
日本郵船グループの価値創造モデル
ESG経営を中心に据える当社グループの価値創造モデルは、あらゆる部門や地域で生まれるさまざまな自律的な取り組みを 

重視しています。その一つひとつを大切に育て上げ、高付加価値の輸送サービス提供や新規事業開拓を推進することで 

ESG経営が当社グループの成長戦略そのものになると考えています。

事業の基盤となるガバナンスの強化を図り、「収益最大化」という

既存のモノサシに、「持続可能な社会・環境」という「ESG」の新し

いモノサシを加え、サステナブルな社会の創出に寄与しながら企

業価値の向上を目指すことが、当社グループが推進するESG経営

です。

日本郵船グループのESG経営

Bringing value to life.

ESG 
経営

収益最大化 持続可能な社会・環境
既存のモノサシ 新しいモノサシ

ESG経営を加速させる

マテリアリティ（安全・環境・人材）

ガバナンス

×
・ 地球環境
・ 地域社会　
・ 働きがい
・ ステークホルダー

・ 経済性
・ 規模
・ マーケット

– Our Value –

価値創造の 
歴史

事業基盤 
（ビジネスモデル） 

 P.48–49

ライナー& 
ロジスティクス 
事業統轄本部 

 P.62

自動車 
輸送本部 

 P.64

ドライバルク  
事業本部 

 P.66

エネルギー 
事業本部 

 P.68

  https://www.nyk.com/profile/history/

 当社グループの歴史

当社グループは1885年の創業以来、海洋国家である
日本の歴史とともに歩んできました。誠実にお客さま
からの信頼を獲得し、事業拡大を続けた結果、現在
の私たちの姿があります。

進化し続けるESG経営

– Our Vision –

「届ける」価値協創の
取り組み

 P.50–57

経営資源の高度化 

 P.32–33

ESG 
経営

 P.16–27

環境安全 人材

– Our Vision –

https://www.nyk.com/profile/history/


新しいモノサシ　持続可能な社会・環境

既存の
モノサ

シ　収
益最大

化

事故による影響の大きさ、厳しい規制、人材獲得競争などに直面す

る国際総合物流業界において、当社グループは持続的な成長を実現

するため、「安全」「環境」「人材」の3つを経営の重要課題に掲げ、 

さまざまな施策に取り組んできました。

  経営の根幹にあるマテリアリティ 3つのマテリアリティに含まれる主なテーマ
安全　  事故（衝突、機関、人的）　  自然災害
  戦争、テロ、サイバー攻撃　  海賊　  船質の維持
環境　  気候変動　  脱炭素　  海洋保全　  最適運航　  生物多様性
人材　  ダイバーシティ＆インクルージョン　  人材育成　  働き方改革　
  人権　  健康経営

  https://www.nyk.com/esg/concept/materialissue.html

 当社グループのマテリアリティ

– Our Mission –

Bringing value to life.

NYKグループ 
ESGストーリー

4つの重点テーマ
 P.18

ESG経営実現のための目標

 重大事故ゼロを目指した安全の徹底　  2050年ネット・ゼロエミッションの達成　  グループ戦略達成を支える人材・組織の強化

安全運航

GHG 
排出量削減

エネルギー分野
への挑戦

社会課題 
への貢献

成長戦略 
フレームワーク

 P.40–41

– Our Vision –
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「届ける」価値を創造し、 
持続的に社会に必要とされる 

存在であり続けること

企業価値向上のロジックツリー
日本郵船グループの最大の使命は、必要なモノ・コトを必要な時、必要な人、必要な場所へ安全・確実に「届ける」こと。
ただ「届ける」だけではなく、質の高い輸送サービスや幅広い分野での新しい価値を提供し続けることでこれからも社会を支え、 
必要とされる存在であり続けることが、当社グループの企業価値であり、基本理念“Bringing value to life.”の実現にも 

繋がると考えています。

日本郵船グループの企業価値

経営戦略

 「届ける」を超えてゆくESG経営  P.16

 「届ける」を支える技術力強化  P.34

 「届ける」を広げる先進の事業展開

  「届ける」を持続するための
経営資源の高度化  P.32

  「届ける」を確実にする
グループガバナンス  P.70

  「届ける」を優位にする
投資と財務戦略  P.40

  「届ける」価値協創を通じた
社会課題の解決と新たな事業創出

進化し続けるESG経営



当社グループの考える企業価値向上の道筋

企業価値を向上させるために、まずはESGを経営の中心に据えて、これからも社会から必要とされ選ばれる会社となる体制を整備し深化

させています。業界トップレベルの技術力とそれを支える人材を確保し、最新技術による事業展開、経営資源の高度化を図り、実効性の

高いグループガバナンス実現を目指す取り組みを行います。さらには2050年ネット・ゼロエミッションの目標達成に向けた、財務戦略の 

推進および社会課題の解決から、新たな事業の創出を目指します。

経営戦略 施策および成果

   「経済性」のモノサシと「ESG」のモノサシを両立する
  ESGストーリーを策定し社内へ浸透させる体制の強化
  国内外グループ会社への浸透

  ゼロエミッション燃料船や有人自律運航船の社会実装のリード
  国内外パートナーと連携し世界の最新技術を開発
  フィリピン商船大学NTMAの運営（2021年船長、2022年機関長の誕生）  P.56

  海上輸送を主とする物流事業における低環境負荷サービス 
（ESGブランド「Sail GREEN」）  P.50

  グリーンビジネスの拡大（ESGブランド「NYK GREEN EARTH」）  P.52

  人的資本：成長に向けた変革を支える人材・組織力の強化
  社会・関係資本：国際的なイニシアティブへの積極的参加
   自然資本：気候変動のリスクを見据えた脱炭素化の取り組み

