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■社長からのご挨拶 

 

 株式会社藤倉運輸は、初代社長である藤倉吉夫が、トラック運

送の個人事業者としての経験をもとに、1969年（昭和 44年）に

足立区においてトラック 3台、社員 3人にて開業いたしました。

以来 45年以上にわたり事業を継続してくることができたのは、ひ

とえにこれまでのお客様のご指導ご鞭撻と、当社従業員の地道

な努力のたまものと厚く御礼を申し上げます。   

 藤倉運輸の経営理念は、「誠実と感謝の心で人づくり」です。

何かをするとき、意思決定をするとき、それはお客様や社会に対

して誠実であるか、感謝の心に基づいているか、これが藤倉運

輸従業員共通の価値基準です。そして従業員一人ひとりが会社

の主役となり業務に自律的に取組み、また自己を啓発し成長させています。 

この知的資産経営報告書では、財務的な数値ではおわかりいただきにくい、このような藤倉運輸の

経営方針と、それを支える従業員や、組織、ノウハウ、お取引先様との関係などの強み（知的資産）、今

後の経営方針などをわかりやすく取り纏めました。お客様やこれから当社で働きたい方、金融機関様な

どが当社をご理解いただくための一助になれば幸いでございます。また、この報告書の作成・公開を契

機に、これまでの会社のあゆみとお客様に提供してきた価値を振り返り、これからの更なる発展の起点

としてまいります。 

今後とも従業員一同、自らの能力を高めつつ常に企業としての革新を求め、お客様により高い価値

の物流サービスをご提供できますように鋭意努力してまいりますので、あいかわらずのご指導をいただ

けますようよろしくお願い申し上げます。 

 

２０１４年７月１０日 

藤倉運輸株式会社 

代表取締役 藤倉 泰徳 

 

 

知的資産経営報告書について 

 
知的資産とは、バランスシートに記載されている資産以外の無形の資産であり、企業における競争力の源泉である人材、技術、技能、知的財

産（特許・ブランドなど）、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、財務諸表には表れてこない目に見えにくい経営資源の総称を意味し
ます。 
「知的資産経営報告書」は、この目に見えにくい経営資源、即ち非財務情報を、債権者、株主、顧客、従業員といったステークホルダー（利害

関係者）に対し、「知的資産」を活用した企業価値向上に向けた活動（価値創造戦略）として目に見える形でわかりやすく伝え、企業の将来性
に関する認識の共有化をはかることを目的に作成する書類です。経済産業省から平成 17年 10月に「知的資産経営の開示ガイドライン」が公
表されており、本報告書は原則としてこれに準拠しています。  
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１． トラック運送業の労働力市場 

 

① ドライバー人材の不足 

 

 労働集約型産業であるトラック運送業は、現在労働力の確保が困難な状況にあります。最大の要因

は人口の減少、少子高齢化の進展です。その他にも、近年の厳しい経済環境や燃油コストの増加によ

りトラック運送業の賃金水準が全産業平均に比べ低水準で推移しており、労働時間の長さとあいまって

職業としての魅力度が低下していることも一因となっています。 

 平成20年9月に国土交通省がまとめた「輸送の安全向上のための優良な労働力確保対策の検討報

告書」では、実質 GDP の予測値（標準ケース、ハイケース、ローケース）を前提としたトラックドライバー

の需給ギャップを予測しています。これによると、平成 27 年度には標準ケースで 14 万人のトラックドラ

イバーが不足すると予測されています。これは必要数の 16％、１事業者あたりでは平均 2.3 人が不足

することを意味します。 

図表 1：トラックドライバーの需給予測（国土交通省資料より作成） 

 

 

② 自動車免許制度の改訂 

 

