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●図表－１ 国内貨物総輸送量とGDPの関
係
総輸送量
増減率（A）

実質経済
成長率（B）

伸び率格差
（A－B）

２０００ △０．７ ２．５ △３．２

２００３ △２．４ ２．０ △４．４

２００６ ０．０ １．４ △１．４

２００９ △６．０ △２．２ △３．８

２０１２ △２．５ ０．８ △３．３

２０１５ △０．７ １．３ △２．０

２０１６ １．９ ０．９ １．０

２０１７ ０．０ １．９ △１．９

２０１８（予測） △０．９ ０．７ △１．６

２０１９（予測） ０．４ ０．５ △０．１

（出典） 日通総合研究所 ２０１８，２０１９年度の経済と貨
物輸送の見通し

●図表－２ 輸送トン数，トンキロ，平均輸
送距離の推移

年度 ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７

トン数 －０．５％ －０．７％ －０．６％ ２．１％ ０．１％

トンキロ ２．０％ －１．９％ －２．７％ ２．９％ ０．２％

輸送距離 ４９km ４９km ４８km ４８km ４８km

（出典） 日通総合研究所 ２０１８，２０１９年度の経済と貨
物輸送の見通し

トラック運送業界の
供給動向

� 総輸送量増減の推移

日本経済のサービス化の進展と商品の軽薄

短小化を反映して，貨物の総輸送量は一貫し

て減少傾向にある。実質経済（GDP）がプ

ラスの成長であっても，総輸送量はマイナス

の傾向となっている。

総輸送量は，国内のすべての輸送機関（鉄

道・自動車・内航海運・国内航空）が担う貨

物量であるが，トラック運送業の今後を見通

す際の基本的な認識の指針となる。

� トラックの輸送トン数・トンキロ・平均

輸送距離の推移

トンキロとは，１トンの貨物に輸送した距

離「キロ」を掛け算した数値で，運賃計算の

基礎となる。運送業者にとり，トンキロの推

移が収入に大きく関係する項目である。

図表－１の通り，総輸送量は長期的に減少

傾向にあり，図表－２の通りトラックの輸送

距離も減少傾向にある。その結果，輸送量は

減少している。

� 軽油価格の動向

軽油価格は，トラック運送業の採算に大き

く影響をもたらすコスト要因の１つである。

原油価格は，国際政治，特に中東地域の地政

学的リスクにより大幅に変動する。売上高対

燃料費の比率は，２１．０％から１４．０％の間で

中小企業診断士

長谷川 勇

利益計画

トラック運送業のモデル利益計画
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●図表－３ 軽油価格の推移 （円／L）（各年月）
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●図表－４ 経常利益率の推移 （千円）

業界平均

H２４年度 H２５年度 H２６年度 H２７年度 H２８年度

売上高 １８０，１６１ ２０２，３４２ ２００，７９５ ２０１，４９２ ２１３，７５１

運送原価 １５８，５３１ １７９，５８９ １７５，２１８ １７２，１２９ １８２，９７９

売上総利益 ２１，６３０ ２２，７５３ ２５，５７７ ２９，３６３ ３０，７７２

売上総利益率 １２．０％ １１．２％ １２．７％ １４．６％ １４．４％

販管費 ２５，３２９ ２７，３６３ ２７，４５８ ２９，９４６ ３０，４２６

営業利益 －３，６９９ －４，６１０ －１，８８１ －５８３ ３４６

営業利益率 －２．１ －２．３ －０．９ －０．３ ０．２

経常利益 －２，０５９ －２，３５７ －４２８ ３６６ １，９３１

経常利益率 －１．１ －１．２ －０．２ ０．２ ０．９

売上高対燃料費 １９．９ ２１．０ １９．０ １５．４ １４．０

（出典） 「日本のトラック輸送産業 現状と課題」全
日本トラック協会
「経営分析H２８年版」全日本トラック協会

●図表－５ 有効求人倍率
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（出典） トラックドライバーの人材確保・育成にむけ
て（国交省）