  役員報酬へのESG要素反映
   ESG経営推進委員会発足
 グループ全体でのコーポレート機能強化、海外グループ会社の組織再編の推進

   環境関連分野を中心に戦略的投資4.8兆円を推進

  NYKグループサステナビリティ イニシアティブ年間10億円枠組みの立ち上げ 
（2021年度は30件超の案件を審議）  P.56

 「届ける」を超えてゆくESG経営  P.16

 「届ける」を支える技術力強化  P.34

 「届ける」を広げる先進の事業展開

  「届ける」を持続するための
経営資源の高度化  P.32

  「届ける」を確実にする
グループガバナンス  P.70

  「届ける」を優位にする
投資と財務戦略  P.40

  「届ける」価値協創を通じた
社会課題の解決と新たな事業創出
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2. Global Inclusion（海外人材の登用・活躍）

海外でともに働くナショナルスタッフのさら
なる活躍を促進し、その多様な視点や価
値観を、グループの事業遂行や経営判断
により一層的確に反映させることが、今後
ますます重要になってきます。そのため、幹
部層である海外人材については、経営判
断への関与をより積極的に求めるほか、本
社経営幹部候補として評価対象とする考
えです。
　また、マネジメント人材だけではなく、 
多層的に人材の多様化・活性化を推進し
ていくことも検討しています。
　さらに、グループ社員一人ひとりのエン
ゲージメント向上を目指し、2022年度から
エンゲージメントサーベイをグローバルに
実施します。その分析結果を活用し、組織
改善や人事施策に繋げていきます。

1. Gender Diversity（多様性の確保）

目標設定の狙い
  多様性を活かした「強い組織」作りが 
本質的課題

  阻害要因分析と施策の効果を計測す 
べく、数値目標を設定

キャリア形成支援とエンゲージメントアップ
全員が意欲高く働き続けられるよう、ライフ
イベントとキャリア形成の両立を支援

多様な人材の活躍を推進する組織文化の醸成
異なる価値観を受容し、多様性を活かせる
組織に向けて、アンコンシャスバイアスへの
気づき、相互理解を促す施策を実施

採用における女性社員数アップ
新卒、キャリアともに女性の応募比率を高め
る施策を取り入れ、女性社員数そのものを
増やすことを目指す

　

詳細はCFOメッセージ  P.36  をご覧ください。

施策

施策

施策

1

2

3

※1  NYK単体女性管理職比率は管理職相当の社員（海技者
を除く陸上職）に占める女性比率

※2  NYK単体女性社員比率は社員（海技者を除く陸上職）に
占める女性比率

2013年3月 2022年3月

グループ 20.1％ 25.9％ 

NYK 
単体※1  9.9％ 14.0％ 

2013年3月 2022年3月

グループ 35.5％ 37.0％ 

NYK 
単体※2 26.7％ 24.3％ 

女性管理職比率

「2030年女性管理職比率30%」目標の設定

女性社員比率

14.0％ 

  https://www.nyk.com/esg/social/ 
diversity/

ダイバーシティ & インクルージョン

日本郵船グループにおける経営資源の高度化
当社グループの持続的成長に向けた布石について、重視する6つの資本からご説明します

具体策

  ダイバーシティ&インクルージョンの推進
  ESG経営への転換へ向けたオブジェクティブツリーの設定
  グループ社員の総合力強化を目指す研修体系  
「NYKビジネスカレッジ」、「NYKマリタイムカレッジ」のプログラム充実化
  変革を推進する人材育成の促進：NYKデジタルアカデミー、自社養成、NTMAなど

＜TOPICS＞ 多様性を活かしきる組織の構築

人・組織の強化を推進し、不確実性の高い世の中においても 
大きな変化に柔軟に対応できるグループ集団へ成長する

人事データ  PDF   P.83（フルレポート版）

● 社員数等

グループ会社社員数 約3.5万名

研修プログラム受講者数（2021年度）

NYKビジネスカレッジ 延べ2,228名

NYKマリタイムカレッジ 延べ8,350名

eラーニング 延べ44,700名

●  DXを主軸とした課題解決リーダーの育成： 
NYKデジタルアカデミー修了生 

2019年度下期～2022年度上期 延べ61名

人的資本当社グループが重視する資本 財務資本 知的資本 社会資本・関係資本 自然資本

知的資本

人的資本

社会資本・関係資本

自然資本

財務資本

進化し続けるESG経営
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運航船ネットワークを 
活用したマイクロ 
プラスチックの採取

外洋のマイクロプラスチック分布状況を明らかにし、 
海洋プラスチック問題解決に貢献

サンプルの 
分析調査

自動分析装置

サンプルの提供

調査海域の依頼

  https://www.nyk.com/esg/concept/
initiatives/

その他イニシアティブ
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具体策

 船舶の技術・イノベーションロードマップに沿った技術開発
  海事クラスターを中核としたさまざまなパートナーとの協創： 
（公財）日本財団の無人運航船プロジェクトなど（→P.34）
  船舶IoTデータの活用。SIMS3の導入と異常検知技術の向上（→P.35）
  AIの活用（→P.51「自動車専用船配船計画最適化モデル」）
  船員向け金融プラットフォーム「MarCoPay」の本格展開

  ユーザー起点によるDXと研究開発（R&D）により、現場の課題解決と 
お客さまへの新たな価値の提供を同時に実現することを目指す

参画する主なイニシアティブ

  非営利団体 企業連合「Getting to Zero Coalition」
  シップリサイクル情報開示プラットフォーム「Ship Recycling Transparency Initiative」
  Maersk Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping （MMMCZCS）
  国連グローバル・コンパクト
  気候変動イニシアティブ「Japan Climate Initiative」
  GXリーグ基本構想
※  社会・関係資本とは、社会やさまざまなステークホルダーとの関係性により創出される社会への影響度や競争優位性に繋がる活動の
こと