 平成 19年の運転免許改正も、現在のドライバー不足の大きな要因となっています。新大型免許の教

習ができる自動車教習所が少ないこと、中型免許の新設により、車両総重量が 5 トンを超えるトラックを

これまでの普通免許では運転できなくなること、中型・大型には一定の免許期間が資格要件として必要

なことなどで、保有トラックに対し運転を許されるドライバーが不足する状況が生まれています。 

 こうした状況には見直しの動きも出ています。全日本トラック協会は平成 24 年 3 月に、警察庁、国家

公安委員長に対し、普通免許の要件緩和を要望しています。また警察庁では、平成 25年 9月から、よ

り実態に即した中型免許制度の検討を行っています。 

（単位　：　人）

必要数 供給数
需給
ギャップ

必要数 供給数
需給
ギャップ

必要数 供給数
需給
ギャップ

平成１５年 823,704 823,704 0 823,704 823,704 0 823,704 823,704 0

平成２２年 897,690 819,236 -78,454 893,312 819,236 -74,076 833,779 837,240 3,461

平成２７年 892,020 742,190 -149,830 883,338 742,190 -141,148 769,526 778,785 9,259

ハイケース
（実質GDP2.3％）

標準ケース
（実質GDP2.2％）

ローケース
（実質GDP0.8％）

Ⅰ．事業環境 
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２． 運行コストの上昇 

 

① 燃油価格の高騰〜高止まり 

 

 軽油価格は、平成 20 年に大きく高騰しその後のリーマンショックで下落した後は、年平均約 9.5％の

上昇が続いています。平成 26 年 4 月には、消費税の増税と同時実施された地球温暖化対策税とウク

ライナ情勢などにより、一気に 5円／L以上の上昇となりました。 

 軽油にガソリン等を加えた燃油のコストはトラック運送業の営業収益の約 16％1を占めており、燃油価

格の高騰は収益を大きく圧迫しています。 

 

 

② 車両コストの上昇 

 

 トラック運送業の車両に関わるコスト（自動車減価償却費＋自動車リース料）は、営業収益の約 7％2

を占めています。近年の厳しい排出ガス規制は明確な改善成果を生んでいますが、最新規制適合車

への代替えや低公害車の導入は車両価格の上昇を招き、トラック運送事業者の経営を圧迫しています。

昭和 63年の車両価格を１とすると、平成 22年の最新規制に対応した大型トラクタの価格は 1.42倍に

なっています。 

  

 
1 出典 ： 全日本トラック協会 経営分析報告書―平成 22度決算版― 
2 出典 ： 同上 

図表 2：全国軽油価格の推移（消費税抜き、出典：全日本トラック協会） 
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３． 高まるコンプライアンス要求 

 

① 運行の安全確保 

 

 トラック運送事業者にとって、安全運行は何にも勝る優先課題であり、国と業界が一体となっての対策

が進められています。 

 ハード面では、点呼時のアルコール検知器使用義務付け、運行情報を記録するデジタルタコグラフ

やドライブレコーダーの普及などが進んでいます。特に特定中型貨物自動車および大型貨物自動車

には、法律でタコグラフ3の装着が義務付けられています。 

 ソフト面では、企業ごとに PDCA サイクルで輸送の安全に取組む「運輸安全マネジメント制度」が、平

成 18 年から導入されています。また業界の取組みとしては、安全性に関する優良事業所を多角的に

評価する、公益社団法人全日本トラック協会の「貨物自動車運送事業安全性評価事業」（G マーク制

度）があります。さらに、ドライブレコーダーで記録されたヒヤリハット映像を活用した KYT（危険予知トレ

ーニング）も進められています。 

 

② 環境の保護 

 

 地球温暖化防止や大気汚染防止など環境問題への取組みとしては、公益財団法人交通エコロジ

ー・モビリティ財団が認証する「グリーン経営認証」があります。これは環境改善に向けた一定レベル以

上の取組みを行なっている事業者を認証し登録を行なうものです。 

 また、一般社団法人東京都トラック協会では、車両ごとに燃費情報を収集しデータベース化し、エコド

ライブ活動を支援する「グリーン・エコプロジェクト」を実施しています。 

 自治体の取組みとしては、東京都がCO2排出を削減する取組みとして貨物輸送評価制度を実施して

います。さらにグリーン購入に関する情報発信・普及促進をはかる、約 2,700 の団体で構成される組織

として、グリーン購入ネットワーク（GPN）があります。 

 