●図表－６ ドライバーの年齢構成の推移
（％）

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代以上

総
務
省
資
料

H１８ ０．５ １４．０ ２８．５ ２３．１ ２４．２ １０．２

H２１ ０．５ １１．９ ２７．６ ２６．５ ２１．１ １３．０

H２４ ０．５ ９．３ ２３．６ ３０．２ ２１．４ １４．８

H２７ ０．５ ８．６ ２０．５ ３３．０ ２２．７ １５．１

H２８ ０．５ ８．５ １８．６ ３２．４ ２３．４ １６．０

H２９ ０．５ ８．９ １８．８ ３１．４ ２４．６ １６．２

４年間に７ポイント変動している（図表－４

参照）。業界全体の経常利益の黒字転換は，

軽油価格の下落傾向と軌を一にしている。

トラック運送業界の需給
動向

� 低利益率に喘ぐトラック運送業界

トラック運送業界は，永年にわたり実運送

を担う協力会社（下請企業・孫請け企業）に

支えられた多重構造と過当競争による，利益

なき業界であった。近年，ようやく薄日が差

し始めているが，経常利益率は１％未満の

低利益率に喘いでいる。

� 上昇する有効求人倍率

少子高齢化の進展により，トラックドライ

バーの有効求人倍率は平成２２年以降急上昇し

ている。平成３０年１月現在では，全産業平均

１．５２倍に対し，トラックドライバーは２．７６

と３倍弱に達している。

ドライバー不足により，宅配の遅配や転勤

難民が生じている。さらに，人手不足倒産は，

トラック運送業が，全業種の中で最多である。

ドライバー不足は，今現在だけでなく，高齢

者比率が高く，若年層の比率が低いため，将

来にわたって継続することが予想される。経

営者の中には，ドライバーを募集しても，募

集費用を負担するだけで成果はなく，募集を

断念している経営者も多い。

ドライバーの仕事は体力を要するが，２０代

（１４％から８．９％へ）と３０代（２８．５％から

１８．８％へ）が大幅に減少し，体力が落ちる

６０代以上（１０．２％から１６．２％へ）が，大幅

に増加している。近い将来，多数の自然退職

者が生じることが予想できる。

� WebKIT 成約率の低下

有効求人倍率が急上昇しているように，ド

ライバー不足＝トラック不足が深刻化してい

る。仕事があっても受けられない現象が，宅
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●図表－７ WebKIT 成約率の推移
年度 H２２ H２３ H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０