“Bringing value to life.”という基本理念の下、持続可能な社会の実現
に貢献すべく、国内外のイニシアティブに積極的に参画する

MMMCZCSオープニングセレモニーの様子
©Jeppe Boje Nielsen

具体策

  ネット・ゼロエミッション目標達成に向けた取り組み（→P.42）
  世界初、マイクロプラスチック分布の大規模な外洋調査（→P.45）
  世界初、外洋の生態系解明を目指す環境DNA※研究への貢献（→P.45）
  「フィリピン河川回復プロジェクト」に（150万ドル）寄付（→P.57）
※ 環境DNAとは、土壌、水に存在する生物由来のDNA。採水されたサンプル内の環境DNAを分析するだけで生態系が把握できる
※  自然資本とは森林、土壌、水、大気、生物などの自然によって形成される資本であり、人 の々生活や企業活動を支える重要な資本の 
一つとされている

事業の脱炭素化への取り組みや生物多様性の保全に資する活動を通じ、
海洋環境の保全、回復に貢献する

※ 日本郵船単体

DX・研究開発への投資額推移

マイクロプラスチック分布の外洋調査フロー 
（2020年から千葉工業大学と提携し調査開始）

2021（実績）2020（実績） 2022（予算）
0

1,000

2,000

3,000

4,000

（年度）

（百万円）  R&D　  DX

知的資本

社会資本・関係資本

自然資本

https://www.nyk.com/esg/concept/initiatives/
https://www.nyk.com/esg/concept/initiatives/


デジタライゼーションで競争優位を確立する 
̶ 常に半歩先のDX技術を見据えた研究開発 ̶ 

脱炭素や自動運航、環境技術といった新技術への対応が求められる今、当社グループは業界をリードする取り組みを通じ、他社に
先駆けた輸送サービスの差別化に取り組んでいます。ここでは、成長を牽引する経営資本のうち、「技術力」に焦点を当て、半歩先
のDX技術を見据えた当社グループの研究開発を紹介します。