図表 3：左より G マーク、グリーン経営認証マーク、グリーン・エコプロジェクト車両ステッカー、貨物輸送評

価制度二ツ星マーク、GPNシンボルマーク 

 

 
3 タコグラフ ： メモリーカード等に記録するデジタル式だけでなく従来型のアナログ式タコグラフも含む。 
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４． ロジスティクス市場の変化 

 

① 貨物輸送市場の拡大 

 

 日本の国内貨物輸送量は経済成長と歩調を

揃えながら増加してきました。近年の経済のサ

ービス化進行によりその間には徐々に乖離が出

ていますが、経済成長の変化に輸送量が反応

して変化してきたことは間違いありません。 

 日銀は平成26年1月の金融政策決定会合に

おいて、GDP（国内総生産）実質成長率の見通

しを発表しました。平成26年、28年の2度の消

費税増税があるものの、基調的には前年比 1.0

〜1.5％の経済成長が続くと予想されています。 

 地域別に見ると、特に関東地方では 2020 年

（平成 32年）の東京オリンピックに向けた消費需要、都市インフラの整備需要、観光需要などにより、上

乗せ効果が期待されます。 

 

② 通過型流通センター 

 メーカーから小売業に至る流通上の倉庫には、商品を入荷して在庫として保有した後に小売業等に

出荷配送する DC（Distribution Center：在庫型センター）と、在庫せずに入荷・検品後仕分けして配送

するTC（Transfer Center：通過型センター）があります。一般に、商品回転率が高い商品はDC、低い商

品はTCが用いられてきましたが、近年はサプライチェーン上の在庫をできるだけ持たないようにする傾

向から、TCの需要が高まっています。 

③ 地域内物流の減少 

 

 物流というと一般には、部品供給業者〜メーカー〜卸売業〜地域企業・小売業の範囲の、事業者間

のサプライチェーン部分を示します。地域企業・小売業から先にある消費者や小企業・SOHO4等との

間の物流は、購入者側が担う（店舗で購入した商品を自宅に持ち帰る）場合が多く、あまり着目されて

きませんでした。 

 
4 SOHO ： 自宅や郊外の小さな事務所を会社とネットワークで繋いで仕事場としたもの。またはネットワークを活用して自宅

や小さな事務所で事業を起こすこと。 

0.0  

0.5  

1.0  

1.5  

2.0  

2.5  

平成26年度	 平成27年度	 平成28年度	 平成29年度	 

実質GDP	 
対前年比（％）	 

図表 4：実質 GDPの見通し（日銀発表） 
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 しかし少子高齢化社会においては、自ら物流を行なうことのできない消費者が買物難民となっていま

す。そして郊外型の大型店の台頭に伴う地域商店の衰退やスーパーの撤退、すなわち近隣型・地域

型店舗の減少がこれに拍車をかけています。また、インターネットやテレビなどによるダイレクトショッピ

ングの進展により、少量の購入でもメーカーから直送される流通形態が増え、その分地域内での物流

量が減少しています。 

 このような近隣型・地域型商業の弱体化に伴って、地域内の物流も行なわれなくなる傾向にありま

す。 

図表 5：一般的な物流範囲と地域内物流 

 

 

 

  

地域	
企業	 

店舗	 

一般的な物流の範囲	

卸売業	 

消費者	 

小企業	
SOHO	 

地域内物流	

メーカー	 
部品	

供給会社	 

他	
メーカー	 
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１． 企業理念・行動規範 

 

① 藤倉運輸の企業理念 

 

 厳しい労働市場、運行コストの上昇、益々高まるコンプライアンス要求のなか、サービス業はそのサー

ビスを提供する「人」こそが財産であり強みたり得るものであり、厳しい外部環境においても事業を継続

していくことができ、好環境においてはその機会を掴むための源泉の力であるとの思いから、当社では

企業理念を次の通りに定めています。 

 

誠実と感謝の心で人づくり 

 

