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平成 29年 5月 12日 

各  位 

 会 社 名 澁 澤 倉 庫 株 式 会 社 

 代表者名 取締役社長 今 井 惠 一 

 （コード番号 ９３０４ 東証第一部） 

 問合せ先 総合企画部長 佐 瀬 正 文 

（℡ 03-5646-7263） 

 

澁澤グループ中期経営計画「Step Up 2019」の策定について 
 

当社は、2013 年 5 月に 2017 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画「Step Up 2016」を策定し、収

益力向上と成長力強化を基本方針として進めてまいりました。2017 年 3 月期の実績は、中期経営計画

「Step Up 2016」で掲げた業績目標に対して、営業収益、営業利益では僅かに目標に届かなかったもの

の、経常利益、営業利益率については目標値を達成することが出来ました。 

日本経済は緩やかな回復の一方で労働需給の逼迫が進み、海外においては経済のグローバル化の進展

とそれに対する批判の高まりなど、当社を取り巻く事業環境は引続き大きな変化が予想されます。当社と

して、これら事業環境の変化に的確に対応し、収益力を高め、経営基盤をより一層強固なものとするた

め、2019 年度を最終年度とする 3 ヵ年の中期経営計画「Step Up 2019」を策定いたしました。 

 

Ⅰ．基本方針 

創業 120 周年の節目の年を越え、次なる 10 年へのスタートにあたり、当社の企業理念である「チャ

レンジ・クリエイト・コオペレイト」の原点に今一度立ち返り、将来の飛躍に向けた新しい取組みへ

の挑戦を通じて、収益力向上と成長力強化を果たし、特色ある物流企業としての地位を確固たるもの

にすることを目指します。 

 

Ⅱ．事業戦略 

（1）国内物流事業における消費財物流の拡充と高付加価値業務の拡大 

前中期経営計画で進展のあった消費財向け物流センター運営について、戦略的な拠点拡充を進める

ことで更に競争力を強化するとともに、流通加工等付加価値の高い業務の一層の拡大を目指します。 

 

（2）海外物流事業における中長期の成長に向けた事業基盤の強化 

中国、東南アジアにおける既存海外拠点での収益モデルを確立し、日本と現地の一体となった営業推

進体制により現地国内物流など業容の拡大を進め、競争力のあるサービスの拡充により、より安定的

に収益、利益が拡大出来る体制を構築して行きます。 

 

（3）不動産事業における資産価値向上と収益基盤の強化 

保有資産の適切なメンテナンスと高品質なビル管理サービスの提供により、既存の賃貸用不動産の

資産価値向上を図るとともに、将来の新規資産の取得も視野に入れ、テナントのニーズに的確に対応

し、収益基盤の強化を目指します。 
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（4）経営基盤の強化促進 

前中期経営計画で改善のあった財務体質の一層の強化に努めるとともに、コンプライアンスの徹底

やコーポレートガバナンスの強化により公正性、透明性、機動性の高い経営を実現します。また、長

期的な視野に立った人材の育成および人材の有効活用により、経営基盤の強化を図り、株主利益の向

上を目指します。 

 

Ⅲ．業績目標 

本中期経営計画は、2017 年度（平成 29 年度）を開始年度、2019 年度（平成 31 年度）を最終年度

とする 3 ヵ年計画とし、2019 年度の連結業績として次の目標数値を達成します。 

 

営業収益 670 億円 

営業利益 40 億円 

経常利益 40 億円 

営業利益率 6.0％ 

 

＜参考＞ 

2016 年度(平成 28 年度)との比較 

 2019 年度 

(平成 31 年度) 

2016 年度 

(平成 28 年度) 

2016 年度比 

(増減額) (増減率) 

営業収益 670 億円 580 億円 ＋90 億円 ＋15.5％ 

営業利益 40 億円 34.0 億円 ＋6.0 億円 ＋17.6％ 

経常利益 40 億円 34.1 億円 ＋5.9 億円 ＋17.3％ 

営業利益率 6.0％ 5.9％ ＋0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ ― 

※2016 年度は 2017 年 3 月期決算数字 

 

以 上 

 



澁澤倉庫株式会社

澁澤グループ中期経営計画
「Step Up 2019」

2017〜2019年度

2017年5⽉

本資料に記載されている業績予測等の将来に関する記述は、当社が現在⼊⼿している情報及び合理的と判断する⼀定の前提に
基づいており、実際の業績等は経済情勢、経営環境の変化等により異なる可能性が有ります。