 データ収集からシミュレーション技術へ

近年当社グループでは、船舶IoTデータの収集・活用に取り組んできました。一方、世界では製造業を中心にデジタルツインなどのシミュレー

ション技術がDXの潮流となっています。この技術は当社グループのビジネスのさまざまなシーンでも課題解決に期待されます。当社グループ

ではヒト、現場、そしてデータといったユニークな経営資本のさらなる活用のために、シミュレーション技術の強化に取り組んでいます。

自動運航船の開発
 ̶ システムインテグレーションへのチャレンジ ̶ 

社グループは30社を超える企業や組織とDFFASコンソーシアムを組み、2020年3月より、（公財）日本財団が進める無人運航

船プロジェクト「MEGURI2040」に参画しています。2022年2月には商船では世界初となる、輻輳 （ふくそう）※海域を含む沿

岸長距離航海の自動運航実証実験に成功しました。

　自動運航船開発には、「作り手」と「使い手」の2つのドメインナレッジが必要となります。前者は造船会社や舶用機器メーカーが、

そして後者は当社グループの船長や機関長といった海技者が知見を提供し合い、共同開発を行いました。この共同開発プロセス

では「モデルベース開発」という手法を採用しました。これは運航コンセプトの定義、リスク評価を通じた機能要件の定義、そして 

システム開発におけるシミュレーションの活用により、開発における各種課題の洗い出しや修正をなるべく早い工程で行おうという

ものです。自動車開発では一般的な手法ですが、商船の開発への応用は世界初と言える試みでした。これにより、従来の船舶とは

比べ物にならないほど、大規模で複雑なシステムを持つ自動運航船の開発を手戻りなく効率的に行うことに成功しました。

　DFFASコンソーシアムでは今後、船舶自動運航の技術向上はもちろん、さらには法律・ルールの整備、社会からの理解の獲得、

マーケットの創造といった社会実装に向けた課題にもチャレンジしていきます。当社グループは引き続きこのチャレンジをリードし、

新たな技術知見の獲得に努めます。
※ 船舶交通の非常に多い海域

当

モデルベース開発による自動運航船の開発プロセス（V字プロセス）

開発初期からのドメインナレッジ提供 大規模・複雑なシステムを手戻りなく効率的に開発

作り手
造船所、メーカー

使い手
船社、船長、機関長

Next Phase

実装・製作

ゴール・制約

コンセプト設計

基本設計

詳細設計

実証実験

全体システム試験

結合・機能試験

単体試験

シミュレーションによる 
テストで開発課題を 

早期発見 1

設
計
フ
ェ
イ
ズ

評
価
フ
ェ
イ
ズ

各ステップで 
リスクアセス 
メントを実施

進化し続けるESG経営



海事産業のDXに向けた産学連携拠点の構築
 ̶ 東京大学 共同研究室「海事デジタルエンジニアリング講座」の立ち上げ ̶ 

ミュレーション技術は開発面のみならず、次世代の低環境負荷船や洋上風力発電などの最適な運用方法の確立、乗組員のト

レーニング、ライフサイクルメンテナンスといったさまざまなオペレーションにもDXをもたらす技術です。

　そこで当社グループを含む7社※1のコンソーシアムでは、2022年10月より東京大学に共同研究室「海事デジタルエンジニアリング

講座」（以下、MODE※2）を立ち上げます。MODEでは、①海事産業におけるシミュレーション共通基盤の開発②モデルベース開発

手法の研究③人材育成を行います。当社グループは海事産業の上流から下流までさまざまな知的資本を持つ企業として、この中

で主導的な役割を果たし、この半歩先のDX技術の習得に取り組みます。

高粒度データ収集による機関トラブルの早期発見
 ̶ 異常検知技術の向上へ ̶ 

社グループでは船舶パフォーマンスモニタリングシステム「SIMS：Ship Information Management System」を2008年より導入

するなど、業界を先駆けて船舶IoTデータ活用に向けた研究開発を行ってきました。現在SIMSはver.2（SIMS2）が当社運航船 

約200隻に搭載され、運航データを船陸間でタイムリーに共有することで安全・効率運航に寄与しています。

　船舶IoTデータの重要性は増す一方ですが、今後のさらなる活用を進める上で、課題の一つはデータの粒度でした。そこで当社

グループはデータの送信間隔を毎時から毎分へと60倍に向上させたSIMS3を2021年夏より試験導入し、これまでに15隻に搭載。

今後は新造船にはもちろん、SIMS2搭載船も順次換装する計画です。

　このSIMSデータを機関トラブルの早期発見に活用するため、 2020年8月にはRemote Diagnostic Centerをマニラに設立しま

した。ここではヒトによる機関運転状況のデータ監視だけではなく、“Expert-in-the-Loop”をコンセプトに機関長のドメインナレッジ

とAI技術の融合にも取り組んでいます。SIMS3によって高粒度化されたデータはこの研究開発も加速させます。このほかにも、「Data 

Quality Management Systemの導入」、「新規AIアルゴリズムの導入」、「シミュレーション技術を活用しての故障と影響の因果関

係の推定」など、さまざまな研究開発を通してさらなる異常検知技術の向上を目指しています。

3

2

当

シ

講座名：東京大学　新領域創成科学研究科　社会連携講座「海事デジタルエンジニアリング講座」
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SIMS搭載隻数および船舶の異常値発見件数

（隻） （件） コンテナ船　  バルカー　  自動車船　  タンカー　
 LNG船　  その他　  異常値発見件数（右軸）

船舶の機関事故や漏電、火災等に繋がる可能性のある異常をいち早く検知すること
を目的に、SIMSで収集した機関系データの異常値分析を進めています。
※  2020年度から集計方法を年度から年計へ変更。  

2020年は2019年度分と一部重複（2020年1月～3月）

（年度／年）※

期間：2022年10月～2027年9月（5年間）
※1  参加企業：（株）MTI（日本郵船グループ）、ジャパンマリンユナイテッド（株）、三菱造船（株）、古野電気（株）、日本無線（株）、BEMAC（株）、（一財）日本海事協会
（および子会社NAPA Ltd）

※2 Maritime & Ocean Digital Engineering Laboratory、略称“MODE”
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  MESSAGE : CFOメッセージ