 経営者も含めた従業員一人ひとりが会社の主役となり業務に自律的に取組み、また自らを成長させ

ていくことが、お客様への価値提供につながり、それが会社の業績に繋がり、従業員自身とその家族の

幸せに繋がっていくと考えています。 

 何かをするとき、何かを意思決定するとき、それはお客様や社会に対して誠実であるか、感謝の心に

基づいているか、これが藤倉運輸従業員共通の価値基準です。誠実と感謝は、言い換えればコンプラ

イアンスであり CSR5でもある企業としての姿勢です。そして「人づくり」とは自分づくりのことです。常に

業務スキルや幅の向上に努め、管理能力の向上に努め、自己を啓発していきます。 

 

② 行動規範 

 

 藤倉運輸の全ての従業員は、企業理念に基づく日々の行動の規範として、以下の３つを遵守してま

いります。 

行動規範 

1. 私達は、お客様との信頼を何よりも重んじ、いかなる時も正直で誠実な行動を貫きます。 

2. 私達は、常に多くの人々から支えられていることに感謝し、ひとときも謙虚な気持ちを忘れません。 

3. 私達は、かかわる人々の幸せのために、自己を磨き続けます。 

 
5 CSR ： Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任 

Ⅱ．企業理念とビジネスモデル 
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２． ビジネスモデル 

 

 当社の事業拠点である八潮配送センターは、延べ 700 坪の倉庫と、トラックヤードを保有しており、こ

れが当社の特徴になっています。トラック運送だけでは差別化・高付加価値化が難しい中、当社のビジ

ネスモデルはこの倉庫とトラックヤードを活かしたものになっています。 

 DC倉庫ワンストップサービスモデルでは、DCとして複数の荷主と倉庫スペースの賃貸借契約をする

と同時に、入出庫や在庫管理の倉庫内業務も請負うことで、一括した倉庫サービスをご提供していま

す。 

 TC 運送サービスモデルでは、倉庫と倉庫前のトラックヤードを利用して、工場などから大型車で八潮

配送センターに荷物を輸送し、配送先別に４トン車等の中型・小型トラックに積み替えて配送していま

す。こうすることで、全体としての物流効率を高めています。 

 そしてお客様倉庫における倉庫業務請負も含め、保管＋輸送を最適化する一貫物流サービスをご

提供しています。 

図表 6：ビジネスモデル 

  

倉庫	 

お客様	
	
	
	

	
	
		
	
	

お客様	
	
	
	

	
	
		
	
	

賃貸借契約	 

積替え	 

倉庫業務請負契約	 

大型車	 ４トン車等	 

ＤＣ倉庫ワンストップサービスモデル	 

ＴＣ運送サービスモデル	 

トラックヤード	 

お客様倉庫	
	
	 

倉庫業務請負	 

一貫物流サービス	 
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１． 事業継続力 

 

 藤倉運輸は平成 26年 12月で会社設立 45年を迎えます。長きに渡り事業を継続してくることができ

たのは、当社の強みがお客様に評価されご信頼を頂けた結果であると考えています。 

 

① 創業・成長・そして低迷 

 

 藤倉運輸は、藤倉吉夫が弱冠 28 歳で昭和 42

年に東京都足立区で創業し、翌々年に法人化い

たしました。創業当時は従業員3人、トラック3台か

らの細々としたスタートでした。 

 成長の転機が訪れたのは、創業から 16 年目の

昭和 58年に現在でも大きなお取り引きをいただい

ている大手化成会社のH社との取引の開始でした。

これを機に 200 坪の土地を購入して駐車場とする

などで事業を拡大していきました。 

 ところが、その翌年の昭和 59年に社長の藤倉吉夫が急逝し、H社との取引継続が危ぶまれましたが、

なんとか残った従業員が後を継いだ藤倉美恵子社長（藤倉吉夫の妻）を支え乗り切っていきました。し

かしながら突然の急逝による統制の弱体化は否めず、その後のバブル崩壊や幹部社員の離反などに

より、事業規模は徐々に縮小し経営は弱体化していきました。 

 

② 新生藤倉運輸の構築 

 