Ⅰ．中期経営計画（Step Up 2019）の⽬指す姿

国内物流事業
・消費財物流の拡充
・⾼付加価値業務の拡⼤

海外物流事業
・事業基盤の強化
・現地国内物流拡⼤

経営基盤
・財務体質強化
・ガバナンス強化
・⼈材育成、活⽤

不動産事業
・資産価値向上
・収益基盤強化

基本⽅針
新しい取組みへの挑戦・特⾊ある物流企業へ

企業理念
チャレンジ・クリエイト・コオペレイト

事業戦略



Ⅱ．中期経営計画（Step Up 2019）の業績⽬標（連結）

営業収益

営業利益

経常利益

営業利益率

2016年度
（実績）

2019年度
（⽬標）

580億円

34.0億円

6.0％

40.0億円

40.0億円

670億円

34.1億円

5.9％

2016年度⽐

+90億円
（+15.5％）

+6.0億円
（+17.6％）

+5.9億円
（+17.3％）

+0.1ﾎﾟｲﾝﾄ

中期経営計画期間中の総投資額：最⼤２００億円



関⻄圏⾸都圏

Ⅲ．中期経営計画（Step Up 2019）の事業戦略

国内物流事業 消費財物流の拡充

千葉北エリアの倉庫（飲料）
計16,600坪

引き続き⾸都圏、関⻄圏都市部の内陸拠点の新設・拡充を進める

近隣に固定スペースを拡充

三郷倉庫（⾷品）
7,100坪

松⼾倉庫（輸⼊雑貨）
3,300坪

新船橋倉庫（化粧品・アパレル）
7,100坪

埼⽟県南部
飲料・雑貨⽤拠点を新設

恵⽐須町倉庫（輸⼊雑貨）
5,000坪（2014年新設）

厚⽊倉庫（飲料）
4,200坪（2014年新設）
4,600坪（2016年新設）

⻄宮倉庫（雑貨）2,700坪

2017年より新規業務開始

神⼾港島倉庫（雑貨）
18,600坪

茨⽊倉庫（飲料）
6,000坪（2015年新設）

神⼾近郊
近隣に輸⼊雑貨⽤拠点

を新設

近隣に輸⼊雑貨⽤拠点を新設

⼤⿊倉庫（⾷品・雑貨）
4,000坪



Ⅲ．中期経営計画（Step Up 2019）の事業戦略

国内物流事業 消費財物流の拡充

⽬標

拠点の新設・拡充による取扱量増加

既存拠点との連携（ｴﾘｱの集中）
（ﾄﾞﾐﾅﾝﾄ効果、⼈材/作業者の共有、波動対応）

陸上運送業務との連携強化
（WMS/TMS連携、⻑距離/地場連携、共同配送）

消費財取扱における競争⼒の⼀層の強化

前中計期間で+50億円増収
（2016年vs.2012年度⽐）

更に＋45億円の増収を⽬指す



Ⅲ．中期経営計画（Step Up 2019）の事業戦略

国内物流事業 ⾼付加価値業務の拡⼤

＜前中計における新サービスへの取組＞
飲料・雑貨取扱いにおける周辺業務拡⼤

 出荷品の流通加⼯（セット組、景品取付）
 薬事製造業（化粧品等のラベル貼り、梱包）
 EC出荷におけるフルフィルメント業務

引越業務の新分野への展開
 イベント設営
 教育機関における備品、季節⽤品の取扱
 ファシリティマネジメント（FM)業務

新業務システム導⼊
 輸出⼊業務における受発注/進捗管理
 新TMSによるトラック動態管理
 物流管理情報の提供

顧客管理業務の代⾏による業域拡⼤
 EC向けサービス拡⼤（サイト構築、在庫管理）
 薬事管理業務
 受発注管理、輸出⼊業務管理、販促品発注

既存サービス機能の拡充、展開
 イベント設営等の業務の拡⼤
 FM業務能⼒の拡充（内装⼯事、ﾚｲｱｳﾄ作成）
 ⾮営利機関、団体へのサービス提供

システム機能、情報処理サービスの提供
 TMS動態管理サービスの外販、傭⾞先囲い込み
 受発注管理、輸出⼊管理システムの提供
 物流情報の加⼯（経費/物流管理データ提供）

＜本中計における新サービスへの取組＞

事業領域の拡⼤
収益機会の拡⼤
サービスの差別化



既存海外拠点における業域の拡⼤、サービスの競争⼒強化

Ⅲ．中期経営計画（Step Up 2019）の事業戦略

海外物流事業 中⻑期の成⻑に向けた事業基盤の強化

マニラ

上海

ハノイ

ホーチミン

広州

⾹港

 中国での展開
2014年国内輸送業務ライセンス取得
⇒ﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞ中⼼から内陸物流事業の拡充
⇒⾹港／広州の連携強化、華南部業務拡⼤
 ベトナムでの展開
2014年現地物流企業Vinafco社に出資
⇒協業強化による⽇系/⾮⽇系顧客の業務拡⼤
⇒同社の国内拠点を活⽤した内陸物流の拡⼤
 フィリピンでの展開
マニラ駐在員事務所の現地法⼈化
現地国内物流への取組み開始

既存海外拠点における事業基盤を強化し、収益⼒を向上させる



Ⅲ．中期経営計画（Step Up 2019）の事業戦略

不動産事業 賃貸⽤不動産の資産価値向上・収益基盤強化

保有資産の資産価値向上・稼働率を⾼⽔準で維持



Ⅲ．中期経営計画（Step Up 2019）の事業戦略

経営基盤強化 公正性・透明性・機動性の⾼い経営の実現