2021年度業績の総括と 
2022年度の業績見通し

2021年度連結決算は、売上高2兆2,807

億円（前年度比＋6,723億円）、営業利益

2,689億円（同＋1,974億円）、経常利益1

兆31億円（同＋7,878億円）、当期純利益1

兆91億円（同＋8,698億円）となりました。

　セグメント別での経常利益は、定期船

7,342億円（前年度比＋5,934億円）、航空

運送740億円（同＋407億円）、物流587 

億円（同＋316億円）、不定期専用船1,391

億円（同＋1,204億円）になります。主要4 

部門すべてで増収増益となりました。定期

船で持分法会社であるOcean Network 

Express Pte. Ltd.（以下、ONE）の好業績

が大きく寄与したことに加え、他部門も極め

て好業績だったと言えます。

　要因別としては海運市況の好調が挙げ

られます。新型コロナウイルス感染症拡大

の影響による物流の混乱から全世界的に

船舶の需給バランスのギャップが生じて運

賃レベルが上昇。これに起因する部分が

＋6,787億円にのぼり、これは経常利益の

皆さまと双方向の 
コミュニケーションを大切に、 
選ばれる会社を目指します

Profile   

取締役・専務執行役員
チーフファイナンシャルオフィサー（CFO）
経営企画本部長

曽我 貴也

（2022年5月12日取材）

持続的な企業価値向上の 
ための財務戦略



前年度比増加額の約8割を占めます。加え

て航空運送事業での運賃の高騰で＋407

億円、物流事業でも同様に＋316億円。そ

れとは別に円安効果で＋310億円となりま

した。

　特別損益項目では、不動産事業におい

て郵船不動産株式を51%売却し、特別利

益約230億円を計上する一方、航空輸送

事業において日本貨物航空（株）（以下、

NCA）の機材買い取りによるリース解約金

として特別損失約80億円を計上しました。

　2022年度の期初（5月9日発表）の業績

見通しは、売上高2兆3,000億円、営業利

益1,870億円、経常利益7,600億円、当期

純利益7,200億円となります。経常利益と

当期純利益は2021年度比25%前後減益

となる予想になっています。これは、新型コ

ロナウイルス感染症の影響によるサプライ

チェーンの混乱が収束し、需給バランスの

ギャップが縮まって2023年1～3月の春節

頃には運賃が正常化するという前提となり

ます。

　中国におけるロックダウンの拡大による

影響や、ロシア・ウクライナ情勢のような地

政学リスク顕在化の問題など、不確実性

は2021年よりさらに増していますが、現時

点では業績への影響は軽微と見ています。

現中期経営計画の進捗と 
次期中期経営計画策定について

現中期経営計画（以下、中計）で掲げた財

務指標の数値はすべて達成しており、基本

戦略の3つの柱もおおむね予定通りに進捗

して2021年度を終えたと評価しています。

　1つ目の「ポートフォリオの最適化」では、

徹底的な市況エクスポージャー管理など

の実施によりドライバルク事業の市況耐性

を高め、安定的な収益構造を確立させま

した。また、邦船3社の定期コンテナ船事

業統合により発足したONEの利益率は世

界の競合他社との比較において高い結果

が出ており、競争力強化、費用低減、サー

ビスの質向上により収益構造は大きく改

善しています。

　2つ目の「運賃安定型事業の積み上げ」

では、自動車輸送部門が2020年度上期に

コロナ禍の影響による輸送量減を受けて苦

戦したものの、そこで得た学びを機会に変

えて航路運営の柔軟性や営業力強化に繋

げ、2021年度の半導体不足などによる出

荷停止にも臨機応変に対応し収益を押し

上げました。また、「Sail GREEN」プロジェ

クトを推進する中でLNG燃料船を予定通り

就航させ他社との差別化を図るなど、質の

向上も進めています。物流事業では、郵船

ロジスティクス（株）（以下、YLK）を中心に

グループ内のシナジーを追求。中国におけ

る他事業部門とのコラボレーション成功例

なども出てきました。重点投資事業の位置

付けであるLNG輸送でも順調に中長期の

新規輸送契約を積み上げています。

　3つ目の「効率化と新たな価値創出」で

は、自動運航船検証、LNG燃料船の整

備、船員向け金融プラットフォーム事業

MarCoPayの設立、洋上風力発電の関

連事業参画など多様な展開をしています。

運航データのデジタル化によるリスク予兆

管理では、昨今異常気象が非常に頻発す

る中で、さらなる業務効率化と安全対策

強化のためAIを投入しリスク低減を進めて

います。

　中計最終年度の2022年度は目標数値

の変更を行わず、2023年度からの次期中

計でどのような目標設定を行い課題解決

の手法を織り込んでいくのか、議論を重ね

ながら検討していきます。

 中期経営計画の進捗概要  

中計目標（2022年度めど） 2021年度（実績）

経常損益 700～1,000億円 1兆31億円

ROE min 8.0% 86.0%

自己資本比率 min 30% 55.6%

DER 1.5倍以下 0.47倍
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  MESSAGE : CFOメッセージ

資本政策の基本方針

CFOの役割は当社グループ全体のキャッ

シュ・フローを管理し、株主還元、財務規

律の維持および成長投資へ向けた資源の

配分を総合的に考えた上で、財務戦略・

資本政策を進めていくことだと考えていま

す。2021年度決算では、好業績により創

出されたキャッシュ・フローにより2020年

度末比1,428億円有利子負債を削減しバ

ランスシートの改善を図ることができまし

た。負債コストの削減と自己資本の積み

上がりにより資本コスト（WACC）が上昇し

た形となりましたが、資本構成の最適化を

図るため、負債コストと株主資本コストの

バランスを常に意識していきます。

　次期中計では好業績により積み上がっ

た自己資本、2050年を見据えた超長期で

の投資ビジョンからこの先の具体的な投

資内容と規模、株主還元の在り方など総

合的に考えた上で、資本政策を決定して

いく予定です。

　また信用格付けの向上は安定的に資金

調達をする上でもとても重要であり、引き

続き格付けの維持向上に努めます。

　現中計の期間にあたる2018年度～

2021年度の4年間のフリー・キャッシュ・フ

ローの累計実績額は4,766億円、2022年

度予算を加えた5年間では8,156億円。そ

のうち資産圧縮で創り出したキャッシュ・

フローは前述の4年間の合計で3,969億

円。特に固定資産の売却によるキャッ

シュ・インフローが2,676億円、そのうち船

舶の売却によるキャッシュ・インフローが

1,424億円と大きくなっています。そして投

資実績は4年間の合計で6,204億円。主

要な内訳はセグメント別で、不定期専用船

事業4,356億円、航空運送事業1,036億

円となります。

　投資に際しては、足元上昇したWACC

を全社にそのまま適用すると、従来であれ

ば行うべき将来への投資機会を逃してしま

う危惧があります。各事業で投資の性質や

リスク、資金調達方法の違いもある中で、

事業部門ごとの収益管理、つまり投資に

対するリターンを見る上では投下資本に対

する税引き後純利益という見方であるROIC

（投下資本利益率）が的確ではないかとい

う考えから、2022年度の予算策定時より

指標の一つとして試験的に採用していま

す。各事業部門、事業投資におけるROIC

の改善が会社全体のROE向上に繋がると

考えており、次の一手に繋げられる指標か

どうかを見極めていきます。

財務規律の維持、株主還元、 
成長投資へ向けた資源配分を考慮し、

資本政策を進めます



　持続的な企業価値の創出が求められる

中、調達コスト以上の利益を計上すること

だけでは不十分です。社会に必要とされ、

また、どれだけの貢献ができるかという点

が不可欠な要素であり、これがまさにESG

経営の根幹と捉えています。この要素につ

いて、定性的ではなく定量的な指標の策

定は急務と考えており、非財務指標、意味

のあるKPIを取捨選択し、試行錯誤を続

けながら適切な指標作りと目標管理を進

めていきます。

　新しい株主還元の在り方も検討中です。

自己株の取得や、DOE（株主資本配当率）

導入の可否など、株主の皆さまへの還元

拡大と安定化に向けた施策の採用や組合

せについてもしっかり検討する考えです。

　カーボンニュートラル達成に向けたリス

クと機会については、環境対応におけるコ

ストアップのリスクを切り離すことはできま

せん。見込まれる追加コストをいかに回収

できるかが重要となる中、世界の環境を守

るためのコストをサプライチェーン全体で

負担するような仕組み作りを目指し、ス

テークホルダーの皆さまにも理解を求めて

いく必要があると考えています。また、当社

グループは、気候関連財務情報開示の重

要性を認識し、TCFD提言に賛同・署名す

るとともに、同提言に沿った情報開示の拡

充に取り組んでいます。情報開示だけでは

なく、これらを事業ポートフォリオの最適化

のために活かせるよう定期的に見直してい

く予定です。

　2022年度からCFOに就任しましたが、

株主や投資家の皆さまに加えて当社グ

ループ従業員にも考えをわかりやすく伝え

ることを意識し、双方向のコミュニケー

ションを重ねることで選ばれる会社を目指

します。

 中期経営計画の進捗  

基本戦略 2021年度の進捗・取り組み

STEP

1
ポートフォリオの 
最適化

•  ドライバルク輸送部門： 
市況耐性強化のための事業構造改革の実施および徹底した市況エクスポージャー管理
•  定期船事業： 
コンテナ船事業統合会社ONEの収支は大幅に改善、引き続き収益の安定化に取り組む