 現社長である藤倉泰徳は平成元年に入社し、ドライバーや運行管理の経験を積み、平成 7年に常務

就任、平成 17 年に社長に就任いたしましたが、当初は経営者としての力量不足や社外の活動に軸足

を置いたりしたことで、事業の停滞は改善されませんでした。 

 そんななか、平成21年に藤倉泰徳がある外部のマネジメント研修を受けたことがきっかけとなり、会社

とそれまでの経営を見つめ直し、企業理念を定め、「人」が最大の財産であるとする経営方針で最スタ

ートをいたしました。以降、これらの強み（知的資産）の維持・強化とその活用をはかり、新生藤倉運輸

の構築に邁進しております。 

Ⅲ．知的資産経営の展開（過去〜現在） 

図表 7：創業者藤倉吉夫社長（２列目右）時代 
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２． 人材力の発揮 

 

 当社の最大の知的資産は従業員の人材力です。一人ひとりが自律的に、高いスキル・幅広く柔軟な

対応力で、意識を高く持って物流サービスを提供しています。同時に、個人だけでなくチームとしての

総合力を高めていくよう、コミュニケーション強化や能力強化のバックアップを行なっています。 

 

① ジョブ・ローテーションとマルチプレーヤー 

 

 当社の従業員数は平成 26年 6月現在 25人です。これに対し当社のお客様はおもだったところだけ

で 5 社あり、その業種は全く異なっています。また毎日の業務内容が必ずしも一定ではなく、マニュア

ル化・標準化が難しい業務環境となっています。 

 このような中では、業務経験を積み一人ひとりの業務処理能力・応用力を高めていくことが、常に高い

パフォーマンスを発揮するための最適な方法と考え、当社では定期的にジョブ・ローテーションを行な

い、担当業務を変更しています。これにより従業員は様々な業務を経験し多様な視点を獲得し、複数

のポジションをこなせるマルチプレーヤーに育っています。またこのことは仕事の属人化を防ぎ、一人

が欠けても他の者がバックアップできることにも繋がっています。 

 

② 積極的な従業員教育 

 

 人材力強化のための、業務を離れた教育（Off-JT6）として、当社では積極的に外部の教育受講や社

内教育に取組んでいます。 

 

外部教育 

日本創造教育研究所の自己啓発基礎研修コースに定期的に受講生を派遣しています。平成 21 年 9

月から派遣を始め、これまでに全社員の 71％が受講しています。 

社内教育 

ヒヤリ・ハット経験をメンバーで共有して潜在的な事故リスクを防止し現場力を高める KYT（危険予知ト

レーニング）を実施しています。 

 

  

 
6 Off-JT ： Off the Job Training 知識やスキルを習得させるため、仕事の場を離れて学習させる能力開発手法。 
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グループ活動 

お客様事業所構内の安全運行マップを作成し、

事務所に掲示するとともに、お客様にも提出し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 資格取得支援 

 

 当社では従業員が業務関連の資格を取ることを積極的に応援しています。資格取得試験の受験料

や教習費用は全額補助しています。また一部の資格については合格者に一時報奨金を支給していま

す。主な資格者は以下の通りです。 

 

図表 9：主な資格者数 

 人数 全社員中の取得率 

運行管理者 4 16％ 

整備管理者 2 8％ 

大型免許者 14 54％ 

中型免許者（大型免許者含む） 25 100％ 

フォークリフト免許者 22 88％ 

危険物取扱者（乙 4類） 7 28％ 

移動式小型クレーン免許者 4 16％ 

玉掛技能講習修了者 5 20％ 

 

④ チーム・コミュニケーション 

 

 一人ひとりが高い能力を持っていたとしても、それが実際に日々の業務で積極的に発揮されるかどう

かには、社風やその結果としての人間関係、チームワークが大きく関わってきます。 

 当社では、中小企業ならではの社長から従業員までの短い距離を活かして、公式（業務上）・非公式

でのコミュニケーションを十分にとり風通しの良い組織づくりに努めています。 

図表 8：安全運行マップ 
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 当社は4グループ制をとっていますが、各グループは

