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業界の概要

タクシー業界は，長期的な運送収入の減少，

乗務員の高齢化と，外資を交えた配車システ

ムの普及に伴う業界再編の波にさらされてい

ます。３つの大波をいかに乗り切るか，経営

者の手腕が問われています。

タクシー業とは

タクシー・ハイヤー業（一般乗用旅客自動

車運送業）とは，乗車定員１０名以下の自動車

を貸し切って旅客を運送する事業です。乗車

定員が１１名以上になると，一般貸切旅客自動

車運送事業（貸切バス）と呼ばれます。

タクシー事業を始めるには，道路運送法に

基づく許可申請書を作成し，管轄する運輸支

局に提出しなければなりません。

規制緩和・強化の流れ

各種の業界データを判読する際は，景気動

向に加えて，規制緩和や規制強化の流れも念

頭に置く必要があります。

業界の動向は，地域性が大きく反映されま

す。本稿では主に「東京都内・武三地区」（東

京都２３区と武蔵野市・三鷹市）のデータで説

明します。

車両数と運送収入の推移

タクシー業界は，平成１４年２月に従来から

の規制業種から大幅に規制が緩和されました。

増車が許可制から事前届出制となり，車両数

は平成１３年の２０８，０５３台から平成１９年には

２２２，５２２台となり１４，４６９台の増加で７％の増

加率となっています。一方，運送収入は平成

１３年の１９３，３８５（千万円）から平成１９年には

１８９，６４１（千万円）と１．９％減少しています。

平成２１年には，規制緩和から一転して規制

強化に転じて自主的な減車が要請されました。

東京の場合，２０％の減車が要請されました。

減車に非協力な企業もありましたが，その後

に調査・監査が行われ，減車が続いています。

中小企業診断士

長谷川 勇

●図表－１ 規制緩和・強化の流れ

H１４．２以前 参入 許可制
増車 許可制

H１４．２ 規制緩和 参入 許可制
増車 事前届出制

H２１．１０ 規制強化 自主的 減車要請

H２６．１ 規制強化 特定地域
新規参入 禁止
増車 禁止

利益計画

タクシー業のモデル利益計画
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●図表－３ 車両数・運送収入指数ギャップ

H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25
車両数 100 104 107 107 103 95 93
収入 100 98 98 98 84 81 79

70
80
90
100
110
（％）

出典：国交省
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●図表－５ タクシーを利用しない理由

4.2

10.1

14.1

19.3

34.0

66.5

乗車前に値段が分からない

タクシーを呼ぶ・捕まえるのが手間

出かける機会が少ない

タクシー以外の公共交通機関利用

料金が高い

自動車などを利用
（％）

出典：内閣府 公共交通に関する世論調査

平成１４年施行の規制緩和以降車両台数は

年々増加しましたが，運送収入は漸減傾向に

あり需給ギャップは年々大きくなりました。

平成１３年を起点にしますと，リーマンショッ

ク翌年の平成２１年には，１９．４ポイントを記

録しています。

輸送人員数の推移

計算式を単純化すると，運送収入＝「輸送

人員×運賃単価×輸送距離」となります。輸

送人員は，規制緩和（平成１４年）以降，平成

１９年をピークに減少傾向にあります。東京近

郊の場合，鉄道網の整備促進や相互乗り入れ

による利便性の向上が，タクシーの輸送人員

減少の一因となっています。

リーマンショック（平成２０年）以降の経費

節約志向も輸送人員減少の一因です。平成２０

年に一気に減少し，平成２１年に下げ止まりま

したが，その後回復の兆しは見えてきません。

企業の節約志向が大きく影響しているものと

推測されます。

大都市と地方，公共交通機関の整備状況で

異なりますが，内閣府の「公共交通に関する

世論調査」（平成２８年１２月）によると，タク

シーを利用しない理由は下記の通りです。最

大の理由は，自動車などの利用で，次いで料

金が高い，タクシー以外の公共交通機関の利

用などがあげられています。

タクシーを利用しない理由として，「料金

が高い」が３４％を占めています。他の物価・

サービス料金と比較して高いか安いかの判断

は困難です。しかし，平成２年から平成２６年

の２４年間に，初乗り運賃は５２０円から７３０円

へと２１０円，４０％を値上げしており，年間

１．６８％の上昇です。

規制業種であるが故に，企業にとっては経

営を苦しくし，乗客にとっては割高感を生み

●図表－２ 車両数と総運送収入の推移

H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25
車両数 208 216 222 223 215 197 193
収入 193 190 190 190 162 156 153