STEP

2
運賃安定型事業の 

積み上げ

•  物流事業・自動車輸送部門・自動車物流部門： 
ネットワークの充実と高品質かつ競争力のあるサービスの強化、グループの経営基盤であるヒト、モノ、IT、資金を活かした営業
力強化
•  エネルギー輸送部門（LNG船・海洋事業）： 
案件を厳選した上で投資を継続、中長期の新規契約の積み上げ

STEP

3
効率化 

新たな価値創出

•  無人運航船の実運用を模擬した実証実験の実施
•  中部地区に続き九州・瀬戸内でのLNG燃料供給の事業化の決定
•  船員向け金融プラットフォーム「MarCoPay」を運営するMarCoPay Inc.へ（株）三菱UFJ銀行からの出資参画を受け、すでに
出資しているTDG社、丸紅（株）との4社で戦略的パートナーシップによる事業創造を目指すことに合意
•  洋上風力発電の関連事業参画に向けた取り組みの加速（→P.43、54）
•  液化CO2輸送技術開発を目的とした合弁会社の設立（→P.43）
•   「アンモニアReady LNG燃料船」のコンセプト設計の完了（→P.42）
•  NEDO※のグリーンイノベーション基金を活用したアンモニア燃料タグボート・アンモニア輸送船の実用化に向けた共同研究開
発の開始（→P.43、52）

　※ NEDO：（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構
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持続的成長のための5つの戦略

ABCDE-X

成長戦略フレームワーク 
̶ 日本郵船グループ両利きの経営 ̶ 

当社グループは持続可能な成長戦略の具現化に向け、超長期的な視点から将来を予測しリスクと機会を見極めながら「ありたい姿」の議論を進めています。2022年3月に発表した「NYKグループ 

ESGストーリー2022」において、「持続的成長のための5つの戦略（ABCDE-X）」を策定。2つの基軸戦略（AX、BX）と支えの2つの戦略（DX、EX）、さらにこれらの土台となる戦略（CX）で構成しています。
個別具体的な取り組みは、次期中期経営計画策定の一環として一年をかけて検討していく考えです。

AX

CX

BX

Ambidexterity

Business 
Transformation

Corporate 
Transformation

Energy 
TransformationEX

両利きの経営
既存中核事業深化　　と　　新規成長事業投資

将来の戦略的成長事業へ
事業変革

BXを可能にする 
人材と組織への変化

イノベーション人材（→P.32）

多様性・多元性が 
ビルトインされた組織

DX Digital 
Transformation

・船舶自動運航化（→P.34）
・ソリューション型ビジネス拡大

デジタルトランスフォーメーション

既存事業改革・収益拡大

エネルギートランスフォーメーション

既存中核事業深化の挑戦 新規成長事業開拓の挑戦

人材・組織変革

基軸戦略

支えの戦略

進化し続けるESG経営



持続的成長のための5つの戦略

ABCDE-X

成長戦略フレームワーク 
̶ 日本郵船グループ両利きの経営 ̶ 

当社グループは持続可能な成長戦略の具現化に向け、超長期的な視点から将来を予測しリスクと機会を見極めながら「ありたい姿」の議論を進めています。2022年3月に発表した「NYKグループ 

ESGストーリー2022」において、「持続的成長のための5つの戦略（ABCDE-X）」を策定。2つの基軸戦略（AX、BX）と支えの2つの戦略（DX、EX）、さらにこれらの土台となる戦略（CX）で構成しています。
個別具体的な取り組みは、次期中期経営計画策定の一環として一年をかけて検討していく考えです。

Energy 
Transformation

4.8兆円

  BX（事業変革）遂行のための超長期的 
環境投資

2022–2050年で、環境関連分野を中心に総額4.8兆円の 

戦略的投資を推進します。
　その中のBXにおいて、 1. 既存中核事業深化 、2. 新規成長

事業開拓  の２つを大きな挑戦の柱として掲げています。

　1.では船舶ゼロエミッション化の推進により環境優位性を確

保し、強固な収益基盤を維持します。内訳としては船舶ゼロエ

ミッション化に2.1兆円、既存事業更新には1.5兆円を投下、全

体で3.6兆円の強化投資となります。

　2.では既存中核事業で培った知見をベースに幅広い新規事

業に積極投資を行います。内訳としてはグリーンビジネスに0.6

兆円、新規成長事業に0.6兆円を投下、全体で1.2兆円の成

長投資となります。事業内容は洋上風力発電バリューチェーン

事業、アンモニア・水素バリューチェーン事業、LNG・アンモニ

ア燃料バンカリング事業、物流サプライチェーン・ソリューション

ビジネスなど広範囲に及びます。

既存中核事業深化　　と　　新規成長事業投資

将来の戦略的成長事業へ

多様性・多元性が 
ビルトインされた組織

・船舶ゼロエミッション化（→P.42）
・グリーンビジネス拡大（→P.52）

新規事業開拓・投資

エネルギートランスフォーメーション

新規成長事業開拓の挑戦

スキル人材の採用・育成（→P.32）

2022-2050年
投資総額

既存事業 
更新投資

1.5兆円 新規成長 
事業

0.6兆円

グリーン 
ビジネス

0.6兆円

船舶 
ゼロエミッション化

2.1兆円
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A C T I O N  1

ACTION for NET ZERO EMISSION 
日本郵船グループは2050年までの地球規模でのネット・ゼロエミッションの実現に向け、海運業全体をリードするだけでなく、 
世界全体をリードする取り組みを次々と展開しています。これらは世界の脱炭素化に貢献できるだけではなく、 
当社グループの成長ドライバーとなる取り組みです。

