【環境】三井住友銀行の環境配慮評価融資で3回連続最上位評価
を取得

2013年3月

【表彰】CSRレポート2012が第16回環境
コミュニケーション大賞で優秀賞を受賞

【インデックス】「世界で最も倫理的な企業」に
6年連続選定。また、3月には社会的責任投資
指標FTSE4Good Indexの組み入れ銘柄とし
て継続選定

事業トピックス CSRトピックス
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グループ成長戦略
「どんな課題を認識し、どう乗り越えるのか」「成長戦略は妥当なのか」「どこに競争優位性があるのか」。
こうした率直な疑問に、社長の工藤がお答えします。

 10 10カ年サマリー：中期経営計画の推移

 12 すべてのステークホルダーの皆さまへ

 20 CFOから皆さまへ

 22 特集：価値創造の「現場」に迫る

 31  特別企画：社外取締役に聞く、 
日本郵船グループの「統合報告」

CONTENTS
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10カ年サマリー：中期経営計画の推移

単位：百万円 単位：千米ドル

3月31日に終了した各連結会計年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013

業績：
売上高 ¥1,398,320 ¥1,606,098 ¥1,929,302 ¥2,164,279 ¥2,584,626 ¥2,429,972 ¥1,697,342 ¥1,929,169 ¥1,807,819 ¥1,897,101 $20,171,200

売上原価 1,158,352 1,283,769 1,594,598 1,840,784 2,128,849 2,054,595 1,520,932 1,622,045 1,661,112 1,704,591 18,124,309

販売費及び一般管理費 148,034 160,953 194,222 218,553 253,698 230,463 194,504 184,777 170,831 175,075 1,861,514

営業利益（損失） 91,933 161,375 140,481 104,941 202,079 144,914 (18,094) 122,346 (24,124) 17,434 185,376

当期純利益 （損失） 34,810 71,326 92,058 65,037 114,139 56,151 (17,447) 78,535 (72,820) 18,896 200,917

設備投資 143,353 193,569 193,568 271,948 501,330 417,555 237,969 278,570 309,288 307,050 3,264,758

減価償却費 65,689 66,814 73,814 80,487 92,400 100,124 98,019 100,198 100,857 97,522 1,036,925

年度末財政状態：
総資産 1,376,664 1,476,226 1,877,440 2,135,441 2,286,013 2,071,270 2,207,163 2,126,812 2,122,234 2,430,364 25,841,198

有利子負債 654,480 630,054 766,024 890,754 1,022,197 1,077,956 1,081,870 981,972 1,067,125 1,292,191 13,739,404

自己資本 358,044 427,770 575,366 657,088 637,962 544,121 661,232 684,627 579,342 651,056 6,922,450

キャッシュ・フロー：
営業活動によるキャッシュ・フロー 111,360 175,507 138,732 86,229 199,525 150,474 62,105 174,585 29,837 93,951 998,947

投資活動によるキャッシュ・フロー (88,089) (135,066) (170,511) (178,043) (292,510) (170,253) (43,706) (162,781) (139,402) (135,566) (1,441,430)

財務活動によるキャッシュ・フロー (34,862) (41,374) 40,339 97,363 146,829 29,571 137,396 (100,161) 72,159 177,966 1,892,251

単位：円 単位：米ドル

1株当たり情報：
当期純利益 （損失） ¥ 28.27 ¥ 58.12 ¥ 75.04 ¥ 52.99 ¥ 92.93 ¥ 45.73 ¥ (12.71) ¥ 46.27 ¥ (42.92) ¥ 11.14 $0.12

純資産 292.88 350.10 471.05 534.90 519.51 443.16 389.46 403.46 341.54 383.83 4.08

年間配当金  10.00  18.00  18.00  18.00  24.00 15.00 4.00 11.00  4.00 4.00 0.04

配当性向 35.1% 30.8% 23.9% 34.0% 25.8% 32.8% ̶ 23.8% ̶ 35.9%

経営指標：
自己資本当期純利益率（ROE） 10.8% 18.2% 18.4% 10.6% 17.6% 9.5% (2.9)% 11.7% (11.5)% 3.1%

総資産当期純利益率（ROA） 2.6% 5.0% 5.5% 3.2% 5.2% 2.6% (0.8)% 3.6% (3.4)% 0.8%

投下資本利益率（ROIC） 5.8% 10.4% 7.5% 4.7% 7.8% 5.9% (0.4)% 4.6% (0.6)% 1.1%

デット・エクイティ・レシオ（倍）  1.83  1.47  1.33  1.36  1.60 1.98 1.64 1.43 1.84 1.98

自己資本比率　 26.0% 29.0% 30.6% 30.8% 27.9% 26.3% 30.0% 32.2% 27.3% 26.8%

ESGデータ（非財務情報）：
従業員数（人）（当社および連結子会社） 20,660 23,232 25,732 29,872 31,369 29,834 31,660 28,361 28,498 28,865

当社運航船CO2排出量（千トン） 12,725 13,433 14,642 15,922 16,969 16,739 13,991 14,525 14,749 14,695

当社運航船燃料消費量（千トン） 4,092 4,319 4,708 5,069 5,444 5,373 4,491 4,662 4,734 4,716

注：   米ドルへの換算は、2013年3月31日の為替レート1米ドル＝94.05円の換算率で行っています。これらの米ドル金額は、日本国外の読者の便宜のために表示したものであり、この換算率
で日本円金額が米ドルに交換された、または交換され得ることを意味するものではありません。

NYK21 Forward 120 New Horizon 2007
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■ 自己資本　  自己資本比率（右軸）　  ROE（右軸）

（3月末）
■ 有利子負債　  デット・エクイティ・レシオ（右軸）

単位：百万円 単位：千米ドル

3月31日に終了した各連結会計年度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013

業績：
売上高 ¥1,398,320 ¥1,606,098 ¥1,929,302 ¥2,164,279 ¥2,584,626 ¥2,429,972 ¥1,697,342 ¥1,929,169 ¥1,807,819 ¥1,897,101 $20,171,200

売上原価 1,158,352 1,283,769 1,594,598 1,840,784 2,128,849 2,054,595 1,520,932 1,622,045 1,661,112 1,704,591 18,124,309

販売費及び一般管理費 148,034 160,953 194,222 218,553 253,698 230,463 194,504 184,777 170,831 175,075 1,861,514

営業利益（損失） 91,933 161,375 140,481 104,941 202,079 144,914 (18,094) 122,346 (24,124) 17,434 185,376

当期純利益 （損失） 34,810 71,326 92,058 65,037 114,139 56,151 (17,447) 78,535 (72,820) 18,896 200,917

設備投資 143,353 193,569 193,568 271,948 501,330 417,555 237,969 278,570 309,288 307,050 3,264,758

減価償却費 65,689 66,814 73,814 80,487 92,400 100,124 98,019 100,198 100,857 97,522 1,036,925

年度末財政状態：
総資産 1,376,664 1,476,226 1,877,440 2,135,441 2,286,013 2,071,270 2,207,163 2,126,812 2,122,234 2,430,364 25,841,198

有利子負債 654,480 630,054 766,024 890,754 1,022,197 1,077,956 1,081,870 981,972 1,067,125 1,292,191 13,739,404

自己資本 358,044 427,770 575,366 657,088 637,962 544,121 661,232 684,627 579,342 651,056 6,922,450

キャッシュ・フロー：
営業活動によるキャッシュ・フロー 111,360 175,507 138,732 86,229 199,525 150,474 62,105 174,585 29,837 93,951 998,947

投資活動によるキャッシュ・フロー (88,089) (135,066) (170,511) (178,043) (292,510) (170,253) (43,706) (162,781) (139,402) (135,566) (1,441,430)

財務活動によるキャッシュ・フロー (34,862) (41,374) 40,339 97,363 146,829 29,571 137,396 (100,161) 72,159 177,966 1,892,251

単位：円 単位：米ドル

1株当たり情報：
当期純利益 （損失） ¥ 28.27 ¥ 58.12 ¥ 75.04 ¥ 52.99 ¥ 92.93 ¥ 45.73 ¥ (12.71) ¥ 46.27 ¥ (42.92) ¥ 11.14 $0.12

純資産 292.88 350.10 471.05 534.90 519.51 443.16 389.46 403.46 341.54 383.83 4.08

年間配当金  10.00  18.00  18.00  18.00  24.00 15.00 4.00 11.00  4.00 4.00 0.04

配当性向 35.1% 30.8% 23.9% 34.0% 25.8% 32.8% ̶ 23.8% ̶ 35.9%

経営指標：
自己資本当期純利益率（ROE） 10.8% 18.2% 18.4% 10.6% 17.6% 9.5% (2.9)% 11.7% (11.5)% 3.1%

総資産当期純利益率（ROA） 2.6% 5.0% 5.5% 3.2% 5.2% 2.6% (0.8)% 3.6% (3.4)% 0.8%

投下資本利益率（ROIC） 5.8% 10.4% 7.5% 4.7% 7.8% 5.9% (0.4)% 4.6% (0.6)% 1.1%

デット・エクイティ・レシオ（倍）  1.83  1.47  1.33  1.36  1.60 1.98 1.64 1.43 1.84 1.98

自己資本比率　 26.0% 29.0% 30.6% 30.8% 27.9% 26.3% 30.0% 32.2% 27.3% 26.8%

ESGデータ（非財務情報）：
従業員数（人）（当社および連結子会社） 20,660 23,232 25,732 29,872 31,369 29,834 31,660 28,361 28,498 28,865

当社運航船CO2排出量（千トン） 12,725 13,433 14,642 15,922 16,969 16,739 13,991 14,525 14,749 14,695

当社運航船燃料消費量（千トン） 4,092 4,319 4,708 5,069 5,444 5,373 4,491 4,662 4,734 4,716

注：   米ドルへの換算は、2013年3月31日の為替レート1米ドル＝94.05円の換算率で行っています。これらの米ドル金額は、日本国外の読者の便宜のために表示したものであり、この換算率
で日本円金額が米ドルに交換された、または交換され得ることを意味するものではありません。

売上高

2兆900億円
営業利益

455億円
当期純利益

270億円
DER（自己資本）

1.79倍（6,700億円）

ROE

4%
営業CF

1,050億円
投資CF

△1,000億円
（前提）
為替  90円／ USドル
燃料油価格 USドル650／MT

New Horizon 2010 More Than Shipping 2013

2014年3月期通期業績予想

 セグメント別業績解説についてはP.85をご覧ください。
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工藤社長が持つ経営の基本方針

1. グループの成長戦略

船だけでは生き残れない。従来の海運業に留まらない付加価値の創出が、この競争に勝
ち残る術である

海運業界は、依然として大きな需給ギャップにあえ

いでいます。海上輸送の需要自体は、欧州を除き、北

米は2008年のリーマン・ショック前の水準を超え、

またアジアや資源国の需要も回復基調にあるなど、

総じて増加傾向にあります。しかしながら、リー

マン・ショック前の急激な需要増加に対応した船隊

拡大の後遺症により、海運業界は未だその需給

ギャップを解消できずにいます。

　船は発注から竣工までに数年かかりますが、その

間に需要が減少したからといって建造を途中で止

めることはできません。海運各社はそうしたリスク

を負いながらも、お客さまの要請に応えるべく、積

極的な船隊整備を進めてきました。しかし、リー

マン・ショック後の海上荷動きの減速はあまりに大

きく、急ブレーキが踏めないまま需給ギャップは一

気に拡大し、収支が悪化するという負のスパイラル

に陥ったのです。この後遺症が解消するまで、当社

グループを取り巻く経営環境は極めて厳しいものと

言わざるを得ません。

　こうした環境下にあって、持続的な成長を期し策

定した戦略が、中期経営計画「More Than Shipping 

2013」でした。当計画では、価格競争の激しい船（海

運）だけで利益を確保することには限界があるとの

認識に基づき、総合力で勝負する方針を明確にしま

した。そもそも市況変動の振れ幅の大きさを利用し

て収益を上げるような経営は、私たちが志向する経

営ではありません。需給ギャップの大きいコンテナ

船などは自社保有を極力絞り、用船（リース船）を増

やすというライトアセット化などにより業績変動リ

スクを抑制しつつ、同時に「従来型の海運業＋α」と

「提案力」で勝負する。加えて、アジアなど新興国を中

心に拡大する輸送需要を取り込み、安定収益につな

げていくという戦略に間違いはなかったと自負して

います。

加速する
「More Than Shipping」戦略

中期経営計画「More Than Shipping 2013」がスタートして、2年が経過しました。
その戦略にブレはないか。現状と今後の見通しを交え、ご説明します。

すべてのステークホルダーの皆さまへ
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代表取締役社長・社長経営委員

工藤 泰三
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2. 業績変動の大きい定期船事業について

定期船事業は、当社グループを支える屋台骨

2011年度に400億円を超える赤字を計上し、2012

年度も94億円の赤字となった定期船事業。「撤退す

べき」との声もありますが、私にその考えはまったく

ありません。当社グループのコンテナ船は、世界中

で運航しており、拠点も世界各地に存在します。こ

のネットワークこそ、他の船種を展開する際に極め

て重要な役割を担っているというのが大きな理由で

す。今、各地から資源・自動車・エネルギーを輸送し

ていますが、定期船事業が築き上げたネットワーク

がなければ、こうしたビジネスへの参入は叶わな

かったと思います。

3. 成長戦略とCSRの関係

成長戦略とCSRのベクトルは同じ。 
「社会インフラ」としての責務が、当社グループをより強くする

海運や物流は世界経済の血管であり、重要な社会

インフラです。ですから、海運事業はCSRそのもので

あると思っています。日本は、鉄鉱石、石油、ガス、石

炭を略100%、小麦、大豆では90%以上を輸入に頼っ

ていますが、私たちには、これらを安全かつ確実に、

そして競争力あるコストで輸送する社会的責務があ

ります。万一これらの輸送に支障が出るような事態に

なれば、当社の業績のみならず、日本経済にも大きな

影響を与えかねません。環境面でも、他の輸送手段と

比べると格段に効率的ではありますが船舶の運航に

は多くの燃料を要するため、排出するCO2の量も多

く、地球環境への負荷を考慮した事業推進が重要だ

と思っています。近年、当社グループでは、燃料消費

量削減を目的に減速運航を実施していますが、これ

はエネルギー資源の有効活用やCO2の排出削減にも

大きく貢献しています。また、ガバナンスについても、

事業として社会性が求められる以上、ステークホル

ダーの皆さまからの信頼に値する取り組みなくして、
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持続的な発展を遂げていくことはできないと認識し

ています。つまりE（環境）・S（社会）・G（ガバナン

ス）のどれが欠けても会社は成り立たないのです。

　もちろん企業である以上、一定レベルの利益も

しっかり確保しなくてはなりません。ESGを考慮し

た持続可能な経営を実現することで、それを競争力

の源泉とし、成長戦略をより力強く推進していきた

いと考えています。その意味で、成長戦略とCSRの

ベクトルは同じです。先にお話しした減速運航を例

に挙げれば、燃料油価格が高騰している昨今、この

取り組みはCO2の排出削減に加えて、大きなコスト

削減効果を生み出し収益にも貢献しています。加え

て、減速しつつも物流を滞らせることなく、お客さま

のニーズを満たすには、豊富なノウハウに裏打ちさ

れた創意・工夫が必要で、まさに社員一人ひとりの

人間力が試されます。

　お客さまと社会からの要請に応えながら作り上

げてきた当社グループの多角的な事業基盤は、そう

した人間力を高めるのに最適な場です。このよう

に、社会的責務に真摯に向き合うことは、結果とし

て自らの競争優位性をさらに高めることができる

と言えます。今後、社会から必要とされる企業でな

ければ存続がますます難しくなる時代になると思っ

ています。

中期経営計画の進捗状況

中期経営計画で掲げた「業績変動の抑制」と「安定収益の創出」という2つのテーマについて、その成果と進捗

をお話しします。

1. 業績変動の抑制

業績変動リスクの抑制策が奏功し、収支が大きく改善

最も需給ギャップが大きいコンテナ船は、現在も新

造船の竣工が相次いでおり、残念ながらギャップ解

消にはあと数年要すると見ています。コンテナ船

各社は、余剰船の係船やさらなる減速運航で対応

しているようですが、一定の固定費がかかることに

変わりはなく、収支均衡の実現は容易ではないと

思います。

　リーマン・ショック後、私たちはコンテナ船のライ

トアセット化に直ちに踏み切りましたが、需要の変

動に対処するためにこれは正しい判断でした。さら

に当年度は、IT技術も活用しながら創意工夫による

徹底的なコスト削減が奏功し、赤字幅を400億円規

模から94億円まで大きく縮小することができまし

た。これは極めて大きな成果です。

2. 安定収益の創出

人材・船舶などアセットを有効活用して長期契約を順調に積み上げる

LNG船事業や、海上で生産された原油を陸上に運

ぶシャトルタンカー事業を中心に、長期契約が着実

に積み上がってきました。LNG船事業は、北米で

シェールガス革命が進む中、シェール層から採取され

る非在来型天然ガスの輸入を検討する日本企業も増

加傾向にあり、当社もLNG船隊を新たに30～ 40隻
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程度拡大の予定です。また、2012年6月には邦船社

として初めて、天然ガス開発の権益を取得しました。

ガス輸送の機会を得られただけでなく、日本のエネ

ルギー安定供給に貢献できることに大きな意義を

感じています。

　コンテナ船同様、需給ギャップが依然大きい鉄鉱

石、石炭などを運ぶドライバルク船でも着実に長期

契約を増やしています。この長期契約を獲得する上

で重要な役割を果たすのが、船隊のうち長期契約の

ない、いわゆるフリー船なのです。お客さまは、鉄鉱

石を輸入する際、鉄鉱石需要が急減する可能性を考

慮し、輸入予定数量のすべては長期契約にはせず、一

部については状況に応じて輸送手段である船舶を適

宜用立てるのですが、この際に必要となるのがフリー

船です。つまり、お客さまの需給に対するバッファ機

能を、私たちが担うことでお客さまの信頼を得て長

期契約の獲得につなげているのです。このように、場

合によっては無駄となるフリー船を一定規模維持す

ることで、2000年代初めに30隻程度だった鉄鉱石を

主要貨物とするケープサイズバルカーの長期契約

が、今では80隻まで拡大できました。現在ケープサイ

ズバルカーの船隊規模は約120隻ですので、約40隻

がフリー船／スポット用船となっています。中国の成

長が鈍化した今、若干過剰ですが、数年以内に余剰

な用船を返却できますし、インドなど現在も商談が

進んでいる案件があり、長期契約はさらに積み上が

ると期待しています。

　また、タンカーについては、余剰となり始めた大型
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2013年度 
（計画）

2012年度
（計画） 
（当初）

2013年度 
（計画） 
（当初）

経常損益推移 1,141億円 –332億円 177億円 400億円 400億円 750億円

為替レート 86円 79円 82円 90円 80円 80円

燃料油価格  $484  $666  $673  $650  $730  $730 

定期船（運賃）*1
アジア  北米 104 100 104 107 115 115

アジア  欧州 100 73 80 77 82 82

バルク・エネルギー 
輸送船

Cape*2（4TC*3）  $26,895  $15,347  $7,370  $11,250  $17,000  $25,000 

VLCC  $33,918  $18,705  $16,360  $17,000  $22,500  $30,000 

*1. 指数表示　2008年度1Q＝100　
*2. ケープサイズバルカー　
*3. 4航路平均

経常損益推移 
（億円）

■ 運賃安定型事業　■ それ以外の事業

運賃安定型事業を
着実に拡大
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原油タンカーを活用し、タイなど東南アジアで新た

に長期契約を結ぶことができました。東南アジアは

輸送需要がありながらも、海運業自体があまり成熟

していないこともあり、地場有力企業とのパート

ナーシップなどを通じて海運サービスを提供するこ

とで、東南アジアの経済発展をしっかりと支えてい

きたいと考えています。

　運賃安定型事業の収益は、中計で掲げた1,000億

円の目標に対し、2012年度は約850億円まで積み上

がりました。2013年度は900億円となる見通しで

す。目標には若干届きませんが、着実に積み上がっ

ていることに大きな手応えを感じています。

3. 長期契約積み上げ成功の要因

お客さまのご期待に応え続ける実績と姿勢が評価

長期契約が積み上がっている理由は2つあります。

　一つは、信頼できるリソースを持っていること。例

えばLNG輸送は船を確保することも重要ですが、い

かに質の高い船員を確保するかの方がはるかに重

要です。その点、当社は2007年よりフィリピンで商

船大学を運営し、高い技術力と安全意識を持った船

員を育成するなど先進の取り組みを図っています。

現在、ここの卒業生は当社の大きな戦力になりつつ

あります。また、船員を手配し船を管理する船舶管

理会社をシンガポールに設立し、フィリピンにその

支社を設け、船員に陸上での職域を設けています。

船員が陸上でも活躍できる場を提供することで、優

秀な船員を集め、長く働ける環境を整備していま

す。地道ですが、こうした基盤があるからこそ、私た

ちは自信を持ってお客さまに安全・確実な輸送サー

ビスをご提供できています。

　もう一つは、お客さまの近くでニーズにお応えし

続けてきたことです。自動車メーカーの進出が急速

に進んだタイや中国で、完成車輸送に不可欠な物流

網やターミナルを当社が自前で整備するなど、お客

さまを全力でサポートする姿勢が評価され海上輸

送も獲得できたのだと思います。

4. 物流事業について

統合シナジーを含め、真価を発揮するのはこれから

物流事業の経常利益は、2011年度の92億円から

2012年度は47億円に減益となりました。2010年に旧

郵船航空サービス㈱と日本郵船の物流部門を統合し

た後、現中計で掲げた海上貨物取扱量100万TEUを

目指し、NVOCC事業の取り込みに注力してきました。

2012年に入り、コンテナ船運賃が上昇したことで、ス

ペース調達コストも上昇したため、一部で逆ザヤが発

生し、収支悪化の一因となりました。しかし最大の減

益要因は、航空貨物需要の低迷でした。日本出しの貨

物の低迷が顕著で、これまで年間100万トンあった荷

動きは、昨年85万トンまで減少しており、物流事業は

この影響を大きく受けることとなりました。
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　しかしながら、物流事業は人口に比例する成長産

業です。日本出し航空貨物も、今後ある程度は回復

してくるでしょうし、足元ではアジア出しの貨物が着

実に増えています。郵船ロジスティクス㈱は、実力あ

るフォワーダーとして次第に市場から認知されるよ

うにもなり、統合シナジー創出も本格化してきまし

た。今後に期待しています。

 NVOCC：Non-Vessel Operating Common Carrier

2013年度見通しと経営方針

2013年度は、1ドル90円前提で経常利益400億円を目指します。市況は2012年度並みであってほしいと願って

いますが、やや悪くなることを想定しました。にもかかわらず、とにかく、2013年度の最重要課題は前年度達成

した黒字の定着化であり、そのためには定期船事業の黒字化が喫緊の課題です。

1. 一般貨物輸送事業

コスト削減を追求しつつ、船余りの状況をチャンスに変える

需給ギャップが大きく残る中、コンテナ船事業の競争

力を左右するのはコスト競争力です。その決め手は、

ムダ・ムラ・ムリの「3M」の徹底的な解消に尽きます。

新造船の発注はせず、スクラップを進めてきた結果、

ムダな船はほとんどなくなりました。新たに3年間の

用船を決定した13,000TEU型コンテナ船4隻は燃費

効率に大変優れた最新鋭船で、一定のコスト削減を

見込んでいます。あとは、いかにムダ・ムラ・ムリなく

運航するかです。2013年度は、本船だけでなくコンテ

ナ自体に着目したコンテナ1本単位での収支把握に

よるコスト削減プロジェクトを進めます。

　一方、船余りの状況はチャンスでもあります。

用船料やスペース調達コストが安い今は、NVOCC

事業の収益改善のチャンスです。当社のコンテナ部

門も頑張りますが、郵船ロジスティクス（NVOCC）

部門も顧客基盤と取扱量の拡大を急ぐ考えです。

2. 不定期専用船事業

長期契約をさらに積み増しつつ、ムダの削減に注力する

ドライバルカー部門で2012年一番苦戦を強いられた

ケープサイズバルカーについては、鉄鉱石の荷動きが

2013年度も本格回復とまではいかず、数%程度の伸

びと見込んでいます。一方、竣工数からスクラップ数

を差し引いた船舶の年間純増数は、2013年度はやっ

と落ち着き、同じく数%の供給増に留まるため、2013

年末にかけて需給が少しずつ改善していくと見てい

ます。当社グループでは、過去の荷動き急増時に顧客

対応のため手当てした高い用船料の船を今後3年以

内に順次返船できますが、先述の通り、この返船予定
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の船を返船まではフリー船として商談で活かし、長期

契約の積み上げに注力していきます。

　タンカーについては、竣工量が多く約10%の供給

増となる一方、原油荷動きは中国とインド向けが堅

調ながら、シェールガス・シェールオイルの活用によ

り、特に北米の原油輸入量が減っています。そのため

荷動きは1%程度の伸びしか期待できず、大変厳しい

需給環境になる見通しです。ただ、当社グループの

タンカーは、市況変動に左右されるフリー船の比率

が低いため、業績に大きな影響はないと見ています。

　自動車専用船については、円安により日本出しの

完成車輸送が回復すると見ています。各メーカーが

円高時に生産拠点としてシフトしていたタイ、インド

ネシア、インドからの出荷も同様に増加する見通し

です。米国の新車販売動向も堅調で、完成車ターミ

ナルも取扱高が好調なことから、引き続き需要は堅

調だと考えています。

　不定期船部門も、ムダの解消が求められます。最

大のムダは帰りの荷物がない状態で運航するバラス

ト航海です。これを解消するために、当社の誇る世界

ネットワークを最大限活用し貨物取り込みに注力す

るとともに、コンテナ船同様、さらなる減速運航に取

り組みます。

3. 船隊整備

「船を増やさない勇気」を持って、実需に合わせて整備

コンテナ船の投資は引き続き慎重に判断していき

ます。ドライバルカーについては、若干過剰となった

フリー船を縮小すべく用船切れのタイミングで順次

返船しますが、その後はお客さまのニーズに合わせ

て整備します。タンカーも増やさず、余剰分でアジア

の成長を取り込んでいく戦略です。一方、輸送需要

が見込めるLNG船、シャトルタンカーなど、オフショ

ア関連船の投資は積極的に対応していきます。ただ

し、LNG船は1隻が高額で投下資金にも限りがある

ほか、船員確保にも課題があり、投資案件を十分に

吟味して判断します。また、自動車専用船事業は当

社にとって最大のコアビジネスであり、船隊の更新

需要を含め、ターミナル物流関連に関しても積極的

に対応します。

株主還元および資本政策

「配当性向25%」と「安定配当」を株主還元の基本方

針としています。この方針から、2011年度は赤字な

がら1株当たり4円、2012年度も1株当たり４円とさ

せていただきました。成長に必要な投資案件も数多

く控えており、引き続き内部留保を積極的に投資に

振り向け、企業価値を向上させることで、株主の皆

さまのご期待に報いたいと考えています。従いまし

て、当面は引き続き配当性向25%程度を目途とする

ことをご理解いただきたく存じます。
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健全な財務基盤の維持・強化に向け、戦略的な 
投資で営業キャッシュ・フローをしっかりと伸ばす
ことを基本に、あらゆる手立てを講じています。

代表取締役・専務経営委員 
経営企画本部長 

（チーフファイナンシャルオフィサー：CFO）

水島 健二

CFOから皆さまへ

■ 次期業績見通し
Q      2013年度の経常利益400億円の前提を教えてくだ 

さい。

経常利益400億円に対し、為替は90円／ドル、燃料油価格は

650ドル／MTを前提としています。為替について、最も重要

なことは、予測することではなく、円高・円安どちらに進んで

も柔軟に対応できる体制を構築することです。燃料油価格

も、一昔前の100ドル～ 200ドルから比べれば、非常に高い水

準であり、中長期的に見ても燃料油価格は高止まりしたまま

と見るのが妥当です。その認識の下、これまで通り燃料消費

節減に努めていくことが経営上重要だと考えています。

　海運市況については、一部の船種に好転の兆しを見る向き

もありますが、すぐに大きく回復するようなことはないと見て

います。従って、引き続きコスト削減に注力していく考えです。

2013年度は約250億円のコスト削減を計画しています。

■ 投資方針
Q      今後の投資方針について教えてください。

中期経営計画で示した投資計画を、2012年7月に修正しまし

た。2011年度から2016年度までの6年間に、竣工ベースで 

1兆8,000億円＋αとしていた計画を、1兆5,400億円に修正し

ました。この修正した計画は、足元の事業環境および収支状

況を再び勘案し、次期中期経営計画の策定に合わせて、改め

て見直しています。投資額は、2013年度から2017年度までの

5年間で、キャッシュ・フローベースでおよそ1兆円規模となる

見通しです。もちろん、このすべてを自社保有の形で賄うわけ

ではなく、用船やオペレーティングリースなどの調達方法もバ

ランスよく採用することにより、実際の必要資金額（キャッ

シュアウトの金額）はさらに圧縮されることになります。海洋

事業やLNG船など安定収益が見込める事業に投資を集中さ

せていく方針に変わりはありません。

■ 財務状況
Q      2012年度は2011年度と比べ、有利子負債が2,250

億円増となりました。その要因について教えてくだ 

さい。

これは、当該年度に必要とする額以上を前倒しで調達した結

果です。金利条件が良く、長期性の資金調達が可能だったた

め、調達を決定しました。調達した資金は、今後の新造船発注

やエネルギー事業の上流部門への出資・参画に向けた投資な

どに使います。

　上流への投資については徐々に増えつつあり、2012年度は

オーストラリアのウィートストーンLNGプロジェクトへの参画

を決定したほか、2013年度も北米のシェールガス液化権益へ

の新規投資を予定しています。上流部門への投資はリスクが大

きいと思われるかもしれませんが、あくまでも部分的な投資で

あり、本業である輸送機会も見込めます。パートナーは経験豊

富であり、プロジェクトの完工リスクや操業リスクが低いこと

もポイントです。このように、上流部門でも投資リスクをできる

限り抑えながら、投資していくことが基本となります。

NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA     NYK Report 201320



グ
ル
ー
プ
成
長
戦
略

Q      DERの見通しについて聞かせてください。

資金調達を前倒しで進めた結果、2012年度のDERは2011年

度末の1.84倍から1.98倍となりました。2013年度は、収支改

善に伴う自己資本の拡充から、1.79倍となる見通しです。

　現中計では2015年度までに1.5倍以下とする目標を掲げて

いますが、この目標は今も変わっていません。達成に向けて、

まずは案件を厳選しつつ、戦略的な投資から営業キャッシュ・

フローをしっかりと伸ばし、積み上げた利益で自己資本を増

強する。そのうえで、有利子負債の拡大を抑制する。これを基

本に、全体のバランスを見ながら、財務の健全性を維持・強化

していきたいと考えています。

　一方で、有利子負債に頼らない新しい資金調達も検討して

います。例えば、Knutsen NYK Offshore Tankers社の子会社

による米国における株式市場上場による調達が挙げられます

が、これが有効だと判断できれば、今後、同事業における同様

のスキームによる調達を推進していく考えです。

CHECK  ここをチェック

Q.昨年のアニュアルレポートで説明した財務基盤強化策について進捗を教えてください。
1. バランスシートマネジメントの強化
当年度に資金を前倒し調達したことは先述の通りですが、調達し

ただけでなく、現有資産の処分も進めています。特に投資有価証

券については、これまで株価の低迷で処分があまり進みませんで

したが、昨今の株高を受け、一部を売却しました。今後も営業上

影響のない範囲でとり進めていく考えです。

2. ドルコスト化
現在、海運業での外貨建ての割合は、収入で約9割である一方、支

払いでは約8割に留まり、まだアンバランスな状態です。これをバ

ランスさせることで、為替動向に左右されにくい体質の構築を目

指しています。1ドル70円台の時は、この割合を一度に大幅に変え

ることは難しかったですが、現在のような為替相場となり、ようや

く着手できるタイミングとなったと考えています。新造船発注分

の多くはすでに外貨建てを主体に資金を調達しており、主に過去

の投資分についてリファイナンスなどを通じて、外貨建てへシフト

させていく予定です。

3. セントラル・ファイナンス機能の強化
ほぼ体制は整いました。船舶ごとに個別に調達することも場合に

よってあり得ますが、先述の通り、長期性の資金を有利な時に調達

し、それぞれの船舶投資へ振り分けていく形が整いつつあります。

投資計画（2011～ 2016年度竣工ベース）
（億円）

当初 修正

既決投資 投資計画 投資合計 既決投資 投資計画 投資合計

船舶

コンテナ船 290 0 290 300 0 300

自動車専用船 800 1,100 1,900 500 550 1,050

大型バルカー 3,200 0 3,200 3,300 0 3,300

中小型バルカー 3,700 1,000 4,700 3,900 200 4,100

タンカー 500 200 700 600 0 600

LNG・海洋事業 600 2,000 2,600 900 700 1,600

その他船舶 1,600 0 1,600 1,350 0 1,350

非船舶
物流 10 300 310 50 250 300

その他非船舶 2,300 400 2,700 2,600 200 2,800

合計 13,000 5,000＋α 18,000＋α 13,500 1,900 15,400

上記に含まれない持分法適用会社における主な投資予定　シャトルタンカー（KNOT）：500億円

見直し中
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創る
～研究開発～

造る
～造船～

運ぶ ～輸送～

価値創造の「現場」に迫る
バリューチェーンで見る日本郵船グループの「挑戦」の記録
日本郵船グループは、「環境」や「社会」という側面で直面する課題に受け身で応えるのではなく、積極的かつ先進的に取

り組むことで、新たな価値創造および競争優位性につなげていきたいと考えています。ここでは、自社で保有する多様な

輸送モードの一つである海上輸送に焦点を当てて、日々積み重ねている数々の挑戦についてご紹介します。

特 集

サービスの一つである海上輸送のバリューチェーン

安全対策 人材育成

海上輸送について

海上輸送は人口に比例する産業です。世界人口は、現在の71億人から
2050年には90億人まで達する見込みで、海上荷動きも一層増加する
ことが予想されます。また、日本の輸出入の99%を海上輸送が担ってお
り、経済活動を支える重要なインフラとなっています。

重要課題

環境：船舶を運航する際、発生するCO2は国際海運全体でおよそ8.7億
トンと言われています。これは全世界の約3%に相当し、ドイツの総排
出量と同等の量です。物流量の増大により、2050年に海運が排出する
CO2は現在の1.5倍から2.5倍に増えると見込まれています。

安全：重大事故につながる「ニアミス」の主要因の約70%が、「手順の
不履行」や「安全意識の欠如」といった人的要因によるものです。

船員確保：世界的に物流量が増大する中、船員の確保はすべての船社に
とって喫緊の課題となっています。さらに、原油やLNGなどのエネルギー
を安全に輸送できる技術力を持った船員へのニーズが高まっています。