120
140
160
180
200
220
240

（千台）

（百億円）

出典：国交省

●図表－４ 輸送人員数の推移

H13 H19 H21 H23 H25 H27 H29
人員数 363 381 284 286 287 281 286

200
250
300
350
400

（百万人）

出典：タクシー事業の現状について（特別区・
武三交通圏）（国交省）
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●図表－６ 運賃の推移

改定年
認可運賃

初乗（円）／２㎞ 加算（円／m）

H２ ５２０ ８０／３５５

H４ ６００ ９０／３４７

H７ ６５０ ８０／２８０

H９ ６６０ ８０／２７４

H１９ ７１０ ９０／２８８

H２６ ７３０ ９０／２８０

H２９ ４１０＊ ８０／２３７

出典：東京のタクシー２０１６
＊初乗り４１０円／１，０５２m

5

●図表－７ 実働率・遊休率の推移

H13 H21 H24 H27 H28 H29
実働率 85 81 83 79 78 77
遊休率 15 19 17 21 22 23

10
30
50
70
90
（％）

出典：タクシー事業の現状について（特別区・
武三交通圏）（国交省）

6

出す運賃制度です。その理由は，「実働率」

の項で説明します。

日本の初乗り運賃は高いとの指摘があり，

近年のタクシー利用者数が減少し，平成２９年

に初乗り運賃７３０円（２km）を４１０円（１，０５２

m）に引き下げたところ，初乗り利用回数は

３６％の増加，運送収入は３％増加しました。

若者，主婦，高齢者などの潜在的な「ちょ

い乗り」顧客の発掘に成功しました。今後は，

地理に不案内な訪日外国人の利用増加が期待

できます。

実働率・遊休率推移

経営を良好に維持するには，実働率１００％

が目標です。タクシー業界やトラック運送業

界では，実働率の用語で表現します。製造業

では，必要な注文が無ければ稼働率１００％は

維持できません。

タクシー業界，特に都会の「流し」中心の

企業では，事前の予約は必要ありませんので，

実働率１００％が可能です。しかし，平成２２年・

２３年は実働率８５％をあげていましたが，そ

の後は下降線を辿り平成２９年には７７％まで

減少しています。

実働率の補数は，遊休率になります。遊休

率で実態を把握しますと，その深刻さが実感

できます。平成１３年以降の遊休率は，２０％

前後で推移しています。しかし，近年は悪化

傾向にあり，平成２９年には２３％を記録して

います。保有車両の２３％が，駐車場で昼寝

をしていることになります。その原因は，需

要が無いことではなく，乗務員不足にありま

す。

乗務員の高齢化

タクシー業界の運送収入の減少傾向とその

原因を把握しました。次に，高齢化の現状を

把握します。従業員の高齢化は，日本全体の

課題ですが，タクシー業界は特に顕著です。

６０歳代が最大のグループを形成しています

が，若返りの動きも示しています。対照的に，

７０歳台と８０歳代は高齢者比率が増えています。

●図表－８ 乗務員の年齢構成

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代
H28.3 1.5 4.4 16.1 26.4 39.2 12.3 0.2
H29.3 2.0 4.5 15.9 26.2 37.4 13.7 0.3
H30.9 3.3 5.1 15.1 26.6 33.1 16.4 0.4

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
（％）

出典：タクシー事業の現状について（特別区・
武三交通圏）（国交省）
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●図表－９ 乗務員数の推移