登録件数 ５０１ ５５７ ６３５ ９２９ ９９７１，０５１１，１８０１，５５９１，５９８

成約件数 １１６ １１９ １２７ １４３ １６３ １８１ ２０６ ２３７ ２２６

成約率 ２３％ ２１％ ２０％ １５％ １６％ １７％ １７％ １５％ １４％

H３０は，１２月末現在
（出典） 全日本トラック協会

●図表－８ 成約運賃指数の推移 （％）

H２２ H２３ H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０

全体 １００．０１０４．８１０３．５１１０．１１１３．２１１２．８１１１．７１１５．３１２３．８

重量４t以下 １００．０１０４．０１０３．７１１１．９１１５．６１１５．６１１５．７１１９．６１２６．８

重量４t超 １００．０１０４．７１０３．４１１０．２１１３．９１１４．１１１１．６１１５．０１２３．２

（出典） 全日本トラック協会

●図表－９ 最低賃金の推移（東京都）
H２４ H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０

最低賃金 ８５０ ８６９ ８８８ ９０７ ９３２ ９５８ ９８５

上昇率 ２．２％ ２．２％ ２．１％ ２．８％ ２．８％ ２．８％

●図表－１０ 賃金の推移 （万円）

全産業平均 大型トラック 中小型トラック

所得額
H２５
比率

所得額
H２５
比率

全産業
比率

所得額
H２５
比率

全産業
比率

H２５ ４６９ １００．０ ４１８ １００．０ ８９．１ ３８５ １００．０ ８２．１

H２６ ４８０ １０２．３ ４２４ １０１．４ ８８．３ ３７９ ９８．４ ７９．０

H２７ ４８９ １０４．３ ４３７ １０４．５ ８９．４ ３８８ １００．８ ７９．３

H２８ ４９０ １０４．５ ４４７ １０６．９ ９１．２ ３９９ １０３．６ ８１．４

H２９ ４９１ １０４．７ ４５４ １０８．６ ９２．５ ４１５ １０７．８ ８４．５

（出典） 厚生労働省 「賃金構造基本統計調査」

配貨物の受付制限や転勤難民などとして，各

種メディアで報じられている。ドライバー不

足を反映する統計データの１つが，WebKIT

の成約率の低下に反映されている。

WebKITとは，全日本トラック協会が運

営する求貨求車情報ネットワークで，空きト

ラックを求める荷主側と，貨物を求めるトラ

ック運送業者とのマッチングシステムである。

平成２２年から平成２９年の８年間に，登録件

数は３倍に増加しているが，成約件数は２倍

の状況である。仕事はあっても，自社のドラ

イバー数では対応できない事例の増加が，登

録件数の増加に反映されている。成約率

は，２３％から１５％に低下し，ドライバー不

足が反映されている。

成約率が低下傾向にあることは，ドライバ

ーを有する実運送を担う運送業者（下請・孫

請け）が，荷主・元請け業者に比べて相対的

に競争上の立場が強くなってきたことの反映

である。

需給バランスの変化により，運賃は過去９

年間に２３．８％上昇している。需給バランス

の変化は，ドライバー不足の反映である。

（注） 本運賃指数は，求貨求車システムの運

賃であることに留意する必要がある。本

システムは，スポット取引のマッチング

システムであり，その時々の需給バラン

スの影響を強く反映する。しかし，通常

の長期取引の運賃変動は，より緩やかで

あると推測できる。

� 給与格差は縮小傾向にある

トラック運送業界は，業界あげて社会保険

への加入（＝正社員化）を促進している。加

えて，直近の最低賃金の引き上げ額は，その

前の３年間と比較して加速している。

ドライバー不足と最低賃金の上昇を受けて，

最近の賃金水準は全産業水準を上回る改善率

を達成してきた。

平成２５年から平成２９年の５年間に，全産業

平均の賃金は４．７％上昇しているが，大型ト

ラックのドライバーは８．６％，中小型トラッ

クのドライバーは７．８％上昇している。

しかし，金額ベースでは，全産業平均に近

づきつつあるが，賃金格差の解消には至って

いない。ドライバーの長時間労働を考慮する

と，勤務時間当たりの賃金格差はさらに開い

ている。

全産業平均の勤務時間と比較して，わずか

に改善の傾向はみられるが，ドライバーの勤

務時間は２０％強多い状況が続いている。
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●図表ー１１ 勤務時間格差 （時間）