環境への配慮と輸送力向上を両立／
環境対応がビジネスチャンスに

 詳細についてはP.24～ 25をご覧ください。

グループ統一の安全基準

 詳細については
 P.26をご覧ください。

質の高い海上輸送を担う
人材を自ら育成する

 詳細については
 P.27をご覧ください。

BUILDInGr&D SAFetY/trAInInG/SAvInG
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生み出される価値
お客さまに対して

■ 安全・確実な輸送
■ 先進的な環境対応

地球に対して

■ 環境負荷の低減

日本郵船グループにとって

■ 競争力の向上
■ 顧客基盤の拡充
■  ロイヤルティー、モチベーションの向上

グ
ル
ー
プ
成
長
戦
略

運ぶ ～輸送～ リサイクル
～解撤～

サービスの一つである海上輸送のバリューチェーン

燃費改善

日本郵船グループにとっての機会

環境：CO2排出量削減には、燃料消費量の抑制が鍵となります。燃料
消費量の抑制は大きなコスト削減効果をもたらし収益力向上につな
がります。

安全：「絶対に事故を起こさない」実績がお客さまの信頼へとつながり、
次のビジネスチャンスを創出します。

船員確保：フィリピンの学生を自ら育成するプログラムを通じて、質の
高い海上輸送に貢献してもらうほか、ロイヤルティーの向上による人
材の定着化につながります。また、地域雇用の創出も期待されます。

最後まで安全・環境に
配慮

 詳細については
 P.29をご覧ください。

極限まで燃料消費効率を
改善

 詳細については
 P.28をご覧ください。

SAFetY/trAInInG/SAvInG reCYCLInG
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7,000台積みを次世代標準船型に
これまで自動車専用船は、国内の独自規制か
ら全長を200m未満に抑える必要があり、
6,500台積みが限界でした。当社ではこの全
長を変えることなく、幅を従来の32mから
3～ 4m広げることで積載能力を約10%アッ
プ。今後、7,000台積みを6,500台積みに代わ
る次世代の標準船型として位置付けます。

研究開発機関「MTI」について
前身である㈱NYK輸送技
術研究所から、2004年に
㈱MTIとして発足。日本
郵船グループのシンク
タンクとして、安全運航・
環境・省エネ・物流新技
術などさまざまな研究開
発を行っています。

2012年度研究テーマは以下をご参照ください。

 http://www.monohakobi.com/ja/research/2012/

7,000台積み自動車専用船で採用する
主な省エネ技術

省エネ技術 省エネ効果

船型の大型化・デザイン変更 約20%

空気潤滑システム

約10%

最新式の低摩擦船底塗料

ハイブリッド過給機

冷却水ポンプのインバーター制御

ボイラーの水エマルジョン対応

運航モニタリングシステム

日本郵船は、2014～ 2015年の竣

工を目途に、次世代型自動車専

用船4隻の建造を現在進めています。

邦船社として初めて船型を7,000台積

みに大型化するとともに、最新の省エ

ネ技術を搭載することで、従来の船型

に比べ完成車1台輸送当たり約30%の

燃費向上を実現します。

　世界的な完成車輸送需要が今後も

堅調に伸びると見られる中、2014年秋

に予定されているパナマ運河の拡張を

背景に、最大船型の6,500台積みを開

発段階から見直し、国内で制限されて

いる船舶の全長を超えずに、積載台数

を7,000台に増やすことを検討してき

ました。7,000台積みのいわゆる「ポス

トパナマックス型」は、6,500台積みに

代わる新たな世界標準船型として位置

付けられ、今後の船隊の主軸に据える

考えです。

　船型の大型化による輸送効率の向上

に加え、今回搭載される複数の最新技

術は、これまで当社が国内造船会社や

舶用メーカーとともに研究を重ねてき

たもので、自動車専用船では初めて採

用される技術がほとんどです。さらに、

コンテナ船の燃費節減で大きな成果を

上げている運航モニタリングシステム

も導入するほか、バラスト水処理装置の

採用、NOxやSOx規制への対策など省

エネ以外の環境対策もフルに適用しま

す。新造船を運航する過程でさらに改

良を加え、その後すべての船種において

新造船に反映させていく計画です。

□ 搭載される主な最新技術

価値創造の源泉

■ 現場からニーズをすくい上げ、技術の種と結びつける

競争優位性

■ MTIという自前の研究開発機能を有する
■ 距離も意識も現場に近く、研究開発に長けている

空気潤滑システム
空気を船底に送り込んで泡を発生させ、

船舶と海水の摩擦抵抗を低減する

技術。モジュール運搬船“Yamato”、

“Yamatai”に搭載し、2年間の実証実

験を行った結果、約6%の省エネ効果

を確認。2012年7月には、この空気潤

滑システムを搭載した石炭運搬船“Soyo”が竣工しました。海上試運転で4～ 8%の

省エネ効果を確認しています。

創る
～研究開発～

環境への配慮と輸送力向上を両立

組織統治 環境 消費者課題

該当する ISO26000の中核主題

送風機より
送り込まれた気泡

海面

送風機摩擦低減

“Auriga Leader”

r&D (research & Development)

特 集：価値創造の「現場」に迫る
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国際海運のCO2排出規制
新造船はEEDIを算出し、過去10年間に建造
された既存船のEEDIの平均値から、船種・船
型ごとに定められた「削減率」を満たす必要
があります。2013年1月1日以降に建造契約
が結ばれる船舶から適用となり、4段階で規
制が進みます。2015～2019年のフェーズ1で
は、例えば2万重量トン以上のバルカーで、
10%以上のEEDI削減が求められます。

 EEDI：Energy Effi ciency Design Index

造船会社と共同開発した技術が表彰
当社と㈱MTI、ユニバーサル造船㈱、三菱重工
業㈱の4社が共同開発し、世界で初めて実船
に搭載した「ハイブリッド過給機を用いた船
内電源供給システムの開発」が日本船舶海洋
工学会賞を受賞しました。

  ハイブリッド過給機については、
P.63をご覧ください。

新造船の建造には、トンマイル当

たりのCO2排出量を示す「エネ

ルギー効率設計指標（EEDI）」を用い

て、船型ごとに定められた削減率を満

たすことが求められます。EEDIは、これ

まで船主と造船会社の間だけでの取り

決めだった速力や燃費性能を客観的

な数字で表します。造船会社はEEDIを

用いることで、他社との性能差を訴求

することが可能となり、貨物積載量が

同じなら、EEDIがより優れた船が有利

に売れるなど、新たなビジネスチャン

スが生まれます。

　海運会社にとっては、規制対応にコ

ストがかかりますが、CO2排出量削減

は環境負荷低減に加えて燃料使用量

の削減にもなるため、結果としてコス

ト削減につながります。削減率が、基

準となるEEDIを上回る船舶には、登録

料や港湾使用料を減額するなどイン

センティブを与える事例も出てきてお

り、EEDIの優れた船を求めることは、

「規制を遵守する」以上のメリットがあ

ります。

　当社では以前より、船舶発注時の造

船所評価基準の一つとしてEEDIを活

用してきました。造船所選定の際には、

造船会社からEEDIに関するデータを

事前に取得し、分析・評価を加えた上

で、営業部門と協議の上、決定します。

一方で、造船業界・舶用機械業界に対

して、環境を意識した船舶開発の重要

性を繰り返し訴え、意識改革の促進を

図っています。

□ 現場から一言

価値創造の源泉

■ 環境対応へ先手を打つ
■ 就航船で得られた知見を、新造船へ反映するサイクル

競争優位性

■ 燃費性能に優れた船舶をマーケット並みのコストで建造

CO2排出規制スケジュールを先取りし、船の差別化を目指します。
IMOにてEEDIの規定案がまとまりつつあった2010年頃から、自

社船舶のEEDIを先駆けて算出し、自社船がどの程度のレベルに

あるか確認しました。それを基に、新造船のEEDI目標値を設定

するようにしました。

　規制通りのスケジュールで進んでいては、他社船との差別化

はできません。規制のスケジュールよりも早く、EEDIが低い船舶

を調達していくことが、環境はもちろん、経済的にも競争優位性

が得られると考えています。

造る
～造船～

環境対応がビジネスチャンスに

組織統治 環境

該当する ISO26000の中核主題

フェーズ0：2013～ 2014年。基準ライン
フェーズ1：2015～ 2019年。基準ラインの10%削減
フェーズ2：2020～ 2024年。基準ラインの20%削減
フェーズ3：2025年～。基準ラインの30%削減

EEDI

重量トン

削減

r&D (research & Development) BUILDInG

日本郵船
技術グループ長

洲之内 満彦
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③監査実施

図1の説明

安全運航管理の仕組み
①  安全管理の状況（遅延要因、欠陥の有無）
やお客さまからの要望を踏まえ、営業部
門より監査依頼を受領

②  オーディターはチェックリストや、お客さ
まからの要望などを踏まえ営業部門から
依頼された特別監査項目を持って現場を
訪問

（監査項目）
・この船舶管理会社は安全か？
・この本船の安全基準は？
・安全に貨物を運んでいるか？ など
③  監査実施。「会社監査」は船主・管理会社
が船に対して適切な管理・指導ができて
いるかを、「船舶監査」は会社からの指示
が船で実行されているか、管理状況など
を確認

④  不具合があれば是正を要求
⑤  是正計画書の提出
⑥  監査結果を営業部門へ通知
⑦  要求事項の適宜見直し

海難事故により、環境に重大な悪

影響を及ぼし、経済発展に支障

をきたすようなことは、絶対にあっては

なりません。当社グループは、お客さま

の大切な荷物を預かっている立場を認

識し、全船で安全管理を徹底すること

を基本方針に、1998年から独自の安全

運航管理システム「NAV9000」を導入

しています。自社船・用船にかかわら

ず、船舶や船主、船舶管理会社に安全

運航に関する事項を開示し、遵守を求

め、各社独自で定めていた安全基準を

当社基準に統一して管理しています。

　NAV9000は国際条約で要求される

事項を基盤に、過去に発生した事故の

再発防止策やお客さまからの要求事

項などが網羅されています。専任の監

査員が本船や船主、船舶管理会社を直

接訪問し、当社が定める安全基準が現

場で守られていることを確認の上、不十

分な項目があれば、船主、船舶管理会社

に対し「是正計画書」の提出を求め、是

正状況を確認し、必要に応じ助言を行

います。監査は一方的なチェックでは

なく、監査される側とする側双方が濃

いコミュニケーションを図ることで、安

全運航のための改善活動を促進してい

る点が大きな特徴です。

　この活動は、商談の場においても、当

社の船舶の安全性を訴求する有効な

手段となっています。

価値創造の源泉

■ PDCAサイクルの半永久的な回転と、地道な活動の積み上げ

競争優位性

■ 用船している船主や船舶管理会社とも一体となって安全対策
■ 安全を支える船員を自社養成

グループ統一の安全基準

□ NAV9000概要（図1）

会社監査船舶監査

オーディター
（監査員）

お客さま

安全運航のNYK基準
（約1,000項目のチェックリスト）

高い安全性の説明

セールスの現場

⑥ 結果報告

① 監査依頼

④ 是正要求 ② 要求の提示・監査⑤ 是正計画書

⑦  要求事項の適宜
見直し

組織統治 労働慣行 公正な事業慣行 消費者課題

運ぶ
～安全対策～

該当する ISO26000の中核主題

データベース

SAFetY
特 集：価値創造の「現場」に迫る

遅延時間の推移
（隻） （時間）
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■ 運航隻数　  1隻当たりの遅延時間（右軸）

NAV9000改善（要求）件数の内訳
（年度） 2010 2011 2012

本船監査数（隻） 306 298 292
会社監査数（社） 38 37 35
是正要求項目数（件） 1,306 1,220 1,260
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船腹量の世界的な増加に加え、近

年は「安全」と「環境」に関する

船社の責任が一層求められてきてお

り、より優秀な船員確保のニーズがま

すます高まっています。こうした課題に

対し、当社グループは学生時代の教育

から関与し、陸上・本船での徹底した訓

練、自主学習ツールの完備など育成型

の船員戦略に注力しています。育成に

は費用と時間がかかりますが、当社の

安全運航方針を理解し、当社に対し高

いロイヤルティーを持った船員を確保

するために不可欠な戦略です。

　その柱の一つとなるのが、当社グ

ループの船舶職員の多くを占めるフィ

リピンで2007年6月に開校した商船大

学NTMAです。NTMAの育成手法には、

当社グループが日本で行ってきた船員

育成の経験や工夫が活かされています。

2012年には第一期生116名が、2013年

には118名が卒業し、当社グループの

職員として着任しました。同校は2011

年8月、国土交通省の機関承認制度に

おいて、船員教育機関として日本初と

なる認定を受け、商船学校として高い

信頼を得ています。

　また、着任後の育成プログラムも充

実しており、海上でのOJTや世界各地

のトレーニングセンターでの研修など

に加え、陸上での職域にチャレンジで

きる場も提供するなど、体系的で一貫

した人材育成により、国籍を問わず、船

員の可能性を最大限に広げる体制を

確立しています。

価値創造の源泉

■ 均一で良質な人材を育成する体系的な教育体制
■ 学生時代の教育から関与する一貫した人材育成

競争優位性

■ 高い技術とロイヤルティーを持った船員の確保

質の高い海上輸送を担う人材を自ら育成する

組織統治 労働慣行 コミュニティへの参画
およびコミュニティの発展

運ぶ
～人材育成～

該当する ISO26000の中核主題

□ 現場から一言

さらに多くのフィリピン人職員の配乗を目指しています。
現在、約1,500名のフィリピン人職員が、NYK Shipmanagement 

Singapore社を通して活躍、今後はさらに多くのフィリピン人職

員の配乗を目指しています。当社が運航する船舶のフィリピン人

職員に占めるNTMA卒業生の割合は、必然的に年々増加します。

フィリピン海事大学統一試験では好成績を収めるなど、カリキュ

ラム面でも結果が出ており、当社の幹部職員となるために教育を

受けているNTMA卒業生には、LNG船、原油タンカー、大型コン

テナ船などのハイリスク船を含めさまざまな船種で船長・機関長

として活躍してもらうことを期待しています。

trAInInG

NTMA出身職員数の推移
（人）
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* 2013年以降の数値は、2013年3月末時点の予想数

全職員に占めるNTMA出身職員率
（人） （%）
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■ 職員総数*1　  NTMA出身職員率（右軸）
*1.  インハウス船舶管理会社職員。NYK Shipmanage-

ment社、NYK LNGシップマネージメント㈱、NYK 
LNG Shipmanagement（UK）社の3社 
（いずれも日本郵船100%子会社）

*2. 2013年以降の数値は、2013年3月末時点の予想数

 NTMA：NYK-TDG Maritime Academy

NTMAの狙い

NTMA出身者を増やすことを目標にしている
わけではなく、結果的に増えるということで
あり、あくまで優秀な船員を育成することを
狙いとして、自前の大学教育をフィリピンで
開始しました。 NYK Shipmanagement 

Pte. Ltd.
会長

小山 智之
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環境経営指標

環境経営指標データ

船種
環境経営指標

（g-CO2／トン・キロメートル）
2006年度 2010年度 2012年度

原油タンカー 3.40 3.11 2.99
自動車専用船 56.98 47.55 45.56
コンテナ船 14.66 11.17 10.18

船種
改善率

2006年度比 2010年度比
原油タンカー 12.1% 3.9%
自動車専用船 20.0% 4.1%
コンテナ船 30.6% 8.7%

数値が減少すると、トン・キロメートル当たりのCO2排出
量が改善したことになります。

価格が高騰し、採算悪化の最大の

要因となっている燃料油の徹

底的な削減に向け、コンテナ船を対象

に、最適経済運航プロジェクト「IBIS

（Innovative Bunker and Idle-time 

Saving）プロジェクト」に取り組んでい

ます。通信衛星を使った海上ブロード

バンドや運航モニタリングシステムを

導入し、本船ごとの詳細な航海計画や

運航状態から、気象・海象予測、海流

データに至る一連の情報を、新たに開

発した専用のポータルサイトに集中さ

せ、本船側と陸上がリアルタイムに共

有しています。本船の航海情報のモニ

タリングを強化して一元的に管理・

コントロールできるようになったこと

で、運航上で発生する荒天との遭遇、

台風の接近、潮流の変化などの事態に

対し、現場の状況に応じて最適な航路

や速度を選択でき、最適な燃料消費に

つながる省エネ運航を実現します。

　例えば、寄港地に予定通りに着くた

め速度を上げたにもかかわらず、港の

混雑により沖合で待機するといった

ケースに対し、速度や針路、風力といっ

た運航データを本船から陸上側へ即

時に送信し、本船と陸上間で航路変更

や到着時間を迅速に調整することで、

燃料の無駄な消費を避けることが可能

となります。

　ここで得た知見やノウハウを他部門

に順次展開し、船種や条件に応じた最

適運航の追求を実践しています。

価値創造の源泉

■ 各分野のスペシャリストたちが徹底的に議論し合う土壌
■  多様な知見を結集し、切磋琢磨しながら目標に向かっていく組織的なプロジェクト
チーム

競争優位性

■ 多様な知見・経験がぶつかり合うことで生まれるブレークスルー

極限まで燃料消費効率を改善

□ 情報共有で船速を最適化（図2）

目標燃料
消費量設定

出航前

① ウェザーニューズ社

航海中

ブロードバンド
通信

モニタリング 確認・更新

② 航海計画策定

船長×陸上オフィス

本船 陸上
オフィス

船舶
代理店

⑤
他の船種

④
データ
ベース
分析・改善

③ IBISポータルサイト

図2の説明

最適経済運航の仕組み
① 気象・海象・海流データを発信
②  データを基に、予想到着時刻、予想燃料消
費量、予想CO2排出量を自動算出。船長は
最適な航海計画を作成

③  本船と陸上間で運航情報を常にリアルタ
イムで共有。最適な燃料消費につながる
よう航海計画を適宜修正

④  得られた運航データや好事例をデータ
ベース化

⑤  手法をドライバルカーやタンカー、自動車
専用船などに拡大

出航

組織統治 環境

日本郵船の指標改善率
（%）
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運ぶ
～燃費改善～

該当する ISO26000の中核主題

SAvInG
特 集：価値創造の「現場」に迫る
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一度に大量の荷物を運ぶことが

でき、地球に優しい輸送形態で

ある船舶。海上輸送の大役を終えて解

体されるときも、やはり環境に配慮し

た対応が求められます。当社グループ

は、「安定的な解撤スペースの確保」と

「環境に優しい解撤実施」を基本に、独

自の解撤方針を定めています。

　解撤に先立ち、船上に存在する有害

物質の量・設置場所などを記載したリ

ストを作成、本船への配備を進めてい

ます。また、解撤方針に従い、労働安全

に配慮し有害物質を適切に処理でき

る、国際基準に合致したヤードをリス

トアップし、価格や混雑状況などを総

合的に勘案しながら解撤ヤードを選定

します。結果として、これまで当社グ

ループのほぼすべての解撤は、世界的

にも評価の高い中国の指定ヤードで実

施してきました。

　また、解撤する船舶の買い主との契約

にあたっては、労働安全・環境対応の適

切な遂行や、当社による解撤現場視察

の実施などを買い主に求める当社独自

の解撤売船契約書を用い、安全・環境

への配慮を徹底しています。引き渡し

後は、その売船契約に基づき、安全・環

境への対応状況を確認するため、適宜

現場視察を実施しています。

　船舶に使用される鉄は、不純物が少

ないため、高付加価値製品への再生利

用も期待できます。また、鉄を廃棄せず

リサイクルすることにより、CO2排出量

の削減にもつながります。

価値創造の源泉

■ 一貫して安全・環境に配慮した独自の解撤方針

競争優位性

■ 安定的な解撤スペースの確保と環境に優しい解撤実施

最後まで安全・環境に配慮

□ 解撤の流れ

売船契約 本船引き渡し 解体 資材ごとに
仕分け

リサイクル・
リユース

環境 公正な事業慣行

世界の解撤量
（百万GT）

0

10

20

30

07 08 09 10 11
■ インド　■ 中国　■ バングラディッシュ　
■ パキスタン　■ その他
出典：IHS Fairplay

NYK標準
契約書

・労働安全
・環境対応
・日本郵船の
  視察などを
  約束

リサイクル
～解撤～

該当する ISO26000の中核主題

通常の契約

船首側の解体風景 しっかり現場を確認

reCYCLInG

国際的環境基準に合致したヤードで解撤した
船の割合（2012年度）

100%
2012年度の解撤隻数は16隻。そのすべてを
国際的環境基準に合致したヤードのみで解
体しています。

組織統治 労働慣行
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技術は営業を強くする。技術力は当社グループ
の価値創造の原動力です。

代表取締役・副社長経営委員
技術本部長（上級環境管理責任者：ECEM、技術戦略会議議長）

IT戦略会議議長（チーフインフォメーションオフィサー：CIO）

内藤 忠顕

技術本部長インタビュー

Q      日本郵船グループにとって「技術力」とは何でしょうか。 

私たちは、安全で確実なモノ運びを通じて、安定的に人々の

生活を支えることを、経営の基本理念としています。そして市

況変動の影響下でも多様な輸送サービスを安定的に提供す

るために、中期経営計画で「海運業プラスアルファの戦略」を

掲げ、他社との差別化を進め、市況変動に左右されにくい基

盤づくりに注力しています。このプラスアルファの一つが「技

術力」です。培われた技術をさらに磨くことで、より高度な輸

送を可能とし、差別化を図ります。運航コストの大半を占める

燃料費をできる限り削減するため、さまざまな技術を活用す

るなど、技術力は営業力を高めるものであり、将来にわたり当

社グループの発展を支える重要な柱です。

Q      技術革新のモチベーションはどこから生まれるので

しょうか。

企業価値向上を考える上で、当社グループは「安全の確保」と

「環境の保全」を最重要課題としています。経営理念に則り、

長期的な視点で人々の生活を本気で支えるには、「環境」や

「安全」に、真摯かつ積極的に取り組むべきです。その強い思

いが、技術革新につながっていると思います。

　また、世界最大規模の「現場」があることも、技術革新を促

す大切なポイントです。現在846隻の運航船舶に加え、世界38

カ国に204万㎡の倉庫と、世界45カ所に港湾ターミナルがあり

ます。さまざまな技術やアイデアを、実践の場で試し、磨き上

げていく環境が世界中にあることは、他社にはない強みです。

Q      現在最も注目している技術は何ですか。

最適経済運航プロジェクト「IBIS」です。IBISは、先行導入した

コンテナ船での実績を踏まえ、現在、ドライバルカーなど他の

船種でも導入を進めています。有用なデータが蓄積され、さ

らに新たなブレークスルーが生まれることを期待しています。

また、多様な知見を結集し、ブレークスルーを生み出す風土

をどう醸成するか。技術スタッフには、「サポーター」ではなく

「会社の成長を担う一人」であると伝え、活発なコミュニケー

ションによって技術本部の技術と営業本部のニーズを摺り合

わせていきたいと考えています。

  IBISについてはP.28をご覧ください。

Q      現在、知財推進に注力されていますが、背景と狙いを

教えてください。

インターネットが普及し、モノやサービスは瞬く間にコモディ

ティ化する時代となりました。「差別化」が大きな課題となる

中、日々の業務やビジネスモデルを「知財」という切り口で洗

い出すことで、当社グループに埋もれている「潜在能力」を活

用したいと考えたのが発端です。

　その活用を進めるべく、2012年には知財推進チームを設立

しました。知財活用プロセスの整備・工程管理、グループ内へ

の横展開などを担います。どんなに小さくてもいいから、日頃

から業務で創意工夫を実践する意識を根付かせるのが知財

推進の狙いです。

IntervIew
特 集：価値創造の「現場」に迫る
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特別企画

社外取締役に聞く、
日本郵船グループの「統合報告」
事業戦略とCSR戦略が分断されて語られる企業レポートが多い中、そのメリットや今後の課題

なども含め、当社が「統合レポート」作成を決定したことに対する評価を率直にお聞きしました。

Q  近年、国内外で広がりを見せる「統合報告」をどのように評価していますか。

Q  「経済価値」「社会価値」「環境価値」の両立、いわゆる共通価値の創出について、
 社内にどう根付かせていくべきでしょうか。

Q  ガバナンス面における今後の課題は何ですか。

Q   企業理念の重要性について改めてご意見をお聞かせください。
また、理念の社員への浸透は十分でしょうか。

Q   2013年度は中期経営計画の最終年度となります。
当社グループの今後の成長に向けて、アドバイスをお願いします。

Q   最後にステークホルダーの皆さまへメッセージをお願いします。

聞き手：経営委員　和崎 揚子
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略 Q  近年、国内外で広がりを見せる「統合報告」をどのように評価していますか。

岡本　企業業績に大きな影

響を及ぼす「定量化できな

い資産」を、統合報告によっ

て表現することは大変よい

ことだと思います。財務情報

と有機的に関連づけながら、ビジョンに基づいた長期的な時

間軸の中で説明することが重要ですが、この作業は容易では

ない。統合報告作成には企業の力量が問われると思います。

　技術力やブランド力、経営陣の能力、知的財産など定量化で

きない重要な資産はいくつかありますが、当社の場合、その一

つに社員が挙げられるのではないでしょうか。当社社員は海

を相手にしているため、視野が広く、荒波に立ち向かう気概を

持ち合わせています。また、寿命が約20年と言われる船舶への

投資の成否が収益を左右するため、自然と長期的視点が備

わっています。長期的なビジョンや洞察力を社員が常に持って

いる企業は、それ自体が強みであり、当社は他社と比較しても

その点が特に際立っていると思います。

翁　カナダの公的年金基金を訪問した際、ESG（環境、社会、

ガバナンス）要因が長期のリターンやリスクに及ぼす影響を

評価して投資候補先を決定し、投資先のESGへの取り組みを

投資家として促す姿勢をとっているのが印象的でした。財務

情報と非財務情報を統合報告で融合しながら提供すること

は、こうした年金ファンドなど長期の投資家のニーズに応える

ものであり、時宜に適った対応だと思います。

　統合報告は、情報伝達面で効率的であるということだけで

なく、その企業の考え方を示す意味が重要です。企業価値向

上において、ESGを重視しているという経営姿勢を投資家に

アピールすることは、極めて大切です。例えばガバナンスは、

これまで海外の投資家が入念にチェックしていましたが、最

近では日本の投資家も重視するようになってきています。

ESGへの取り組みは、短期的に見ればコスト要因かもしれま

せんが、長期的に見れば企業価値を確実に高めるものだと思

います。

Q   「経済価値」「社会価値」「環境価値」の両立、いわゆる共通価値の創出について、

 社内にどう根付かせていくべきでしょうか。

岡本　当社の経営陣は他社と比べ、すでに日頃から長期的な

視点で経済価値と社会価値、そして環境価値のバランスを戦

略的に捉えていると思います。そういう意味で、当社には「統

合思考」の経営を実践する土壌があると思います。ただ社内の

会議などでは、定性的なテーマや課題についてより積極的な

議論が必要だと思っています。経営者には、定性的な経営課題

についても、しっかりと企業価値へ結びつける道筋を示すこと

が強く求められているからです。

　例えば、「輸送」の将来。3Dプリンティングが充実すれば、

データを送付して現場で生産してしまうので、輸送をあまり必

要としない社会になります。LNG需要の伸びや、水素型社会に

なった時のことなど、モノを運ぶ機能がどう変わり、輸送の形

態がどう変わるかをしっかり見極めていく必要があります。

̶̶̶̶̶

翁　本業を通じて社会に貢献していることを、社員一人ひと

りがもっと意識できるようになるといいと思います。海運は、

当社の経営陣は他社と比べ、すでに日頃から長期的な視点で

経済価値と社会価値、そして環境価値のバランスを戦略的に

捉えていると思います。そういう意味で、当社には「統合思考」

の経営を実践する土壌があると思います。

岡本 行夫
当社社外取締役
（非常勤、独立役員）
㈱岡本アソシエイツ 代表取締役
三菱マテリアル㈱ 社外取締役
三菱自動車工業㈱ 社外監査役
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Q  ガバナンス面における今後の課題は何ですか。

岡本　これも長期的な視点を持つことです。ガバナンスを法

令遵守という狭義の意味で解釈してはいけないと、私はいつ

も申し上げています。社会が求める正義や価値観は常に変化

するもので、法も進化します。ですから、企業が持続的な発展

を目指すのであれば、その時々の法令遵守では不十分であり、

将来の社会正義も見据えて行動することが求められます。

翁　当社はグローバルに活動する企業ですので、世界中の投

資家に対し、ガバナンス体制について説得力ある説明をして

いくことが求められます。欧米型のガバナンスの形式だけを

取り入れれば、企業価値が向上するわけではありません。そ

の妥当性、有効性を投資家にしっかりと説明することも、企業

価値の向上には欠かせないポイントです。

Q  企業理念の重要性について改めてご意見をお聞かせください。また、理念の社員への浸透は十分でしょうか。

岡本　当社の企業理念は素晴らしいと思います。しかし、社会

動向や事業環境によっては、企業理念すら変わってくる可能性

があり、このことは意識しておくべきです。

　企業理念の浸透は、教育次第です。社内の教育制度などを通

じて、ビジョンをさらに浸透させていくべきだと思います。た

だ、上から押し付けるのではなく、自発的な議論が鍵となりま

す。特に若い社員の間で、より一層議論が沸き起こることを期

待しています。

̶̶̶̶̶

翁　企業理念は、仕事に対する一人ひとりの姿勢を決める

重要な軸になるものです。ポテンシャルを秘めた方々を採用

する点でも重要です。社会の役に立ちたい、公共性の高い仕

事に従事したいという希望

を持っている人は多いので、

当社に勤めることによって

社会を支えると企業理念に

謳われていることは、説得

力があります。

　当社の社員と話をすると、強い愛社精神があることを感じ

ます。しかし、まさに企業理念を具現化している中期経営計画

「More Than Shipping 2013」の進捗が、現場レベルまで共有

できているかは疑問です。日々の業務が、中計、ひいては企業

理念の実現に結びついていることが実感できるような工夫も

必要ではないでしょうか。

統合報告は、情報伝達面で効率的であるということだけでな

く、その企業の考え方を示す意味が重要です。ESGへの取り

組みは、短期的に見ればコスト要因かもしれませんが、長期

的に見れば企業価値を確実に高めるものだと思います。

翁 百合
当社社外取締役
（非常勤、独立役員）
㈱日本総合研究所 理事

燃料や食料など日々の生活に欠かせないモノを輸送する社会

的使命を負っています。例えば、新型インフルエンザが流行す

る時にも、外航海運は運航し続けなくてはならない業種に指

定されています。それだけ重要な役割を担っているわけです。

社員の皆さんはその価値をもっと自負し、外へアピールして

もいいと思います。当社のビジネスの多くがB to Bですので、

一般の方々には実感しにくい面がありますが、投資家はその

点を十分に理解しています。
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Q   2013年度は中期経営計画の最終年度となります。当社グループの今後の成長に向けて、

アドバイスをお願いします。

岡本　企業価値の向上は、内部からしか実現できません。企

画やアイデアは、成功要因の3割程度で、残り7割は実行です。

いくら良いアイデアを立案しても、立案した本人が最後まで

実行しない限り成功はしないものです。そういう意味で、私は

社員の方々とは異なる切り口から自分の知見や見通しをでき

る限り伝えることで、当社の社員が実行につなげ、発展するこ

とに貢献したいと考えています。

　また、若い社員にもさまざまな視点と柔軟な思考を持ち併せ

てもらえるよう、アドバイスや議論を交えながら、その成長を加

速させる起爆剤のような役割を果たせれば幸せです。

̶̶̶̶̶

翁　海運は非常にボラティリティの高い産業ですので、リス

ク管理がとても重要です。リスクを認識するだけでなく、事前

の備えが特に大切で、ファイ

ナンスなどリスクヘッジが

万全かどうか、改めてもう一

度見直す必要があると思い

ます。

　また、把握したリスクについて、統合レポートなどを通じ

て情報開示していくことも必要です。リスクの所在だけでな

く、その影響度合いや対応策までしっかりと説明することも

忘れてはいけません。残念ながら、当社のリスク情報の開示

には、まだ改善の余地があります。ESG情報に加えて、想定

するリスクやその対策もわかりやすく説明できれば、長期保

有に向けて、投資家の理解も得られやすくなるのではないで

しょうか。

Q  最後にステークホルダーの皆さまへメッセージをお願いします。

岡本　日本はこれまでにな

く難しい局面に立たされて

います。かつて、日本は世界

のGDPの約17%を占めてい

ましたが、今は8%程度で

す。新興国の経済成長を考えれば、今後5%位まで落ちるで

しょう。そう考えると、日本のビジネスチャンスの95%は海外

にあると言えます。ですから、世界とどう関わるかで企業の命

運も左右されると思います。どの企業が世界と最も強く関

わっているか。当社もそのうちの1社として見てもらいたいと

思っています。

翁　多くの受賞実績からもおわかりいただけると思います

が、当社はCSR活動に対する意識が非常に高い企業です。収

益を拡大していく決意と社会に貢献する意識を持って、企業

価値を高めようとする姿勢があります。当社はグローバル企

業ですので、さまざまなチャンスがあり、持続的に成長してい

ける企業です。また、ダイバーシティがかなり進んでおり、女性

が海外で活躍する機会も広がっています。今後も女性の登用

が進むことを期待しています。是非、長期的な視点に立って、

当社とお付き合いいただければと思います。
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事業別成長戦略
将来視点から、「一般貨物輸送事業」「不定期専用船事業」「客船事業」それぞれの見通しと課題、 
成長戦略についてご説明します。

 事業の当期業績についてはP.85をご覧ください。

 36 一般貨物輸送事業の成長戦略

 42 不定期専用船事業の成長戦略

 50 客船事業の成長戦略
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日本郵船グループが一貫して提供

一般貨物輸送事業の成長戦略

At a Glance

サービスマップ

事業ポートフォリオ（2013年3月末時点）

コンテナ船  126隻（セミコンテナ船を含む）

世界最大級の航路ネットワークとグローバルに展開するきめ細か
いサービスで、増大する輸送需要にお応えします。

コンテナターミナル  23港

世界各地域に拠点を展開し、コンテナ船、自動車専用船、客船など
のターミナル荷役サービスを提供しています。

貨物航空機  10機

貨物専業会社としての機動力とコスト競争力を武器に、アジア発
着の航空貨物市場での事業基盤を強化していきます。

倉庫  世界233拠点

物流拠点  世界447拠点

グローバルに展開する物流拠点間を結ぶネットワークを利用し、
海・陸・空にまたがる多様な物流サービスメニューを提供しています。

 業績解説についてはP.85をご覧ください。

付加価値サービス
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フルコンテナ船オペレーター別運航船腹量ランキング
（2012年12月末現在）