H21 H23 H25 H27 H28 H29 H30
乗務員数 376 354 345 302 302 289 282

200

250

300

350

400
（千人）

出典：国土交通省 各年３月末現在（個人タ
クシーを除く）

8

グラフには表示されていませんが，全体の平

均年齢は平成２８年に５８．６歳，平成２９年に５８．４

歳，平成３０年に５８．２歳となり，わずかです

が若返りの傾向にあります。

若返りの要因は，乗務員不足や高齢化に加

えて，訪日外国人の増加や配車アプリに代表

される情報化に伴う新サービスへの適応力が

求められ，新卒採用の増加が背景にあります。

減少傾向の乗務員数

乗務員の高齢化は，乗務員数減少の反映で

す。リーマンショック後，タクシー需要の減

少に合わせて，乗務員数も一貫して減少傾向

です。平成２１年に比べて，平成３０年の乗務員

数は２５％減少しました。

乗務員数と車両数の減少は，実需の減少に

対応した変化であり，生産性の向上に貢献し

ています。

生産性の推移

タクシー業は，年度ごとに国土交通省運輸

支局に，「一般乗用旅客自動車運送事業輸送

実績報告書」を提出し，生産性に関連する下

記の３項目も報告しています。

・実働率＝延実働車両数÷延実在車両数

・実車率＝実車キロ÷走行キロ

・実働車１日１車当り営業収入（日車営収）

＝営業収入÷延実働車両数

� 実働率：図表－７の通りリーマンショッ

ク後に一旦回復しましたが，乗務員の減少

（図表－９）により，遊休率が増加した結

果です。

� 実車率：実車率とは，走行中に顧客が乗

車している率です。実車率が向上すれば，

空車が少なくなり，乗車料金が増えますの

で生産性が向上します。

限られた勤務時間内で実車率が高まるこ

とで，実働車１日１車当りの実車キロ数は

増加します。乗務員一人当たりの生産性も

●図表－１０ 実車率の推移

H13 H21 H24 H27 H28 H29
％ 44 39 42 45 46 47

30
35
40
45
50
（％）

出典：タクシー事業の現状について（特別区・
武三交通圏）（国交省）

●図表－１１ 日車実車キロの推移

H13 H21 H24 H27 H28 H29
km 127 95 104 112 112 114

85

95

105

115

125

135

出典：タクシー事業の現状について（特別区・
武三交通圏）（国交省）

●図表－１２ 日車営収の推移

H13 H21 H24 H27 H28 H29
営収 51 41 45 49 49 51

20
30
40
50
60

（千円）

出典：タクシー事業の現状について（特別区・
武三交通圏）（国交省）
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向上します。

� 日車営収：実車率と日車実車キロ数が高

まりますと，車両１日１台当たりの売上＝

日車営収が高まります。

売り上げに応じた歩合給を採用している企

業の乗務員は，日車営収が増加すれば年収も

増加することになります。

図表－１０，１１，１２の共通点は，平成１３年

に比べてリーマンショックにより悪化し，平

成２１年をボトムに回復基調にあることです。

しかし，実働車両１台当たりの回復であり，

企業経営レベルの業績回復ではありません。

タクシー配車アプリの動向

タクシー配車アプリ競争の時代に突入して

います。従来は，各タクシー会社独自の配車

システムでスタートしましたが，徐々に配車

ソフトを基軸にグループ化が進展しています。

タクシー配車アプリを使用すると，乗客は

待ち時間が少なく利便性が高まります。タク

シー会社は実車率が高まり，生産性が改善さ

れます。配車アプリは発展途上にあり，キャ

ッシュレス決済，配車予約，相乗りサービス，

事前確定運賃，多言語化，広告機能等が提供

され始めています。今後，更なる利便性の提

供が期待されています。

普及を望むタクシーサービス

選ばれるタクシーになるためには，潜在的

ニーズに対応する必要があります。核家族化

に対応する子育て支援やマタニティタクシー，

高齢化社会に対応する観光ガイドやユニバー

サルデザインタクシー，IT社会に対応する

スマホアプリの配車サービス，訪日外国人増

●図表－１３ 主要タクシー配車企業

Japan Taxi

日本交通が開発 国内配車アプリの先駆け
・配車支援システム
トヨタ，KDDI，アクセンチュアなど

・配車システム
システムオリジン，JVDケンウッド，電脳交通など

・広告
フリークアウト

・提携業者
飛鳥交通，阪急タクシー，帝都自動車など

MOV

DeNAが開発
・配車システム
システムオリジン，JVDケンウッド，西菱電機など

みんなのタクシー

ソニーが主導
大和自動車交通，国際自動車，寿交通など７社

DiDi（滴適出向）（中国）

ソフトバンックとの合弁企業
第一交通産業，栄交通，東宝タクシーなど

Uber（米国）

米配車サービスの最大手
第一交通産業，仙台中央タクシー，西条タクシーなど
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加に対応するバイリンガルタクシーなどがそ