H２５ H２６ H２７ H２８ H２９

全産業平均 ２，１２４ ２，１２４ ２，１２４ ２，１２４ ２，１３６

１００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

大型トラック ２，６４０ ２，５９２ ２，６１６ ２，６０４ ２，６０４

１２４．３ １２２．０ １２３．２ １２２．６ １２１．９

中小型トラック ２，５９２ ２，５８０ ２，５８０ ２，４８４ ２，５９２

１２２．０ １２１．５ １２１．５ １１６．９ １２１．３

（出典） 全日本トラック協会

�

1

相対的に，ドライバーの賃金は安く，勤務

時間が長いので，ドライバー希望者は少なく，

有効求人倍率が上昇するのは必然の結果であ

る。

モデル店A社の概要

外部環境分析

当社を取り巻く外部環境を，PEST分析と

５フォース分析で明らかにする。

（注） PEST分析と５フォース分析は，特定

企業の経営コンサルティングの場合，当

該企業に影響を与える外部環境分析であ

る。本稿では，モデル企業であるためト

ラック運送業一般を前提に記述する。

� PEST分析（マクロ環境分析）

� 政治環境の変化

ドライバー不足を背景に，「改正貨物自動

車運送事業法」が成立，規制が強化された。

・行政処分を受けた者の参入規制強化

・欠格期間を２年から５年へ延長

・運送事業を許可する際の基準の厳格化

・過労運転・過積載運行をなくすための荷

主・元請事業者の「配慮義務」の新設

・荷主勧告制度への貨物軽自動車運送事業者

の追加

・参考とすべき「標準運賃」の導入（時限措

置）

など，１９９０年に施行された「物流二法」

の規制緩和政策からの転換である。

� 経済環境の変化

産業の成熟化，製品の軽薄短小化，経済の

サービス化，製造業の海外進出などにより物

流業界は悪影響を受けている。

・物流量の漸減傾向

本社 営業所

ａ産業 直取引 ２億

ｂ工業 直取引 １億

ｃ運送 下請取引 ３億

ｄ運送 下請取引 １億

B 営業所

ｈ産業 直取引 １億

ｉ工業 直取引 １億

ｊ運送 下請取引 ２億

ｋ運送 下請取引 １億

C 営業所

ｗ産業 下請取引 ０．５億

ｘ工業 下請取引 ０．５億

ｙ運送 下請取引 ０．５億

ｚ運送 下請取引 ０．５億

本社 営業所

管理職 ２人

ドライバー ６５人

トラック ７５台

B 営業所

管理職 ２人

ドライバー ５５人

トラック ６０台

C 営業所

管理職 １人

ドライバー ３０人

トラック ３２台

株式会社A運送

売上高 １４．０億円 １００％

売上原価 １１．３憶円 ８１％

売上総利益 １．７憶円 １２％

本社 北関東 営業 関東・東北

本社
代表取締役 １名

経理・総務 ３名

●図表－１２ ビジネスモデル俯瞰図
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・宅配物流の増加

・原油価格の安定化

・国際物流の増加（輸出入）

� 社会環境の変化

少子高齢化の進展・人口減少・ネット通販

の普及が，物流に影響を与え始めている。

・宅配物流の増加，多頻度・小ロット化

・消費の減少による物流量の減少

� 技術環境の変化

物流関連の技術革新は，数年後より急速に

実用化が始まり，業界の姿を一変させること

が予想される。

・ドローンの実用化

・トラックの隊列走行

・自動運転技術の実用化

・EVトラック（小型）の実用化

・大型燃料電池トラックの実用化

・大型 HVトラックの実用化

� ５フォース分析（ミクロ環境分析）

� 競合企業の競争力

平成２年の物流二法の施行により，大幅に

規制が緩和され，「営業区域の拡大」，「最低

車両台数規制の緩和」，「トラック運賃の届出

規制の緩和」などが行われた。

規制緩和の結果，新規参入が増加し同質競

争・運賃競争となり，業界全体が疲弊してい

る。競合企業も当社と同様に，差別化要因は

特別になく，取引の継続は荷主との良好な人

間関係に依存している。

� 仕入先との交渉力

トラック運送業の主要な購入品は，トラッ

ク，タイヤ，軽油である。これら購入品のメ

ーカーは，資本集約産業の大手であり，当社

には価格交渉力はない。トラック・タイヤ購

入の際は，複数の販売店から相見積もりを取

り，メーカーを選定している。軽油は，同業

者と団体をつくり，共同購入でバイイングパ

ワーを発揮している。

� 販売先（荷主）との交渉力

トラック運送業，特に中小業者にとり，サ

ービスの提供先である荷主に対して，差別化

できる「提供価値」を提示することは困難で

ある。提供価値を QCDに分解すると次の通

りである。QCDで，最も重要な点は「安全」

である

品質（Q）

・ヒトの品質（挨拶，身だしなみ，安全運転，

無事故運転，規定通りの集荷・納品方法の

厳守）

・貨物品質（損傷・劣化ゼロ，温度管理）

・正確性品質（納品先ミス・商品ミス・伝票

記載ミスゼロ）

コスト（C）

・運賃

・外部不経済削減（排気ガス減・省エネ）

納期（D）

・約束した納期の厳守

・誤納・欠品なし

� 新規参入の脅威

平成２年の物流二法の規制緩和により，事

業者数は１．５倍に増加したが，近年は倒産・

廃業の増加により減少傾向にある。さらに，

「改正貨物自動車運送事業法」の規制強化に

より，新規参入は減少が見込まれる。新規参

入は減少するが，規制強化により経営環境は

さらに厳しさが増すことになる。

� 代替品（代替輸送機関）の脅威

モーダルシフト：

交通渋滞対策と環境問題の解決策として，

以前よりモーダルシフトが提唱されている。

モーダルシフトとは，排気ガスの削減と交通

渋滞の解消策として，幹線貨物輸送をトラッ

クから大量輸送機関である鉄道や内航海運に

代替する構想である。モーダルシフトの進展

は，トラック運送業にとって，業務量の減少

を意味する。
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●図表－１３ PLの推移
H２０ H２１ …… H２９ H３０