（隻数）

Maersk Line（デンマーク）

MSC（スイス）

CMA-CGM（フランス）

COSCO（中国）

Hapag-Lloyd （ドイツ）

Evergreen（台湾）

APL（NOL）（シンガポール）

China Shipping Container Lines
 （CSCL、中国）

商船三井

Hanjin Shipping（韓国）

日本郵船

川崎汽船

Orient Overseas Container Line 
（OOCL、香港）

Yang Ming（台湾）

Hamburg-Sud（ドイツ）

0 120 240 360 480 600

（千 TEU） 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

90
396

■ 隻数　■ TEU　■ G6 Alliance*
出典：MDS 2013年1月版をベースに日本郵船調査グループにて集計
* 他にHyundai Merchant Maritime（韓国）がメンバーです。

1  ミルクラン
1台のトラックが複数の部品工場や倉庫を巡回しながら
部品を集めることで、物流効率の向上を図ります。

3  輸送進捗・在庫管理システム
RFIDなど最新技術を用いて、輸送中の在庫と倉庫内の在
庫を可視化。お客さまの在庫適正化や的確な生産・販売計
画をサポートします。

2  クロスドック
揚げ地の倉庫にて、お客さまからの納品指示により、コンテ
ナの中の貨物を納品先ごとのトラックに積み替えます。



当事業の一番の課題は、市況変動リスクの抑制です。船隊ポート

フォリオの見直しも含めコスト競争力を高めつつ、定期船と物流

（フォワーディング）を両輪に、拡大する荷動きを取り込んでいくこ

とを基本戦略に据えています。
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一般貨物輸送事業の事業方針

Q      一般貨物輸送事業は、2013年度において、175億円

の経常利益目標を掲げています。実現に向けた考え

方を教えてください。

2011年度に447億円の経常損失を計上した定期船事業は、

2012年度は経常損失額を94億円まで大幅に縮小することが

できました。2013年度も引き続き定期船事業の黒字安定化

が最大の課題です。定期船事業は、現在さまざまな自助努力

を通じてあらゆるコストを徹底的に削減する手立てを講じて

おり、これまでのように「運賃次第」という雰囲気は当社グ

ループ内にありません。定期船事業単体での黒字化にこだわ

り、最低でも、定期船事業とターミナル関連事業の合計で黒

字化したいと考えています。

　物流事業（特に海上フォワーディング部門）についても、取

扱量が年々着実に増加しており、当社グループのプレゼンス

も高まってきました。今後、さらに取扱量の拡大に努めるとと

もに、収益力強化を図ります。

定期船事業

Q      今後の市況見通しについて、運賃・需給両面から聞か

せてください。

2013年は解撤や竣工予定船の引き取り延期を見込んでも、前

年比7~8%のキャパシティ増となる見方が一般的です。かた

や需要の方は、良くても2012年並みとしか思えないアジア／

欧州航路に引っ張られる格好で全体では3~4%増となるので

はないかと思われます。

　依然非常に大きな需給ギャップがあるわけですが、2012年

を振り返ると、新規大型船の投入という同じような主因で、す

でに似たような規模のギャップが生じていたにもかかわらず、

そこに若干の環境変化も見出すことができます。一つは減速

運航の定着・拡大で、これはすでに相当レベルまで達し、今後

の効果は限定的だという見方もありますが、例えば長距離を

大型船でカバーする欧州航路で、各ループがその船隊に1隻

追加してさらなる減速効果を実現しようとすればキャパシ

ティ的には2%程度の圧縮効果があるでしょう。

取締役・常務経営委員
一般貨物輸送本部長

丸山 英聡
管掌：定期船事業／ターミナル関連事業／物流事業

定期船運賃推移
1998年1月1日=1,000point

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13500

1,000

1,500

2,000

 中国→北米 東岸　  中国→北米 西岸　  中国→欧州
出典：China（Export） Containerized Freight Index

需給が悪化する中、アライアンス
設立など、定期船業界全体を巻
き込んだ合理化策が奏功係船中に荷動きが急回復

リーマン・ショックにより荷動き激減 止めていた船が動き出し、需給バランスが再び悪化
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　もう一つは、これもかなり一般化した停船です。これは昔の

係船といった大掛かりな手段に加え、抜港や欠航といった一

時的な停船も含む動きであり、アイドリングと呼んでもいいか

もしれません。これはスナップショットの比較になりますが、

2012年のアイドリングのピーク時は約80万TEU相当の船腹

が停船したわけですが、仮に2013年のピーク時に100万TEU

規模のアイドリング増が起こると、これは1%位の圧縮効果が

あるでしょう。

　依然大きなギャップがあり予断を許さない状況ですが、

2012年に顕著になり始めたかに見えるこうした基調が2013

年に定着といってよいレベルまでゆくのか？いや、それ以上の

進展をみせるのか？といったところが2013年度の試金石にな

ると思います。

Q      船腹の需給ギャップの解消に時間がかかっている

中、2012年度に赤字幅を大きく縮小することができ

た要因は何ですか。

一番の要因は、当社を含む6社で設立したG6アライアンスが、

欧州航路での状況認識の共有化において期待以上の効果を

発揮したことです。アライアンスによって、航路の合理化や 

減速航海による船腹の調整、ターミナルの相互利用などが 

非常にやりやすくなりました。航路再編について、当社は

「CRANE」というプロジェクト名で2013年度も注力していき

ます。欧州航路での成功事例を活用し、今後は北米や南米、 

アフリカ航路でもサービスの合理化を進める計画です。

　もう一つは、燃料費の節減効果です。リーマン・ショック前

の2007年度に約260万トンだったコンテナ船の総燃料油年間

消費量は、2008年度には約230万トン、2012年度は約170万

トンまで節減しました。これは減速航海による効果に加え、 

さらなる燃料費節減策として2012年度に立ち上げた最適経

済運航プロジェクト「IBISプロジェクト」を通じて、地道にその

努力を積み重ねてきた成果であると自負しています。当社は、

定期船事業の本社機能をシンガポールへ全面移管していま

すが、ここのメンバーが本当によく引っ張ってくれています。こ

うした自助努力を経て、収支は前年度比353億円改善するこ

とができました。

 CRANE：Comprehensive Reengineering of Alliance of Network

よりコスト競争力のあるサービス（航路）の開発・再構築により、収支改善を目指すプ
ロジェクト。限られた船隊の中で、各サービスにおける最適船型の検証・投入、パート
ナーとの協調深化（共同配船、スペース交換）によりサービスの最適化を行う。

Q      さらなる燃料費節減の余地はありますか。

2012年度の IBISはタスク1からタスク5までの5つの具体的な

タスクフォースで約33億円の節減を目指し、結果として約41

億円を達成したわけですが、2013年度はさらに新規の5つの

タスクを加えて約36億円の削減を目指したいと思います。

　減速運航もここまで進んでくると燃料消費の削減カーブも

だんだん緩やかになってきますが、だからこそ継続の力もより

必要になります。つまり新たに削減することも大事ですが、同

様にステップ・バックしないよう日々の活動を持続する足腰の

強さが試されると言えます。

コンテナ荷動き・船隊の変動（対前年増減率対比）
（%）
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出典：Drewry Maritime Research, 2013

定期船事業経常損益推移
（億円）

 経常損益　■ 定期船部門コスト削減
*  2013年度よりターミナル関連事業を定期船事業に含める。数値はすべて新しいセグ
メント区分に基づく
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Q      今後のコスト競争力強化に向けた施策について聞か

せてください。

「IBIS」「CRANE」という2つのプロジェクトに加え、今後展開

予定のコスト削減プロジェクトは、コンテナ単位の運用の最

適化を図る「EAGLEプロジェクト」です。これは、コンテナの

イールドマネジメントにより、コンテナ1本1本の採算性を追

求する取り組みです。IBISを下半身とするなら、これは貨物量

により変動するコストで、上半身に当たります。2013年度は、

下半身を鍛えつつ、上半身を点検・見直していく考えです。

　現在、当社グループでは75万TEUのコンテナを運用して

おり、年間で約350万TEUの貨物を輸送しています。仮に

コンテナ1本当たり10ドル採算が改善すると、およそ30億円

の収支改善につながります。コンテナの動きを細かく管理し

て無駄なコンテナ輸送を削減することで、コストを極限まで

省くのです。

　ただし、体制や仕組みを変えれば成功するというものでは

ありません。IBIS同様、やはり現場の意識・姿勢を変える必要

があります。そのためにも、部署と部署の間に存在する壁（サ

イロ）を壊し、従来の考え方ややり方を根本的に見直します。

長い歴史の中で培われた慣習などにメスを入れていくことに

もなるため、非常に難しい取り組みになりますが、IBISで日々

節減に励む姿勢が定着しつつある今だからこそ、やり抜かな

くてはならないと考えています。 

 EAGLE：EQC Aspiration for Global Efficiency

EQC：Equipment Control 空コンテナの管理・輸送業務

Q      リーマン・ショックの後、定期船事業はライトアセッ

ト化戦略へと舵を切りました。改めてその狙いと、今

後の展開について聞かせてください。

ライトアセット化戦略とは、船隊規模の縮小を意味するもの

ではありません。定期船（アセット）とフォワーディング（ノン

アセット）を組み合わせ、アジアを中心に増加が見込まれる

コンテナ貨物を取り込む戦略です。また、アセットにおいて

も、長期固定船隊と短期用船を組み合わせることで、荷動き

の増減にも柔軟に対応できる船隊ポートフォリオが構築でき

る面もあり、その意味では全体的に二重構造だと言えます。

　実例を挙げて考えると、アセットとノンアセットの現在の輸

送実績がおよそで350万TEUと50万TEUとして、コンテナ輸

送量合計が年間400万TEUだとすると、アセットとノンアセッ

トの比率は7：1、パーセンテージで87.5%と12.5%というこ

とになります。これが近い将来400万TEUと100万TEUにな

ると80%対20%というポートフォリオになります。船隊を、安

定性をより重視した保有船および長期用船によるカバーと、

より柔軟性を重視した短期用船によるカバーに分けて考えた

場合、仮に後者が船隊全体の25%であれば、理論的には400

万TEUのうち、100万TEUが短期用船によってカバーされて

いるということになります。より柔軟性のある輸送としてこの

100万TEUとノンアセットの100万TEUを括ると、全体500万

TEUのうち、40%に当たる200万TEUがこの柔軟性のポート

フォリオに該当するとも言えます。先行き不透明感の続く市

況にあっては、このような自社運航／非運航、長期用船／短期

用船といったポートフォリオが重要だと考えます。

ライトアセット化＋フォワーディング拡大
（隻数）  （積高・万TEU）

運航船全体　隻数

長期固定船隊　隻数

フォワーディング　積高

短期用船　積高

長期固定船隊（長期用船・自社保有）　積高
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CHECK  コンテナ船の投資方針

13,000TEUの大型コンテナ船の用船契約を締結しましたが、
自前で保有する考えはありますか。
無論大型船は必要です。ただし、どういう持ち方にするかとい

う命題に関しては貨物、船のマーケットはもちろん日進月歩の

感のある燃節技術も踏まえた上で慎重に決断していく必要が

あります。
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ターミナル関連事業

Q      ターミナル関連事業の事業方針について教えてくだ

さい。

まず、今後の投資計画については、アジア地域を中心に、需要

動向とターミナルの価値を見極めながら、慎重に判断してい

く方針です。ターミナルはあくまで海から陸上への玄関であ

り、その先の交通インフラがしっかりと整備されていないと、

ターミナルの価値もほとんどありません。幸い、私たちは船社

であり、ターミナルを使用するユーザーとしての視点から

チェックすることができます。これは船社系ターミナルの大き

な強みです。

　次に、船社系ターミナルとして、ターミナル事業をコンテ

ナ船事業との関連で考えますと、次の2つの側面が非常に

重要だと思います。まず、コンテナ船事業においてそのボ

ラティリティの主因である運賃の乱高下にほとんど左右さ

れず、取扱数量に基づいた運営が可能であるという点で

す。この点はこれまで特に船社系ターミナル運営が担って

きたポートフォリオといえるかもしれません。もう一つは、

昨今顕著になってきたと思われる側面ですが、コンテナ船

の船型巨大化の波に象徴される船型選択のリスク、直行か

接続かといった配船形態のリスクなど、定期船事業の採算

を大きく左右するリスクからかなり自由だという点でしょ

う。大型船の直行便でも小船のフィーダーでも取扱量さえ

確保されれば安定的な運営が期待できる業態と言えるで

しょう。

物流事業

Q      当年度は下方修正が相次ぎましたが、苦戦の背景は

何でしょうか。

下方修正の主な要因は、航空フォワーディング事業における

取扱高の伸び悩みです。振り返ると、世界の海上輸送貨物は

前年比増となりましたが、航空輸送貨物は3～ 4%の減少とな

りました。この結果、当年度の航空貨物取扱高42万トンの目

標に対し、11万トン下回る31万トンとなりました。

　一方、海上フォワーディング事業については、コンテナ船事

業同様に（いやそれ以上に敏感に、かもしれません）マーケッ

ト変動の影響を受け採算的にも苦戦したのは事実ですが、前

年度から比較すると30%の伸びを示しており、これは高く評

価しています。中期経営計画で掲げた100万TEUの達成は、

残念ながら1、2年ずれ込むかもしれませんが、目標そのもの

に変更はありません。

　この1、2年の間に航空、海上ともにフォワーダーとしての存

在感は確実に高まったと実感しています。加えて世界各地で

展開しているコントラクト・ロジスティクスも確実に裾野を拡

大してきています。最近の一般貨物物流の傾向としてより消

費者に近いところからどれだけニーズをくみ取れるかが勝負

の分かれ目となる点があり、そういう意味で感度の高いアン

テナをいかに多く持つかが物流業にとって不可欠となり、こ

の高感度アンテナはグループ内の他セグメントにとっても重

要な財産と言えるでしょう。フォワーディングもコントラク

ト・ロジスティクスも双方の中心母体である郵船ロジスティク

ス㈱のさらなる積極展開が必要となります。

日本郵船グループの貨物取り扱い（輸出）
（万TEU） （万トン）

■ 海上フォワーディング事業　■ 航空フォワーディング事業（右軸）
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Q      2期連続の黒字から一転、2012年度は再び48億円の
経常損失となりました。要因は何でしょうか。

外部環境が極めて異常だったと認識しています。特に、日本

発着の航空貨物の荷動きが想定以上に悪い結果となりまし

た。黒字となった2010～ 2011年度には年100万トン水準に

あった荷動きが、2012年度は約85万トンと約15%も減少し

ています。

　過去の荷動きを振り返ると、リーマン・ショック後などに

大きく減少することはありましたが、それも一時的なもの

で、総じて比較的堅調に拡大してきました。実際に、中東や

アフリカからの荷動きは今も増え続けています。そうした

中、アジア、特に日本がここまで低迷するというのは、単なる

一時的な要因だけでなく、構造的な問題があることも否定

できないと考えています。

　日本貨物航空㈱（NCA）では、ここ数年間、徹底的なコスト

削減に取り組み、黒字という成果を出すなど自信を深めてき

ましたが、さすがにここまで荷動きが低迷すると、残念ながら

赤字を計上せざるを得ませんでした。ただ、1時間当たりの運

航コストが前年度から大きく下がるなど、コスト改善の意識

はしっかりと根付いており、結果として赤字幅は最小限に留

めることができたと評価しています。

Q      今後の需給見通しと対応について聞かせてください。

日本発着の荷動きがすぐに回復することはなさそうです。さ

まざまなお客さまからお聞きした話をまとめると、2013年

度下期あたりから徐々に回復してくるのではないかと見て

います。

　ただ、回復したとしても、日本を軸とした営業体制だけで

は成長を続けることはできません。新興国をはじめとする

海外ネットワークを拡大していく必要があります。これは、

当社がNCAを連結子会社化した時からの課題であり、少し

ずつですがこれまで取り組んできたことです。昨今の事業環

境を踏まえ、そのスピードをより加速させていきたいと考え

ています。

　当年度は、アメリカ・ダラス向け定期便を新たに開設したほ

か、アメリカから欧州を経由して日本へ戻るという便も作りま

した。大西洋そのものは決して新しい市場ではありませんが、

アメリカからアジア向けの荷物が少なく、またアジアから欧州

への荷物が低迷している中、機材の稼働率上昇を期した取り

組みです。

　また、さまざまな規制に縛られる貨物航空事業において、

海外展開を本格的に進めていくにあたり、現地拠点の開設は

大きな課題です。これに対しては、ジョイントベンチャーとい

う形で参入する手段が有効だと考えており、具体的には言え

ませんが、現在、欧州や南アジアなどで他キャリアとの提携を

模索しています。

　供給面について、今のところ船舶のような大きな供給圧力

はありません。ただ、貨物専用機は別にして、旅客機による貨

物スペース供給量がやや見通しづらい。特に、最新の旅客機

は貨物積載能力が向上しているので、今まで以上に注視して

いく必要があります。

Q      今後の機材繰りについて教えてください。

現在、10機あるB747-400Fを新型機B747-8Fへ入れ替える作

業を徐々に進めています。新鋭機は、燃費性能が格段に向上し

ながらも、積載量が15%程度増加しています。静音性能も優れ

ており、各空港における騒音規制が厳しくなることが予想され

る中、大きな優位性となりそうです。

コスト競争力の高い新型機が徐々に揃いつつあります。日本発着の荷動き

に大きな伸びを期待できない中、優良パートナーとの提携も視野に、新型機

を活用した海外展開を加速していきます。

取締役・経営委員
貨物航空事業グループ長

大鹿 仁史

航空運送事業

NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA     NYK Report 2013 41



事
業
別
成
長
戦
略

 業績解説についてはP.85をご覧ください。
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ドライバルカー船隊ランキング
（2013年1月1日現在）

LNG船保有隻数比較
（2013年3月期中完工分まで）

世界の主要船社　自動車専用船隊ランキング
（2013年1月1日現在）

（隻数）
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出典： Clarksonデータベース
備考：  当調査機関が定義する所有・管理形態の違いにより、各社発表の運航隻数と一致し

ないことがあります。

出典：日本郵船調べ
備考：  LNG船は、複数の会社によって共有されるケースが多くあります。共有船の隻数に

ついては、共有持分の割合にかかわらず、一隻として数えています。

出典：Hesnes Shipping As “The Car Carrier Market 2012”
備考：キャパシティ2,000台以上の自動車専用船のみを対象としております。

At a Glance

不定期専用船事業の成長戦略

ドライバルク輸送

ドライバルカー  232隻

ドライバルカー船腹量世界  No.2
貨物の特性に応じた輸送技術の導入や船隊の整備を推進。日本を
はじめ、中国・アジアや欧州の鉄鋼会社、電力会社、製鉄会社と長
期にわたる輸送契約を結んで、積極的な海外展開を進めています。

エネルギー輸送

タンカー  60隻 うちVLCC  30隻（2013年1月1日現在）

LNG船  66隻　

保有キャパシティ世界  No.2
世界の大手石油、石油化学、エネルギー会社をお客さまとして、長
期輸送契約に基づいて輸送サービスを提供しています。また、徹底
した安全運航と環境に配慮した取り組みを続けています。

自動車専用船

自動車専用船  104隻

輸送シェア世界  No.1
世界最大の104隻の船隊を運航し、日本から海外への輸送のみな
らず、自動車メーカーの現地生産に伴う三国間輸送にも確実に対
応しています。また沿岸輸送網の構築、完成車専用ターミナルの建
設・運営、内陸輸送網の整備、完成車のターミナルでのPDIなど、
付加価値サービスを備えた完成車の全般的な物流体制の強化を
進めています。
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Q      事業環境について聞かせてください。

需要面では、注視している中国の鉄鉱石輸入量を見ると、

2012年は前年比5,600万トン増えました。中国の成長は鈍化

したと言えど今年も2,000～ 3,000万トンの増量が期待され

るなど中国の鉄鉱石輸入量は依然として伸び続けており、そ

れに支えられて世界の鉄鉱石海上荷動きも今年は前年比で

3%程度増加し11億トンを超えると見られています。またその

輸出ソースがインドからブラジルに移っており、それによる輸

送距離の伸びにより、鉄鉱石の輸送需要は5%程度伸びると

予想されます。また昨年の石炭の海上輸送量は原料炭と一般

炭を合わせて10億トンを超えたと見られています。今年は石

炭の海上輸送量増に加え、中国、インド向けに石炭を輸出して

いたインドネシアが、自国やアセアン諸国の需要に石炭を回

すため、中国、インドはその分、輸送距離の長い豪州から輸入

することになることから、石炭の輸送需要は7%程度伸びると

見られています。

　それに対し供給ですが、鉄鉱石を輸送するケープサイズ

バルカーは、2010～ 2012年の3年間、全世界で毎年200隻を

超える新造船が竣工した結果、12月末には世界の総隻数が

1,500隻に達しました。しかし2013年は、この新造竣工ペース

が100隻程度まで落ち着く見込みで、スクラップを加味すると

船腹量の伸びは約50隻に留まり、率にすると前年比5%と需

要の伸びを下回ることになります。したがってこれまでのよう

に需給ギャップが広がり続けるようなことはなく、2013年初

めを底に、今後需給バランスは2013年後半から徐々に改善局

面に入ると見ています。

　ただ、運賃水準については、私たちの調達コストに見合うと

ころまで届くには、もう少し時間がかかりそうで、2014年以降

になる見通しです。

Q      船隊整備の今後の方針を教えてください。

これまでと同じように、「お客さまの需要に合わせて」船隊を

整備することが基本です。ケープサイズについては、長期輸送

契約に紐づく大型案件を除き、当面新たな新造船発注計画は

ありません。一方、マーケットの高い時期に用船した船は

2013年から徐々に契約切れを迎え、2014年には相当数が契

約満了を迎えます。それに加え、不採算船のスクラップや用船

解除を実施することでお客さまの需要に見合った船隊規模に

調整していく考えです。

ドライバルク船は依然高い供給圧力にさらされています。一時的に船隊規

模を整理する必要がありますが、適正な人員配置によるきめ細かい営業

体制を通じて、お客さまの期待に応える、そんな積極姿勢を見せる1年に

します。
取締役・常務経営委員
ドライバルク輸送本部長

左光 真啓

ドライバルク事業

ドライバルク荷動き量・船腹量伸び率推移
（%）

 ドライバルク荷動き伸び率　  ドライバルカー船腹量伸び率
出典：Clarkson Dry Bulk Trade Outlook （March, 2013）
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Q      船隊規模のイメージを教えてください。

ケープサイズは2012年度末時点で約120隻。2013年度は約

10隻が竣工しますが、その後、2014年をピークに用船契約

の満了に伴って隻数は徐々に減っていきます。

　この120隻のケープサイズのうち、長期の契約がついている

船はおよそ80隻で、残りがフリー船／スポット用船という構

成です。現在の市況を考えると、運賃の変動に左右されるフ

リー船をいち早く処分したいところですが、お客さまの中に

は長期契約だけでなく、スポット輸送にも応じてほしいという

ご要望もあり、こうしたニーズにお応えしていくため数隻は手

元に確保しておく必要があります。

　一方、ハンディマックスやハンディサイズといった中小型

船は、ケープサイズと異なり、契約期間が短く、また対象貨

物やトレードパターンが多種多様なため、フリー船の割合も

高くなりがちです。需要に合わせて船隊を整備する方針は

ケープサイズと同じですが、縮小一辺倒ではなく、船隊規模

はある程度伸び縮みしながら、お客さまの需要に合わせて

いきます。

Q      供給圧力から厳しい収支を余儀なくされましたが、

今後どう収支を改善していきますか。

長期契約は安定利益につながりますが、フリー船はどうして

も市況変動の影響を大きく受けるため、市況低迷期には当本

部全体として苦戦することも事実です。そこで以下3つの収支

改善に取り組んでいます。

1. 安定的な収益が見込める長期契約の積み上げ

安定的に収益を創出するには、やはり長期契約の積み上げが

欠かせません。そのため、日本のみならず世界各地において

長期安定的な契約締結に引き続き注力します。例えば、イン

ドのTATA Steel社と合弁で2006年に設立したTATA NYK 

Shipping社（シンガポール）。現在、ケープサイズ、パナマック

ス、ハンディ合わせて30隻弱を運航しています。今後もこのよ

うなお客さまとの強固な関係を基に、より安定した収益基盤

確立に注力していきたいと考えています。

2. バラスト航海の削減

バラスト航海とは、積み荷がない状態で運航することを指し

ます。例えばケープサイズバルカーの場合、鉄鉱石の輸送需

要が見込める時は、一般的にブラジルからアジアへ向かう（フ

ロントレグ）運賃が上がるため、航海回数を増やすべく帰りは

荷物がない状態でもとにかく早くブラジルへ戻り（バラストレ

グ）、できるだけフロントレグで稼ごうとします。逆に需要が

冷え込んでくると、フロントレグの運賃が下がり、バラストレ

グの負担が大きくなります。今、このバラストレグをいかに減

らすかが課題となっています。

　そこで注目しているのが、インド向け貨物です。先述のとお

り、タタグループとのビジネスを背景に、インドの需要を捕捉

していますが、インド向けの貨物を輸送した後、インドから 

ブラジルへバラスト航海したとすると、アジアからブラジルへ

直接向かうのと比べバラスト航海の期間を短縮することがで

きます。つまり、インド向け貨物を取り込むことができれば、

「ムダ削減」という側面からも競争力の強化につなげることが

できるのです。今後ともムダのない効率的な配船を目指して

輸送契約のバランスを見直していきたいと考えています。
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Q      市況変動の影響を受けにくい長期契約の積み上げは

順調ですか。

極めて順調です。注力しているLNG船事業や海洋事業につい

ては、契約締結の最終段階にある案件が多数あり、2013年度

中の積み上げが期待できます。さらに数年先まで商談案件が

控えているなど、今後が非常に楽しみです。

　また、新たな取り組みとして、オーストラリアで推進する

ウィートストーンLNGプロジェクトの事業権益（ガス田鉱区

開発権益：10%、LNGプラント事業権益：8%）と、本プロジェ

クトで生産されるLNG販売権の一部を取得します。LNG事業

上流への参画は、邦船社として初めてのことです。また、北米

のシェールガスの液化権益にも参入することになると思いま

タンカー部門は、安全性の高い高品質な輸送サービスの提供を基本方針に、

これまでに蒔いた種を利益へつなげるステージに入ります。2013年度を「成

長元年」と位置付け、LNG船事業と海洋事業を両輪とした成長を目指します。

代表取締役・専務経営委員
不定期専用船戦略会議議長
エネルギー輸送本部長

長澤 仁志

エネルギー輸送事業

原油タンカー市況（中東 日本）
（World Scale）

原油海上荷動き量と見通し
（百万トン）
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出典：  2001、2006：Clarkson Shipping Review & Outlook （Spring 2012）、  
2011年以降、日本郵船調査グループ

　また、先日発表した、2013年10月に予定している日之出郵

船㈱（日之出）とNYKグローバルバルク㈱（NGB）の合併は、

両社の多様な貨物を組み合わせ最適船型で輸送することでシ

ナジーを追求し、営業拡大するのが目的です。日之出はアジア

から出てくる鋼材などの貨物に強く、逆にNGBはアジアへ向か

う原料輸送に強い。まさに補完関係にあります。これまでも両

社で船腹を融通してきたのですが、合併によりさらに深化さ

せ、1隻ごとにムダのない輸送を実現していきます。

3. 燃料費の削減

コンテナ船で実施している減速運航を、ドライバルカーでも

積極的に行っていきます。燃費改善による収支改善効果もあ

りますが、減速することで余剰船腹の解消にもつながります。

　単純な減速運航だけでなく、最適経済運航システム「IBIS」

を2013年からドライバルカーでも導入します。もともとバル

カーの運航速度はあまり早くなく、1隻当たりの燃料消費削減

効果はコンテナ船に劣りますが、船隊規模はバルカーの方が

はるかに大きいため、少しでも省エネができれば、ドライバル

ク部門全体では相当な燃料費削減効果となります。現在、海

上と陸上でさまざまな情報をリアルタイムに共有するのに欠

かせないブロードバンド通信設備の導入を徐々に進めていま

す。また、燃費改善につながるさまざまな省エネ機器も順次

導入していく予定です。
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す。このように、LNG船事業を核としながら優良な上流案件

には積極的に参画したいと考えています。

　競争が厳しい原油輸送事業でも、フリー船を減らし、需要

に合わせて船隊を整理する一方、アジア向け長期契約を積み

上げてきました。2012年12月に開始した、石油精製会社Thai 

Oil社向け原油輸送への第2船投入は、当社の船舶管理能力や

船員育成力が高く評価されての成果であり、当社の競争優位

性がアジアの需要を取り込む原動力になっています。

Q      LNG船の今後の投資方針について教えてください。

現在、当社グループのLNG船隊は66隻で、このうち当社が直接

運航を管理する、いわゆる管理船が38隻となっています。これ

を2020年までにLNG船隊は100隻に、うち管理船は60～ 70

隻に拡大したいと考えています。厳しい安全基準が求められ

るLNG船では、船員も相応の経験と技術が求められます。船

員の育成には時間がかかるため、絶対に事故を起こさないと

いう自信を持って今後拡大できるいわば身の丈に合った形で

拡大していきます。

　船員育成のほかにファイナンスも課題です。1隻当たり約

200億円という高額な資金は、大半をプロジェクトファイナン

スで調達します。当社はエクイティ部分のみ負担するスキー

ムですが、発注数が増えれば投資額も膨らみます。当社の財

務基盤を考慮すると大変難しい判断です。

　LNG輸送は、将来性ある事業であることは間違いありま

せんが、競合が激しく長期的にみて有望な契約にならない案

件まで積極的に関与する考えはありません。船舶の保有方法

や取り組む案件など、他にも検討する課題も含め、投資はあく

までも慎重に判断していく考えです。

Q      原油輸送同様、LNG輸送の世界でも価格競争に陥る

可能性はありますか。

ないと思います。お客さまは「安かろう悪かろう」は求めていま

せん。お客さまとの対話からそう感じています。実際、ある世界

大手の石油メジャーが2年の短期の輸送案件について、価格よ

りも安全・品質を重視して私たちを選定していただいた例もあ

ります。もし事故が起きれば、LNGのサプライチェーンに甚大

な影響を及ぼすことをお客さまはよく理解されています。

主な中長期契約案件

探査・探鉱 海上輸送掘削 貯蔵・精製
生産設備の
建造・設置

物流
海上での
生産・貯蔵

販売

シャトルタンカー事業ドリルシップ FPSO事業

上流 下流

海洋事業における当社バリューチェーン

より詳細に
当社グループ会社のKnutsen NYK Off-
shore Tankers社（KNOT）は、世界的なエ
ネルギー企業であるRepsol YPF社との定
期用船開始（2013年1月）に続き、同月、
Repsol Sinopec Brasil社と10年の定期用
船契約を締結しました。ブラジル沖のサン
トス・カンポス海盆で産出される原油の
シャトル輸送に従事します。

開始時期 契約期間

2012年 4月 最長20年 Petrobras社（ブラジル）向けドリルシップ

2013年 1月 5年 エネルギー企業Repsol YPF社（スペイン）向けシャトルタンカー

 2月 4年 GDF Suez社（フランス）向けLNG船

 夏 10年 Ente Nazionale Idrocarburi社（イタリア）向けシャトルタンカー 2隻

 6月 20年 Petrobras社（ブラジル）向け超大水深プレソルト層生産用FPSO

2014年 1～3月 10年 ExxonMobil社（米国）子会社向けシャトルタンカー

 7～9月 10年 Repsol Sinopec Brasil社（ブラジル）向けシャトルタンカー

15年 東京電力㈱向けLNG船
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　私たちとしても、契約数を追求した価格競争の結果、中途

半端なサービスを提供するようなことがあってはならないと

考えています。今後も最高の輸送品質を追求し、その対価とし

て双方が納得できる運賃をいただく。これに尽きます。

Q      LNG船以外の事業について、具体的な成果を聞かせ

てください。

原油輸送の需要は、残念ながら大きな伸びは当面見込めま

せん。先進国での原油の消費量そのものが落ち込んできてい

るためです。実際、シェールオイルや非在来型のオイルの活用

推進から、北米の原油輸入量は減ってきています。一方供給

面では、成長市場である中国が現在の年間2億5,000万トンの

原油輸入量に対し、自国船を優先する方針を打ち出しており、

VLCCを大量に発注しています。需給改善がなかなか進まな

い上、私たちが活躍できる領域が狭まってきていることを事

実として認識せざるを得ません。

　そこで、4月1日付で、石油グループとLPG・ケミカルグルー

プを、新たにタンカーグループとして集約しました。業務効率

を高め、より少ない人員で従来の業務をこなすことで、成長が

見込めるLNG船や海洋事業へ人材を振り向けます。

　営業体制を再編する一方で、品質管理体制の強化も進めま

した。まず、エネルギー業務グループを設立し、船長経験のあ

るグループ長を中心に、LNG船を含むタンカーの輸送品質を

一層強化します。また、英国にあるNYK Energy Transport 

（Atlantic）社（NETA）では、石油メジャーで品質管理に長年従

事してきた人材を招聘しました。お客さまの目線から、私たち

では気づかなかった課題を指摘してもらうなど、早速成果が

出始めています。

Q      2008年に参入した海洋事業の進捗状況を教えてく

ださい。

海洋事業は、ドリルシップの参入に始まり、FPSO、シャトル

タンカーとバリューチェーンを広げてきました。ドリルシップ

は2012年に稼働を開始し、現在99%と予想以上の稼働率と

なっています。FPSOは2013年6月に稼働を開始しました。

2013年度に新たな契約を締結できそうであり、さらにLNG版

FPSOは間違いなく増えると予想しています。未開拓の天然

ガス田が多数あり、私たちが持つLNG輸送の技術・ノウハウ

を活用すれば事業展開もできると考えています。

　シャトルタンカーについては、Knutsen NYK Offshore Tankers社

（KNOT）に出資し、参入してから2年の間に5件の契約を締結し

ました。いずれも5～ 10年の契約です。2013年度も1～ 2件程

度の新規契約を積み上げられそうです。課題だったKNOTの財

務基盤強化も、米国の株式市場に上場することで、目処をつけ

ることができました。さらに、KNOTの技術を応用した、シャト

ルタンカー以外の事業展開も進めています。海底油田に環境に

優しい化学物質を圧入することで原油生産量を増やす「ケミカ

ルインジェクション」を、オイルメジャーと共同で取り組んでい

ます。競合が少ないブルーオーシャン戦略の一環であり、非常

に高い利益が見込める事業です。

 FPSO： Floating Production, Storage and Offloading system  

  （浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備）

Q      エネルギー輸送事業における収益見通しについて聞

かせてください。

今後、LNG船事業と海洋事業を両輪に、利益を安定的に創出

していきたいと考えています。当社グループの事業の核とし

て、2020年までに数千億円規模の投資を検討しています。ま

た、市況がよければ、タンカーやプロダクト船からの利益も上

がり、100億円程度の底上げ効果が見込めます。ただし、

VLCCやLPG船隊は、引き続き長期契約を基本に、お客さまと

の関係を維持しながら、最低限の更新投資に留めていきます。

CHECK  LNG燃料への切り替え

Q.エネルギー輸送部門ならではの取り組みを教えてください。
LNG船の燃料はLNGですが、その他の船は主に重油です。将

来の環境規制を見据え、この重油をLNGへ切り替える研究に

2011年から取り組んできましたが、2013年度中には実際の事

例を作りたいと考えています。現在、当社グループで年間約

530万トンの重油を使っており、燃料費は約2,900億円にもな

ります。これをLNGに切り替えることで、相当のコスト削減と

環境負荷低減につなげる計画です。
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Q      日本郵船グループの自動車輸送の競争優位性はどこ