れに該当します。

環境適応型業界として，タクシー業界及び

個別企業は，これらのサービスを提供するこ

とが今後に期待されています。

モデル企業の概要

A社の概要

業 種：タクシー業

経 営 者：６０歳の２代目

創 業：昭和４０年

売 上 高：９億円

従 業 員：乗務員１６０名，職員１３名

業務内容：一般乗用旅客自動車運送業

タクシー：６０台

現 状 分 析

外部環境分析

A社を取り巻く外部環境の変化を，PEST

分析で把握します。

・政治的環境（Politics）

タクシー業は私企業ですが，公共交通機関

の性格もあり，規制業種です。規制強化と規

制緩和の影響を強く受けています。一旦，自

発的に減車をすると自由に増車できないため，

実働率が悪化しても，減車しないため，遊休

率が増加しています。（図表－７参照）

・経済的環境（Economy）

非正規雇用者の相対的増加により，乗車料

金の割高感が増して，輸送人員は長期的に下

位安定の状況が継続しています。JRと私鉄

の相互乗り入れの増加で利便性が向上し，タ

クシー業界にとりマイナス要因です。しかし，

バス業界は乗務員不足で，減便や路線廃止が

始まり，タクシー業界にとりプラス要因です。

・社会的環境（Society）

高齢化社会を迎え，観光ガイドタクシーや

ユニバーサルデザインタクシーのニーズが増

加しています。核家族化の進展で，子育て支

援タクシーやマタニティタクシーの普及が望

まれています。また，訪日観光客の増加で，

バイリンガルタクシーの増加が始まっていま

す。これらの新しいニーズの増加は，タクシ

ー業界にとりプラス要因です。

・技術的環境（Technology）

自動車産業は，１００年に１度の大変革期に

あり，異業種を巻き込んで世界的規模の合従

連衡が進展しています。タクシー業界に最も

身近な技術革新は，タクシー配車アプリと，

それに関連するキャッシュレス決済，事前確

定運賃，配車予約などで，利便性の向上や生

産性向上が期待できます。配車アプリを核に

した囲い込みで，業界再編成も予想されます。

内部環境分析（強み）

� 配車アプリの早期導入

当社が属するグループのリーダー格企業は

配車アプリを自社開発し，競合他社に比べて

●図表－１４ 普及を望むタクシーサービス

サービス内容 回答数 割合（％）

１ 子育て支援タクシー ３６５ １９．８

２ 観光ガイドタクシー ３４６ １８．７

３
スマホ・アプリ活用の配車
サービス

３１３ １７．０

４ マタニティタクシー ２７２ １４．７

５
ユニバーサルデザインタク
シー

２２０ １１．９

６ その他 １７６ ９．５

７ バイリンガルタクシー １４７ ８．０

８ 無回答 ７ ０．０

出典：タクシー革新プラン２０１６
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先進的企業です。その関係で，配車アプリの