売上高 １００ １０５ １９５ ２０６

運送原価 １００ １０３ ２４５ ２５１

売上総利益 １００ １１０ １３６ １２５

販売費・一般管理費 １００ １０１ １２６ １３０

営業利益 １００ １０７ １２１ １１５

営業外収益 １００ １００ ７３ ６６

営業外費用 １００ ９５ ２５０ ２５５

経常利益 １００ １０８ １１６ １１０

●図表－１４ BSの推移
勘定科目 H２０ H２１ …… H２９ H３０

売上高 １００ １０８ １９５ ２０６

流動資産計 １００ ９３ １６５ １７０

固定資産計 １００ １０３ ２４５ ２５３

資産合計 １００ ９４ ２３５ ２４４

流動負債計 １００ ９６ ２１９ ２２３

固定負債計 １００ １２１ ４１２ ４１５

負債合計 １００ １１５ ３５０ ３５６

純資産計 １００ １０７ １１５ １２０

負債・純資産合計 １００ ９４ ２３５ ２４４

ドローン：

現状のドライバー不足や，ドライバー高齢

化による更なるドライバー不足の深刻化が予

想されている。解決策として，小型・軽量・

近距離輸送手段として，ドローンの活用が検

討されている。

しかし，物流の実務に使用するには，長時

間運行を可能にするバッテリーやエンジンの

強化，耐候性（風・雨・雪）に優れたハード

の開発，積載重量の向上，監視システム（運

行状態・天候の変化・貨物の受渡・事故や故

障対応）等の開発・整備が期待されている。

貨客混載の許可：

貨物自動車運送業者と旅客自動車運送業者

は，両事業を兼業する場合，前者はトラック

を用いた旅客の運送，後者はバスやタクシー

を用いた貨物の輸送が可能となる。

トラック・タクシー・貸切バスについては，

指定された過疎地域において一定の条件の下

で両事業の掛け持ちが可能である。積載率の

低い路線の運送を電車やバス業者に委託して，

生産性を向上させる。

内部環境分析

� 攻めの経営で経営規模拡大

製品の軽薄短小化・経済のサービス化の下

で，物流量は減少し業界全体が停滞している。

そのような外部環境にあって，多額のドライ

バー募集費用の支払いと，取引先の要望に沿

って車両投資を継続し，１０年間で売上を２倍

に増加させた。

その結果，その名の通り「先行投資」に売

上の伸び率が追い付かず，経営を悪化させて

いる。売上増加率以上に，運送原価が増加し

た。設備投資の増加に伴い借入金が増加し，

支払金利（営業外費用）が売上増加率以上に

増えている。各利益は，償却前利益であり，

実態はさらに深刻である。

� 放漫経営

現実は，積極経営の裏返しの放漫経営であ

る。従業員の意欲を尊重し，従業員の希望に

沿って車両を増強し，ドライバーを増員した。

その結果，設備過剰となり固定資産の伸び率

は，売上高の伸び率を大幅に上回っている。

トラックの稼働率の低下，遊休車両の増加が

経営を圧迫している。

� 従業員「自律性尊重」経営

歴史の浅い当社の労使関係は，経営者と従

業員関係というより，創業当初に苦労をとも

にした「仲間意識」が強い。給与体系は日給

月給制度で，休暇取得は比較的自由に取り，

結果的に休車が多く稼働率が低い。経営者感

覚を有する自律性ではなく，コスト意識に欠

ける放任経営に近い。

次頁の従業員意識調査（４段階評価）では，

従業員満足度は高い。経営にとって，プラス

になる満足度ではない。
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●図表－１５ 従業員意識調査

や
り
が
い

１．当社で働けて良かったか

２．自分の目標や将来像を具体的に描いているか