にあると思いますか。

自動車輸送本部のビジネスは、海上輸送を担う自動車専用船

と、水際から内陸を担う自動車物流と大きく2つに分かれてい

ます。規模も競争力もそれぞれ世界トップクラスだと自負して

おり、その2つを組み合わせ、どこよりも柔軟かつ多様なソ

リューションを提案することで、比類なき競争優位性を発揮

しています。単なる海上輸送を超え、ネットワークでソリュー

ションを提案しています。「More Than Shipping 2013」をま

さに具現化していると思います。

Q      自動車輸送台数は堅調に推移していますが、 

その要因を聞かせてください。

世界全体で伸びている輸送需要にしっかり対応できているか

らだと思います。ただ、日本からの輸出台数は伸び悩んでお

り、リーマン・ショック後の2009年は2008年のほぼ半分とな

る約360万台となり、2010年は450万台と改善しましたが、

2011年には再び400万台へ下落しています。東日本大震災、

そして円高影響による海外生産シフトが影響したためです。

また、世界全体で見れば需要は間違いなく伸びているのです

が、産業構造としていわゆる地産地消の動きが加速している

ことも見逃せません。従来の海運の枠組みを超えた「More 

Than Shipping 2013」戦略の下、そうした動きにも機敏に反

応できているため、よい結果につながっているのだと認識して

います。

Q      それでは、今後の荷動きをどう見ていますか。また、

事業課題を教えてください。

2008年に約6,700万台だった全世界の自動車生産台数は、

2012年にはおよそ8,000万台となり、2017年には1億台とな

る見通しです。このうち、2012年の海上荷動きは3,000万台

強でした。生産8,000万台に対し、海上荷動き3,000万台と

考えると、2017年は生産1億台に対し、海上荷動きは約

3,500万台になると見ています。こう見ると、海上荷動きの

増え方は、生産台数ほど伸びないことがわかります。その理

由は、前述の通り、自動車メーカーが地産地消を進めている

ためです。

　海上輸送が増えていくことには変わりないのですが、地産

地消が進む結果、アジア域内や南北米州域内、欧州域内など

内航輸送がメインとなり、輸送距離は短くなります。そうなる

と海上輸送だけで稼ぐのは難しい。そのため、海上輸送の周

辺事業、すなわち陸上輸送をはじめ、PDI やVDCといった付

加価値サービスの拡充を急ぎ、収益基盤の裾野を一層広げて

いかなくてはなりません。

 PDI：Pre Delivery Inspection（納車前点検） 
 VDC：Vehicle Distribution Center（完成車物流センター）

Q      では、船隊整備の今後の方針を教えてください。

現在運航している自動車専用船は115隻。2013年度は2隻、

2014年度と2015年度で計4隻の新造船が竣工する予定です。

海上輸送量が3,500万台規模となる中、適正な船隊規模は

120隻程度だと考えています。この120隻に対し、船齢25年を

この20年間で、日本中心だった自動車輸送ビジネスは大きく様変わりし

ました。生産拠点が日本から世界各地に広がる中、私たちは、海上輸送と

陸上輸送を組み合わせたソリューションを提供し、拡大を続ける自動車産

業を支えていきます。
代表取締役・専務経営委員

自動車輸送本部長

力石 晃一

自動車輸送事業
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寿命と考えると、毎年4～ 5隻は更新していく必要がありま

す。また、ただ更新するだけでなく、輸送量の伸びに合わせた

船隊ポートフォリオも考慮しなくてはなりません。リーマン・

ショック時のように、世界的に需要が急減してしまうリスクも

あるため、仮に高齢船をすべて一気に処分してしまうと、荷況

の波動に船隊規模を柔軟に調整する余地がなくなり、硬直的

な船隊の維持費が嵩んでしまいます。需給の調整弁としての

役割を担う高齢船についてある程度延命措置を講じつつ、新

造発注を慎重に検討していく考えです。

　なお、今般、自動車専用船への投資を再開し、昨年4隻の

7,000台積み新造船を発注しました。これまで最大船型だっ

た6,500台積みに代わる競争力ある主流船型として期待して

おり、今後少しずつ増やしていく予定です。

  7,000台積み新造船についてはP.24特集をご覧ください。

Q      自動車輸送本部の今後の事業方針を教えてください。

将来の市場動向を見越して先手を打つというより、あくまで

お客さまのニーズに沿って事業展開していく。これが基本で

す。自動車「専用」船ですので、お客さまのご要望あってこその

ビジネスだと考えています。従って、日頃の情報収集は極めて

重要であり、取りこぼしがないよう、今後もきめ細かく、徹底

的に行う考えです。

　これまでの超円高基調が終わり、円安が進んでいますが、日

本国内での生産が急拡大するかというと、必ずしもそうとは言

い切れません。多少、国内・海外生産の比率調整があるかもし

れませんが、基本的には行き過ぎた円高基調が是正されたに

過ぎず、自動車メーカーが志向する海外生産シフトや地産地消

という大きな流れに変わりはありません。円安によって増加が

期待される国内生産分に対し、輸送スペースが不足しないよう

配船に注意しつつ、海外の自動車物流サービス拡大に向けた投

資を加速していくことが、当面の事業方針となります。

Q      海外での事業展開について基本方針を教えてくだ

さい。

ゼロから立ち上げる案件もありますが、時間がかかるため、や

はり現地の企業へ出資する案件が多くなります。2012年は、

ロシアの自動車販売最大手であるROLFグループ傘下の物流

会社ROLF SCSへ出資することを決めました。自動車産業が

急成長しているロシアにおいて、完成車の内陸輸送やターミ

ナル事業から、PDIや通関手配といった付加価値サービスに

至る総合的な輸送サービスの提供を開始します。また、具体

的にはまだ申し上げられませんが、メキシコやインドネシアな

どでも同様の案件を進めています。

　現地パートナーを選定するにあたっては、「品質」に最もこ

だわります。品質なくしてお客さまから選ばれることはあり得

ないと考えるからです。自動車は、木材や分厚い段ボールで

梱包する冷蔵庫やテレビと違い、「裸」で輸送します。少しで

もキズがつけば、売り物になりません。キズをつけず、納期通

りに輸送するためには、相応の技量、「品質」が問われます。そ

れだけ神経を使う自動車物流ですので、品質に対する考え方

をパートナーと共有できなければ、ジョイントベンチャーの成

功は望めないと考えています。

世界の自動車荷動き台数（地域間荷動き）
（万台）

日本郵船グループ 自動車輸送台数
（万台）
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NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA     NYK Report 2013 49



当社グループの客船のブランド力には自信を持っています。これま

で以上にご満足いただける商品づくりに努め、より多くのお客さま

にこの最高のブランドをお届けしていきます。

事
業
別
成
長
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取締役・常務経営委員
客船本部長

左光 真啓

客船事業の成長戦略

Q      2013年に入り、足元の予約状況を聞かせてください。

日本を市場とする郵船クルーズ㈱については、足元の円安傾

向に伴う株価回復、景気回復なども相まって、雰囲気が変わっ

てきています。2012年度も予約は好調でしたが、2013年に入

り、それを上回るペースで予約をいただいており、確かな手応

えを感じています。

　一方、海外を市場とするCrystal Cruises社ですが、こちらも

予約状況が上向いてきています。2012年度は、2012年1月に

イタリアで起きた座礁事故の影響から、稼ぎ頭だった地中海

クルーズの予約が一時途絶えてしまったことが大きな誤算で

したが、2013年に入ってから、商品全般でこれまでとは比較に

ならないほど数多くのご予約をいただいています。

　残念ながら当事業はこの数年間赤字を続けています。2013

年度は、この好調な予約状況を追い風に、赤字幅を縮小し、で

きる限り収益拡大につなげていきたいと考えています。

Q      黒字化実現に向け、具体的にはどのような施策を考

えていますか。
販売戦略を2つの点から見直しました。一つは、価格設定で

す。Crystal Cruises社が提供する全クルーズ商品について、売

り出し価格を下げ、2カ月ごとに価格を見直す仕組みに変えま

した。予約が好調な商品は2カ月ごとに価格を上げ、予約の鈍

い商品については、売り出し価格を据え置きます。人気商品

の価格が上がる結果、最初は伸び悩んでいた商品に値頃感が

出てきて、徐々に予約数が伸びるという相乗効果が生まれて

います。また、それぞれの商品価値に見合ったプレミアムを付

与するようにしています。例えば、クルーズ日数を短くした商

品をラインアップに加え、サービス品質を落とすことなく、 

お客さまがお求めやすい価格での提供を開始し、多くのお客

さまからご好評をいただいています。

　もう一つは、販売チャネルの拡大です。米国ではより多くの

旅行代理店にクリスタル・クルーズの販売を取り扱っていただ

けるようネットワークの拡大に取り組んでおります。また日本

では飛鳥Ⅱの販売をお願いしている旅行代理店に対し、取扱

店舗や専門人材の数の拡大をお願いしており、その効果が予

約数の伸びに現れてきています。

Q      2013年に外国籍の客船が日本へ参入します。どう対

応しますか。

今回参入を予定している外国籍の客船ですが、そのクルーズ

カテゴリーは幅広い裾野にあたる「マス層」で、最上級、頂点

にあたる「ラグジュアリー層」に位置する私たちにとって大き

な競合にはならないと見ています。むしろ、これも顧客基盤の

裾野が広がることに期待しています。米国のクルーズ市場は

およそ1,000万人と言われており、米国人口の約3%。一方、日

本はわずか0.2%に留まります。米国市場が成熟した理由は、

さまざまな客船が参入し、市場を形成してきたためです。今回

初めて日本市場に大衆向け客船が参入するということで、

リーズナブルなクルーズが広がれば、長期的にみて豪華客船

の需要創出にもよい影響があると考えています。

　ただし、日本籍客船は、規制が厳しく、海外なら5年に2回の

船舶検査が、日本の法律では毎年の実施が義務づけられてい

たり、外国人船員の職域が制限されている結果、外国籍客船

に比べ日本籍船はコスト競争力で劣ります。我々としては日

本籍客船が外国籍船と同じ土俵で健全な競争が行われるよ

うな規制緩和を当局にお願いしたいと考えています。

 業績解説についてはP.85をご覧ください。
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成長戦略を支える原動力
当社グループの成長戦略を支える原動力であり、また持続可能な社会の実現に貢献している

さまざまなCSR活動をご紹介します。

 52 CSR基本方針：CSR担当役員から皆さまへ

 54 日本郵船グループのCSR活動

 56 2012年度CSR活動の総括と次年度の目標

 60 環境： 
  豊かな未来のために地球環境を守る

 66 安全： 
  社会から信頼される安全輸送の徹底

 70 ステークホルダー： 
  ステークホルダーとともに

 74 ステークホルダー・ダイアログ
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CSR基本方針：CSR担当役員から皆さまへ

日本郵船グループは1885年の創業以来一貫して、安全・確実な

「モノ運び」によって世界の人々の豊かな暮らしを支えることに

強い使命感を培ってきました。その志は企業理念で表されてい

ます。またCSR活動が当社グループの成長戦略を支える経営

基盤であるとの認識の下、CSR経営の根幹に「経済責任」「環境

責任」「社会責任」をおき、企業理念の実現を目指す各部門の事

業活動を通じてステークホルダーへの還元を図っています。

　国連における人権の枠組み制定、ISO26000の発行など、企

業が主体的に社会課題の解決に取り組むべきという社会か

らの要請が強まっています。またそれを受けてOECD多国籍

企業行動指針や経団連企業行動憲章が改定され、国内外の

お客さまから当社グループのCSR活動状況についてお問い合

わせを受けることも増えてきました。

　当社グループは社会的責任を果たしつつ、健全な成長を続

けるために、コンプライアンスやリスク管理などの「守りの

CSR」ともいえる基礎体力部分の強化と、お客さまの物流を

担う本業を通じた「攻めのCSR」で当社の強みを最大限に活

かすことの両方をバランスよく実践してきました。そのたゆみ

ない努力が国際的なSRIインデックスに継続で選定されるな

どの評価につながっていると考えています。

当社グループは、国連グローバル・コンパクト（以下、GC）の

人権、労働基準、環境、腐敗防止という4分野10原則が企業理

念と同じ方向性であることから、2006年にGCの支持を表明

し、2008年には会長がGCのローカルネットワークであるジャ

パン・ネットワークのボードメンバーに就任しました。また、

2009年には、気候変動に関するイニシアティブ「Caring for 

Climate」にも賛同し、署名しました。GC支持はグローバルに

事業を展開する上で、当社グループのCSRに取り組む姿勢を

表現する拠り所の一つとなっています。そこで、当社グループ

内にGCの一層の浸透活動を進めるプラットフォームとして、

2010年にトップマネジメントの管掌下に人事担当グループと

CSR推進担当グループの共管でグローバル・コンパクト推進

委員会を設置しました。毎年、国内外グループ会社を対象と

した調査でGC原則への対応状況を確認しているほか、社員

を対象にe-ラーニング形式で理解度チェックを実施してい 

ます。

　2010年に発行された ISO26000は、多岐にわたる社会的課

題を組織統治、人権、労働慣行、環境、公正な事業慣行、消費

者課題、コミュニティへの参画およびコミュニティの発展とい

う７つの中核主題にまとめて提示しました。組織が取り組む

べき社会課題をグローバルレベルで共通化した画期的なガイ

ダンスとして、当社グループもCSRの取り組み状況を整理・把

握するツールとして活用すると同時に、今後のCSR活動方針

を決める羅針盤としています。

日本郵船グループでは、海運業を中心として海・陸・空におけるさまざまな輸

送ネットワークをグローバルに展開しています。企業として利益を求めるだ

けでなく、環境、人権などに関する社会的課題の解決に向けて取り組み、 

持続可能な社会の実現に貢献していくことが、当社グループのCSRです。

日本郵船グループにとってCSRとは何ですか。

国連グローバル・コンパクトとISO26000の位置付けについて教えてください。

CSRは成長戦略を支える経営基盤です。

グローバルな社会的課題解決に向けた取り組みとして推進しています。

Q

Q

A

A

経営委員

和崎 揚子
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国連グローバル・コンパクトの10原則

人権

原則1   人権擁護の支持と尊重

原則2   人権侵害への非加担

労働基準

原則3   組合結成と団体交渉権の実効化

原則4 強制労働の排除

原則5   児童労働の実効的な排除

原則6 雇用と職業の差別撤廃

環境

原則7 環境問題の予防的アプローチ

原則8  環境に対する責任のイニシアティブ

原則9  環境にやさしい技術の開発と普及

腐敗防止

原則10  強要･賄賂等の腐敗防止の取組み

ISO26000・7つの中核主題
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当社グループはエネルギー資源、食料品や衣料、機械、自動車

など、さまざまな物資を輸送することで、人々の毎日の暮らし

を支え、世界の経済をサポートしています。当社の事業そのも

のが社会的責任を担っているともいえます。

　特に「安全」は、物流事業活動の基盤であり、最優先事項で

す。お客さま、地域コミュニティをはじめとするステークホル

ダーの皆さまの信頼を獲得し、社会で存在し続けていくため

には、当社グループが提供するサービスの安全を確保し継続

することが大変重要です。当社グループでは安全意識の向

上、基本事項の確認・点検、事故対応訓練など、地道な活動を

絶え間なく行うことで安全の確保に努めており、この取り組

みがお客さまの安心・信頼につながっています。

　また、当社グループの事業の大半を占める国際海運業は地

球環境の持続可能性に大きな影響を与える恐れがあります。

国際海運全体でのCO2排出量は約8.7億トン＝全世界の約3%

（2007年データ）となり、事業規模の拡大に伴う環境負荷の増

大を最小限に留めるために、「環境」分野への対応を「安全」と

同様の最重要課題として、太陽光発電や空気潤滑システムな

どの船舶の省エネルギー技術の開発や運航方法の効率化な

どに積極的に取り組んできました。その結果、CDP（カーボン･

ディスクロージャー ･プロジェクト）による調査では、気候変

動情報開示先進企業を評価するカーボン･ディスクロー

ジャー ･リーダーシップ･インデックス（CDLI）と気候変動パ

フォーマンス先進企業を評価するカーボン・パフォーマンス･

リーダーシップ･インデックス（CPLI）に海運・物流業界とし

ては唯一、同時に最高得点で選定されました。

　紛争鉱物への対応などグローバルなサプライチェーンにお

いて社会課題への取り組みが求められるようになっている昨

今、CSR活動で一定の評価を頂戴している当社グループが、

お客さまのサプライチェーンの重要な一翼である物流を担う

ことで、お客さまにとっても大きなアドバンテージとなるこ

と、つまりCSRを通じてお客さまとのWin-Winの関係を構築

することを目指します。　

日本郵船グループが特に重視する優先的CSR活動とは何ですか。

総合物流企業として「安全」「環境」を最優先テーマとしています。

Q

A

組織統治

公正な事業慣行

人権

消費者課題

労働慣行

コミュニティへの参画およびコミュニティの発展

環境
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日本郵船グループのCSR活動

CSR活動の推進体制

CSR研修

本社に広報CSRグループを設置し、国内外グループ会社には

担当者を任命し活動を進めています。広報CSRグループは日

本郵船グループ全体のCSR活動の取りまとめや、活動推進・

サポートにあたるとともに、統合レポートの作成、CSR研修、

SRI調査の対応など、ステークホルダーからの要請を把握し、

社会からの期待と信頼に応えられる企業グループとなるた

め、社内変革と社内外への情報発信に努めています。

　海外に関しては、各地からのCSR活動報告を取りまとめた

『Global CSR Newsletter』を発行し情報共有を図るとともに、

各地域の活動の報告や、本社からの提案事項に関して意見交

換を行っています。

CSRの基本的な知識や当社グループの考えるCSRを理解し、

実践につなげられるよう、新入社員研修やディスカッションを

含めた集合研修などさまざまな研修を開催しています。

　個人のペースに応じて学習することのできるe-ラーニング

を行っており、2011年11月から始まった新しいプログラムで

はISO26000やCSR調達など最近のCSR関連の動向について

も盛り込み、2012年度は国内約2,000名のグループ社員が受

講しました。

 ISO26000

あらゆる組織を対象とした社会的責任に関する世界初の国際規格

e-ラーニングの画面

Global CSR Newsletter 

国内では、主要グループ会社50社にCSR担当者を設置。海外

では、世界4拠点にCSRコーディネーター・2拠点にサブCSR

コーディネーターを配置し、各地域の特性や取り組むべき課

題に沿ったCSR活動を推進しています。国内外のCSR担当者

は、本社や、ほかの担当者と情報を共有しながら、活動を展開

しています。

 SRI調査 

 Socially Responsible Investment（社会的責任投資）の観点から見た調査
 4拠点
東アジア、南アジア、欧州、北米

 2拠点
オセアニア、中南米

経営企画本部長

経営企画本部

担当役員

広報CSRグループ

本社 国内グループ会社 海外グループ会社

CSRタスクフォース
メンバー
（37部署）

CSR担当者

（50社）

地域を統括する
CSRコーディネーター

（4拠点）
サブCSR

コーディネーター
（2拠点）

グローバル・
コンパクト
推進委員会

（人事グループと
共同設置）

CSR活動推進体制図
2013年4月1日現在
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取引先に対するCSRガイドライン

グローバルに総合物流事業を展開する日本郵船グループは、多くのステークホルダーの皆さまに支えられ、安全・確実な「モノ運び」
を通じて、お客さまのサプライチェーンの一翼を担っています。
　サプライチェーンにおける法令遵守、公正な取引、信頼構築、安全・安心、環境、人権、労働、腐敗防止に関する課題を把握し解決
をはかるため、以下に掲げる取引先に対するCSRガイドラインを策定し、理解と実践を取引先へ働きかけてまいります。

1. 法令遵守
企業は社会の一員であることを自覚し、正義と公正を旨として、
法令遵守はもとより、地域の善良な文化や慣習を尊重し、善良な
る社会倫理規範にもとることのない企業活動を遂行する。

2. 公正な取引
すべての地域において公正、透明、自由な競争ならびに適正な企
業活動を行い、より良い地球社会の実現に貢献する。

3. 信頼構築
公平かつ透明な取引と法令及び社会規範の遵守により、相互信
頼関係を構築する。

4. 安全・安心
サービスの安全・安心は最優先事項のひとつとして認識し、継続
的な活動を通じて、その確保に努める。

5. 環境
地球環境の保全に努め、環境の破壊と汚染を防止する。

6. 人権
個人の尊厳を大切にし、性別、年齢、国籍、民族、人種、信条、宗
教、社会的身分等の理由による差別的取扱いをしない。

7. 労働
安全で衛生的かつ健康的な労働環境を確保する。非人道的な雇
用、強制労働は認めない。

8. 腐敗防止
強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防止する。
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力

グローバル・コンパクト推進委員会

取引先に対するCSRガイドライン

当社グループにおける国連グローバル・コンパクト（以下、GC）

の推進と人権侵害の調査・対応を目的として、2010年に

GC推進委員会を設置しました。本委員会は、人事グループ管

掌専務管轄の下、人事グループおよび広報CSRグループで構

成され、「人権」および「労働基準」に関するGC原則1から6

に対する取り組みを推進します。2011年度から、国内外のグ

ループ会社に研修を実施し、この分野での理解促進を図って

います。なお、GCの「環境」分野への取り組みは環境グループ、

「腐敗防止」分野への取り組みはコンプライアンス室および

フェアトレード推進グループが中心になって推進しています。

安全・確実な「モノ運び」を通じて、お客さまのサプライ

チェーンの一端を担う当社は、「取引先に対するCSRガイドラ

イン」を2010年4月に策定しました。サプライチェーンにおけ

る法令遵守、公正な取引、信頼構築、安全・安心、環境、人権、

労働、腐敗防止に関する当社の指針を記載しています。毎年、

国内グループ会社に対して説明会を行うほか、研修を通じて

本CSRガイドラインの普及に努めています。

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
の
周
知
、

研
修
の
実
施

推
進
状
況
の
調
査

（
人
事
労
務
・
人
材
育
成
に
関
す
る
調
査
）

調
査
結
果
の
集
計
お
よ
び
分
析

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ン
パ
ク
ト
推
進
委
員
会

調
査

是
正
措
置
の
決
定
・
実
施

グローバル・コンパクト推進プロセス

 CSR活動>日本郵船グループのCSRへの取り組み
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2012年度CSR活動の総括と次年度の目標

ISO26000中核主題 取り組むテーマ 2012年度の目標 実施項目 2013年3月末の達成状況 評価 2013年度の目標

組織統治

CSRマネジメントの 
強化

グループ内CSR推進体制の強化 社内説明会、国内グループ会社CSR担当者連絡会実施 各会議とも実施済み
CSRタスクフォースメンバー・グループ会社CSR担当者
連絡会実施

社内外へのCSR情報発信の強化 関係部署との連携による統合レポート検討、ウェブサイトの充実
CSRレポート2012は環境省主催の「環境コミュニケーション大賞」で優秀賞を受賞。
統合レポート制作決定、ウェブサイトの段階的な改訂実施

関係部署と連携した統合レポート作成

ステークホルダーとの
対話

投資家へのわかりやすい説明と開示の促進

◉    個人投資家向け説明会開催頻度昨年度レベル維持
◉  機関投資家向け説明会、施設見学会の実施
◉  海外事務所での機関投資家対応継続
◉  格付機関への関係部署と連携した対応

◉    個人投資家への説明会を13回実施
◉  国内機関投資家向けに台湾と名古屋で施設見学会、本社でLNG事業説明会を実施
◉  国内外で関係部署と連携した対応実施
◉  証券アナリスト協会評価ランキング運輸部門3位達成

◉    個人投資家向け説明会の開催
◉    機関投資家向け施設見学会、事業説明会の実施
◉    海外ターゲット投資家へ能動的アプローチ
◉    格付機関への関係部署と連携した対応
◉    社内へのフィードバックを通じた IR活動への理解促進
◉    証券アナリスト協会評価ランキング運輸部門3位以内

人権

人権の尊重・差別の禁止

人権擁護の取り組み NBC人権研修の実施 NBC、新入社員研修、新任チーム長研修、海外赴任者研修等、年8回実施 NBC人権研修等の継続実施

人権意識の啓発
本社・海外／国内グループ会社を対象に国連グローバル・
コンパクトセルフチェックを実施

国内外グループ社員を対象に実施 内容を改訂し継続実施

ダイバーシティの推進

国連グローバル・コンパクトの推進 グローバル・コンパクト推進委員会の活動継続
◉  研修・CSRレポート・グループ報等を通じ周知
◉  人事グループとの連携を強化、NYKスタンダードを改定

グローバル・コンパクト推進委員会によるグループ内への
さらなる浸透

グループ会社の現状把握
国内外グループ会社を対象にHRサーベイの実施、結果を集計後、
問題のあった会社に対しては改善を要請

6月に実施。問題となる事例はなかった HRサーベイの実施、分析とそれに基づく改善指導

労働慣行

多様な働き方の支援 ワークライフバランスに向けた対応

次世代育成支援対策推進法の第3次行動計画（2011～ 2014年度）
の実行
①男性の育児休業取得者を4年間で5名以上とする
②ワークライフバランスに関する社内セミナーを開催する
③当社社員の子供に対し、社員の職場への理解増進を図る

①1名取得（2011年度以降延べ3名）、育児情報に関するイントラネットの充実
②③2013年度に実施予定

引き続き、次世代育成支援対策推進法の第3次行動計画と
ワークライフバランス推進委員会による活動を実行

人材育成 NBC・NMCを通じた人材育成 研修内容の充実 グループ社員（陸上・海上職とも）に多種多様な研修を実施 継続実施

公正な事業慣行

コンプライアンスの徹底 コンプライアンス態勢の強化
コンプライアンス総点検活動の実施、階層別研修の充実、暴排対応
ガイドラインの作成、エシックスリーダー制度の導入・運用

各項目を実施済み。イントラネットによるエシックス通信の配信、
集合研修を年15回実施

コンプライアンス活動・教育の継続実施

公正な競争・取引の推進
国内外での公正取引関係の法律や罰則規定
などの周知徹底のための継続活動

新入社員研修、チーム長研修、一般社員向け研修、部門別研修、
関係会社研修、地域研修、海外研修、e-ラーニングの実施

計80回開催、約2,600名参加
独禁法リスクの調査・評価、遵守誓約書の導入、
常設委員会の設置、審査機能の設定

情報の保護・管理
NYKグループ情報セキュリティ管理体制
構築プロジェクトの推進

ISMSベースのセキュリティ基準を関係会社に展開し、
グループ全体の情報セキュリティの水準を向上

グループ各社におけるセキュリティ対策状況を確認、セキュリティ情報の共有・助言、
ｅ-ラーニングを実施。約2,600名受講

継続実施

消費者課題

お客さま満足の向上・
サービスの改善

品質管理 CS向上委員会による徹底した品質管理（飛鳥Ⅱ）
サービス内容の改善、船内案内表示の改訂、分かりやすい船内マップの作成、
安全管理規定の見直し等実施

継続実施

安全推進 船舶安全管理推進
安全・環境対策推進委員会ベースの活動推進（体制の拡充、
運航船増加に向けての対策等（環境変化へ対応））

5月に委員会を開催、昨年度のレビューと当年度の活動方針を策定 全グループ社員への安全活動の展開

安全対策の進化 ターミナル安全対策の徹底
国内自営ターミナルの各作業会社に対しターミナル安全基準を
遵守した作業の徹底

関係者で定期的に安全会議を開催。毎朝のミーティングにおいて安全作業遵守への
確認実施。作業時に発生したトラブルのレビューを実施

安全対策の深化による事故発生予防

コミュニティへの 

参画および 

コミュニティの発展

社会貢献活動

社会貢献活動方針に則った社員・グループ
社員の寄付、ボランティア活動の推進

NPOとの協働によるイベントの実施 絵本シール貼り（4回）、キッズイベント（パン教室2回）等実施 継続実施

輸送協力など本業を活かした災害支援、
国際協力の推進

輸送支援（絵本、ランドセル、自転車等） 輸送実績：絵本14,320冊、ランドセル16,722個、自転車2,010台 継続実施

日本郵船歴史博物館・日本郵船氷川丸  
入館者増への取り組み

イベントの開催、横浜市および近隣施設との連携 横浜市と提携したダンスイベントの開催、近隣施設と共同キャンペーンを実施 各種イベントの開催、横浜市および近隣施設との連携

東日本大震災被災地 
支援

グループ社員による支援活動 ボランティアを岩手県陸前高田市へ継続的に派遣 2012年4～ 7月、10～ 12月に約130名を派遣 東日本大震災復興支援などのボランティア活動

地域社会の発展への 
寄与

フィリピンで商船大学を運営 高水準の船舶職員の育成を目的に運営 2013年1月 第2期生118名が当社グループの職員として着任 教育水準のさらなる向上

語注 NBC： NYKビジネスカレッジ   HR：Human Resources   NMC：NYKマリタイムカレッジ   ISMS：Information Security Management System      CS：Customer Satisfaction  ［自己評価の基準］　  達成 　  ほぼ達成　  一部達成

日本郵船グループは、CSR活動の継続的な改善を図るために、「CSRタスクフォースメンバー・グループ会社CSR担

当者連絡会」の定期的な開催を通じて、各事業部門が年度ごとの目標を設定し、PDCAサイクルを回しながら取り

組んでいます。本レポートでは、2012年度の達成状況と2013年度の目標を、ISO26000の「7つの中核主題」に対応

させ、まとめています。
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ISO26000中核主題 取り組むテーマ 2012年度の目標 実施項目 2013年3月末の達成状況 評価 2013年度の目標

組織統治

CSRマネジメントの 
強化

グループ内CSR推進体制の強化 社内説明会、国内グループ会社CSR担当者連絡会実施 各会議とも実施済み
CSRタスクフォースメンバー・グループ会社CSR担当者
連絡会実施

社内外へのCSR情報発信の強化 関係部署との連携による統合レポート検討、ウェブサイトの充実
CSRレポート2012は環境省主催の「環境コミュニケーション大賞」で優秀賞を受賞。
統合レポート制作決定、ウェブサイトの段階的な改訂実施

関係部署と連携した統合レポート作成

ステークホルダーとの
対話

投資家へのわかりやすい説明と開示の促進

◉    個人投資家向け説明会開催頻度昨年度レベル維持
◉  機関投資家向け説明会、施設見学会の実施
◉  海外事務所での機関投資家対応継続
◉  格付機関への関係部署と連携した対応

◉    個人投資家への説明会を13回実施
◉  国内機関投資家向けに台湾と名古屋で施設見学会、本社でLNG事業説明会を実施
◉  国内外で関係部署と連携した対応実施
◉  証券アナリスト協会評価ランキング運輸部門3位達成

◉    個人投資家向け説明会の開催
◉    機関投資家向け施設見学会、事業説明会の実施
◉    海外ターゲット投資家へ能動的アプローチ
◉    格付機関への関係部署と連携した対応
◉    社内へのフィードバックを通じた IR活動への理解促進
◉    証券アナリスト協会評価ランキング運輸部門3位以内

人権

人権の尊重・差別の禁止

人権擁護の取り組み NBC人権研修の実施 NBC、新入社員研修、新任チーム長研修、海外赴任者研修等、年8回実施 NBC人権研修等の継続実施

人権意識の啓発
本社・海外／国内グループ会社を対象に国連グローバル・
コンパクトセルフチェックを実施

国内外グループ社員を対象に実施 内容を改訂し継続実施

ダイバーシティの推進

国連グローバル・コンパクトの推進 グローバル・コンパクト推進委員会の活動継続
◉  研修・CSRレポート・グループ報等を通じ周知
◉  人事グループとの連携を強化、NYKスタンダードを改定

グローバル・コンパクト推進委員会によるグループ内への
さらなる浸透

グループ会社の現状把握
国内外グループ会社を対象にHRサーベイの実施、結果を集計後、
問題のあった会社に対しては改善を要請

6月に実施。問題となる事例はなかった HRサーベイの実施、分析とそれに基づく改善指導

労働慣行

多様な働き方の支援 ワークライフバランスに向けた対応

次世代育成支援対策推進法の第3次行動計画（2011～ 2014年度）
の実行
①男性の育児休業取得者を4年間で5名以上とする
②ワークライフバランスに関する社内セミナーを開催する
③当社社員の子供に対し、社員の職場への理解増進を図る

①1名取得（2011年度以降延べ3名）、育児情報に関するイントラネットの充実
②③2013年度に実施予定

引き続き、次世代育成支援対策推進法の第3次行動計画と
ワークライフバランス推進委員会による活動を実行

人材育成 NBC・NMCを通じた人材育成 研修内容の充実 グループ社員（陸上・海上職とも）に多種多様な研修を実施 継続実施

公正な事業慣行

コンプライアンスの徹底 コンプライアンス態勢の強化
コンプライアンス総点検活動の実施、階層別研修の充実、暴排対応
ガイドラインの作成、エシックスリーダー制度の導入・運用