進化し続けるESG経営

脱炭素化を加速する燃料転換ロードマップ

アンモニアの実用化を視野に入れたソリューション

当社グループでは、外航海運事業におけるGHG削減長期目標「2050年までのネット・ゼロエミッション達成」を発表。現在、LNGを主燃

料としたLNG燃料船の導入を推進しています。将来的には、より環境負荷の低いアンモニアや水素といった舶用燃料を用いるゼロエミッ

ション燃料船への転換を行うことで、当社運航船のゼロエミッション化を目指しています。

2022年3月、当社グループは導入を進めるLNG燃料船を、効率的にアンモニア燃料船へ

と改造・転換することを可能とする「アンモニアReady LNG燃料船」のコンセプト設計を

完了しました。「アンモニアReady LNG燃料船」は、アンモニアが舶用燃料として利用可能

となるまでのネクストブリッジソリューションとして位置付けられています。

　今後、2022年末を目途に、燃料タンク、アンモニア燃料供給装置、船体構造といった実

際の設計に落とし込み、2025年の実船の竣工を目指します。

外航海運  のネット・ゼロエミッションに向けて

1case study

2case study

アンモニアReady LNG燃料自動車船のイメージ

※ LNG輸送船を含む

LNG燃料船※の導入推進 ゼロエミッション燃料船の 
導入・拡大

ゼロエミッション対応が困難なLNG燃料船は 
バイオガス・合成メタンへ転換
LNG燃料対応が困難な小型船は 
バイオ燃料・合成燃料へ転換

1 2 3

2028年頃　アンモニア燃料船商用化
2030年　造船体制整備・自動車船より建造開始

2035年頃　量産体制整備・他船種建造開始

2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050
0

80

100

60

20

40

（
隻
数
比
率
）

LNG燃料船

バイオガス・合成メタン

アンモニア燃料船

バイオ燃料・合成燃料石油系燃料船

（％）
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A C T I O N  3

郵船ロジスティクス（株）のネット・ゼロエミッション目標の設定

A C T I O N  2

物流事業 のネット・ゼロエミッションに向けて

A C T I O N  2

当社グループ会社の郵船ロジスティクス（株）は、2050年までにお客さまに提供するすべてのサービスをネット・ゼロエミッション化する 

目標を公表しています。また、その中間目標として、2030年までにネット・ゼロエミッションサービスの提供を開始します。
※ 対象は温室効果ガス（GHG）、自社事務所・倉庫施設等で生じる廃棄物

国内有数の事業パートナーとともに、アンモニアや水素といった次

世代の燃料普及に向けて取り組みを進めています。2021年10月に

グリーンイノベーション基金事業の一環である（国研）新エネル

ギー・産業技術総合開発機構助成事業の公募採択を受け、共同

開発パートナーとともに「アンモニア燃料国産エンジン搭載船舶

の開発」を開始しました。

脱炭素化に有効な手段として注目されるCO2の転換利用および貯

留に向けたバリューチェーンの確立を推し進めています。大型船に

よるCO2輸送技術の開発を開始したほか、液化CO2輸送・貯留事

業の新会社を設立するなど、CO2輸送ビジネス本格参入への土台

を固めています。
※ CCUS：Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage

1

3

2

4

case study

case study

case study

case study

アンモニア・水素サプライチェーンの確立 CCUS※バリューチェーン 

洋上風力発電事業の拡充  P.54脱炭素国際イニシアティブへの参画強化  P.44

脱炭素社会 に向けて脱炭素社会 に向けて



  INTERVIEW

Profile   

執行役員
環境、技術本部統轄各グループ管掌

髙橋 正裕

̶  当社グループの発表した外航海
運事業における2050年ネット・
ゼロエミッションという目標達成
に向けて、難しい点・課題点に
ついてお聞かせください。

GHG排出量削減が世界的に議論されるよ

うになったのは2005年発効の京都議定

書からで、当時は先進国のみで国ごとに目

標を立てて取り組むものでした。しかし、

外航海運と国際航空は国境を跨ぐため国

という枠組みにそぐわないとされ、外航海

運については国際海事機関※1（以下、

IMO）で議論することとなりました。

　2016年発効のパリ協定では「世界的な

平均気温上昇を産業革命以前に比べて

2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑え

る努力を追求すること」が目標とされ、CBDR

（Common But Differentiated Responsi-

bilities and Respective Capabilities） 

原則が取り入れられました。脱炭素目標は

途上国も先進国も共有するものの、貢献度

は違ってしかるべきという原則です。かたや

海運は安全を絶対的課題として、世界を一

つのマーケットと捉え競争条件を揃えるこ

とを原則としてきました。ここがIMOの議論

の上で一番の障壁と感じます。

　船舶のゼロエミッション燃料はアンモニ

アや水素などが注目されていますが、技術

面のほか、全世界の主要港で十分な量を

供給できるかという体制面、技術と供給体

制が整うまでのスケジュール面の課題があ

ります。一般的に商船は平均30年程度使

われるのですが、全世界の5～6万隻を

2050年までにゼロエミッション燃料船に

転換させるとすると、現在はすでに2022

年。2050年まで30年も残されていません。

そもそもゼロエミッション燃料を使用する

ために必要な技術も確立していない状況

です。ゼロエミッション燃料の実用化を

待っていては早期のネット・ゼロエミッ

ションの達成が困難と判断し、アンモニア

燃料を諦めてドロップイン燃料（バイオ

ディーゼルなど）に注力する事業者も現れ

ています。

　当社の外航海運事業では2025年頃か

らアンモニア燃料の実用化が始まる想定

で準備を進めており、順次ゼロエミッション

燃料船への転換を計画しています。しかし

当社グループ全体では船舶だけでなくト

ラック、航空機もあり、関係する事業者も

多岐にわたっており、技術面、資本面の 

課題もそれぞれです。ステークホルダーの

皆さまの理解を得て、当社グループ一丸と

なり世界の脱炭素対応の先頭を走り続け

る覚悟と努力が必要です。
※1  ロンドンに本部を置く、海事分野のルールを定める国連の
専門機関。加盟国：175カ国準加盟国：香港等の3地域
（2021年10月時点）