３．当社の仕事のやり方や工夫は充分か

４．当社の社員は勤勉であるか

５．今の仕事は面白いか

経
営
参
画

６．社員の意見・判断を受入れる組織風土はあるか

７．自分の業務範囲は明確か

８．指示命令系統は明確か

９．直属の上司を信頼しているか

１０．ポジションを与えられればもっと会社に貢献できるか

人
材
育
成

１１．社員の意欲向上とスキルアップができる社内体制か

１２．次のリーダーは育っており組織力に不安はないか

１３．上司は頻繁に相談できる場を設けているか

１４．部下の育成に熱心な管理者が多いか

１５．社員は会社の課題を理解し自ら改善する風土があるか

人
事
評
価

１６．自分の給料は会社利益に貢献した対価か

１７．何をすれば給与・役職が上がると理解しているか

１８．今の給与・評価制度を納得しているか

１９．実力のある社員が適正に評価されているか

２０．年令・性別にかかわらず，昇進・昇格の機会はあるか

意
思
疎
通

２１．会社の経営理念を共鳴しているか

２２．社長や役員の考えにバラツキはないか

２３．会社の向かう方向に不安はないか

２４．新しいやり方を積極的に取り入れる会社か

２５．所属部門・会社の目標を知っているか

社
内
風
土

２６．本音の意見を自由に言い合える職場か

２７．会議は建設的で，方向性がハッキリ決まるか

２８．全社的に，前向きの言動が多いか

２９．当社では，悪い点よりも良い点の方が目立つか

３０．社内のコミュニケーションは充分か

3

� 赤字経営の進行

外見上は，１０年間で売上高２倍の高成長企

業である。しかし，経営の実態は増収減益経

営に陥っている。抜本的な経営改革と，企業

風土革新が求められている。

SWOT分析

外部環境分析と内部環境分析を要約し，ク

ロス SWOT分析で戦略の方向性を策定する。

� 機 会

貨物自動車運送事業法が改正され，荷主に

対するトラック運送業者の立場の強化に行政

が舵を切っている。

� 運賃と付帯費用の分離：運賃と荷積・荷

卸・待機時間費用を分離する運送約款の締

結を促進する。

� 標準運賃の導入：独占禁止法の例外とし

て，標準運賃を導入して運賃水準の指標と

した。

� 荷主勧告制度の強化：荷主の優越的地位

の乱用に対する規制を強化し，トラック運

送業者の保護を強化した。

� 新規参入の減少：競争環境の改善になる

ことが期待されている。

� 運賃値上げ：ドライバー不足による運賃

値上げ機運の高まり

� 脅 威

� 有効求人倍率：有効求人倍率は，年々上

昇傾向にある。ドライバーの募集費は，益々

多額となり，経営を圧迫している。

� 人件費の上昇：ドライバー不足で，人件

費は上昇傾向にあるが，運賃値上げが追い

付いていない。

� 物流量の減少：減少する物流量は，同業

者間の競争激化要因になる。

� 物流単位の小口化：ネット通販の増加

� ドライバー不足倒産：有効求人倍率の増

加によるドライバー採用難

� 強 み

� ドライバーの確保：仕事が舞い込んでき

ても，ドライバー不足で仕事を受注できな

い競合他社をしり目に売上を増加してきた。

� 取引先との信頼関係：長期取引先が多い。

� 取引先ニーズへの対応力：車両への先行

投資で対応し，取引を拡大してきた。

� 弱 み

� ドライバーの高齢化：売上増強のため，

定年に達したドライバーを嘱託として抱え

た結果，高齢化率が高い。

� 下請取引：売上高に占める下請取引比率

が高く，低利益率の真因である。
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� 車両過剰：営業所単位で必要に応じて車