各項目を実施済み。イントラネットによるエシックス通信の配信、
集合研修を年15回実施

コンプライアンス活動・教育の継続実施

公正な競争・取引の推進
国内外での公正取引関係の法律や罰則規定
などの周知徹底のための継続活動

新入社員研修、チーム長研修、一般社員向け研修、部門別研修、
関係会社研修、地域研修、海外研修、e-ラーニングの実施

計80回開催、約2,600名参加
独禁法リスクの調査・評価、遵守誓約書の導入、
常設委員会の設置、審査機能の設定

情報の保護・管理
NYKグループ情報セキュリティ管理体制
構築プロジェクトの推進

ISMSベースのセキュリティ基準を関係会社に展開し、
グループ全体の情報セキュリティの水準を向上

グループ各社におけるセキュリティ対策状況を確認、セキュリティ情報の共有・助言、
ｅ-ラーニングを実施。約2,600名受講

継続実施

消費者課題

お客さま満足の向上・
サービスの改善

品質管理 CS向上委員会による徹底した品質管理（飛鳥Ⅱ）
サービス内容の改善、船内案内表示の改訂、分かりやすい船内マップの作成、
安全管理規定の見直し等実施

継続実施

安全推進 船舶安全管理推進
安全・環境対策推進委員会ベースの活動推進（体制の拡充、
運航船増加に向けての対策等（環境変化へ対応））

5月に委員会を開催、昨年度のレビューと当年度の活動方針を策定 全グループ社員への安全活動の展開

安全対策の進化 ターミナル安全対策の徹底
国内自営ターミナルの各作業会社に対しターミナル安全基準を
遵守した作業の徹底

関係者で定期的に安全会議を開催。毎朝のミーティングにおいて安全作業遵守への
確認実施。作業時に発生したトラブルのレビューを実施

安全対策の深化による事故発生予防

コミュニティへの 

参画および 

コミュニティの発展

社会貢献活動

社会貢献活動方針に則った社員・グループ
社員の寄付、ボランティア活動の推進

NPOとの協働によるイベントの実施 絵本シール貼り（4回）、キッズイベント（パン教室2回）等実施 継続実施

輸送協力など本業を活かした災害支援、
国際協力の推進

輸送支援（絵本、ランドセル、自転車等） 輸送実績：絵本14,320冊、ランドセル16,722個、自転車2,010台 継続実施

日本郵船歴史博物館・日本郵船氷川丸  
入館者増への取り組み

イベントの開催、横浜市および近隣施設との連携 横浜市と提携したダンスイベントの開催、近隣施設と共同キャンペーンを実施 各種イベントの開催、横浜市および近隣施設との連携

東日本大震災被災地 
支援

グループ社員による支援活動 ボランティアを岩手県陸前高田市へ継続的に派遣 2012年4～ 7月、10～ 12月に約130名を派遣 東日本大震災復興支援などのボランティア活動

地域社会の発展への 
寄与

フィリピンで商船大学を運営 高水準の船舶職員の育成を目的に運営 2013年1月 第2期生118名が当社グループの職員として着任 教育水準のさらなる向上

語注 NBC： NYKビジネスカレッジ   HR：Human Resources   NMC：NYKマリタイムカレッジ   ISMS：Information Security Management System      CS：Customer Satisfaction  ［自己評価の基準］　  達成 　  ほぼ達成　  一部達成
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ISO26000中核主題 取り組むテーマ 2012年度の目標 実施項目 2013年3月末の達成状況 評価 2013年度の目標

環境

ISO14001認証を利用した
環境活動の推進

日本郵船グループ環境認証の維持・拡大

地域・事業に合った適切な活動の維持、
および顧客要望に応じた認証の拡大

5社21サイト拡大　現状54社・143サイトで取得
（世界全6拠点での地域統轄会社で認証取得完了）

日本郵船グループ環境認証の維持・拡大

EMSマニュアルの改訂と、改訂後のスムーズな運用
内部監査（日本郵船本支店内の内部監査および
グループ会社との打合せ）、外部審査で継続改善

マニュアル改訂回数：1回
監査による改善要求件数：内部監査 416件、外部審査 92件

内部監査（日本郵船本支店内の内部監査およびグループ会社と
の打合せ）・外部審査を通じての環境マネジメントシステム運用
の強化

内外の法律･規制の遵守、
業界基準・自社基準の制定･
遵守

船舶に関連する条約、法律、規制の把握、および遵守徹底
条約、法律、規制を把握し、
NAV9000監査（会社・本船）で遵守を徹底

292隻／ 35社、改善提案1,260件 船舶に関連する条約、法律、規制の把握、および遵守徹底

温室効果ガス、大気汚染物質、解撤に関する持続可能な
社会のための国際ルールづくりへの貢献

業界団体を通じて国際ルールづくりに積極的に関与 業界団体幹事会、IMO MEPC（国際海事機関、海洋環境保護委員会）等へ参加 持続可能な社会のための国際ルールづくりへの貢献

運航船の事故削減 運航船遅延時間の短縮（目標10時間／年・隻）

運航船遅延時間の短縮 13.8時間／隻・年

運航船遅延時間の短縮（目標10時間／年・隻）

NAV9000監査の実施 292隻／ 35社、改善提案1,260件

ニアミス3000活動の促進（対象会社の拡大） 対象35社、報告件数 60,150件

各種安全推進会議・安全セミナーの開催 フリート安全推進会議、Global SEMC Safety Meeting、社長・船機長懇談会開催

訪船による安全推進・保安キャンペーンの実施 536隻、931名を対象に実施

機関事故ミニマイズ活動の継続 4.8時間／隻・年

緊急対応ネットワークの
構築・運用

緊急事態への準備、および対応
事故対応訓練およびレビューの実施 3回実施

緊急事態への準備、および対応
メディア対応訓練およびレビューの実施 7月にメディア対応訓練実施

CO2排出量の削減

環境経営指標の把握、精度向上
SPASから環境経営指標算出用データを抽出し、
正確に把握

対象855隻、報告6,588件 環境経営指標の把握、精度向上

運航船隊のCO2排出原単位を
①2013年度までに2006年度比10%の削減と
②2015年度までに2010年度比10%削減

SAVE BUNKER2012の推進
改善率　
①15.8%（2006年度比）、 ②6.9%（2010年度比）
燃料削減実績　205,964トン

運航船隊のCO2排出原単位を①2013年度までに2006年度比
10%の削減と②2015年度までに2010年度比10%削減。
燃料削減の推進。

海外と国内を対象とする日本郵船グループ会社全体での
NYK ECOMによるCO2排出量総量を把握

環境負荷データ集計システムの運用 74事業所（海外）、270事業所（国内） 日本郵船グループ会社全体でのCO2排出総量を把握

NOxおよびSOxの排出量の
削減

NOx（窒素酸化物）および
SOx（硫黄酸化物）の排出量の削減

電子制御エンジンの採用率向上 6隻（累計47隻）

NOxおよびSOxの排出量の削減

カリフォルニア減速プログラムへの協力 ロサンゼルス：100%（20マイル）、ロングビーチ：99.07%（40マイル）

陸上電力受電装置の世界標準化規格への対応 2012年7月に発行された国際的統一規格に対応中

SCR実船実験へ協力 石炭船にて10月に尿素水試験実施

EU、およびカリフォルニアでの低硫黄燃料使用方針の
徹底

低硫黄燃料未使用船無し

省資源、リサイクル、および
有害物質等の排出量削減

環境に優しい解撤の実施 シップリサイクルのNYKスタンダード遵守 16隻（累計55隻）に実施 環境に優しい解撤の実施

オフィスでの環境負荷削減
紙・水の使用量を2011年度比1%以上の削減、
電気の使用量を2011年度比3%以上の削減

水・電力・紙の使用量削減に努める 2011年度比　水 : –3.60%、電気 : –3.45%、紙 : –2.99% 2012年度比　水： –1%、電気 –1%、紙：±0%

新技術の研究および開発

ハイブリッドターボチャージャーの船舶実用化技術の
開発

就航後モニタリングによる省エネ効果確認、
信頼性確認を継続

就航中の性能モニタリングを行い、稼働率、総発電量などの解析結果入手
当初設定の燃料削減率を達成

①省燃費航海実現のための表層潮流の計測技術開発
②機関部モニタリング
③空気潤滑法を適用した石炭船の実船データ解析

空気潤滑法を適用したモジュール船の実船データ解析
モニタリングの継続を行い、より精度の高い
省エネ効果の解析を実施

省エネ効果の確認、および解析精度を向上させることができた

大容量・新型ニッケル水素電池を用いた外洋航海船向け
二次電池の利用技術の研究開発

二次電池の耐環境性を評価、また将来に向けた大規模
なハイブリッド給電システムのシミュレーションによる
検討を実施

本船の振動や温度では電池の劣化が進行しないことを確認
シミュレーションでは、小規模の太陽光発電設備では二次電池は不要であるが、大容
量となった場合には二次電池が必要であるとの結果入手

大気･海洋汚染を抑制、
生物多様性を保全する設備
の採用または運用

NYKトータルビルジシステムの採用推進 NYK標準が採用可能な造船所において新造船に採用 20隻 （累計164隻）に採用 NYKトータルビルジシステムの採用推進

陸上電源対応設備の運用 運用の拡大 陸上電源対応設備搭載船6隻、陸上電源利用実施回数25回（通期） 陸上電源対応設備の運用

バラスト水処理装置の搭載推進 搭載船の拡大 20隻（累計31隻）に搭載
バラスト水処理装置搭載船の性能評価、
および他船への搭載を促進

環境保全活動への意識高揚
環境研修等の実施 研修、勉強会、EMI通信簿・ECO Channelの実施 

8月にNYK Line do Brasil社とNYK Sudamerica （Chile）社、9月にNYK Business 
Systems社にて研修実施。ECO TECH 3回実施 日本郵船グループ全体の環境保全活動への自覚教育

環境「e-ラーニング」の実施 コンテンツの作成、および受講者数向上 受講者数6,698名（国内 2,912名、海外 3,786名）

環境情報の開示
日本郵船グループ全体の環境情報の開示と
スコープ3への対応

スコープ3に対応したデータの集計、算出、開示 第三者検証機関による保証書取得
日本郵船グループ全体の環境情報の開示と
環境負荷低減体制の強化米国NPO（BSR）のCCWGに参画、データ提供等の対応

10月CCWGの会合に北米の現地管理責任者が参加
データ提供数：14件

語注  EMS：Environmental Management System　SEMC：Safety & Environmental Management Committee　SPAS：Ship Performance Analyzing System　 SCR：Selective Catalytic Reduction　EMI：Environmental Management Indicator　ECO Channel：環境座学研修　ECO TECH：環境技術研修　
 CCWG：Clean Cargo Working Group   

NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA     NYK Report 201358



成
長
戦
略
を
支
え
る
原
動
力

ISO26000中核主題 取り組むテーマ 2012年度の目標 実施項目 2013年3月末の達成状況 評価 2013年度の目標

環境

ISO14001認証を利用した
環境活動の推進

日本郵船グループ環境認証の維持・拡大

地域・事業に合った適切な活動の維持、
および顧客要望に応じた認証の拡大

5社21サイト拡大　現状54社・143サイトで取得
（世界全6拠点での地域統轄会社で認証取得完了）

日本郵船グループ環境認証の維持・拡大

EMSマニュアルの改訂と、改訂後のスムーズな運用
内部監査（日本郵船本支店内の内部監査および
グループ会社との打合せ）、外部審査で継続改善

マニュアル改訂回数：1回
監査による改善要求件数：内部監査 416件、外部審査 92件

内部監査（日本郵船本支店内の内部監査およびグループ会社と
の打合せ）・外部審査を通じての環境マネジメントシステム運用
の強化

内外の法律･規制の遵守、
業界基準・自社基準の制定･
遵守

船舶に関連する条約、法律、規制の把握、および遵守徹底
条約、法律、規制を把握し、
NAV9000監査（会社・本船）で遵守を徹底

292隻／ 35社、改善提案1,260件 船舶に関連する条約、法律、規制の把握、および遵守徹底

温室効果ガス、大気汚染物質、解撤に関する持続可能な
社会のための国際ルールづくりへの貢献

業界団体を通じて国際ルールづくりに積極的に関与 業界団体幹事会、IMO MEPC（国際海事機関、海洋環境保護委員会）等へ参加 持続可能な社会のための国際ルールづくりへの貢献

運航船の事故削減 運航船遅延時間の短縮（目標10時間／年・隻）

運航船遅延時間の短縮 13.8時間／隻・年

運航船遅延時間の短縮（目標10時間／年・隻）

NAV9000監査の実施 292隻／ 35社、改善提案1,260件

ニアミス3000活動の促進（対象会社の拡大） 対象35社、報告件数 60,150件

各種安全推進会議・安全セミナーの開催 フリート安全推進会議、Global SEMC Safety Meeting、社長・船機長懇談会開催

訪船による安全推進・保安キャンペーンの実施 536隻、931名を対象に実施

機関事故ミニマイズ活動の継続 4.8時間／隻・年

緊急対応ネットワークの
構築・運用

緊急事態への準備、および対応
事故対応訓練およびレビューの実施 3回実施

緊急事態への準備、および対応
メディア対応訓練およびレビューの実施 7月にメディア対応訓練実施

CO2排出量の削減

環境経営指標の把握、精度向上
SPASから環境経営指標算出用データを抽出し、
正確に把握

対象855隻、報告6,588件 環境経営指標の把握、精度向上

運航船隊のCO2排出原単位を
①2013年度までに2006年度比10%の削減と
②2015年度までに2010年度比10%削減

SAVE BUNKER2012の推進
改善率　
①15.8%（2006年度比）、 ②6.9%（2010年度比）
燃料削減実績　205,964トン

運航船隊のCO2排出原単位を①2013年度までに2006年度比
10%の削減と②2015年度までに2010年度比10%削減。
燃料削減の推進。

海外と国内を対象とする日本郵船グループ会社全体での
NYK ECOMによるCO2排出量総量を把握

環境負荷データ集計システムの運用 74事業所（海外）、270事業所（国内） 日本郵船グループ会社全体でのCO2排出総量を把握

NOxおよびSOxの排出量の
削減

NOx（窒素酸化物）および
SOx（硫黄酸化物）の排出量の削減

電子制御エンジンの採用率向上 6隻（累計47隻）

NOxおよびSOxの排出量の削減

カリフォルニア減速プログラムへの協力 ロサンゼルス：100%（20マイル）、ロングビーチ：99.07%（40マイル）

陸上電力受電装置の世界標準化規格への対応 2012年7月に発行された国際的統一規格に対応中

SCR実船実験へ協力 石炭船にて10月に尿素水試験実施

EU、およびカリフォルニアでの低硫黄燃料使用方針の
徹底

低硫黄燃料未使用船無し

省資源、リサイクル、および
有害物質等の排出量削減

環境に優しい解撤の実施 シップリサイクルのNYKスタンダード遵守 16隻（累計55隻）に実施 環境に優しい解撤の実施

オフィスでの環境負荷削減
紙・水の使用量を2011年度比1%以上の削減、
電気の使用量を2011年度比3%以上の削減

水・電力・紙の使用量削減に努める 2011年度比　水 : –3.60%、電気 : –3.45%、紙 : –2.99% 2012年度比　水： –1%、電気 –1%、紙：±0%

新技術の研究および開発

ハイブリッドターボチャージャーの船舶実用化技術の
開発

就航後モニタリングによる省エネ効果確認、
信頼性確認を継続

就航中の性能モニタリングを行い、稼働率、総発電量などの解析結果入手
当初設定の燃料削減率を達成

①省燃費航海実現のための表層潮流の計測技術開発
②機関部モニタリング
③空気潤滑法を適用した石炭船の実船データ解析

空気潤滑法を適用したモジュール船の実船データ解析
モニタリングの継続を行い、より精度の高い
省エネ効果の解析を実施

省エネ効果の確認、および解析精度を向上させることができた

大容量・新型ニッケル水素電池を用いた外洋航海船向け
二次電池の利用技術の研究開発

二次電池の耐環境性を評価、また将来に向けた大規模
なハイブリッド給電システムのシミュレーションによる
検討を実施

本船の振動や温度では電池の劣化が進行しないことを確認
シミュレーションでは、小規模の太陽光発電設備では二次電池は不要であるが、大容
量となった場合には二次電池が必要であるとの結果入手

大気･海洋汚染を抑制、
生物多様性を保全する設備
の採用または運用

NYKトータルビルジシステムの採用推進 NYK標準が採用可能な造船所において新造船に採用 20隻 （累計164隻）に採用 NYKトータルビルジシステムの採用推進

陸上電源対応設備の運用 運用の拡大 陸上電源対応設備搭載船6隻、陸上電源利用実施回数25回（通期） 陸上電源対応設備の運用

バラスト水処理装置の搭載推進 搭載船の拡大 20隻（累計31隻）に搭載
バラスト水処理装置搭載船の性能評価、
および他船への搭載を促進

環境保全活動への意識高揚
環境研修等の実施 研修、勉強会、EMI通信簿・ECO Channelの実施 

8月にNYK Line do Brasil社とNYK Sudamerica （Chile）社、9月にNYK Business 
Systems社にて研修実施。ECO TECH 3回実施 日本郵船グループ全体の環境保全活動への自覚教育

環境「e-ラーニング」の実施 コンテンツの作成、および受講者数向上 受講者数6,698名（国内 2,912名、海外 3,786名）

環境情報の開示
日本郵船グループ全体の環境情報の開示と
スコープ3への対応

スコープ3に対応したデータの集計、算出、開示 第三者検証機関による保証書取得
日本郵船グループ全体の環境情報の開示と
環境負荷低減体制の強化米国NPO（BSR）のCCWGに参画、データ提供等の対応

10月CCWGの会合に北米の現地管理責任者が参加
データ提供数：14件

語注  EMS：Environmental Management System　SEMC：Safety & Environmental Management Committee　SPAS：Ship Performance Analyzing System　 SCR：Selective Catalytic Reduction　EMI：Environmental Management Indicator　ECO Channel：環境座学研修　ECO TECH：環境技術研修　
 CCWG：Clean Cargo Working Group   

［自己評価の基準］　   達成　  ほぼ達成　  一部達成　
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豊かな未来のために地球環境を守る
日本郵船グループは、事業活動に伴う環境負荷を考慮して、地球環境の保

全・影響の低減に取り組んでいます。2001年に環境保全活動の推進部署と

して「安全環境グループ」を設置、2008年には社長直轄の「環境特命プロ

ジェクト」を立ち上げました。中期経営計画の成長戦略においても環境対応

を最重要課題として取り組んでいます。環境先進企業を目指して、地球の豊

かな未来のために、環境技術の開発・導入に挑戦しています。

今後に向けて

日本郵船グループでは「環境経営ビジョンと3つの戦略」に基

づき、CO2排出量の削減をはじめ、省エネルギーや大気汚染

防止、生物多様性の保全などの課題に対して積極的な取り組

みを進めてきました。2012年度は船舶からのCO2排出量の抑

制に寄与する「空気潤滑システム」の運用を開始したほか、当

社の気候変動・温暖化対策への取り組みや情報開示につい

て、企業の気候変動に対する取り組みを調査するカーボン・

ディスクロージャー・プロジェクト（CDP）から、非常に高い

評価をいただきました。

　今後は、電子制御エンジンやバラスト水処理装置の計画的

な搭載を引き続き進めるなど、「国際貿易の拡大による世界

経済の発展への貢献と、省エネルギーとの両立」を大命題に

課題解決に向けた先進的な取り組みを継続していきます。

環境

未来のコンテナ船「NYKスーパーエコシップ2030」に
おけるCO2排出量の削減

69%

2030年の「NYKスーパーエコシップ2030」を中間点とし、2050年までに
CO2の排出量を限りなくゼロにする「ゼロエミッション船」の開発を目指
しています。「NYKスーパーエコシップ2030」は、未来の環境技術を駆使
することでCO2排出量を約69%削減する未来のコンテナ船です。

電子制御エンジン搭載の船舶数／
バラスト水処理装置搭載の船舶数

47隻／31隻

NOx（窒素酸化物）の発生を大幅に低減させ、燃費向上が可能な電子制
御エンジンを新造船へ計画的に搭載しています。
　また、バラスト水管理条約の発効に先駆け、2010年に国土交通省の
型式承認を受けたバラスト水処理システムを自動車専用船に搭載して
以来、保有・管理する船舶へ同システムの搭載を進めています。

マルチサイトシステムによるISO14001認証取得
サイト数／隻数

143サイト／約800隻

2002年、用船を含めたすべての運航船に対して、世界で初めて
ISO14001の認証を取得しました。その後世界各地に対象を拡大させ、
現在は世界全6極と日本を合わせた143サイト、約800隻の運航船で同
認証を取得しています。

NYKスーパーエコシップ2030　

 http://www.nyk.com/csr/envi/ecoship/

日本郵船グループは、事業活動に伴う環境負荷を考慮して、地球環境の保

全・影響の低減に取り組んでいます。2001年に環境保全活動の推進部署と

して「安全環境グループ」を設置、2008年には社長直轄の「環境特命プロ

ジェクト」を立ち上げました。中期経営計画の成長戦略においても環境対応

を最重要課題として取り組んでいます。環境先進企業を目指して、地球の豊
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日本郵船グループ 環境経営ビジョンと3つの戦略

環境リスクを管理し、環境と経済のベストバランスを目指しながら、地球環境と持続可能な社会に貢献します。

戦略 1  温暖化ガス排出削減の実践　 戦略 2  地球環境保全活動による社会貢献の推進　 戦略 3  グループ環境経営の強化

環境方針 （2005年3月制定）

①  企業活動が地球環境に与える影響を考慮し、必要な目的・目標を定め、これらを定期
的に見直し、継続的な改善を図ることにより、海洋・地球環境の保全に努めます。

②  安全・環境に関する法律・規制等の遵守はもとより、積極的な自主基準の制定・運用
に努めます。

③  運航船隊の安全確保をはじめ、内陸・内水及び航空輸送を含む全ての輸送モード、並
びにターミナル、倉庫など海・陸・空に広がる輸送サービスの安全確保に努めます。

④  省資源、省エネルギー、廃棄物削減、リサイクル等に取組み、特に温室効果ガス、オ
ゾン層破壊物質、有害物質等の排出を抑制・防止します。

⑤  船舶・航空機をはじめとする輸送機器、荷役機器、資材などの調達による環境負荷を
出来る限り小さくすることに努め、環境にやさしい技術等の採用を推進します。

⑥  社内広報活動・環境セミナー等を通じて、社員一人ひとりの環境意識を高め、会社の
環境方針を浸透させます。

⑦  社会との対話を密にし、積極的な環境情報開示、環境保全活動への助成･支援に努め
ることで、広く社会に貢献します。

代表取締役社長
2001年9月1日制定
2009年4月1日改訂
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北米地域

16サイト
欧州地域

67サイト

東アジア地域

6サイト

SEMCの委員会

船種別 SEMC：コンテナ船、自動車専用船、タンカー、ドライバルカー、ハンディ、ガス船、重量貨物船、客船

事業別環境対策委員会：港湾、物流 燃費節減対策委員会

新造船搭載機器評価・推奨選定委員会 オフィス環境対策推進委員会

オセアニア地域

3サイト

南アジア地域

17サイト

日本

26サイト
（本社含む）

グループ環境経営連絡会*3

国内主要グループ会社
49社

中南米地域

8サイト

安全・環境対策推進委員会（SEMC）*2本社

■  グローバルな環境マネジメントシステム体制

環境方針の下、世界全6極と日本で143サイトおよび用船を含む

約800隻の運航船を対象に ISO14001認証を取得し、他社に

は見られない独自のグローバルな体制を構築しています。ま

たグリーン経営認証を取得している国内グループ会社もあり

ます。

 用船
船主が備品や乗組員を手配し、安全に航行できる能力を確保した状態で貸し出す船舶

 ISO14001認証
国際標準化機構が発行した環境マネジメントシステムに関する国際規格の総称

 グリーン経営認証
認証機関である交通エコロジー・モビリティ財団が、グリーン経営推進マニュアルに基
づいて、一定のレベル以上の自主的な取り組みを行っている輸送事業者を認証するもの

 グリーン経営認証取得グループ会社
日本コンテナ輸送㈱、郵船港運㈱、㈱ユニエツクス、旭運輸㈱、海洋興業㈱、横浜共立
倉庫㈱、郵船ロジテック㈱成田営業所、北洋海運㈱

グローバルな環境活動推進体制とマルチサイトシステム*1

 *1. マルチサイトシステム
企業の各事業所を一括して
認証を取得する認証形態
*2.安全・環境対策推進委員
会（SEMC）

Safety＆Environmental
Management Committee 
社長を委員長とし、グループ
全体の環境活動の方針の策
定やレビューを毎年実施。そ
の下部組織として、船種・事
業、案件ごとの小委員会を設
置。また、世界6極に同対策
推進委員会を設置
*3.グループ環境経営連絡会
国内の主要グループ会社を
対象にした連絡会。2006年
より開始し、毎年開催。各社
の環境への取り組みについ
て情報共有を図り、取り組み
が評価された会社に対し報
奨を行っている

グループ環境経営の推進

 CSR活動>環境活動　□ 環境経営について

● ISO14001認証取得サイト　
● ISO14001認証取得予定サイト （2013年4月1日現在）
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■  環境経営指標

日本郵船は、船舶の運航効率を把握するために、2006年から

環境経営指標を算出しています。「2013年度までに2006年度

比CO2排出原単位を最低10%削減」「2015年度までに2010年

度比10%燃料消費効率向上」という2つの目標を定め、燃費節

減活動を通じて、改善を進めています。また、この指標に関係

するデータは信頼性向上のために（財）日本海事協会の

「EEOI鑑定書」を取得しました。

 EEOI：Energy Effi ciency Operational Indicator

就航船の運航時における燃料消費量、貨物の輸送量および航行距離から単位輸送量
当たりのCO2排出量を算出したもの。運航時に達成した船舶のエネルギー効率を表す

  IMO：International Maritime Organization
国際海事機関。海運・造船に関する技術的問題や法律的な問題について政府間の協力
の促進や条約の策定などを行っている国連の専門機関

■  SAVE BUNKER キャンペーン

～船舶エネルギー効率管理計画（SEEMP）の鑑定書を取得～

当社グループでは、2005年から船舶の燃料消費量とCO2排出

量を削減する燃費節減活動「SAVE BUNKER キャンペーン」に

取り組んでいます。2012年度は「SAVE BUNKER 2012 – Back 

to Basics –」として、各グループに「燃節伝道者」を任命し、

エコスピードの導入をはじめとする各グループ内での燃費節

減活動を共有する月例会議を開催しました。

　また IMOで採択されたCO2排出量削減の取り組みである

SEEMPが2013年より義務化されるのに先駆け、2012年3月

に世界で初めてSEEMPの鑑定書を（財）日本海事協会より取

得しました。

 SEEMP：Ship Energy Effi ciency Management Plan

船舶における省エネ対策の立案、定期的な効果検証と改善により、効率的な運航を促
すための管理計画

 エコスピード
スケジュールを維持しながらエンジンの回転数を下げ、低速で航行する運航方法。燃
料消費量とCO2排出量を抑えることができる

■「泡」で省エネ「空気潤滑システム」の開発・運用

～平成24年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受賞～

空気潤滑システムとは船底に空気を送り込むことによって泡を

発生させ、海水との摩擦抵抗を減らす省エネ技術です。当社

グループでは2010年に外航船で世界で初めて「ブロア（送風機）

方式」による空気潤滑システムをモジュール船2隻に搭載し、続

いて2012年7月に同じく世界初の「主機掃気バイパス方式」を当

社石炭運搬船に搭載しました。効果としては、ブロア方式で

は平均約6%のCO2排出量削減が確認され、主機掃気バイパ

ス方式では約4～ 8%のCO2排出量削減が見込まれています。

　これらの空気潤滑システムは、地球温暖化防止への顕著な

功績をたたえるものとして、環境省主催の「平成24年度地球

温暖化防止活動環境大臣表彰（技術開発･製品化部門）」を受

賞しました。

 モジュール船
石油・ガス開発サイトや工場に設置されるプラントなどを数千トン規模の半完成品に
組み立てた“モジュール”と呼ばれる貨物を輸送する特殊重量物輸送船

 主機掃気バイパス方式（空気潤滑システム）
主機の過給機から掃気（燃焼用空気）の一部を抜き出して船底に導き、船舶と海水の
摩擦抵抗を低減させてCO2排出量削減を図るもの。喫水の深い大型船舶でもCO2排
出量削減効果が得られる

■「NYK GROUP CO2 e-calculator」

お客さまから輸送中のCO2排出量に関するお問い合わせが

増加していることを受け、コンテナ船貨物と国際航空貨物の

輸送中に生じるCO2排出量を算出するシステムを当社グルー

プ会社の郵船ロジスティクス㈱と開発しました。グループ各

社ホームページへの公開以来、国内外の多くのユーザーにご

利用いただいています。ユーザーからは「事業活動のライフ

サイクル全体でCO2削減に取り組んでおり、輸送における

CO2排出量を簡単に算出することができ、大変助かっていま

す」などの声が寄せられています。

「NYK GROUP CO2 e-calculator」画面　

環境経営指標
（IMOガイドラインに準拠） ＝

環境負荷
（海上輸送によるCO2排出量）

事業付加価値
（海上輸送重量トン・キロメートル）

CO2排出量の削減
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■  ハイブリッド過給機、世界初の実船搭載

～平成24年度日本船舶海洋工学会賞を受賞～

ばら積み船“Shin Koho”に世界で初めて実船搭載されたハイ

ブリッド過給機船内電源供給システムが、優れた船舶海洋工

学の学問的業績や新技術の開発を表彰する（公社）日本船舶

海洋工学会の「平成24年度同工学会賞（発明考案等）」を受賞

しました。本船は国土交通省から「船舶からのCO2 削減技術

開発支援事業」の補助対象事業として選定を受け、（財）日本

海事協会の「共同研究事業」による支援を受けて開発され、

2011年5月に竣工したものです。受賞したハイブリッド過給

機船内電源供給システムは、従来、廃棄されていた燃焼排気

ガスの余剰エネルギーを効率的に利用する排熱回収システ

ムの一つで、ディーゼル発電機の使用を減らし、CO2排出量削

減につながります。

■  環境負荷データの信頼性

当社はグループ各社から収集している温室効果ガス排出デー

タについて、国際的な算定・開示基準であるGHGプロトコル

のスコープ1、2のみならずスコープ3にも適切にデータを集

計・算出・開示しているとの保証書をLRQAジャパンから取

得しました。

　また、企業の気候変動に対する取り組みを調査する「カー

ボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP）」の2012年

の調査にて、日本企業500社の中の気候変動情報の開示先進

企業を評価するCDLIに、また気候変動・温暖化対策において

の実績を評価するCPLIに海運・物流業界としては最高得点で

唯一、同時に選定されました。今後も当社グループ全体で

データの把握・開示を進め、環境負荷低減の体制を強化して

いきます。

 GHGプロトコル
温室効果ガス（GHG：Greenhouse Gases）排出の国際的な算定と開示の基準  
 CDLI：Carbon Disclosure Leadership Index

 CPLI：Carbon Performance Leadership Index

■  船舶停泊中の陸上電力の利用

船舶が停泊中に必要とする電力を陸上から受け入れ、船内

発電機の運転を抑えることでCO2やNOx、SOxなどの大気汚

染物質の排出量を低減することができる電力受電装置

（AMP）は、2007年11月、当社運航船の “NYK Atlas” に初め

て搭載され、米国カリフォルニア州ロサンゼルス港にて陸上か

オークランド港にて陸から電源供給を受ける“NYK Apollo”

らの本格的な電源供給を成功させました。その後、他の大型

コンテナ船にもAMP装置の導入を開始しました。2012年10月

には、同じく当社運航船の “NYK Apollo” が、米国カリフォルニ

ア州オークランド港にて邦船社としては初めて陸上からの本

格的な電源供給を成功させました。今後も、当社コンテナ船隊

の受電装置改造工事を進め、順次、停泊時の陸上電力供給によ

るオペレーションを拡大していきます。

 NOx（窒素酸化物）
光化学スモッグや酸性雨などの原因の一つといわれている有害物質  
SOx（硫黄酸化物）
大気汚染や酸性雨などの原因の一つといわれている有害物質

 AMP：Alternated Maritime Power
船の接岸中に船内の発電機を止めて、陸上電源から必要な電力の供給を受けること
で、大気汚染物質の排出量を削減できる装置

 CSR活動>環境活動　□ 海での取り組み　□ 環境経営について

TOPICS  外部ステークホルダーからの声

環境への先進的な取り組みを評価
2012年にカーボン・ディスクロージャー・プロジェクト
（CDP）が、日本の500社の中から気候変動情報開示と気候変
動パフォーマンスの両面での先進企業として日本郵船を
選んだのは、環境問題における業界のフロントランナーを目
指し、国内外において環境活動を重視しGHG スコープ3へ先
進的な取り組みを行った日本郵船に対する当然の結果であ
ると思われます。
　今後も、日本郵船の活動に対し、ISO14001審査および
GHG検証を通じさらなる向上につなげられるよう、協力して
まいります。

Lloyd’s Register Quality Assurance Limited
ビジネスプランニング & マーケティンググループ
マーケティングコミュニケーションマネジャー

堀口 麻起子さん
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■  次世代省エネ蛍光灯「E・COOL」の導入

日本郵船は、運航する自動車専用船に㈱オプトロムの次世代

省エネ蛍光灯「E･COOL」の導入を始め、2012年度は6隻で

計約1万3千本の蛍光灯の交換が完了しました。「E･COOL」

は、液晶モニターなどに使われてきた冷陰極蛍光ランプを利

用し、低消費電力、長寿命、高輝度など、省エネルギーと経済

性の両面で優れた特性を持っています。既存の蛍光灯に比べ

て約40%の省電力が見込まれており、自動車専用船1隻のす

べての照明を「E･COOL」に交換することで航海中のCO2排出

量が最大1%程度削減されます。今後も積極的に「E･COOL」

の導入を進める予定です。

■  太陽光発電システムをアメリカで稼働

2012年、当社グループ会社の郵船商事㈱は米国ニュージャー

ジー州にある米国郵

船ロジスティクス㈱

の倉庫敷地内で当社

グループでは最大規

模となる500kWの太

陽光発電システムを

稼働開始しました。

今後発電を見込んでいる約650,000kWh/年の電気は、倉庫で

使用すると同時に余剰分を地元電力会社に売電することで、

太陽光によるクリーンな電力を供給します。

　本プロジェクトは、ニュージャージー州政府の補助金制度

ならびに米国連邦政府補助金の対象となり、アメリカにおけ

る再生可能エネルギーのさらなる利用促進に貢献することに

なります。

■  low-sulfur（低硫黄）燃料油

硫黄分を含む燃料油を燃焼させるとSOx（硫黄酸化物）が発

生します。IMOの、船舶から発生するSOxを低減させるための

規制においては、2012年は一般海域における燃料油の硫黄

分濃度の上限値が4.5%から3.5%に引き下げられました。ま

た、さらに厳しい規制となる硫黄分濃度1.0%以下の燃料油の

使用が義務付けられる指定海域の適用が、EUに続きアメリ

カ・カナダで始まりました。当社では、これらの規制を遵守す

ることはもとより、就航船の搭載機器の改造や建造仕様の変

更など、必要な対策を検討するタスクフォースを立ち上げ、安

全運航と環境保全の両立に取り組んでいます。

■  電子制御エンジン（NOｘ対応）

船舶のエンジンが燃料を燃やす際、NOx（窒素酸化物）が生成

されます。IMOでは、船舶から発生するNOxを低減させるた

めの規制を発効しており、2011年からは2次規制が始まって

います。当社は対策の一環として、NOxの発生を軽減できる

電子制御エンジンの搭載を推進しています。電子制御エン

ジンは、燃料噴射と排気弁の開閉を電子制御にて最適化する

ことで、NOxの発生を軽減できます。2012年度は6隻（共有船

を除く当社所有船）の電子制御エンジン搭載船が就航し、

2013年3月末現在47隻、当社所有船の17.4%に搭載していま

す。さらに厳しくなる3次規制に向けての準備として、SCR脱

硝装置などの新技術の研究も進めています。

 SCR脱硝装置 

 Selective Catalytic  Reduction
アンモニア（NH3）を還元剤として使用し、NOxを窒素ガス（N2）と水（H2O）に分解す
る方法。実際には尿素水を排気ガスに噴霧し、尿素水は排気ガスの熱によって加水分
解されアンモニアガスとなる