外航海運の2050年ネット・ゼロエミッション 
目標達成への課題と挑戦 
̶ COP26（「第26回気候変動枠組条約締約国会議」）への参加から見えてきたもの ̶ 

当社グループは2021年9月に外航海運事業におけるGHG排出量削減の長期目標として、「2050年ネット・ゼロエミッション達成」を 

発表しました。邦船社で唯一COP26に参加し、海運業界が抱える脱炭素化のさまざまな課題を発信した髙橋執行役員に伺いました。

COP26のイベントで発表する髙橋執行役員（中央）



 

̶  COP26にはどのような目的で 
参加されましたか。また参加し
た印象や今後どのように生かし
ていきたいかお聞かせください。

2021年11月、国際海運会議所（Internatio- 

nal Chamber of Shipping※2、以下ICS）か

らの要請を受けてグラスゴーへ行きました。

私は過去数年間（一社）日本船主協会の

GHGタスクフォース座長として、国土交通

省の要請でIMOのGHG削減交渉に参加し

てきました。民間企業の立場から、現在の

技術と将来可能となるであろう技術、そこに

至る時間軸といった現実を踏まえつつ

2050年ゼロエミッションを目指す戦略を 

日本政府とともに考えてきました。国連の専

門機関であるIMOには、海運・造船といっ

た事業を持っていない国 も々数多く参加し、

また、環境NGOも複数参加しています。国

や団体を背負って参加している出席者は皆

熱い思いを持っていますが、それぞれの立

場に固執し、いたずらに時間を浪費する場

面を数多く見てきました。そのような経験か

ら、現地ではICS主催のイベントに協賛、出

展するとともに、現地でのさまざまなイベン

トにパネリストとして登壇し、外航海運や当

社グループの取り組みを発信し、さまざまな

意見を直接に吸収したいと思いました。

　会場では、「技術も燃料もあるのに、な

ぜ明日からゼロエミッションが実現できな

いのか」と言う方々を前に、世界の船腹

量、建造能力、燃料供給側が持つ生産能

力の限界や、ゼロエミッション燃料として期

待される燃料の安全性を検証する必要が

あることを説明し、また共通の技術・安全

基準を作り、皆でゼロエミッション燃料船

を造り始めるための工程表を示しました。

外航海運の地道な努力と理想論ではない

実直な取り組みを直接説明することで聴

講者の方 に々ご理解と共感をいただくこと

ができ、自分たちの進んでいる方向は正し

いという自信に繋がりました。

　COP26に参加して感じたのは、インター

ネットを活用した情報発信によって海運業

界内での議論や取り組みが、より多くの方

の目に触れる機会が増えたということです。

当社がこれまで地道かつ積極的に取り組ん

できたこととその進捗を多くの方に正しくご

理解いただけるよう、さらに広報、メディア

戦略に取り組むべきと感じました。
※2  ロンドンに本部を置く、世界約40カ国の船主協会が加盟す
る国際組織

̶  脱炭素以外の取り組みに 
ついてもお願いします。

気候変動対応以外に企業が取り組むべき

社会課題として、生物多様性等の環境保

全があります。例えば、バラスト水に含まれ

るプランクトン等の水生生物の越境移動

を防ぐべく、当社グループ運航船舶ではバ

ラスト水処理装置を順次搭載させている

ほか、船体への貝類の付着を抑止する塗

料の選定や船底清掃を徹底しています。

　また当社が推進するESG経営のテーマ

の一つである“海への恩返し”では、千葉工

業大学と連携し、海洋プラスチック問題解

決に貢献するべく、当社運航船を活かして

海水を採取・分析し、海中のマイクロプラ

スチックの種類・濃度をデータベース化し

公表しています。また、2022年より東北大

学が主催するANEMONE※3コンソーシアム

に参加しています。これは東北大学、北海

道大学にて行われている環境DNA※4研究

を推進する世界初となる産学官協働のプ

ラットフォームです。グループ会社である近

海郵船（株）が運航する船舶の定期航路

にて海水のサンプリングを行う予定であり、

さらに本取り組みを推進していく考えです。
※3 All Nippon eDNA Monitoring Networkの略称

※4  環境DNAとは、土壌、水に存在する生物由来のDNA。採水
されたサンプル内の環境DNAを分析するだけで生態系が把
握できる。本研究の成果は、主に水産資源の有効活用、維
持管理対策の策定に役立てられると期待されている

C O L U M N

A special report for the Getting to Zero Coalition

The Next Wave   
Green Corridors

In partnership with 
McKinsey & Company

日本企業で唯一、Green Shipping Corridors※5構想に賛同

2021年10月31日から英国・グラスゴーで開催されたCOP26にて宣言された「クライドバンク宣言」のGreen  

Shipping Corridors構想への賛同を日本企業として唯一表明しました。「クライドバンク宣言」への賛同国 

（豪州、日本、米国、デンマーク、シンガポールなど24カ国）は、「2020年代半ばまでにGHG排出ゼロエミッション

燃料船が航行する航路を少なくとも6つ開設すること」を目標としており、官民の取り組みを促進することで海運

の脱炭素化促進を目指しています。
※5  特定の国際基幹航路でゼロエミッション燃料船を実現させ、世界での海運脱炭素化の促進を目指す構想。COP26にて発表された海運の脱炭素実現に向けた多
国間の政策枠組み「クライドバンク宣言」に基づき提唱された
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