両を購入した結果，会社単位で車両過剰・

低稼働率状態にある。

� 従業員の規律の低下：フラットな企業風

土で，上下の関係意識が薄く，社長一人で

は指示・命令が徹底できない。

� 採算性：採算の悪い取引先が多い。

� 財務：財務基盤が弱く，事業性評価が低

い

� リクルート：多額の採用費の支払い

問題点の改善策

基本戦略を，「成長戦略」から「財務基盤

強化戦略」に転換し，経営の改善策を練り直

す。過剰車両を売却して BSをスリム化する。

ドライバー数は現状を維持して売上高を維持

する。運賃値上げ取引先と，利益を得られる

新規取引先に車両とドライバーを引き当て，

利益のない取引先から撤退し，PLを改善す

ることを基本戦略とする。

� 機会の取り込み戦略

� 運賃・付帯費用の分離：「荷積＋待ち時

間」と「荷卸＋待ち時間」が３時間を超え

る事業所があり，時間の長い事業所から順

次，国交省の指導方針通りの運送約款の改

正交渉を開始する。荷主と共に知恵を出し

合い，時間を短縮し物流コストを削減する。

� 適正運賃に改定：車種別の原価計算を行

い，国交省の「標準運賃」を参照して，ド

ライバーの給与引き上げを念頭に置いて運

賃改定の交渉を行う。ドライバーの給与引

き上げのための運賃値上げは広く社会的に

理解されている。

� 荷主勧告制度：荷主の要請により，ドラ

イバーが「過労運転」，「過積載」，「速度違

反」を起こし行政処分を科せられた場合，

その原因が荷主の無理な要請にあると，警

察署長は荷主に再発防止命令書を発出し，

荷主名と事案の概要を公表する。このよう

な情況にならないよう，事前に荷主と協議

し回避する。ドライバーの待遇改善・退職

防止策とする。

� 運賃値上げ：事前に車種別に原価計算を

行い，現行運賃と比較して，利益のない低

い取引先を把握する。利益を得られる取引

先を開拓できたら，利益のない取引先の業

務から撤退する。

� 脅威の回避戦略

下記の脅威回避戦略で，ドライバー不足倒

産を回避する。

� 有効求人倍率の上昇：ドライバー募集を

強化するのではなく，他社に先駆けて勤務

条件を改善し，退職防止を優先課題とする。

荷主勧告制度も活用する。人件費の上昇は，

運賃値上げの交渉材料にする。

� 物流単位の小口化：採算に乗る小口物流

（例・宅配）は，高度なシステムが必須で

ある。B２Bの大型物流に特化し，小口物

流は回避する。

� 強みの強化戦略

� ドライバーの確保：多額のリクルート費

用によるドライバー採用ではなく，ドライ

バーの待遇改善による退職防止によるドラ

イバー確保戦略に転換する。その原資は，

運賃値上げで確保する。

� 取引先との信頼関係強化：信頼関係は，

適正な運賃値上げをして，ウィン・ウィン

関係を構築することで，持続可能な信頼関

係にする。そのためには，ドライバー教育

を強化して，物流品質の向上で取引先に報

いる。

� 取引先ニーズへの即応力：ドライバー不

足・車両不足は業界全体の現状であり，取

引先ニーズを確実に確認してから，車輛と

ドライバーの手当てを行う。急を要する場

合は，傭車で一時的に対応する。
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� 弱み克服戦略

� ドライバーの高齢化：現在，手作業でバ

ラ積・バラ卸をしている作業を，取引先の

協力を得て，パレット積み・フォークリフ

トによる荷積・荷卸，待ち時間の短縮で，

ドライバーの肉体的負荷を軽減して，長期

間勤務を可能にする。

� 下請業務：荷主の支払う運賃の配分は，

元請１０％，下請９０％の様に配分されてい

る。低運賃を打破するため，長期戦略とし

て「脱下請け」を実行する。

� 過剰車両：取引内容の変化により，１カ