式典におけるテープカットの様子

省エネルギーへの取り組み

大気汚染防止

2012年度海洋汚染事故

海難による漏洩 1件

機器等故障による漏洩 2件

作業手順ミスによる漏洩 3件

上記6件は、適切に報告・処理されています。

200

150

250

300

350

09 10 11 12（年度）

SOx、NOxの排出量
（千トン）

 SOx　  NOx

 CSR活動>環境活動　□ 海での取り組み
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■  生物多様性保全への取り組み

当社は事業活動と生物多様性の関係性を示すマップを作成

し、船舶の調達・運航・解体の各段階での影響を把握していま

す。環境配慮技術の開発・船舶への搭載などのハード面、最適

運航を追求する「IBISプロジェクト」稼働などソフト面の両面

から生物多様性保全への取り組みを行っています。また、当社

は2009年12月に「経団連生物多様性宣言」推進パートナーズ、

2010年10月より「生物多様性民間参画パートナーシップ」に

参加しています。これからも同宣言および行動指針に沿った

事業活動を行うことで、生物多様性保全に努めていきます。

■  バラスト水処理装置

海洋環境に影響を及ぼす水生生物の越境移動を防止するため

に、IMOにおいて2004年にバラスト水管理条約が採択されまし

た。現在、その発効に向けた各国の批准が進んでいますが、当

社では、バラスト水管理条約の発効に先駆けて、2010年9月に

自動車専用船“Emerald Leader”に国土交通省の型式承認を

受けたバラスト水処理システムを当社運航船として初めて搭載

しました。2013年3月末現在、31隻への搭載が完了しています。

条約の発効に備え、今後も保有・管理する船舶への搭載を進め

ていきます。

 バラスト水処理システム
バラスト水（船舶がバランスを保つため保持する海水であり、通常荷揚港で船底の
タンクに注水し、荷積港で排出される）とともに運ばれた海洋生物を処理し、生態系
を乱すことのないようにするシステム

■  東北大学への研究調査協力

東北大学が研究する「温室効果気体の全球規模循環の解明」

において、当社は1982年から約30年間、日本・オーストラリア

間、および日本・北米間を往復しているコンテナ船で、海上で

の大気採集の協力を続けています。これらの観測から、北半

球と南半球で温室効果ガスの濃度に違いが見られ、濃度勾配

は季節や年によって変動することが明らかになりました。今

後も研究・調査に協力を続けていきます。

企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB）開発の
「企業と生物多様性の関係性マップ」を参考に作図
　　は日本郵船グループの取り組み
　　INPUT

　　OUTPUT

● スーパーエコシップ
 （省エネ船の設計）
● ダブルハル化
 （タンカー）
● 電子制御エンジン
 搭載
● 太陽光発電
● MT-FAST*3

船を
調達する

土壌への化学物質排出

大気への化学物質排出

水域への化学物質排出

水域への化学物質排出

大気への化学物質排出

土壌への化学物質排出

エネルギー資源利用

大気への化学物質
排出

CO2、NOx、SOxなど

日本郵船
グループ

水域への化学物質・
汚染物質排出
スズ、バラスト水など

船を
処分する

船を
運航する

● 環境経営指標
● 低硫黄燃料油使用
● Save Bunker

 キャンペーン
● SPAS*1

● SIMS*2

● NYK e-missions’
● IBISプロジェクト

● SCR*4脱硝装置
● 陸上電力の使用
● 船底空気潤滑システム
● BRIDGE*5

● 水エマルジョン燃料装置
● 船体・プロペラ清掃
● 排ガスエコノマイザー
● 太陽光発電利用

● バラスト水の適正管理
● バラスト水処理装置設置
● 安全運航（NAV9000）
● ビルジシステム
● シリコン塗料（スズフリー）
● 耐腐食鋼板

● 環境に配慮したヤードでの
 解体（NYK標準フォーム使用）

造る リサイクル

売る

エネルギー資源・
自然資源利用

海、燃料油、潤滑油など

日本郵船グループと生物多様性の関係性マップ

 *1. SPAS：Ship Performance  Analyzing System

 *2. SIMS：Ship Information  Management System
 *3. MT-FAST
プロペラ前方に複数の翼を取り付けることで、プロペラの回転から生まれる旋回流に
よる損失エネルギーを回収する省エネ装置

 *4. SCR：Selective Catalytic Reduction
選択式触媒還元

 *5. BRIDGE
最新の気象・海象予測情報を船舶へ配信するシステム

生物多様性の保全

 CSR活動>環境活動　□ 海での取り組み　□ 環境コミュニケーション
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安全

社会から信頼される安全輸送の徹底
日本郵船グループはさまざまな物資を安全・確実に輸送することで、人々の

毎日の暮らしを支え、世界の経済をサポートしています。「安全の徹底」は当

社グループの事業活動の基盤として、取り組むべき最優先事項の一つです。

輸送技術の継続的な開発とともに、グループ社員全員の安全意識の向上、事

故対応訓練などの地道な活動をたゆみなく実施することで、社会に信頼さ

れ、社会とともに成長し続ける企業を目指していきます。

今後に向けて

日本郵船グループでは、社長を委員長とする安全・環境対策

推進委員会を設置し、毎年、前年度のレビューを行い、安全活

動に関する年間目標や活動方針を策定し、継続的な取り組み

を進めています。2012年度は、東日本大震災による津波来襲

の教訓を活かした津波アラートシステムの開発・運用や、第三

管区海上保安本部と合同で、原油タンカーでの衝突・燃料油

流出を想定した事故対応訓練などを実施しました。また、各

ターミナル安全担当者による合同安全推進会議、トラック輸

送やフォークリフト操作時の事故防止トレーニング、航空部

門での安全に関する他部門の業務を体験する職場1日体験会

など、陸・空においても継続的な取り組みを進めています。

　今後も、これらの取り組みを継続して行っていくことが重要

であると考えており、各活動をPDCAサイクルで繰り返し行う

ことによって安全運航を達成していきます。

安全推進キャンペーン 参加人数

10,000名超

夏季・冬季に実施している安全推進キャンペーンでは、営業・運航・技術 

担当者が一組となって運航船を訪問し、意見交換を通じて安全意識の
共有化を図っています。2012年度は、900名以上が500隻以上を訪船。
参加した乗組員は1万人を超えました。また、冬季キャンペーンでは、
本船乗組員、担当者間のさらなる連携強化をテーマにシリコンバンドを
作成、関係者に配布しました。

神戸ターミナルお客さま満足度

89%が満足と回答

2008年度より、神戸ターミナルを利用するほぼすべてのお客さまを対象
に満足度調査を実施。調査結果と今後の取り組みについて各社に報告
しています。お客さまからいただいたご意見やご指摘は、真摯に受け止
め、安全の確保に向けた改善に役立てています。

海賊被害件数

0件

「テロ・海賊対策チーム」を設置し社内組織体制を強化するとともに、EU

軍海賊対策本部へ当社船長を派遣し国内外の関係機関との綿密な情
報・意見交換を継続的に実施してきました。また、当社グループ全運航
船の動静状況と海賊発生状況が把握できるシステムの活用などにより、
2012年度の海賊被害はありませんでした。

ニアミス報告件数

60,000件超

事故を未然に防ぐことを目的とした「ニアミス3000活動」に取り組んで
います。1件の重大事故の背景には、29件の軽微な事故と300件のニア
ミス体験が存在するという労災事故に関する「ハインリッヒの法則」に
基づく活動です。活動の浸透、報告の徹底によりニアミス報告件数は
年々増加しています。

日本郵船グループはさまざまな物資を安全・確実に輸送することで、人々の

毎日の暮らしを支え、世界の経済をサポートしています。「安全の徹底」は当

社グループの事業活動の基盤として、取り組むべき最優先事項の一つです。

輸送技術の継続的な開発とともに、グループ社員全員の安全意識の向上、事

故対応訓練などの地道な活動をたゆみなく実施することで、社会に信頼さ

NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA     NYK Report 201366



成
長
戦
略
を
支
え
る
原
動
力

■  空̶航空部門での安全への取り組み

日本貨物航空㈱では、企業理念の最重要課題である安全運航

の絶対堅持に向けた活動を行っています。2012年度は他部門

との連携強化や交流促進を図るための新たな取り組みとし

て、他部門の業務を経験する職場1日体験会、安全に関わる業

務内容を各部門が紹介する説明会、ヒヤリハットの報告を啓

発するさまざまなイベントを行うキャンペーン期間の設定や、

安全文化の醸成につなげる取り組み内容を各社員が考え、目

標を設定する安全行動宣言などを行いました。これら諸施策

の効果を全社員を対象に毎年実施している安全意識調査で

確認し、次年度の対策に結びつけるPDCAサイクルで確実に

管理していきます。

■  海̶船舶運航での安全への取り組み

夏季・冬季にそれぞれ「リメンバー中ノ瀬」「SAIL ON SAFETY」

と称する安全推進キャンペーンを実施しています。営業・運航・

技術の担当者が一組となって訪船し、本船と陸上スタッフの相

互理解を深めるとともに関係者全員の安全意識の向上に取り

組んでいます。また、社長をはじめとする役員らと船長・機関

長との懇談会を毎年開催しています。安全・環境対策推進委

員会の委員長でもある社長が、船舶運航の現場に立つ船長・

機関長と直接意見を交換することで、より実効性の高い安全

推進活動につなげることを目的としています。その他、安全運

航の達成に欠かせないパートナーである船主および船舶管理

会社を対象に安全推進会議や安全セミナーなどを開催し、情

報共有を図ることにより、安全運航に取り組んでいます。

 「リメンバー中ノ瀬」キャンペーン
1997年、東京湾中ノ瀬で起きたVLCC（大型原油タンカー）“Diamond Grace”の油漏
事故の教訓を風化させないため、事故があった7月に毎年実施

 「SAIL ON SAFETY」キャンペーン
冬季荒天対策を主目的とし、毎年12、1月の2カ月間実施

■  陸̶港湾・ターミナルでの安全への取り組み

国内の自営ターミナル（東京・横浜・神戸）とグループ会社に

おいて、事故を未然に防ぐことを安全対策の基本に緊急連

絡体制の強化、事故原因の解析や情報の共有を継続的に

行っています。ターミナルからの報告や情報を基に各ターミ

ナル安全担当者との合同安全推進会議を定期的に開催し

て、事故防止策の共有化・標準化を進めています。安全と無

事故が最善のサービスであるという意識を持って、グループ

会社を含めた全スタッフが日頃から活動を見直し、安全への

取り組みを常に前進させることに努めています。

安全集会の様子 職場1日体験会の様子

マレーシア現地法人における全社規模のキャンペーン集会の様子

海・陸・空での安全への取り組み

■  陸̶物流部門での安全への取り組み

郵船ロジスティクス㈱では、独自の事故情報開示システムに

蓄積された事故報告内容を分析し、最優先で対策が必要と

される事故種別を決定、国内外グループ全法人を対象とした

安全キャンペーンを定期的に実施しています。

　2012年度は、キャンペーン期間中のトラック輸送や、フォー

クリフト操作時の事故発生件数「ゼロ」を目標に掲げ、 各国で

事故事例の検証、事故防止トレーニングを行うなど、積極的

な活動を行いました。今後も全員参加型の活動を展開し、事

故撲滅へたゆまぬ努力を続けていきます。

 CSR活動>安全活動　□ 海での取り組み　□ 陸と空での取り組み　
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■  緊急対応ネットワーク

世界中のあらゆる海域で発生する事故・トラブルに備え、世界

6拠点体制で緊急対応のためのネットワークを構築してい

ます。

PLAN（計画）

ACT（改善）

■  安全推進体制

社長を委員長とする安全・環境対策推進委員会において、毎

年、前年度の活動レビューを行い、年間目標や活動方針を決

定しています。当委員会で決定された活動方針は、船種別な

どに設けられた小委員会で具体化し、安全活動として実行に

移しています。

■  遅延時間で安全を計る

日本郵船では、船舶の安全運航の達成度を計るため、事故・ト

ラブルによって運航が止まった時間を指標として取り入れ、

遅延時間の“ゼロ”化を目指し、海・陸一丸となって目標達成

に取り組んでいます。

■  トラブルの原因究明と目標達成に向けた改善

事故情報を再発防止につなげるため、事故発生直後に速報を

運航船に周知し、原因究明の後に再発防止策を決定、「Safety 

Bulletin」などで運航船へ防止策の実施指示を行っています。

また、改善活動の一つとして、機関事故防止のために「NYK’s 

Checklist of “Engine Essentials”」を通じ、機関事故による

遅延の削減につなげています。さらに、毎月の遅延時間、発生

した事故概要、ニアミス3000活動の例、「NAV9000」検船結

果、事故の教訓および環境対策などを紹介する安全情報誌

「Calm Sea」を毎月発行し、船主・船舶管理会社･運航船との

情報共有を図っています。

 Safety Bulletin

海賊・テロに関する情報や航行関連情報のほか、発生した事故・トラブルの原因と再
発防止策を全運航船に周知・指示するための安全情報誌

■  津波アラートシステムの開発

2011年3月11日に発生した東日本大震災による津波来襲の

教訓から、津波情報を直ちに本船船長と陸上担当者に伝達す

るシステムを開発しました。日本語で配信される津波警報を

安全推進体制図
2013年4月1日現在

安全・環境対策推進委員会（SEMC）

委員長［社長］

安全対策推進本部長
［海務担当役員1名］

上級環境管理責任者（ECEM）
［環境担当役員1名］

安全対策推進本部
（運営委員会）

事務局
［海務グループ長］
［企画グループ長］

環境対策推進本部
（運営委員会）

事務局
［環境グループ長］
［企画グループ長］

 お客さまサプライチェーンの一翼を担う安全運航               達成のためのPDCAサイクル 

PLAN（計画）
安全推進体制／緊急対応ネットワーク／

遅延時間で安全を計る

ACT（改善）
トラブルの原因究明と目標達成に向けた改善／

津波アラートシステムの開発

欧州・アフリカ 中南米オセアニア
シドニー

北米

サンパウロ

ニューヨーク

ロサンゼルス香港
東京上海

シンガポール

ロンドン 東アジア

南アジア

海での安全への取り組み
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TOPICS  外部ステークホルダーからの声

津波からの安全確保の実現に向けた取り組みに共感
津波は、気象による災害の発生頻度と比べ少なく、各船や港で起こりうる津波の影響を的確に予測す
ることは困難だとされていますが、東日本大震災により発生した影響をいち早く考慮し、津波対応ガイ
ドラインをまとめていらっしゃる姿をみて強い感銘を受けました。船舶や船員の安全を確保するため、
困難でも立ち向かう日本郵船グループの姿勢に、私たちも共感を抱いております。皆さまの迅速な行動
につなげられるよう、微力ながらご協力させていただきます。

成
長
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る
原
動
力

■ ニアミス3000活動

ニアミス3000活動は、ハインリッヒの法則に基づいて、事故を

未然に防ぐことを目的とした本船主体の活動です。当社では、

見過ごしがちな事故の予兆である事象までを対象とし、初期

の段階で事故の芽を摘み取る「DEVIL Hunting！」活動とし

て、2006年から当社グループのパートナーである船主や船舶

管理会社にも展開しています。

 DEVIL Hunting！
DEVILは、Dangerous Events and Irregular Looks（不安全行動や不安全状態）の略。
重大事故に至らないように、前兆や要因などを初期の段階で排除することを目的とし
た活動

ACT（改善）

DO（実行）

■ 事故対応訓練

社員の事故対応能力を高めるために、定期的に訓練を実施し

ています。より現実的な訓練とするため、船舶の種類や船型、

事故、トラブルの内容は毎回変えて行います。また、訓練には

本船や船舶管理会社に加え、官公庁やお客さまなど多くの関

係者にも参加していただいています。2012年7月には、第三管

区海上保安本部と合同で、原油タンカーでの衝突・燃料油流

出を想定した事故対応訓練を実施しました。訓練のレビュー

にも重点を置き、そこで得られた意見を基に事故対応体制の

強化を図っています。

即時英語化し、また、地域名称を港で表記する機能も備えて

おり、関係者への迅速な情報共有が可能となります。先に作

成した「入港停泊中における津波来襲時の対応ガイドライン」

と併せ、船舶の津波対策を進めています。

 お客さまサプライチェーンの一翼を担う安全運航               達成のためのPDCAサイクル 

DO（実行）
安全推進キャンペーン／事故対応訓練
ニアミス3000活動／海賊防止対策

CHECK（点検）
NAV9000 CHECK（点検）

NAV9000の詳細についてはP.26特集をご覧ください。

海での安全への取り組み

2012年度ニアミス要因
（%）

0

40,000
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60,000
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ニアミス報告件数
（件）

手順
不履行
58%

安全意識
の欠如
18%

整備不良
11%

知識不足
5%

整理整頓不足
3%

見過ごし
1%

集中力欠如
1%

説明不足
2%

意志伝達不足
1%

 CSR活動>安全活動　□ 海での取り組み　

株式会社ウェザーニューズ　
地象センター

瀧 尚子さん
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TOPICS  外部ステークホルダーからの声

業務遂行と企業価値向上の両立に期待
日本郵船グループの企業理念は、国連グローバル・コンパクトの10原則と同じ方向性を持っ
て経営の根幹として位置付けられており、その理念が日常業務においても遂行できるよう、
事業部方針に盛り込まれ、運用されていることは高く評価できます。社員への教育提供、安
全第一の物流活動、社会貢献、顧客ニーズへの対応といったステークホルダーのニーズをく
み取った活動は多岐にわたっており、この結果が社外における高評価として表れています。
業務遂行と企業価値の向上が両輪で回っている好事例といえます。今後も継続的な実践を
期待しています。
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長
戦
略
を
支
え
る
原
動
力

ステークホルダーとともに
日本郵船グループの事業は、お客さまや株主・投資家の皆さま、お取引先、

グループ社員、地域社会やNPO・NGOの方々をはじめとするさまざまな

ステークホルダーとの関係で成り立っています。当社グループの輸送事業に

より社会のインフラの一翼として社会を支えつつ、社会貢献活動などの取り

組みを通じてステークホルダーの皆さまと積極的かつ円滑なコミュニケー

ションを行い、より強い信頼関係の構築につなげたいと考えています。

日本郵船グループの事業は、お客さまや株主・投資家の皆さま、お取引先、

グループ社員、地域社会やNPO・NGOの方々をはじめとするさまざまな

ステークホルダーとの関係で成り立っています。当社グループの輸送事業に

より社会のインフラの一翼として社会を支えつつ、社会貢献活動などの取り

組みを通じてステークホルダーの皆さまと積極的かつ円滑なコミュニケー

ステークホルダー

ステークホルダーとのコミュニケーション

コーポレートガバナンス

危機対応

コンプライアンス

リスクマネジメント

内部統制

情報セキュリティ 独禁法への対応

メディア

株主・投資家
•  株主総会 
•  決算説明会
•  スモールミーティング
•  ウェブサイト・IRツールでの
情報発信

•  施設見学会

お客さま
•  ウェブサイト・メディアを通じた情報発信
•  意見交換会、セミナーの実施
•  お客さま満足度調査

地域社会、NPO・NGO

• 輸送協力
•  災害支援活動
•  NPO・NGOとの協働
• フィリピンに商船大学を設立

取引先
•  CSR調達

日本郵船グループ

行政

金融機関

グループ社員
• 研修制度の充実　
• 「従業員危機管理システム」の運用
• ワークライフバランスの推進
• 次世代育成支援プログラムの実行
• 人権研修の実施

SGSジャパン株式会社
認証サービス事業部
サステナビリティ報告書
保証（SRA）
主任審査員

都倉 知宏さん
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社会貢献活動 基本理念・活動方針（抜粋） 

日本郵船は、地球社会とともに生きる「良き企業市民」として主体的に社会の課題に取組み、その活動を通してすべてのステークホル
ダーにとっての企業価値の向上を目指します。

活動方針  1.社員のボランティア活動の推進／ 2.未来の地球社会への｢投資｣／ 3.地域社会との共生

成
長
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略
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る
原
動
力

日本郵船グループは、グローバル企業として、コミュニティの

発展に貢献するさまざまな取り組みを行っています。

■  客船「飛鳥Ⅱ」東北復興支援クルーズ
日本郵船では、東日本大震災復興支援活動の一環として、郵

船クルーズ㈱運航の客船「飛鳥Ⅱ」で横浜港発着～仙台港寄

港2泊3日の「東北復興応援クルーズ」を実施しました。

■  東日本大震災被災地ボランティア

日本郵船グループ役員、社員、OBらで構成されたボランティ

アグループを、2011年10月から2012年12月の間で3期にわ

たり陸前高田市へ派遣しました。参加者は累計約300人、作

業日数は延べ約1,000日となりました。

■  （公財）ジョイセフ／ランドセル・自転車輸送協力

ランドセルの海上無償輸送協

力総数が、2004年度の輸送協

力開始以来、2012年6月に10

万個を突破しました。

再生自転車の海上無償輸送

協力総数が、2000年度の輸送

協力開始以来、2012年11月

に3万台を突破しました。

■  NPO法人ジャパン・プラットフォーム／

車両輸送協力

東日本大震災被災地で使用

されていた車両6台をアフリ

カへ海上無償輸送しました。

　輸送された車両は人道支

援事業のために活用されてい

ます。

社会貢献活動

2012年度災害支援実績
災害名・支援内容 金額

2013年2月　フィリピン台風　支援金 1,224,430円
* 会社寄付、グループ社員募金の合計金額

2012年度輸送協力実績
輸送先 輸送物資 輪送数

アフガニスタン ランドセル 16,722個
タンザニアなど60カ国以上 自転車 2,010台
カンボジア、ラオス、
ミャンマー難民キャンプ * 絵本 14,320冊

* （公社）シャンティ国際ボランティア会「絵本を届ける運動」　2004年以降、延べ157,703冊

© ジョイセフ

© ジョイセフ

© JEN

その他、ニュージーランド・クライストチャーチ地震への慰霊

碑輸送協力も行いました。

 CSR活動>社会貢献活動
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HR理念

「国内外グループ各社の多様な人材を、グローバルなフィールドでたゆみなく育成する」
幅広い事業分野で、さまざまな国籍を持つ日本郵船グループの社員に向けて、一人ひとりが、その持てる能力を最大限に発揮できる
ようにと、HR（Human Resources）理念を2005年に定めました。次代を担う人材の育成を目指して、

1.異文化や異質な考え方に対する包容力と柔軟性
2.明確な目標を自ら設定し、周囲を引っ張っていくことができるリーダーシップ
3.専門分野に止まらず広い視野を持って全般的な管理業務もこなせるマネジメント能力

の育成に力を注いでいます。

成
長
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力

人材育成

■  NYKビジネスカレッジ

日本郵船グループでは、グループ社員の総合力強化を目指し

た研修体系「NYKビジネスカレッジ」を毎年充実させていま

す。2012年度は60種類以上の研修に約3,000名のグループ

社員が参加しました。加えてe-ラーニングには国内外合わせ

て7,800名以上が参加、CSR、環境などをテーマとした当社

グループの取り組みについて学んでいます。

　また、2012年度は次代を担う人材育成の強化を目標に、

若手から中堅を対象とした階層別研修を整備し、視野を広

げ、リーダーシップ、マネジメント力を育成・伸長させるため

の研修を新たに導入しました。今後も、ステークホルダーの

皆さまが当社グループ社員に求める資質を念頭に置きなが

ら、さらに内容を高めていきます。

■ 船員教育プログラム

安全運航と環境の保護は、当社グループの経営の根幹です

が、それを達成するのはシステムやマニュアルだけではなく、

それを実行する「人」の育成が何よりも重要です。独自の教育

制度「NYKマリタイムカレッジ」の下、各職位に必要な知識・

技能の要項を「NYK統一基準」として定め、教育を行っていま

す。船上訓練は、5隻のキャデット船をはじめ、その他運航船

でも独自のe-ラーニング“NYK-STARS”を導入し、効率的な

OJTを行っています。陸上訓練は、世界各地の研修所および

マンニングオフィスで統一の教材・カリキュラムを用いた講

義・実習を行っています。

 キャデット船
各国の船員養成機関で学課を修了したキャデット（幹部候補生）の、船上訓練用設備
を備える船舶

 NYK-STARS：NYK-Shipboard Training and Assessment Record System
 OJT：On the Job Training
 マンニングオフィス
船舶管理会社支店および船員派遣代理店

独自の教育制度「NYKマリタイムカレッジ」概念図

NYK 統一基準
職位ごとに必要とされる知識・技能を定めた要項

NYK 統一基準に基づき、
効率的技能向上のための、各種訓練プログラムを整備

船上訓練
独自開発した

教育ソフトSTARSを導入

陸上訓練
各種シミュレーターを

利用した高度な訓練を実施

DADAS（Dos and Don’t at Sea Program）
知識・技能の習得度合いについて、
自己確認するためのツール

キャデット船で天測を行っている様子

グループ社員とともに
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働きやすい職場づくり

■ 人権の尊重

当社グループは、普遍的な価値観の一つである「人権の尊重」

を、企業として社会的責任を果たすための第一歩であると認

識しています。毎年、新入社員研修や新任チーム長研修、海外

赴任者研修、CSR研修において「人権研修」を実施し、過去9

年間で延べ760名以上が受講しました。さまざまな人権問題

について、また、障がい者の人権やハラスメントをテーマに取

り上げることで、誰もが働きやすい職場づくりと、社員の人権

に対する意識の向上に努めています。

The Global NYK ／ YLK Weekの様子

■  The Global NYK／ YLK Weekの実施

「日本郵船グループで働けて良かった、とすべての社員が思え

るような会社でありたい」との思いから、2002年以降、海外グ

ループ会社の現地社員向けの集合研修を実施しています。

2012年度は郵船ロジスティクス㈱との合同開催とし、36名が

参加しました。社長との直接対話や事業戦略に関する討議、

日本の文化やビジネス習慣に関する講義を取り入れ、自由な

意見交換の場を作るとともに、企業理念やNYKグループ・バ

リューなどを浸透させていくDNA研修の役割も担っていま

す。研修後、希望者は岩手県陸前高田市で被災地ボランティ

アに参加しました。

欧州  81

南アジア  68

北米  85

オセアニア  22

中南米  17

東アジア  75
合計（累計）

348人

The Global NYK／ YLK Weekの実施状況
2002年以降延べ人数

■  ワークライフバランスの推進

当社では、仕事と私生活のバランスをとり

ながら、社員一人ひとりが持てる力を最大

限に発揮できるような仕組みづくりを進め

ています。

　育児・介護休業制度に加え、育児・介護フレックスタイム、

短時間勤務制度など育児・介護に従事する社員が安心して働

けるよう支援を行っています。2002年に都心で初めての企業

内保育所「郵船チャイルドケア」を設置し、法定基準を上回る

人数の保育士を配置するほか、配偶者が海外転勤の際に休業

可能な制度を導入するなど、女性社員の活躍をサポートして

います。このような取り組みの結果、2011年に次世代育成支

援対策推進法に基づいた目標を達成したことから、基準適合

一般事業主として認定され、東京労働局より2度目の次世代

認定マーク「くるみん」を取得しました。

　また、ワークライフバランス推進委員会では、時間外労働と

休暇取得日数の全社／部署ごとのモニタリングのほか、残業

が多い部署・社員・上長へのヒアリングや、早帰りを推奨する

館内放送、会議のスリム化などさまざまな取り組みを実施し

ています。

 次世代認定マーク「くるみん」
少子化対策を図り、子育て支援など一定の基準を満たした企業や法人などが厚生労
働省によって認定されたマーク

 ワークライフバランス推進委員会
1968年に時間外労働削減を目的に労使にて設置した特別委員会。2001年に「時間の
達人委員会」と名称変更し、ワークライフバランスの推進に向けた取り組みを強化。
2008年4月より労使および第三者委員としてグループ長クラスの社員数名が加わり、
ワークライフバランス推進委員会として発展した

■  社員の安全管理

当社グループでは、地震などの災害発生時に社員の安否を

確認し、災害時の事業継続・早期再開をするための安否確認

システムを導入しています。あらかじめ登録された国内の居

住地や勤務地で震度6弱以上の地震が発生した場合、安否

確認メールが自動発信されます。メールを受信した社員は

本人や家族の安否などを報告し、その後自動集計された状

況報告が所属部署ごとに送付されます。今後も非常時に備

え、定期的な安否確認訓練を実施していきます。

次世代認定
マーク「くるみん」

 CSR活動>ステークホルダーとともに　□ グループ社員とともに
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主な参加団体
•  公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
•  一般財団法人CSOネットワーク
•  特定非営利活動法人オックスファム・ジャパン
•  特定非営利活動法人ACE（エース）
•  エクシャテ（ek sathe）
•  チェンジフュージョン（Change Fusion）財団
•  特定非営利活動法人ポラリスプロジェクトジャパン
（Polaris Project Japan）

バリューチェーンに沿った優先順位の特定に期待します。
今回のワークショップにおいて、日本郵船は、NGOやCSR有識者とのディスカッションに積

極的に参加し、物流業界における人権課題（CSR課題）の特定作業を行うとともに、その知見

を他業界からの参加者と共有しました。今後は、事業戦略、および日々の業務において人権を

尊重した取り組みを進めるべく、バリューチェーンに沿った形での優先順位の特定が行われ

ることを期待します。

成
長
戦
略
を
支
え
る
原
動
力

ステークホルダー・ダイアログ

近年の国連人権フレームワークの完成や ISO26000の発行、OECD多国籍企業

行動指針の改定など、国際的なCSRガイドラインにおいて人権への取り組みが

強調されています。日本郵船では、企業が事業活動を展開するにあたって人権へ

の配慮が重要性を増しているとの理解に基づき、特に“デューディリジェンス”を

通じた｢人権課題｣へのアプローチ方法を学ぶことを目的として、ニッポンCSR

コンソーシアム｢人権デューディリジェンス ワークショップ｣に参加しています。

 ニッポンCSRコンソーシアム
NPO／ NGOや研究者、企業のCSR担当者などの参加者が、CSR活動を通じて日
本企業の競争優位性を向上させることを目的としてつくられた組織。NPO法人経
済人コー円卓会議（CRT）日本委員会が事務局を務めている

 http://www.crt-japan.jp/index.html

当社では、人権デューディリジェンス ワークショップでの理解や気づきに基づき、すでに取り組んでいる下記の活動をより一層深化

させました。今後もさまざまなステークホルダーからの意見などを取り込みながら人権についての取り組みを推進していきます。

人権研修の実施（2012年11月～ 2013年1月）
国連グローバル・コンパクトの原則1-6（人権・労働基準）を
テーマにしたe-ラーニングを国内外グループ会社を対象に実
施しました。

NYKグループスタンダードの改定（2013年１月）
国内外グループ会社に対するNYKグループスタンダードに“児
童労働・強制労働などの人権侵害への非人道的な雇用慣行を
決してしない。”と明記することを決定しました。

CSR担当者連絡会の実施（2013年2月）
国内グループ会社に設置しているCSR担当者を対象に連絡会
を実施し、サプライチェーンにおける人権・労働慣行について
の課題認識を深めました。

グローバル・コンパクト推進委員会の実施（2013年2月）
グローバル・コンパクト推進委員会を実施し、グローバル
ヒューマンリソースサーベイ結果に基づく国内外グループ会
社の人権・労働基準への取り組みを確認しました。

ニッポンCSRコンソーシアム
「人権デューディリジェンス ワークショップ」への参加

ワークショップの概要と当社の対応

特定非営利活動法人
経済人コー円卓会議
日本委員会　
専務理事兼事務局長

石田 寛さん
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経営管理体制
当社と関わりのあるすべてのステークホルダーの皆さまからの期待に応えるべく、経営の透明性・ 

効率性を担保し、最適な経営管理体制の維持・構築に努めています。

 76 コーポレート・ガバナンス

 81 取締役および監査役ならびに経営委員一覧

 82 独立役員
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コーポレート・ガバナンス

（1）業務執行の体制

当社は、監査役による監査機能の実効性を高める一方、会社

業務に精通した社内取締役を中心とする経営が最も適切で

あると判断し、監査役会設置会社の形態を採用しています。

監査役会は社外監査役2名を含む監査役4名で構成され、監

査役は取締役の職務執行を監査しています。また、当社は監

査役専従の監査役室を設置しています。

　当社の取締役会は社外取締役2名を含む13名で構成され

（2013年6月25日時点）、法定事項の決議、重要な経営方針・

戦略の策定、業務執行の監督などを行っています。

　当社は経営委員制度を導入し、取締役兼務者を含む29名

（但し社外取締役は経営委員を兼務しません）で構成する経

営委員会を設置し、取締役会の決議と監督のもとに、各経営

委員が業務を執行しています。

　特に経営戦略上の重要案件については、専務経営委員以

上で構成される経営戦略会議において審議し、取締役会に

方向性を示します。また、グループ会社社長会を設置し、グ

ループ一体となった経営の強化と透明性の確保に努めてい

ます。

　こうした体制により、業務執行の権限と責任を明確にし、迅

速かつ適正な意思決定を図り、経営の透明性や効率性の向上

に努めています。

コーポレート・ガバナンスに対する取り組み

当社の経営組織

株主総会

取締役会
社内取締役11名＋社外取締役2名
（経営意思決定・業務執行監督）

監査役会（社内監査役2名＋社外監査役2名）

会計監査人

経営戦略会議（重要案件の審議）

経営委員会（業務執行）

内部監査室
本社各部門

グループ各社

監査

内部監査

選任・解任・監督

選任・解任 選任・解任

報告

グループ会社社長会

（2）各会の機能と役割

当社は、取締役会の戦略策定機能と業務執行監査機能を強化

しコーポレート・ガバナンスの充実を図ると同時に、重要戦略

案件などを審議する経営戦略会議を設置した上で、業務執行

体制をより強化すべく、経営委員制度を導入しています。主な

委員会とその役割は以下の通りです。

経営戦略会議

経営戦略会議は、原則専務以上の経営委員により構成されて

います。当会議では、グループ戦略を中心とした重要戦略案

件を審議し、取締役会に対し方向性を示します。

コーポレート・ガバナンス強化の取り組み

2002年  経営委員制度を導入し、業務執行体制を強化
 経営戦略会議の設置

2005年    経営の効率化を図るため、取締役員数を25名以内から18
名以内へ減員

2006年     経営の透明性を高めるため、アドバイザリー・ボードを設置
   取締役の員数を18名以内から16名以内に減員

2008年    アドバイザリー・ボードを廃止し、社外取締役を選任
   取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に即応で
きる体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に
短縮