利用環境が整っています。

� 高年齢者雇用優良企業表彰の受賞

高齢者乗務員の働きやすい環境が整ってい

るとの安心感があり，同業他社と比較して相

対的に就職希望者が多い。

� 良好な立地条件

JR・私鉄・地下鉄が，本社・駐車場から

５００メートルの位置にあります。乗降客が多

く，タクシー利用客も多い。交通の便が良く，

従業員にとっても通勤の利便性が高い立地で

す。

内部環境分析（弱み）

� 低い IT リテラシー

永年の業績不振で，新規採用が少なく高齢

化率の高い企業です。その結果，若い従業員

が少なく，ITリテラシーが低い企業風土で

す。

� 競争心・向上心不足

高齢者・他社勤務経験者など，多様な人生

経験者が多く，まとまりを欠く従業員の多さ

が，競争心・向上心不足の原因です。しかし，

最大の原因は，給与が歩合制で働きに応じて

支払われることにあります。懸命に働く子育

て世代に比べて，定年退職後の年金生活者で

あるゆとり世代は，勤労意欲へのインセンテ

ィブに欠ける従業員が多数を占めています。

� 収入増加への拘り不足

�の説明通りです。
� 運行管理者不足

規定通り，運行管理者を４名指名していま

すが，２名は他の業務兼任で実質は２名であ

り，管理不十分です。乗務員管理資料の作成

不足や指導不十分な状態です。

� 建物の老朽化

建物・事務所の老朽化は，職場の雰囲気を

暗くして，従業員の活気を失わせています。

同時に，整理整頓が不十分となり，作業効率

を低下させ，生産性に悪影響をもたらしてい

ます。

� 勤務体制の非効率

長時間勤務の意欲がない・生活のために働

く必要ない乗務員が，長時間勤務組に属して

います。駐車場を出れば監視の目が届かない

職場であるため，走らないで休憩時間に多く

を割いていても，運行管理者不足で野放しに

なっています。

●図表－１５ クロスSWOT分析

外部環境の変化

競合企業との競争力

機会（C） 脅威（T）

車両数量規制の動き
新規参入規制厳格化の動き
訪日観光客の増加傾向
配車アプリによる生産性向上

輸送人員数の長期低落傾向
業界としての過剰タクシー台数
乗務員の募集難
実働率低下傾向

強
み（
Ｓ
）

配車アプリの早期導入
高年齢者雇用優良企業表彰受賞
立地条件の良さ

＊＊戦略の方向性＊＊

・パソコンを使いこなせる若い従業員の採用
・ゲーム感覚競走の導入
・班制度の導入で欠勤防止
・配車アプリの利用訓練実施
・出勤率の改善
・高齢者・女性が働きやすい２交代制の導入
・欠勤防止で実働率を高める
・配車アプリの有効活用で乗客満足度向上
・配車アプリの導入で生産性向上

弱
み
（
Ｗ
）

パソコンに強い人材不足
競争心・向上心不足
収入増加への拘り不足
運行管理者不足
建物の老朽化
勤務体制の非効率
外国語対応可能な乗務員不足
弱い財務体質
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� 外国語対応可能な乗務員不足

高齢者が多く，新しいニーズにチャレンジ

する意欲に欠ける乗務員ばかりです。経営者

も新分野開拓意欲に欠け，売上低下を嘆くば

かりの経営環境です。

� 弱い財務体質

上記の諸原因で，財務体質は徐々に悪化の

傾向にあります。

クロスSWOT分析

外部環境分析と内部環境から導かれる，現

状の課題を打破する戦略の方向性は，下記の

クロス SWOT分析のとおりです。

問題点の改善策

クロス SWOT分析で示された戦略の方向

性を，スコアカードのフォーマットに沿って

課題の解決策を整理します。

学習と成長の視点

� パソコン操作可能な若者を採用する

経営者は人情に厚く，希望者は定年後も継

続して雇用し，経営管理の仕組みは昔ながら

の手作業のままです。B社の配車アプリのグ

ループに参加して，グループ内の研修会を通

して経営管理の指導を受けることになり，若

者主導で従業員のパソコン教育をおこないま

す。

� ゲーム感覚競走を導入する

班単位の小グループ制度を導入し，生産性

向上関連の情報を班単位に集計しグラフ化し

ます。グラフを休憩室に掲示し，休憩中の話

題を提供します。優秀な班には報奨金を支給

し，班員同士の競争心を煽ることで，業績向

上に役立てます。グラフ化する情報は，実働

率，実車率，出勤率，事故経費など，改善し

たいテーマとします。

� 配車アプリの利用訓練をする

高齢者の多い当社では，パソコンへの苦手

意識が高いです。配車アプリでは，スマホや

タブレット端末などが使用されます。

� 出勤率を改善する

タクシー業界は，乗務員不足のため百戦錬

磨の人生経験豊富な定年退職者が多く，子供

の教育責任を修了した年金受給者は，長時間

働く必要がありません。経営者側も立場が弱

く，厳しく言えない現状です。

しかし，出勤予定日に乗務員に預けている

車１台の固定費は１日１車で３千円強になり

（リース料，駐車場代，任意保険，強制賠償

保険，車検，従量税など），さらに売り上げ

ゼロで，機会損失が発生します。これらの事

情を，機会あるごとに乗務員に繰り返し説明

し，意識改革を進めます。

業務プロセスの視点

� 運行管理者を増員する

当社の場合，４名の運行管理者が必要です

が，実質２名です。運行管理者不足で，乗務

員とのコミュニケーションが不足し，乗務員

管理がルーズです。運行管理者を増員し，報

連相の機会を増やして，運行管理を効率化し

ます。

� 老朽建物をリノベーションする

建物・事務所・駐車場の老朽化は，永い年

月をかけて徐々に進行するため，見逃されが

ちです。気付かない内に職場の空気が沈滞し，

生産性が低下しています。整理整頓を徹底し，

軽度のリノベーションをすることで，職場の

雰囲気を明るくして，生産性を向上させます。

� 時差出勤で点呼を効率化する

一斉に全員が出勤してるため，点呼が混乱

し，事務的な打ち合わせに，時間の浪費が生

じています。３グループ編成にして，時差出

勤で事務方の作業を平準化します。乗務員と
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の打ち合わせ時間を多くとり，乗務員の満足