月間の走行距離が少なくなった車両を，デ

ジタコデータから抽出して売却し，車輛全

体の稼働率を向上させる。

� 従業員の規律の低下：フラットな組織で

は，個々の従業員の行動に目が届かなくな

る。ピラミッド型に編成替えをして，規律

を回復する。組織の多段階化で，実践的に

幹部候補生を育成する。

� 採算性の改善：採算の良い取引先を開拓

できたら，採算の悪い取引先との契約を解

約する。取引先のスクラップ＆ビルドで利

益体質に転換する。

改善後の利益計画

増益計画は，売上高増加で達成するか，経

費削減で達成するか，その双方を同時に追求

するかにある。どの企業も，外部の第３者が

冷静に現場を観察すると，内部の経営者・従

業員が気付かないムダが隠れている。

本利益計画は，協力会社と従業員を犠牲に

して V字回復を図るカルロス・ゴーン流の

コストカット方式はとらない。トヨタ方式の

地味なコストダウンの継続的な積み上げとす

る。

●図表－１６ クロスSWOT分析
機会 脅威

貨物自動車運送事業法改正・規制強化
運賃と付帯費用の分離
標準運賃の導入
荷主勧告制度の強化
新規参入の減少
運賃値上げ機運の高まり（ドライバー不足）

有効求人倍率の上昇
人件費の上昇傾向
運送貨物の減少傾向
物流単位の小口化
ドライバ―不足倒産の増加

強
み

ドライバーの確保
取引先との強い信頼関係（長期継続取引）
取引先ニーズへの対応力

今後の改革の方向性
�取引先との運送約款の改正を進め，運賃と付帯費用を分離する
�標準運賃を参照して適正運賃に改定する
�取引先と荷主勧告制度について話し合い，行政処分を科せられないよう
にする

�車種別原価計算をして，利益のない取引先とは取引中止とする
�有効求人倍率上昇を理由に，運賃値上げ交渉をする
�B２Bの大型物流に特化する
�運賃値上げを原資にドライバーを確保する
	取引先の協力を得て作業環境を改善し，ドライバーの高齢化に対応する

長期戦略として，脱下請けを推進する
�走行距離の短い車両を割り出し，減車を進める
�ピラミッド型組織に編成替えして，コミュニケーションを良くし，従業
員の規律を回復する

取引先の組み換えで，利益体質に転換する

弱
み

ドライバーの高齢化
下請取引が大半
車両過剰
従業員の規律の低下
採算性の低下
財務基盤が弱い
マネジメント組織が弱い

●図表－１７ 利益計画 （百万円）

前期 １期 ２期 ３期

（実績）（計画）（計画）（計画）

売上高 １，３００ １，３２６ １，３５２ １，３７９

運送原価 １，１２３ １，０６６ １，０８７ １，１０９

売上総利益 １７７ ２６０ ２６５ ２７０

販管費 １８２ １８５ １８９ １９３

営業利益 －５ ７５ ７６ ７７
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増収計画は，ドライバー不足・給与引き上

げを基本に，荷主が納得できる運賃値上げを

前提にしている。

自由競争社会であり，荷主や元受企業へ一

方的に犠牲を求めるのではなく，内部の「ム

ダとり」で生産性を上げ，競争力を強化する

利益計画である。過剰車両は，第１期で一気

に減車する。

トラック運送業界は，ドライバー不足と貨

物自動車運送事業法の改正の機会を有効にと

らえて，利益計画を着実に実行することで，

赤字体質を脱却し，３期には，売上高営業利

益率を５．６％に改善する。

●図表－１８ バランススコアカード

財務の評価 顧客の視点 業務プロセスの視点 学習と成長の視点

運賃の値上げ 貨物事故ゼロ実現 原価計算の作成 コスト意識の醸成

利益率の向上 永続的信頼関係構築 営業所単位の損益計算（試算表） 所長の経営意識の醸成

過剰車両の削減 タイムリーな貨物配送 営業所別生産性分析（月単位） 生産性意識の醸成