2010年    社外役員4名全員を、国内の金融商品取引所が定める独立
役員として届出
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聴取し、重要な決裁書類などを閲覧するなど監査業務を遂行

しています。なお、監査役室（専任者2名）が監査役監査業務

の遂行をサポートしています。監査役は会計監査人の独立性

を監視しつつ、会計監査人と有機的な連携を保ち、情報交換

により相互補完し、各々の監査の質の向上と効率化に努めて

います。また、監査役は、毎月監査役会を開催し、監査結果そ

の他情報の共有を図るほか、定期的に内部監査室と打ち合わ

せを行うことに加え会計監査人を交えた打ち合わせを実施

し、三者の連携強化に努めています。

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は板垣雄士

氏、小野敏幸氏、五十嵐徹氏、野田智也氏であり、いずれも有

限責任監査法人トーマツに所属し、継続監査年数は7年以内

です。

　また、当社の監査業務に係わる補助者の構成については、

公認会計士9名、その他19名であり、一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して監査を行っています。

（5）監査報酬の内容

その他重要な報酬の内容

前連結会計年度および当連結会計年度とも財務諸表監査 

および内部統制監査を受ける主要な海外連結子会社は主 

として、当社の監査公認会計士などと同一のネットワーク 

（Deloitte Touche Tohmatsu Limited）に属している会計事務

所と監査契約を締結しています。

グループ会社社長会

グループ会社社長会は、当社の経営戦略会議メンバーと戦略

的グループ会社の社長により構成されています。当会では、当

社グループが一体として機能するための戦略的意思決定の仕

組みづくり、当社とグループ各社の権限の明確化、グループ経

営の透明性向上に取り組んでいます。

経営委員会

経営委員会は、取締役会の決議と監督の下に業務執行に専念

する体制として導入され、当委員会を従来の役員会に替えて

毎週開催の定例会議としています。当委員会では、業務執行

状況の報告と問題提起および討議を行っています。

（3）役員報酬

（4）監査の体制

当社の内部監査室は、取締役会で承認された「内部監査規則」

に基づいて、当社および国内グループ会社の内部監査ならび

に当社の入出金統制状況の監査を実施しています。なお、海

外グループ会社の内部監査は、内部監査室の方針と指導の

下、海外4カ所（米州、欧州、東アジア、南アジア）の地域統括

会社に所属する内部監査人により実施され、内部監査室およ

び地域統括会社の長へ報告が行われています。

　社外監査役2名を含む監査役（4名）は、監査役会が定めた

監査計画に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほ

か、取締役、内部監査室などからその職務執行などの状況を

区分 人員数 報酬などの額

取締役（うち社外取締役）  15人（2人） 549百万円（37百万円）

監査役（うち社外監査役）  5人（3人） 90百万円（24百万円）

合計（うち社外役員）  20人（5人） 639百万円（61百万円）

*1. 当該事業年度に退任した役員も対象に含みます。
*2. 当該事業年度に係る取締役賞与の支給はありません。

役員報酬の内容

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明 
業務に 
基づく報酬
（百万円）

非監査 
業務に 
基づく報酬
（百万円）

監査証明 
業務に 
基づく報酬
（百万円）

非監査 
業務に 
基づく報酬
（百万円）

提出会社 150 14 150 4

連結子会社 143 0 144 0

計 294 15 294 5

監査公認会計士などに対する報酬の内容

 CSR活動>コーポレート・ガバナンス
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（1）内部統制活動

会社法や金融商品取引法をはじめとする関連法規への対応

および内部統制の強化を図るため、社内関連部署にまたがる

横断的機能として、内部統制委員会を設置しています。この内

部統制委員会では、内部統制は財務報告の信頼性、法令の遵

守、業務の有効性・効率性、資産の保全という企業の4つの目

的を達成する手段であるという観点から、定期的に内部統制

状況を確認し、その結果を改善につなげています。また、会社

法に対応する内部統制システム整備に関する基本方針も取

締役会で決議しました。引き続き、違法行為や不正を防止し、

また、組織が適切かつ効率的に運営されるように、体制の強

化および社内規程の整備を進めています。

（2）財務報告に係る内部統制

財務報告に係る内部統制については、内部統制報告制度（金

融商品取引法の規定による）の実施基準に準拠して、整備お

よび運用を行っています。今後もこの内部統制体制を維持し、

定着を図っていくことで、財務報告の信頼性の確保に努めて

いきます。

内部統制システム

（3）内部監査活動

経営の健全性や有効性・効率性を確認し、改善のための提言

と進捗のフォローアップを行うのが、内部監査活動です。内部

監査室は、当社の本体監査および約120の国内グループ各社

への事業監査を実施しています。約160拠点の海外グループ

会社への内部監査は、海外4カ所（東アジア、南アジア、欧州、

米国）に設置した地域統括会社に所属する内部監査人により

実施され、内部監査室および地域統括会社の長へ報告が行わ

れています。また、経営権を有する孫会社や持ち株比率50%

以下の関連会社も監査活動の対象と捉えており、海外グルー

プ会社も含めほぼ3年ごとに実地監査を行っています。

2012年度の主な監査活動

1.  グループ会社監査 年間国内20社、海外51拠点に往査

2. 日本郵船㈱本社の各部門、支店を対象にした監査

3.  支払承認業務を委託している国内外グループ会社への支

払統制監査

4.  日本郵船㈱本社の入出金を伴う業務の統制監査

監査公認会計士などの提出会社に対する非監査業務の

内容

■ 前連結会計年度

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監

査業務の内容は、国際財務報告基準（IFRS）に関する助言・

指導業務などであります。

■ 当連結会計年度

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監

査業務の内容は、財務に関する調査業務などです。

監査報酬の決定方針

当社は、適正かつ効率的な監査を実現するために必要な監査

日数および人員数などにつきまして、監査公認会計士等と十分

な協議を重ねた上で、監査報酬を定めるように努めています。
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（1）リスク管理

当社グループの事業や業績は、世界各国の経済や政治情勢、

環境規制、安全・保安対策などの社会的な要因、自然災害、技

術革新などにより、影響を受ける可能性があります。当社で

は、リスク管理方針およびリスク管理規程に基づき、企業のリ

スクを全社的な視点で総合的に集計・統括し、リスクに対して

適切な対応を行う体制を整備しています。

全社的リスク管理

全社的にリスクを把握するため、定期的なリスクの洗い出しと

評価を行い、経営に影響を及ぼすリスクを経営者が自ら抽出し

ております。加えて、ここで抽出されたリスクに対しては経営者

自ら対応策の確認・評価を行い、対応の指示を行っています。

　経営に影響を及ぼすリスク以外は、担当部門が適切な対応

策を実施し、部門長が確認・評価を行い、その結果をリスク管

理部門が統括しています。

情報セキュリティ対応

電子情報のセキュリティ対策への取り組みも、重要な課題と

なっています。当社グループに対してもコンピュータ上のデータ

リスクマネジメント

IRに関する活動状況　  CSR活動>ステークホルダーとともに　□ 株主・投資家の皆さまとともに

の暗号化、スパイウェア対策、ユーザー並びに技術者へのセ

キュリティ啓発活動およびネットワークセキュリティ対策の

見直しなどを実施しています。

（2）危機対応

災害時などの対応

災害や事故などで被害を受けた際に、重要な機能を可能な限

り中断せず、また中断した場合にもできるだけ早急に復旧で

きるように、グループ会社を含む主要な事業ごとに「事業継続

計画（BCP）」を策定しています。

　2011年3月に発生した東日本大震災を受け、在宅勤務にお

けるBCPの策定、情報インフラの整備、災害備蓄品の補充・見

直しを行うとともに、3日間連続使用可能な非常用発電機への

換装など、より実践的なBCPを作成し、訓練を行っています。 

　なお、内閣府の中央防災会議から発表が予定されている想

定地震の見直しなどがあれば、それに応じて現在のBCP体制

の見直しを行います。

 BCP：Business Continuity Plan

IR活動について

株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆さまに、適

時に公平かつ適切な情報を開示するとともに、双方向のコミュ

ニケーションを積み重ねることが、日本郵船の企業価値の公正

な評価につながると考えています。社長を筆頭に経営陣自らが

率先して事業環境や経営戦略を積極的にわかりやすく説明し

ます。集中日を避けた株主総会の開催、機関投資家を対象とし

た四半期決算説明会・社長スモールミーティング・事業説明会・

国内外の施設見学会の開催、個人投資家を対象とした会社説

明会の開催など、より多くの説明機会の提供にも努めています。 

　当年度は黒字基調への復帰をメインテーマとし、運賃安定

型事業の利益を積み上げていく当社戦略についての説明を

強化し、成長分野の自動車専用船見学会やLNG事業説明会

などを開催しました。

2012年度 IR活動実績
参加社数 参加者

国内での投資家との面談 545社（54社）* 603名（54名）

海外 IRツアー 111社 137名

施設見学会・事業説明会

国内（2回） 49社 62名

海外（1回） 6社 6名

個人 IR

国内（13回） ̶ 1,380名

*（　）は社長 IR
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2012年度　独禁法研修受講状況
2012年度は、計80回（海外39回、国内41回）開催し、計2,693名（海外
1,414名、国内1,279名）が参加しました。
　なお、これまでの累計は以下の通りです。

実施回数 受講者数

集合研修（国内） 153回 4,241名

集合研修（海外） 161回 4,718名

計 314回 8,959名

コンプライアンス活動

2012年度のコンプライアンス活動としては、4月にすべてのグ

ループ長・室長・支店長を組織のコンプライアンスのリーダー

とするエシックスリーダー制度を導入、運用を開始しました。

毎年9月に実施するコンプライアンス総点検活動では、「あな

たの中の倫理意識は大丈夫ですか？」をテーマに、行動規準と

倫理意識のセルフチェックを促すCCOメッセージを発信し、

社内イントラネットを利用したエシックス通信の配信により

社員一人ひとりのコンプライアンス意識の向上を図りまし

た。また日本全国での暴力団排除条例の施行に伴い、暴排対

応のガイドラインを作成して国内グループ会社にも周知徹底

の上、注意喚起を行ったほか、社員がソーシャルメディアを適

切に活用し無用なトラブルに巻き込まれないようグループ報

で注意を呼びかけました。コンプライアンス教育についても、

階層別研修などを充実させました。 

　全世界各地域の事情に応じて設置しているヘルプライン

（国内では「郵船しゃべり場」）の運用により、匿名通報を可能

とし、不正の防止につながる情報を迅速に収集できる体制を

整備するとともに、透明性の高い企業風土の醸成に努めてい

ます。
 郵船しゃべり場

社外弁護士を含む6名を「聞き役」とし、コンプライアンスに関わる相談・通報を幅広く受
け付ける。利用対象は当社および国内グループ会社63社でグループ全体への拡大を図っ
ている。

コンプライアンス

独占禁止法への対応

当社は、近年の世界的な独占禁止法（以下、独禁法）の急速な

広がりと適用の厳格化、また遺憾ながら当社グループにおい

て複数の公正取引関連の嫌疑を受ける事案が発生したこと

を厳粛に受け止め、このような事態が二度と起きないよう公

正取引を徹底します。2008年7月に独禁法タスクフォースを

設置し、2011年4月には、同プロジェクトをさらに発展させ、

フェアトレード推進グループを設立しました。さらに、当社

は、取締役会において監査役を含む全社員が真摯な取り組み

と適正な対応を徹底することを確認し、当局の調査に全面的

に協力しています。また、従前より実施していた独禁法研修に

よる社内指導、また同業他社との接触をさらに厳格な規制の

下に置いたことに加え、新たに社外役員を含む独禁法遵法活

動徹底委員会を設置するほか、投資案件における競争法に

係る事前審査制度の導入など、各種施策の拡充、強化に努め

ます。

　2012年度は、従来に引き続き、国内外で多くのグループ会

社従業員に対して研修を行い、世界中の200社以上のグルー

プ会社に任命された独禁法担当者と連絡を取りながら、各社

での独禁法コンプライアンスの浸透を確認し、独禁法に対す

るグループ従業員一人ひとりの意識改革を図っています。

2012年度　コンプライアンス研修受講状況
実施回数 受講者数

集合研修* 15回 706名

*  2002年度以降延べ318回、7,963名
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取締役および監査役ならびに経営委員一覧
（2013年6月25日現在）

1  宮原 耕治
 代表取締役会長・会長経営委員

2  工藤 泰三
 代表取締役社長・社長経営委員

3  内藤 忠顕
 代表取締役・副社長経営委員
 技術本部長
 （上級環境管理責任者：ECEM、技術戦略会議議長）
 IT戦略会議議長
 （チーフインフォメーションオフィサー：CIO）

4  田澤 直哉
 代表取締役・専務経営委員
 総務本部長
 （チーフコンプライアンスオフィサー：CCO）

5  水島 健二
 代表取締役・専務経営委員
 経営企画本部長
 （チーフファイナンシャルオフィサー：CFO）

6  長澤 仁志
 代表取締役・専務経営委員
 不定期専用船戦略会議議長
 エネルギー輸送本部長

7  力石 晃一
 代表取締役・専務経営委員
 自動車輸送本部長

8  丸山 英聡
 取締役・常務経営委員
 一般貨物輸送本部長

9  左光 真啓
 取締役・常務経営委員
 ドライバルク輸送本部長
 客船本部長

10 大鹿 仁史
 取締役・経営委員

11 小笠原 和夫
 取締役・経営委員

専務経営委員

赤峯 浩一

常務経営委員

服部 浩
坂本 深
阿部 隆
田中 康夫

経営委員

中井 拓志
和崎 揚子
磯田 裕治
三木 賢一
永井 圭造
庄司 勉
吉田 芳之
高橋 栄一
安川 裕行
田島 哲明
岡本 宏行
スヴェイン・スタイムラー
ジェレミー・ニクソン

監査役

甲斐 幹敏
杉浦 哲
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社外取締役・社外監査役の選任方針
①  企業経営者としての豊富な経験や、世界情勢、社会・経済動向などに関する高い見識を持つ者から選任し、多様な視点から、
適切な意思決定、透明性の確保と監視機能の強化を図ります。

② 独立性確保に留意し、一般株主と利益相反の生じる恐れがない人物を選任しています。

取引関係・利害関係
社外取締役2名および社外監査役2名につきましては、当社との間に特別の利害関係はありません。
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独立役員
（2013年6月25日現在）

略歴
1968年 外務省入省
1991年 同省退官
1991年  株式会社岡本アソシエイツ
 代表取締役（現職）
1996年 内閣総理大臣補佐官
1998年 同上退官

2001年 内閣官房参与
2003年 同上退官
 内閣総理大臣補佐官
2004年 同上退官
2008年   当社社外取締役
 （非常勤、独立役員）

重要な兼職の状況
株式会社岡本アソシエイツ　代表取締役
三菱マテリアル株式会社　社外取締役
三菱自動車工業株式会社　社外監査役

略歴
1984年 日本銀行入行
1992年 株式会社日本総合研究所入社
1994年 同社主任研究員
2000年 同社主席研究員
2001年  慶應義塾大学大学院
 特別招聘教授

2006年  株式会社日本総合研究所
理事（現職）

2008年   当社社外取締役
 （非常勤、独立役員）

重要な兼職の状況
株式会社日本総合研究所　理事

略歴
1964年 中部電力株式会社入社
1997年 同社取締役資材部長
1999年 同社常務取締役名古屋支店長
2001年 同社代表取締役社長
2006年 同社代表取締役会長
2010年 同社相談役

2011年   当社社外監査役
 （非常勤、独立役員）

重要な兼職の状況
中部電力株式会社　相談役
名古屋鉄道株式会社　社外監査役
中日本高速道路株式会社　社外取締役会長

略歴
1967年 総理府入府
1996年 総務庁人事局長
1997年 同庁長官官房長
1999年 総務事務次官
2001年 同上退官
2001年   独立行政法人国立公文書館

館長

2009年 同館顧問（現職）
2012年   当社社外監査役
 （非常勤、独立役員）

重要な兼職の状況
独立行政法人国立公文書館　顧問

岡本 行夫
社外取締役

取締役会出席：13回／14回（出席回数／開催回数）
□ 国際情勢に精通する専門家として幅広い知識と見識から発言していただきました。

翁 百合
社外取締役

取締役会出席：14回／14回（出席回数／開催回数）
□ 経済・金融情勢に精通する専門家として幅広い知識と見識から発言していただきました。

川口 文夫
社外監査役

取締役会出席：13回／14回　監査役会出席：16回／16回（出席回数／開催回数）
□ 企業経営などの豊富な経験を通じて培われた見識を当社の監査に活かしていただきました。

池 光興
社外監査役

取締役会出席：11回／11回　監査役会出席：12回／12回（出席回数／開催回数）
□ 官界における豊富な経験を通じて培われた見識を当社の監査に活かしていただきました。
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2013年3月期の業績について分析・解説しています。連結財務諸表についてもこちらをご覧ください。
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 90 連結貸借対照表

 92 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
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業績概況

■ 業績概況

　当期の世界経済は、米国では、住宅市場の回復、好調な自動

車販売、シェールガス革命等により景気回復を維持しました

が、欧州では、財政・金融問題が長期化、不安定な状況が続き

ました。新興国経済は、中国やインドで成長鈍化が見られた

ものの先進諸国に比し高いGDP成長率を維持、ASEAN経済

も生産拠点の同地域への移管等の動きを受け、活況を呈しま

した。また、この間日本を含む世界の主要な国々で首脳交代

が相次ぎ、新政権による政治経済運営が今後の世界経済に大

きく影響を及ぼすものと思われます。 

　海運を取り巻く環境としては、1ドル80円をはさんで推移し

ていた為替が、12月の政権交代以降大幅に円高修正に動き、

期末には90円台半ばまで進みました。燃料油価格は一時1

トン当たり700ドル台まで高騰、通期平均でも673.27ドルと過

去最高値圏で推移しました。海運市況は一部の船種を除いて

新造船の大量竣工に伴う需給ギャップの拡大から総じて低迷

を続け、本格的な回復には至りませんでした。 

　定期船事業では、欧州航路をはじめとする主要航路におい

て所属するアライアンスを通じた配船合理化を実施、運賃水

準の回復と維持に取り組んだことにより業績は大幅に改善し

ました。不定期専用船事業の自動車船部門では、前期の東日

本大震災やタイの洪水の影響から回復し堅調な荷動きを維

持しましたが、ドライバルカー部門では新造船の竣工量が

ピークを迎え、市況は低迷を続けました。タンカー部門では

LNG船は概ね順調でした。また、世界的な需要低迷から航空

運送事業及び客船事業の業績は低調に推移し、物流事業の

業績も伸び悩みました。 

　こうした状況下、当社グループでは全社を挙げて減速航海

等による燃費節減運動や3M（ムダ、ムラ、ムリ）解消プロジェ

クトに取り組むことによりコスト削減を図り競争力強化に努

めました。

　これらの結果、売上高は前期比892億円増（4.9%増）となり

ました。売上原価は燃料油価格の高騰等により同434億円増

加（2.6%増）したものの、減速航海をはじめあらゆるコスト削

経営成績の解説と分析
3月31日に終了した各連結会計年度

連結業績
（億円）

2012年通期
（実績）

2013年（実績）
通期 前期比 2014年通期

（予想） 前期比
1Q 2Q 3Q 4Q

売上高 18,078 4,775 4,664 4,624 4,906 18,971 892 20,900 1,929

営業損益 –241 68 110 –21 16 174 415 455 281

経常損益 –332 48 82 22 24 177 509 400 223

当期純損益 –728 –13 –28 73 157 188 917 270 82

為替レート（／ $） ¥78.90 ¥80.77 ¥78.69 ¥79.79 ¥90.07 ¥82.33 ¥3.43円安 ¥90.00 ¥7.67 円安

燃料油価格（／MT） $666.22 $716.78 $660.62 $668.97 $646.71 $673.27 $7.05高 $650.00 $23.27安

経常損益前期比増減分析（2012年 vs 2013年）
（億円）

円安 37 3.43円の円安、1円安で約11億円増益

燃料油高 –10 $7.05上昇、$1／MT上昇で約1.4億円減益

海運市況変動 307 コンテナ船運賃、自動車輸送量の回復

コスト削減 274 定期船部門239億円削減

新規連結 6

その他 –105

合計 509

為替レートと消費燃料油価格の推移
（円 /$） （$/MT）

09年
（3月期）

10年 11年 13年12年0

80

110

90

100

0

200
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400

600

101

503

394

484

666 673

93

86

79

82

 為替レート（左軸）　  消費燃料油価格（右軸）
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セグメント別概況

■ 定期船事業

　先進国向けを中心に荷動きが低迷する一方、大型コンテナ

船の竣工が増加する状況下、コンテナ船各社が配船合理化に

積極的に取り組んだことにより、需給関係が改善に向かい、欧

州航路や中南米西岸航路を中心に夏場にかけて運賃修復が

浸透しました。第3四半期以降は荷動きの減速感が顕著とな

り、市況が悪化し運賃水準が下落しました。旺盛な荷動きを

示すアジア域内航路においては、需要の拡大に応じた配船網

の拡充を図り競争力を高める一方で、東西航路ではGA（グ

ランド・アライアンス）やG6アライアンスを通じた配船合理化

セグメント別業績
（億円）

当期実績 次期業績予想*3

2012年 2013年 増減 2013年 2014年 増減

一般貨物
輸送事業

定期船事業*2
4,187 4,418 231 5,360 6,130 769

–447 –94 353 –16 150 166

ターミナル関連事業*1
1,400 1,408 7 ̶ ̶ ̶

77 69 –7 ̶ ̶ ̶

航空運送事業
826 778 –47 778 880 101

33 –48 –82 –48 –50 –1

物流事業
3,651 3,668 16 3,668 4,220 551

92 47 –44 47 75 27

不定期専用船事業*2
7,308 7,955 647 8,318 8,410 92

–77 186 264 178 180 2

その他事業

客船事業
324 350 25 350 430 79

–58 –37 20 –37 10 47

不動産業
108 104 –4 104 100 –4

39 39 0 39 40 0

その他の事業
1,845 1,736 –109 1,736 1,770 33

8 14 6 14 –5 –19

上段：売上高　下段：経常損益
*1. ターミナル関連事業は、2014年3月期より定期船事業に含まれます。
*2. 定期船事業に含まれていた日之出郵船は、2014年3月期より不定期専用船事業に含まれます。
*3. 業績予想の数値はすべて新しいセグメント区分に基づきます。

減に取り組み、売上高に占める売上原価の割合は2.0ポイント

改善しました。その結果、営業損益は前期比415億円増加し、

売上高営業利益率は前期△1.3%から0.9%に改善しました。

経常損益は前期比509億円増加し、当期純損益は損失を計上

した前期比917億円増と大幅に改善し利益を計上しました。

　なお、最近の為替レートと燃料油価格の変動は左ページの

とおりです。

■ 次期の見通し 

　コンテナ船、ドライバルカー、原油タンカー等は、引き続き

低迷する海運市況の影響を受けますが、全社的に徹底した燃

料油削減活動や定期船事業における配船合理化による固定

費削減、最適経済運航の拡大等により大幅なコスト削減を図

ります。不定期専用船事業の自動車船部門では、日本車の輸

送台数の増加を見込みます。LNG船は新造船の竣工もあり業

容を拡大していきます。航空運送事業は依然厳しい状況が続

きますが、物流事業、客船事業は業績の改善を見込みます。こ

れらの結果、下表のとおり増収増益を見込んでいます。
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を進めてコスト削減に取り組みました。また、燃料油価格の

高騰に対処するため、海上ブロードバンド通信を利用し気象・

海象等の各種情報をリアルタイムで取り込み、船ごとに最適

な運航ルートを選定し、効率的な運航の徹底に努めました。

また、不経済船の返船及び解撤を進め、運航費及び船費の削

減に取り組みました。以上の結果、前期比増収となり、損失も

大幅に縮小しました。

■ ターミナル関連事業 

　コンテナ船の新アライアンスによるサービス改編と合理化

等の影響もあり、国内外コンテナターミナルの総取扱量は前

期より減少したほか、一部の事業の資産処分と減損処理の結

果、前期比で減益となりました。

■ 航空運送事業

　日本貨物航空㈱は、継続的なコスト削減と機材の機動的運

用に努めましたが、日本発航空貨物の荷動き低迷やそれに伴

う運賃下落が大きく影響し、前期比で業績は悪化、損失を計

上しました。

■ 物流事業

　航空貨物輸送は世界的に貨物量が減退し、特に日本発航空

貨物取扱量が欧州・アジア向けで減少しました。海上貨物輸

送は、販売拡大や事業統合により取扱量は増加しましたが、

輸送コスト上昇等の影響により収益性は厳しい状況となりま

した。ロジスティクス事業は南欧を中心とした地域で苦戦し

ましたが、南アジア・オセアニアでは販売拡大もあり堅調でし

た。日本国内の内航船事業は好調で前年を上回る利益を上げ

ました。結果として、物流事業全体では、売上高は前期並みで

したが、大幅な減益となりました。

■ 不定期専用船事業

　自動車船部門では、日本やタイでの自然災害により完成車

輸送に大きな影響のあった前年度に比し、輸送量は堅調な回

復を見せました。海上輸送を補完する自動車関連物流事業で

も、中国、タイ、シンガポール及び欧州での完成車ターミナル

において取扱台数を増やしたほか、中国、インド及び東南アジ

ア等新興国における完成車陸上輸送、配送物流センター及び 

PDI の各事業の規模を拡大しました。

　ドライバルカー部門では、中国向け輸送を中心に荷動き

は増加しましたが、新造船の大量竣工により船腹量の伸び

率は3年連続で二桁増となり需給ギャップが拡大、大型の

ケープサイズバルカーを中心にほぼ全船型、全水域で市況

は低迷しました。こうした中、減速航海の徹底等のコスト削

減に取り組みました。 

　タンカー部門では、原油タンカーの新造船の竣工数は減少

し、秋口にかけて一時的に回復はしたものの、本格的な需給

ギャップ解消には至らず市況は底値圏で推移しました。石油

製品タンカーの市況は下期には回復を見せ、LNG船は旺盛な

需要を背景に順調に推移しました。海洋事業では、4月にドリ

ルシップがブラジル沖で操業を開始しました。

　以上の結果、不定期専用船事業全体では、前期比増収と

なり、利益を回復しました。

コンテナ船運賃推移（指数表示 2009年1Q＝100）

（3月期）

2012年通期
（実績）

2013年（実績）
通期 2014年通期

（予想）1Q 2Q 3Q 4Q

アジア→北米 100 104 107 103 102 104 107

アジア→欧州 73 86 84 76 74 80 77

物流事業の貨物取扱量（輸出）

（3月期）
2011年
（実績）

2012年
（実績）

2013年
（実績）

2014年
（予想）

海上フォワーディング
事業（万TEU）

42 45 55 65

航空フォワーディング
事業（万トン）

34 35 31 33
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財政状態に関する分析

自己資本／自己資本比率／ ROE
（億円） （%）

有利子負債／デット・エクイティ・レシオ
（億円） （倍）

（3月末）
09年 10年 11年 13年12年–3,000

0

9,000

3,000

6,000

–12

0

36

12

245,441

26.3

9.5

–2.9

11.7

–11.5

3.1

30.0
32.2

27.3 26.8
6,612 6,846 6,510

5,793

（3月末）
09年 10年 11年 13年12年0

15,000

5,000

10,000

0

3.0

1.0

2.0

10,779

1.98

1.64
1.43

1.84
1.98

10,818
9,819

12,921

10,671

■ 自己資本（左軸）　  自己資本比率（右軸）　  ROE（右軸） ■ 有利子負債（左軸）　  デット・エクイティ・レシオ（右軸）

　総資産は前期末に比べて3,081億円増加し、2兆4,303億円

となりました。

　負債合計額は、前期末に比べて2,319億円増加し、1兆 

7,316億円となりました。これは、主に長期借入金が増加し

たことによります。

　純資産の部では、利益剰余金が119億円増加し、株主資本

とその他の包括利益累計額の合計である自己資本が6,510

億円となり、これに少数株主持分476億円を加えた純資産

の合計は、6,987億円となりました。これらにより、有利子負

債自己資本比率（D/E レシオ）は1.98となりました。

ドライバルカー市況／タンカー市況
（$／日）
（3月期）

自動車輸送台数
（万台）
（3月期）

2012年（実績） 2013年（実績） 2014年（予想）

292 346 350

■ 客船事業

　北米市場のクリスタル・クルーズは、欧州債務危機による南

欧地域の混乱や中近東・北アフリカ地域の政情不安等により

地中海クルーズの販売が低迷しました。日本市場の飛鳥ク

ルーズは、東日本大震災の影響を大きく受けた前期と比較し

て業績が大幅に改善しました。客船事業全体では前期比増収

となり、損失額が減少しました。

■ 不動産業、その他の事業

　不動産業は、ほぼ前期並みの利益を確保しました。その他

の事業では、商事業の主力である船舶用燃料油の販売数量減

による減収効果が大きかったものの、各事業会社においてコ

スト削減を進めた結果、前期比減収増益となりました。

2012年（実績） 2013年（実績） 2014年（予想）

ドライバルカー
不定期船運賃指数（BDI） 1,425 905 1,086

ケープサイズ（4TC） 15,347 7,370 11,250

タンカー VLCC 18,705 16,360 17,000

*1. スポット用船料
*2. 4TC＝4航路平均
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資産の財源及び資金の流動性についての分析

■ キャッシュ・フローの状況

　当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整

前当期純利益325億円、現金支出を伴わない減価償却費

975億円、利息の支払額△175億円等により939億円となり

ました。投資活動によるキャッシュ・フローは、船舶投資を

中心とする固定資産の取得による支出等により△1,355億

円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フロー

は、長期借入れによる収入2,823億円等により1,779億円と

なりました。以上に現金及び現金同等物に係る換算差額等

を加味した現金及び現金同等物の当期末残高は、期首残高

比1,470億円増の2,984億円となりました。

■ 資金需要及び設備投資

　当社グループの運転資金需要のうち主なものは、当社グ

ループの定期船事業や不定期専用船事業運営に関する海

運業費用です。この中には貨物費・燃料費・港費等の運航

費、船員費・船舶修繕費等の船費及び借船料などが含まれ

ます。このほか物流事業やターミナル関連事業、航空運送

事業等の運営に関する労務費等の役務原価、各事業につい

ての人件費・情報処理費用・その他物件費等の一般管理費

があります。

　一方、設備資金需要としては船舶・航空機投資や物流設備・

ターミナル設備等への投資があります。当期中に3,038億円

の設備投資を行っています。

■ 財務政策

　当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金につい

ては、財務の健全性を損なうことなく、また、過度に特定の市

場リスクに晒されることなく安定的に確保するために、金融

機関からの借入や社債、コマーシャル・ペーパーの発行による

調達を行うこととしているほか、船舶・航空機に関してはリー

スや船主からの中・長期用船も行うこととしています。

　当社グループの主要な設備である船舶投資については、営

業活動によって個々の船舶が将来収受する運賃もしくは貸船

料収入の通貨や期間にあわせた長期の借入のほか、社債発行

により調達した資金や内部留保した資金も投入しています。

このほか物流・ターミナル施設等設備投資についても同様に

将来のキャッシュ・フローにあわせた安定的な資金等を投入

しています。

　次に運転資金については、主に期間が1年以内の短期借入

並びにコマーシャル・ペーパーの発行により調達することとし

ていますが、一部長期の借入によっても調達しています。

キャッシュ・フロー
（億円）

（3月期）
09年 10年 11年 13年12年–2,000

–1,000

2,000

0

1,000

295

1,504

–1,702

–437

–1,627
–1,394 –1,355

621

1,745

298

939

1,373

–1,001

1,779

721

■ 営業活動によるキャッシュ・フロー　■ 投資活動によるキャッシュ・フロー
■ 財務活動によるキャッシュ・フロー
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利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題

の一つとして位置付け、連結配当性向25%を目安とし、業績の

見通し等を総合的に勘案し利益配分を決定しております。 こ

れらを踏まえ、当期は、期末配当を1株当たり2円とし、同中間

配当金2円と合わせた年間配当金を1株当たり4円とする予定

です。2014年3月期についても、連結配当性向25%を目安に

安定的な配当を継続すべく、中間及び期末ともに1株当たり

2円、年間配当金4円とする予定です。

2013年3月31日現在の長期借入金の残高は9,119億円で、通貨

は円のみならず米ドル、ユーロ等の外貨建借入金を含んでお

り、金利は変動及び固定です。また、資本市場から調達した社

債の残高は、2013年3月31日現在2,454億円となっています。

　当社グループは、資金の流動性確保に努めており、2013年

3月31日現在1,000億円のコマーシャル・ペーパー発行枠に加

え、シンジケーション方式等による金融機関からの円建て及

び米ドル建てコミットメントライン（借入枠）を有しているほ

か、キャッシュマネジメントシステム等を活用しグループ内金

融による資金効率向上にも取り組んでいます。

　なお、当社は国内2社、海外1社の格付機関から格付を取得し

ています。2013年3月31日現在の負債格付は、日本格付研究所

（JCR）：「A＋」、格付投資情報センター（R&I）：「A－」、ムーディー

ズ・インベスターズ・サービス：「Baa2」となっています。

1株当たり配当金／当期純損益
（円）

（3月期）
09年 10年 11年 13年12年–50

0

50

–25

25

45.7

15.0

4.0
11.0

4.0 4.0

–12.7

46.3

11.1

–42.9

■ 1株当たり配当金　■ 1株当たり当期純損益

格付
（2013年3月31日現在）

日本格付研究所（JCR）
長期優先債務格付 A+

格付投資情報センター（R&I）
発行体格付 A－
短期格付 a-1

Moody’s
発行体格付 Baa2
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連結貸借対照表
日本郵船株式会社および連結子会社 
（2013年および2012年3月31日現在）

単位：百万円 単位：千米ドル*

資産の部 2013 2012 2013

流動資産
　現金及び現金同等物 ¥  298,429 ¥  151,336 $ 3,173,096

　有価証券 42 283 452

　受取手形及び営業未収入金 222,532 196,333 2,366,103

　たな卸資産 64,603 60,884 686,902

　繰延税金資産 4,872 4,562 51,812

　前払費用及びその他の流動資産 147,004 130,566 1,563,044

　貸倒引当金 (2,437) (2,786) (25,914)