度を高めます。季節により，乗客の移動時間

も変化するので，勤務時間帯も変更します。

� ２交代制導入で乗務員を増員する

高齢の乗務員は，長時間勤務が苦痛になり

ます。昼間勤務希望の女性採用の幅を広げま

す。収入は少なくても，昼間勤務を希望する

乗務員や短時間の夜勤で効率的に収入を得た

い乗務員など，乗務員は多様化しています。

働き手の勤務スタイルに合った２交代制を導

入することで，乗務員満足度を向上させ，車

両の有効活用を促進します。

顧客の視点

� 待ち時間の短縮

流しのタクシーを拾う時間の短縮や，希望

時間に迅速に迎えに来るタクシーは，乗客満

足度を高めます。配車アプリは，乗客満足と

実車率を高める企業満足を両立させる IT技

術です。配車アプリでタクシーを呼び出すと，

乗客に一番近距離の空車が迎えに行きます。

� 事前確定料金機能

長距離乗車の場合，乗客の不安の１つは乗

車料金が不明であることです。配車アプリ機

能の１つに，乗車地点と降車地点を登録する

と運賃を事前に確定できる機能が盛り込まれ

ています。運賃面から，乗客に安心感を与え

ます。

� キャッシュレス決済

キャッシュレス決済機能を利用すると，乗

客は運賃の支払いとお釣りの受取時間が節約

できます。乗務員は，運賃のやり取り時間の

節約で，実車率が高まり生産性が向上します。

現金を持たないので，犯罪防止にもなります。

●図表－１６ バランススコアカード（BSC）

財務の視点

乗客満足の向上

増収・増益の実現

生産性の向上

顧客の視点

待ち時間の短縮

事前確定運賃機能導入

キャッシュレス決済

多言語対応

業務プロセスの視点

運行管理者の増員

老朽建物のリノベーション

時差出勤で点呼の効率化

２交代制導入で乗務員増員

学習と成長の視点

パソコン操作可能な若者の採用

ゲーム感覚競走の導入

配車アプリの利用訓練

出勤率の改善

●図表－１７ 利益計画
（千円・％）

１期 ２期 ３期

営業収益 ８９８，９７７ １００ ９０７，９６７ １００ ９１７，０４７ １００

運送原価 ７８５，０１０８７．３ ７７７，１６０８５．６ ７６９，３８８８３．９

人件費 ６１６，６９４６８．６ ６１０，５２７６７．２ ６０４，４２２６５．９

運送費 １６８，３１６１８．７ １６６，６３３１８．４ １６４，９６７１８．０

売上総利益 １１３，９６７１２．７ １３０，８０７１４．４ １４７，６５９１６．１

一般管理費 ８３，６５１ ９．３ ８３，６５１ ９．２ ８３，６５１ ９．１

営業利益 ３０，３１６ ３．４ ４７，１５６ ５．２ ６４，００８ ７．０
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お釣りの準備も不要となり，準備作業時間が

少なくなります。

� 多言語対応

タクシーにタブレット端末を設置すること

で，訪日外国人観光客向けに英語・中国語・

韓国語など，多言語に対応する配車アプリが

あります。多言語での地図表示など，益々利

便性を高める顧客サービスが期待できます。

乗務員は，不慣れな外国語に気を取られるこ

となく，安全運転に注力できるメリットがあ

ります。

財務の視点

顧客の視点や業務プロセスの視点，学習と

成長の視点での改善で，乗客満足が向上し売

り上げが増加します。生産性が向上しコスト

が相対的に低下することで，増収増益を実現

します。

改善後の利益計画

タクシーの総需要は停滞する環境で，配車

アプリを積極的に活用することで，営業収益

を維持します。乗務員の漸減と過剰車両の減

車で，運送費を削減します。配車アプリの経

費増を他の経費削減で相殺し，販管費は現状

を維持できます。