　　流動資産合計 735,047 541,180 7,815,496

有形固定資産（償却後簿価）
　船舶 900,342 769,402 9,573,015

　建物及び構築物 73,926 74,748 786,034

　航空機 22,651 4,068 240,841

　機械装置及び車両運搬具 33,119 29,121 352,150

　器具及び備品 6,203 6,316 65,957

　土地 64,391 63,280 684,653

　建設仮勘定 180,138 234,976 1,915,351

　その他の有形固定資産 5,652 4,628 60,103

　　有形固定資産（償却後簿価）合計 1,286,426 1,186,543 13,678,108

投資その他の資産
　投資有価証券 143,880 147,226 1,529,825

　非連結子会社及び関連会社に対する投資 119,284 109,543 1,268,310

　長期貸付金 17,857 16,228 189,875

　繰延税金資産 6,473 6,798 68,832

　無形固定資産 15,835 14,791 168,369

　のれん 23,173 23,531 246,395

　その他の資産 85,966 79,812 914,046

　貸倒引当金 (3,579) (3,422) (38,062)

　　投資その他の資産合計 408,891 394,510 4,347,593

資産合計 ¥2,430,364 ¥2,122,234 $25,841,198

* 表示されている米ドル金額は、便宜上2013年3月31日の為替レートである、1米ドル=94.05円で日本円から換算したものです。
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単位：百万円 単位：千米ドル*

負債の部及び純資産の部 2013 2012 2013

流動負債
　短期借入金 ¥   29,495 ¥   17,816 $   313,612

　1年以内返済予定の長期有利子負債 98,700 126,108 1,049,443

　支払手形及び営業未払金 180,680 165,002 1,921,114

　未払法人税等 5,469 6,788 58,151

　賞与引当金 7,105 7,461 75,547

　役員賞与引当金 314 280 3,340

　独禁法関連引当金 1,632 1,436 17,357

　繰延税金負債 6,666 3,106 70,877

　その他の流動負債 124,226 124,492 1,320,851

　　流動負債合計 454,289 452,492 4,830,297

固定負債
　長期有利子負債 1,163,995 923,200 12,376,348

　退職給付引当金 15,606 15,861 165,942

　役員退職慰労引当金 1,983 2,000 21,086

　特別修繕引当金 16,707 18,218 177,646

　独禁法関連引当金 ̶ 1,728 ̶

　繰延税金負債 33,657 29,692 357,868

　その他の固定負債 45,423 56,549 482,968

　　固定負債合計 1,277,373 1,047,250 13,581,859

　　負債合計 1,731,663 1,499,743 18,412,157

純資産の部

株主資本
　資本金―普通株式

　　授権株式2,983,550,000株

　　2013年─発行済株式数1,700,550,988株 144,319 ̶ 1,534,501

　　2012年─発行済株式数1,700,550,988株 ̶ 144,319 ̶

　資本剰余金 155,619 155,623 1,654,646

　利益剰余金 401,721 389,767 4,271,361

　自己株式─取得原価

　　2013年─4,334,011株 (1,998) ̶ (21,246)

　　2012年─4,261,997株 ̶ (1,988) ̶

　　株主資本合計 699,662 687,722 7,439,262

その他の包括利益累計額
　その他有価証券評価差額金 30,050 21,876 319,511

　繰延ヘッジ損益 (34,705) (52,306) (369,007)

　為替換算調整勘定 (43,423) (77,466) (461,701)

　在外関係会社の年金債務調整額 (528) (484) (5,615)

　　その他の包括利益累計額合計 (48,606) (108,380) (516,812)

　　少数株主持分 47,644 43,148 506,590

　　純資産合計 698,701 622,490 7,429,040

負債純資産合計 ¥2,430,364 ¥2,122,234 $25,841,198

単位：円 単位：米ドル*

1株当たり純資産 ¥   383.83 ¥   341.54 $      4.08

* 表示されている米ドル金額は、便宜上2013年3月31日の為替レートである、1米ドル=94.05円で日本円から換算したものです。
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連結損益計算書及び連結包括利益計算書
日本郵船株式会社および連結子会社 
（2013年および2012年3月31日に終了した連結会計年度）

（連結損益計算書）
単位：百万円 単位：千米ドル*

2013 2012 2013

売上高 ¥1,897,101 ¥1,807,819 $20,171,200

売上原価 1,704,591 1,661,112 18,124,309

　　　売上総利益 192,510 146,707 2,046,891

販売費及び一般管理費 175,075 170,831 1,861,514

　　　営業利益（損失） 17,434 (24,124) 185,376

その他の収益（費用）
　受取利息及び受取配当金 6,653 7,067 70,747

　持分法による投資利益 1,745 2,164 18,559

　支払利息 (17,457) (16,209) (185,621)

　為替差損益 4,378 (2,345) 46,551

　固定資産除売却損益（純額） 6,149 10,785 65,383

　有価証券及び投資有価証券売却損益（純額） 13,154 3,266 139,863

　減損損失 (1,420) (5,511) (15,108)

　投資有価証券評価損 (1,656) (3,513) (17,614)

　その他（純額） 3,613 (2,527) 38,424

　　　その他の収益（費用）（純額） 15,159 (6,823) 161,184

税金等調整前当期純利益（損失） 32,594 (30,948) 346,561

法人税等
　法人税、住民税及び事業税 11,757 13,941 125,015

　法人税等調整額 (900) 25,221 (9,575)

　　　法人税等合計額 10,857 39,162 115,440

少数株主損益調整前当期純利益（損失） 21,736 (70,110) 231,121

少数株主利益 2,840 2,710 30,203

　　　当期純利益（損失） ¥   18,896 ¥       (72,820) $   200,917

単位：円 単位：米ドル*

普通株1株当たり情報
当期純利益（損失）  ¥    11.14 ¥        (42.92)  $      0.12 
配当金 4.00 4.00 0.04

（連結包括利益計算書）
単位：百万円 単位：千米ドル*

2013 2012 2013

少数株主損益調整前当期純利益（損失） ¥   21,736 ¥       (70,110) $   231,121

その他の包括利益
　その他有価証券評価差額金 8,063 (2,936) 85,740

　繰延ヘッジ損益 25,807 505 274,398

　為替換算調整勘定 31,474 (7,807) 334,657

　在外関係会社の年金債務調整額 (58) (469) (624)

　持分法適用会社に対する持分相当額 3,645 (10,022) 38,756

　持分変動差額 (282) 1,340 (3,001)

　　　その他の包括利益合計 68,649 (19,390) 729,927

包括利益 ¥   90,386 ¥       (89,501) $   961,048

内訳
親会社株主に係る包括利益 ¥   83,866 ¥       (91,419) $   891,719

少数株主に係る包括利益 6,520 1,918 69,328

* 表示されている米ドル金額は、便宜上2013年3月31日の為替レートである、1米ドル=94.05円で日本円から換算したものです。
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連結株主資本等変動計算書
日本郵船株式会社および連結子会社 
（2013年および2012年3月31日に終了した連結会計年度）

単位：百万円

発行済
株式数
（千株） 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

在外関係
会社の年
金債務調
整額

その他の
包括利益
累計額合計

少数株主
持分

純資産
合計

2011年4月1日
現在高 1,700,550 ¥  144,319 ¥  155,658 ¥   472,277 ¥   (1,905) ¥   770,349 ¥  24,846 ¥   (43,182) ¥   (67,385) ¥  ̶ ¥   (85,721) ¥   43,466 ¥   728,094

当期純損失 ̶ ̶ (72,820) ̶ (72,820) ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ (72,820)

配当金 ̶ ̶ (11,878) ̶ (11,878) ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ (11,878)

自己株式の取得 ̶ ̶ ̶ (140) (140) ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ (140)

自己株式の処分 ̶ (34) ̶ 57 23 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 23

連結範囲の変動 ̶ ̶ 295 ̶ 295 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 295

連結子会社の決算期
変更に伴う増減 ̶ ̶ 60 ̶ 60 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 60

持分法の適用範囲の
変動 ̶ ̶ 332 ̶ 332 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 332

持分変動差額 ̶ ̶ 1,340 ̶ 1,340 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1,340

その他 ̶ ̶ 160 ̶ 160 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 160

株主資本以外の項目
の期中変動額（純額） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ (2,969) (9,124) (10,081) (484) (22,659) (318) (22,977)

連結会計年度中の
変動額合計 ̶ (34) (82,509) (82) (82,626) (2,969) (9,124) (10,081) (484) (22,659) (318) (105,603)

2012年3月31日
現在高 1,700,550 144,319 155,623 389,767 (1,988) 687,722 21,876 (52,306) (77,466) (484) (108,380) 43,148 622,490

当期純利益 ̶ ̶ 18,896 ̶ 18,896 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 18,896

配当金 ̶ ̶ (6,785) ̶ (6,785) ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ (6,785)

自己株式の取得 ̶ ̶ ̶ (16) (16) ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ (16)

自己株式の処分 ̶ (4) ̶ 7 2 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 2

連結範囲の変動 ̶ ̶ (0) ̶ (0) ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ (0)

持分法の適用範囲の
変動 ̶ ̶ 75 ̶ 75 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 75

持分変動差額 ̶ ̶ (282) ̶ (282) ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ (282)

合併による増加 ̶ ̶ 104 ̶ 104 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 104

その他 ̶ ̶ (55) (0) (55) ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ (55)

株主資本以外の項目
の期中変動額（純額） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 8,173 17,601 34,043 (43) 59,774 4,496 64,270

連結会計年度中の
変動額合計 ̶ (4) 11,953 (9) 11,939 8,173 17,601 34,043 (43) 59,774 4,496 76,210

2013年3月31日
現在高 1,700,550 ¥144,319 ¥155,619 ¥401,721 ¥(1,998) ¥699,662 ¥30,050 ¥(34,705) ¥(43,423) ¥(528) ¥(48,606) ¥47,644 ¥698,701

単位：千米ドル*

発行済
株式数
（千株） 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

在外関係
会社の年
金債務調
整額

その他の
包括利益
累計額合計

少数株主
持分

純資産
合計

2012年3月31日
現在高 1,700,550 $   1,534,501 $  1,654,693 $   4,144,260 $   (21,145) $7,312,309 $   232,609 $(556,157) $(823,673) $(5,149) $(1,152,371) $   458,782 $   6,618,721

当期純利益 ̶ ̶ 200,917 ̶ 200,917 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 200,917

配当金 ̶ ̶ (72,144) ̶ (72,144) ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ (72,144)

自己株式の取得 ̶ ̶ ̶ (178) (178) ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ (178)

自己株式の処分 ̶ (47) ̶ 77 30 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 30

連結範囲の変動 ̶ ̶ (3) ̶ (3) ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ (3)

持分法の適用範囲の
変動 ̶ ̶ 805 ̶ 805 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 805

持分変動差額 ̶ ̶ (3,001) ̶ (3,001) ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ (3,001)

合併による増加 ̶ ̶ 1,115 ̶ 1,115 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1,115

その他 ̶ ̶ (586) (0) (586) ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ (586)

株主資本以外の項目
の期中変動額（純額） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 86,902 187,150 361,972 (466) 635,558 47,807 683,366

連結会計年度中の
変動額合計 ̶ (47) 127,101 (100) 126,953 86,902 187,150 361,972 (466) 635,558 47,807 810,319

2013年3月31日
現在高 1,700,550 $1,534,501 $1,654,646 $4,271,361 $(21,246) $7,439,262 $319,511 $(369,007) $(461,701) $(5,615) $     (516,812) $506,590 $7,429,040

* 表示されている米ドル金額は、便宜上2013年3月31日の為替レートである、1米ドル=94.05円で日本円から換算したものです。
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連結キャッシュ・フロー計算書
日本郵船株式会社および連結子会社 
（2013年および2012年3月31日に終了した連結会計年度）

単位：百万円 単位：千米ドル*

2013 2012 2013

営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益（損失） ¥  32,594 ¥     (30,948) $  346,561
　税金等調整前純利益の営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
　　　減価償却費 97,522 100,857 1,036,925
　　　減損損失 1,420 5,511 15,108
　　　有形及び無形固定資産除売却損（益） (6,149) (10,785) (65,383)
　　　有価証券及び投資有価証券売却損（益） (13,154) (3,266) (139,863)
　　　有価証券及び投資有価証券評価損（益） 2,087 5,490 22,196
　　　持分法による投資損失（利益） (1,745) (2,164) (18,559)
　　　受取利息及び受取配当金 (6,653) (7,067) (70,747)
　　　支払利息 17,457 16,209 185,621
　　　為替差損（益） (1,924) 1,684 (20,466)
　　　売上債権の減少（増加）額 (17,474) (15,479) (185,795)
　　　たな卸資産の減少（増加）額 (2,758) (7,194) (29,331)
　　　仕入債務の増加（減少）額 10,364 8,812 110,204
　　　その他 1,582 (6,684) 16,825
　　　小計 113,170 54,976 1,203,298
　利息及び配当金の受取額 10,148 8,613 107,902
　利息の支払額 (17,533) (16,297) (186,432)
　法人税等の還付額（支払額） (11,833) (17,455) (125,820)
　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 93,951 29,837 998,947

投資活動によるキャッシュ・フロー
　有価証券の取得による支出 (72) (64) (769)
　有価証券の売却による収入 318 916 3,382
　有形及び無形固定資産の取得による支出 (307,050) (309,288) (3,264,758)
　有形及び無形固定資産の売却による収入 158,498 173,272 1,685,258
　投資有価証券の取得による支出 (9,829) (10,399) (104,512)
　投資有価証券の売却による収入 28,311 8,404 301,024
　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ̶ (5,412) ̶
　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 (250) ̶ (2,664)
　貸付金の増加額 (5,837) (14,290) (62,071)
　貸付金の減少額 1,901 11,525 20,216
　その他 (1,555) 5,932 (16,536)
　　　投資活動によるキャッシュ・フロー (135,566) (139,402) (1,441,430)

財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金純増減額 9,763 4,385 103,813
　長期借入による収入 282,344 192,444 3,002,073
　長期借入金の返済による支出 (99,584) (110,872) (1,058,849)
　社債の発行による収入 39,797 54,722 423,148
　社債の償還による支出 (45,000) (54,555) (478,468)
　少数株主からの払込みによる収入 ̶ 799 ̶
　自己株式の取得による支出 (16) (140) (178)
　自己株式の売却による収入 2 23 30
　株主への配当金の支払額 (6,785) (11,878) (72,144)
　少数株主への配当金の支払額 (978) (1,360) (10,408)
　その他 (1,576) (1,409) (16,764)
　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 177,966 72,159 1,892,251
現金及び現金同等物に係る換算差額 10,811 (1,324) 114,955
現金及び現金同等物の増減額 147,162 (38,730) 1,564,723
現金及び現金同等物の期首残高 151,336 189,685 1,609,110
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (162) 556 (1,724)
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額 92 ̶ 987
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額 ̶ (174) ̶
　　　現金及び現金同等物期末残高 ¥ 298,429 ¥ 151,336 $ 3,173,096

* 表示されている米ドル金額は、便宜上2013年3月31日の為替レートである、1米ドル=94.05円で日本円から換算したものです。
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主要連結子会社
（2013年3月31日現在）

（百万円）

会社名 持分比率（%）+ 売上高 総資産 資本金

国内 定期船事業 日之出郵船㈱ 100.00 ¥29,867 ¥37,605 ¥2,100

ターミナル関連事業 ㈱ユニエツクス 83.29 ¥20,959 ¥15,079 ¥934

旭運輸㈱ 95.00 10,179 8,595 100

㈱ジェネック*1 55.14 13,960 15,687 242

アジアパシフィックマリン㈱ 55.14 5,901 2,021 35

日本コンテナ・ターミナル㈱ 51.00 10,764 9,444 250

郵船港運㈱ 80.16 10,570 2,801 100

日本コンテナ輸送㈱ 50.83 6,739 2,184 250

内海曳船㈱ 100.00 5,876 8,885 97

航空運送事業 日本貨物航空㈱ 100.00 ¥77,969 ¥89,914 ¥50,574

物流事業 郵船ロジスティクス㈱ 59.75 ¥68,498 ¥53,207 ¥4,301

近海郵船物流㈱ 100.00 18,301 12,966 465

カメリアライン㈱ 51.00 5,808 1,862 400

不定期専用船事業 NYKグローバルバルク㈱ 100.00 ¥85,512 ¥117,520 ¥4,150

八馬汽船㈱ 74.85 12,023 6,096 500

旭海運㈱ 69.67 11,637 11,355 495

客船事業 郵船クルーズ㈱ 100.00 ¥12,755 ¥10,471 ¥2,000

不動産業 郵船不動産㈱ 100.00 ¥7,831 ¥14,812 ¥450

その他の事業 郵船商事㈱ 78.20 ¥134,894 ¥24,667 ¥1,246

㈱NYK Business Systems 99.82 11,141 1,982 99

三洋商事㈱ 45.23 6,730 5,370 100

㈱ボルテック 100.00 3,133 2,670 30

（百万）

会社名 持分比率（%）+ 売上高 総資産 資本金

国外 定期船事業 Astarte Carriers, Ltd. 100.00 US$0.3 US$1.0 US$0.6 

NYK Line (North America) Inc. 100.00 US$92 US$97 US$4 

ターミナル関連事業 Yusen Terminals Inc. 100.00 US$238 US$191 US$2 

NYK Terminals (North America) Inc. 100.00 US$361 US$274 US$0.001 

物流事業 Yusen Logistics (Americas) Inc. 79.47 US$901 US$233 US$70 

Yusen Logistics (Hong Kong) Ltd. 59.75 HK$2,361 HK$943 HK$55

Yusen Logistics (China) Co., Ltd.*2 79.47 CHY1,193 CHY566 CHY158

Yusen Logistics (UK) Ltd. 78.39 £210 £87 £44

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd. 68.66 B6,952 B5,461 B70

不定期専用船事業 Adagio Maritima S.A. 100.00 ¥169 ¥291 ¥0.1

NYK Automotive Logistics (China) Co., Ltd. 100.00 CHY888 CHY328 CHY195

NYK Bulkship (Atlantic) N.V. 100.00 US$162 US$584 US$106

NYK Bulkship (Asia) Pte. Ltd. 100.00 US$303 US$391 US$7

客船事業 Crystal Cruises, Inc. 100.00 US$276 US$64 US$0.04

*1. 複数の事業区分に所属する。
*2. NYK Logistics (China) Co., Ltd.は2012年4月1日をもって、Yusen Logistics (China) Co., Ltd.に変更。

+ 間接所有割合を含む

使用通貨： B  タイ・バーツ　 CHY  中国元　HK$  香港ドル　US$  米ドル　£  英ポンド



省エネ活動の継続に加え、LED照明の間引き、コンセントの使用量減少により電力消
費量が減少しています。CO2排出量は電力消費量から計算し、2012年度のCO2排出量
の算出には東京電力㈱の係数 0.464kg-CO2／kWh（2011年度実績）を使用していま
す。廃棄物量の再利用率は85%となっています。2012年8月よりデータ収集項目にリ
サイクルを追加しました。

電力からのCO2排出量は、それぞれのターミナルの契約している電力供給業者の排
出係数より、また燃料からのCO2排出量は温対法の係数より算出しています。2012
年度のCO2排出量は、電気のCO2排出係数が2011年度より高くなったため、増加し
ています。
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オフィス Inputは使用実績のある資源・エネルギーなどを掲載

国内3自営コンテナターミナル

運航船舶

■ 日本郵船 ■ 日本郵船本社

■ 海外グループ会社

■ 国内外グループ会社

■ 国内グループ会社

INPUT

2010 2011 2012

C重油 4,601.5 4,671.5 4,649.3
A重油 9.2 7.7 6.4
軽油 51.4 54.7 60.5

（単位：千トン）

INPUT

2010 2011 2012

電気 3,416 2,471 2,410
（単位：千kWh）

ガソリン 30 28 21
（単位：kリットル）

都市ガス 20 21 18
水 20 18 18

（単位：千㎥）

蒸気 1,170 1,469 1,303
紙 32 28 28

（単位：トン）

INPUT

2010 2011 2012

電力 76,176 71,796 63,539
（単位：千kWh）

ガソリン 25,359 5,432 3,125
軽油 28,929 24,657 19,083

（単位：kリットル）

LPG 434 498 604
（単位：トン）

都市ガス 4,224 8,034 8,235
（単位：千㎥）

INPUT

2010 2011 2012

電力 23,028 22,750 22,419
（単位：千kWh）

燃料 2,927 2,861 2,654
（単位：kリットル）

INPUT

2010 2011 2012

C重油 585.2 523.8 506.4
A重油 2.2 1.5 2.5
軽油 8.1 8.1 8.9

（単位：千トン）

INPUT

2010 2011 2012

電気 66,075 63,084 62,813
（単位：千kWh）

ガソリン 830 804 823
灯油 100 92 68
軽油 5,778 5,547 5,395
A重油 18,284 18,245 18,350

（単位：kリットル）

LPG 88 77 68
都市ガス 837 806 795

（単位：千㎥）

蒸気 204 231 164
紙 1,210 478 464

（単位：トン）

温水 169,270 0 0
冷水 475,728 42,935196,720

（単位：メガジュール）

水 364 330 303
（単位：千㎥）

OUTPUT

2010 2011 2012

CO2 14,525 14,749 14,695
NOx 326 331 330
SOx 275 280 275

（単位：千トン）

OUTPUT

2010 2011 2012

CO2 1,605 1,263 1,407
一般廃棄物 35 20 21
産業廃棄物 4 4 4
リサイクル 181 164 138

（単位：トン）

OUTPUT

2010 2011 2012

CO2 183,437 126,011 120,390
（単位：トン）

OUTPUT

2010 2011 2012

CO2 15,912 15,481 17,158
（単位：トン）

OUTPUT

2010 2011 2012

CO2 1,856 1,662 1,614
NOx 42 37 36
SOx 35 31 30

（単位：千トン）

OUTPUT

2010 2011 2012

CO2 95,258 92,899 102,509
一般廃棄物 1,395 1,232 1,122
産業廃棄物 1,321 1,524 1,467
リサイクル ̶ ̶ 321

（単位：トン）

（千トン） （千トン）
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連結子会社を対象とし、2012年度は2013年4月現在の予測値を使用。CO2排出量は
電力消費量から計算し、2010年度、2011年度のCO2排出量の算出には係数0.555kg-
CO2／kWh（2006年度デフォルト値）を使用し、2012年度は係数Greenhouse Gas 
Protocol（GHG Protocol）を使用しています。

このデータは日本郵船単体およびグループ会社運航船に購入した燃料の量より、IMO
ガイドラインの係数に基づき算出しています。

連結子会社を対象とし、2012年度は
2013年4月現在の予測値を使用。CO2

排出量は電力消費量から計算し、2012
年度のCO2排出量の算出には代替値の
係数0.550kg-CO2／kWh（2011年度実
績）を使用しています。2012年8月より
データ収集項目にリサイクルを追加し
ました。
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■ 2012年度の総括
2011年度と同様に革新的な技術開発をはじめ、地球環境保全活動に力を入れて取り組みましたが、2012年度は就航船が2011年度

より少なく、地球温暖化や大気汚染の防止に役立つ環境技術の採用に関するコストが減少しました。

環境保全に要した費用を正しく把握し、その結果の見直しを繰り返し行うことによって、事業活動における適切な環

境保全活動を目指すことが当社の環境会計における基本的な考え方です。

■ 環境保全コスト／効果の年度比較
（単位：百万円）

2011年度 2012年度

環境保全コスト 効果 環境保全コスト 効果

安全推進活動による事故率削減 659 –621 397 –362

地球温暖化や大気汚染の防止、海洋環境の保全、省資源、環境技術の採用 6,635 17,196 4,951 12,870

合計 7,294 16,575 5,348 12,508

* 安全推進活動による事故率削減効果は、前年度比の値を算出。1996年度（当社の基準年）と比較した場合の効果は2,788百万円

集計方法
1.  期間は2012年4月1日から2013年3月31日（船舶の燃
費節減活動の集計期間は2012年1月1日から2012年
12月31日まで）

2.  範囲は本社（国内本支店）、国内自営ターミナル、運航
船舶および付随する業務が中心（ISO14001認証にか
かる審査費用はマルチサイト方式のため、米州、欧州、
南アジア、東アジア地域のグループ会社を含む）

3.  環境省「環境会計ガイドライン2005年版」を参照
4.  投資額は、当期に取得した減価償却対象の環境関連
設備を集計

5.  費用額は、環境保全を目的とした設備の維持管理費、
ならびに人件費を含み、減価償却費は含まない

6.  コストの集計においては、法規則などを遵守するため
のコストは計上せず、自主的な環境保全活動のみを 
計上

7.  効果は、その影響が定量的に把握できるものを計上

■ 環境省ガイドラインによる分類
（単位：百万円）

環境保全コスト

分類 投資 費用

（1） 事業エリア内コスト
 ①公害防止コスト 2,196 0
 ②地球環境保全コスト 1,463 761
 ③資源循環コスト 0 0
（2） 上・下流コスト 0 0
（3） 管理活動コスト

 ①環境マネジメントシステム整備、運用 0 397
 ②環境情報開示、環境広告 0 5
 ③環境教育 0 2
 ④環境改善対策 0 0
（4） 研究開発コスト

 環境負荷低減 0 519
（5）社会活動コスト

 社会貢献活動 0 5
（6） 環境損傷対応コスト 0 0
合計 3,659 1,689

■ 当社独自の分類
（単位：百万円）

環境方針 目的 項目 環境保全コスト

1. 継続的な改善 環境マネジメントシステム維持 構築、運用、ISO認証（含む人件費） 176
2. コンプライアンス 環境損傷回復 海洋汚染などの修復 0
3. 安全の確保 事故、トラブルの削減 NAV9000などの安全推進活動（含む人件費） 221
4.  地球温暖化・  
大気汚染の防止、  
海洋環境の保全、省資源

地球温暖化や大気汚染の防止 助燃剤の使用、船舶の燃費節減活動、プロペラの研磨など 788
海洋汚染防止 VLCCカーゴタンク底板耐食鋼採用など 5
資源の節約 グリーン購入 * 0

5. 環境技術の採用

地球温暖化や大気汚染の防止
電子制御エンジンの搭載、風圧抵抗低減船型の採用、
低硫黄燃料対策など

2,806

オゾン層破壊防止 船舶空調機・冷凍機など 0
海洋汚染防止 当社独自のビルジシステムなど 821

研究開発費用
国際運航管理システムの開発、
限界小面積NHVプロペラの研究開発など

519

6. 環境教育 環境意識の高揚と環境方針の浸透 環境e-ラーニング、環境保全キャンペーンなど 2
7. 社会活動 情報開示、社会貢献など CSRレポート作成費用、環境関連団体への協賛など 10

合計 5,348

* FSC認証紙を採用しているが、価格差が大きくないのでゼロで計上
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■ 社員の状況
社員数（長期）

男 女 合計

陸上 745名 271名 1,016名

陸勤船員 250名 5名 255名

海上 324名 8名 332名

合計 1,319名 284名 1,603名

30歳以下離職者数

男 女

陸上 2名 2名

海上 1名 2名

平均勤続年数　*海上には陸上勤務船員を含む

男 女

陸上 17.4年 19.5年

海上 14.5年 3.2年

採用人数　*新卒、中途を含む

男 女 合計

陸上 29名 7名 36名

海上 23名 1名 24名

合計 52名 8名 60名

社員数（有期）

男 女 合計

陸上 46名 34名 80名

海上 7名 0名 7名

合計 53名 34名 87名

■ 労働災害
労働災害発生件数　*通勤災害を除く

2010年度 2011年度 2012年度

陸上 1件 0件 0件

海上 2件 3件 3件

休業日数　*休業1日以上

2010年度 2011年度 2012年度

陸上 0日 0日 0日

海上 0日 64日 0日

死亡者数

2010年度 2011年度 2012年度

陸上 0名 0名 0名

海上 0名 0名 0名

■ 教育
平均研修参加日数

2010年度 2011年度 2012年度

陸上 5.3日 5.3日 5.1日

海上 34.3日 40.5日 37.0日

平均教育・研修費用

2010年度 2011年度 2012年度

陸上 255,352円 222,803円 208,805円

海上 479,951円 532,517円 499,341円

●海外留学・研修制度
（例） ・MBA留学制度（期間2年間、2年に1名派遣）

 ・ 短期海外留学制度（期間4週間、年間5～ 10名参加）

■ 社員支援体制
有給休暇平均取得日数
*海上勤務者、出向者を除く／夏季休暇を含む

2010年度 2011年度 2012年度

13.9日 14.1日 13.0日

女性の育児休業取得率
　

2010年度 2011年度 2012年度

100% 100% 100%

介護休職制度利用者数
*退職者を除く延べ利用者数

2010年度 2011年度 2012年度

男 女 男 女 男 女

0名 1名 0名 0名 0名 0名

産前産後休暇取得者数
*退職者を除く延べ利用者数

2010年度 2011年度 2012年度

19名 11名 15名

育児短時間勤務制度利用者数
*退職者を除く延べ利用者数

2010年度 2011年度 2012年度

男 女 男 女 男 女

0名 10名 0名 15名 0名 20名

障がい者雇用率
　

2010年度 2011年度 2012年度

2.28% 2.30% 2.22%

育児休業制度利用者数
*退職者を除く延べ利用者数

2010年度 2011年度 2012年度

男 女 男 女 男 女

3名 19名 2名 22名 2名 31名

ワーキングマザー
*義務教育までの子供を持つ母親／休業中を除く

2010年度 2011年度 2012年度

28名 28名 39名

役職者数　*海上勤務者、出向者を除く　*2008年度より社外取締役（男1、女1）を含む

2010年度 2011年度 2012年度

男 女 男 女 男 女

取締役・経営委員 34名 2名 32名 2名 32名 2名

グループ長 33名 0名 39名 0名 40名 2名

チーム長以上 123名 20名 120名 24名 120名 21名

参考：本社組織の人数 455名 189名 454名 184名 461名 187名
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人事データ（日本郵船）
日本郵船社員（陸上・陸上勤務船員・海上）
年間または年度末の数値 
（2013年3月末現在）
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人事データ（グループ会社）
国内外の連結子会社を対象に、HRサーベイ（人事労務・人材育成に関する調査）に基づく数値を掲載
（2013年3月末現在）

■ 社員の状況（日本郵船除く）
社員数（6カ月以上～無期限）　*外国人船員を除く

男 女 合計

陸上 18,065名 10,429名 28,494名

海上 833名 59名 892名

合計 18,898名 10,488名 29,386名

社員数（6カ月未満の契約）

男 女 合計

陸上 185名 225名 410名

労働災害（日本郵船除く）

2012年度

死亡者数 3名

採用人数

男 女 合計

陸上・海上 2,120名 1,647名 3,767名

■ 社員の状況（日本郵船含む）
陸上社員数　*日本人陸上勤務船員およびグループ外からの出向者を含む

地域 日本 欧州 南アジア 北米 東アジア オセアニア 中南米 合計

会社数 68社 30社 33社 10社 22社 4社 3社 170社

人数 8,364名 5,222名 9,165名 2,766名 3,796名 398名 372名 30,083名

海上社員数　*陸上勤務船員を除く

日本郵船㈱ 国内
グループ会社

海外
グループ会社 単純傭船船員 合計 陸上海上社員数合計 53,192名

管理支配船263隻 292名 137名 9,854名 ̶ 10,283名

単純傭船583隻 ̶ ̶ ̶ 12,826名 12,826名

合計846隻 292名 137名 9,854名 12,826名 23,109名

女性比率（女性の職場進出状況）

全体数 女性数 比率

社員数（陸上） 30,083名 10,665名 35%

マネージャー以上 4,101名 825名 20%

育児休業・介護休職制度の有無、および制度利用者数

整備会社数 整備率
利用者数

男 女 合計

育児休業 143 99% 232名 624名 856名

介護休職 103 71% 236名 444名 680名

* 整備率：制度を設けている会社比率
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株価および売買高の推移
株価
（円）

売買高
（1,000株）

企業データ
（2013年3月31日現在）

創立
1885年9月29日

資本金
144,319,833,730円

従業員
連結：28,865名（当社および連結子会社）
単体：1,603名（陸上1,271名、海上332名）

本店
〒100-0005　東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
電話：03-3284-5151（代表）
URL：http://www.nyk.com

株式の状況
発行可能株式総数
　　2,983,550,000株
発行済株式の総数
　　1,700,550,988株（自己株式4,334,011株を含む）

上場金融商品取引所
東京、大阪、名古屋の各市場第一部

株主名簿管理人および特別口座管理機関
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
〈同連絡先〉
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒137-8081　東京都江東区東砂七丁目10番11号
フリーダイヤル：0120-232-711

公告方法
電子公告により行い、次の当社ウェブサイトに掲載します。
URL：http://www.nyk.com/koukoku/

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができ
ない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する
方法により行います。

米国預託証券 （ADR）
シンボル：NPNYY

CUSIP：654633304

取引所：OTC（店頭市場）
比率（ADR：普通株）：1：2

ADR名義書換代理人
The Bank of New York Mellon

101 Barclay Street, New York, NY 10286, U.S.A.

フリーダイヤル：（米国国内）888-BNY-ADRS（888-269-2377）
（海外から）1-201-680-6825

URL：http://www.adrbnymellon.com

NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA     NYK Report 2013100



フ
ァ
ク
ト
デ
ー
タ

株主数の推移
（人）
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株主名 
所有株式数
（千株）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 102,218

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 85,550

日本マスタートラスト信託銀行株式会社　
（三菱重工業株式会社口・退職給付信託口） 54,717

東京海上日動火災保険株式会社 42,937

明治安田生命保険相互会社 34,973

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS 34,456

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 31,273

株式会社みずほコーポレート銀行 22,867

メロン バンク トリーティー クライアンツ オムニバス 22,016

全国共済農業協同組合連合会 18,318

大株主（上位10名）株主構成 

所有者別分布状況
（%）

2007/3

2008/3

2009/3

2010/3

2011/3

2012/3

2013/3

2.7

1.6

1.2

1.8

3.2

0.1

0.2

0.2

0.1

0.2

48.3

46.7

50.8

38.7

41.4

25.5

29.4

22.9

35.2

29.5

17.3

15.7

18.4

19.1

20.6

6.1

6.4

6.5

5.1

5.1

2.4
0.3 41.8 25.0 25.1 5.4

2.4
0.3 35.1 27.8 28.7 5.9

2013年3月

個人・その他

証券会社

自己株式 2.4%
0.3%

金融機関

35.1%

外国人

27.8%

事業法人

5.9%

28.7%

■ 証券会社　■ 自己株式　■ 金融機関　■ 外国人　■ 個人・その他　■ 事業法人
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