月 1 回グループミーティングを実施し、業務上 の問題

点を話し合っています。グループ内では解決できない

問題の場合は月１回行われる幹部会議にグループリー

ダーが議題として持ち上げるようになっています。 

 日常業務においては、先輩従業員はおせっかいとも

思えるほど後輩の面倒をみています。また、従業員や

その配偶者の誕生日には、ささやかではありますが会

社から花束とケーキをお送りしています。 

 比較的従業員の出入りが激しいトラック運送業界の中

で、当社は長く勤める従業員が多く、図表 11 に示しま

す通り年代別にみてもバランスの良い人員構成になっ

ています。運輸労連「賃金・労働条件実態調査（2009 年 6 月）」によると業界の平均勤続年数は 11.4

年となっていますが、当社は 17.2年と平均を 5.8年上回っています。 

 

 

  

図表 11：勤続年数別人数 
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図表 10：従業員の誕生日の様子 
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３． 八潮センターのＤＣ/ＴＣ機能 

 

 トラック運送業は、基本的に車両 5台、運転者 5人、それに駐車場があれば、事業計画を作り許可申

請ができる、比較的参入障壁が低い業種です。その分差別化が難しく、一般にお客様側が事業者の

選択権を持っています。しかし、トラック運送業者はA地点からB地点に輸送することが仕事であったと

しても、お客様の物流はそれだけではありません。大量の輸送があり、保管があり、場合によっては流

通過程での加工があり、分配があり、末端拠点への配送があります。フローとストックの組合わせと考え

たとき、単なる 2地点間の輸送ではなく、ストック場所を中心とした輸送としてとらえると、お客様により高

い価値をご提供することが可能になります。 

 当社の八潮センターは、都心にも近く、保管（DC）と積替え（TC）の両方の機能を備えていますが、

特に近年需要が高まっている TC としての機能を発揮して、その前後の輸送を一括して請負うことがで

きます。 

例として、住宅建材保守のB社の場合、北関東のメーカー工場から大型トラックで八潮センターに一括

して保守部品を輸送し、八潮センターで方面別に中型トラックに積み替え、各保守現場に配送していま

す。このようにして、保守部品の一貫物流サービスをご提供しています。なお一貫物流サービスをご提

供するということは、当社が契約上の元請となるため、収益面でも比較的有利となっています。 

 また、当然DCとしても活用していることから、トラック運送だけの事業者に比べ、燃油価格や車両コス

トの上昇の業績への影響を比較的受けにくいという効果もあります。  

図表 12：（左）八潮センター外観、（右）倉庫内の様子 
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４． 協力会社ネットワーク 

 

 物流量は景気の波やお客様企業の業績に大きく左右されます。業務のピークで車両が不足する場

合は、東京都トラック協会や協同組合アウォークス、トラボックスのネットワークにより協力会社の支援を

得ています。いずれも当社の経営方針を十分理解して頂いている会社であり、当社と同等の運送サー

ビスを提供して頂いています。 

図表 13：主な協力会社 

社 名 主たる営業所所在地 社 名 主たる営業所所在地 

三ケ根運輸（有） 愛知県西尾市 藤波運輸（株） 埼玉県草加市 

東京西濃運輸（株） 東京都荒川区 （株）三栄急送 愛知県瀬戸市 

サンテックサービス（株） 埼玉県上尾市 松陸運輸（株） 大阪市浪速区 

（株）日本ロジックス 埼玉県春日部市 大徳運輸（株） 埼玉県草加市 

（株）アクセス 東京都足立区 飛越運送（株） 富山県富山市 

（有）トランスタッフ 東京都台東区 （株）KND コーポレーション 東京都北区 

石山運送（株） 東京都足立区 他 30社  

 

 

５． お客様との信頼関係 

 

 当社の最大のお客様は、初代社長時代からお取り引きをいただいている化成会社のH社ですが、そ

のほかにも輸入商社のU社、鋼管の I社、住宅建材保守の B社などがあります。それぞれのお客様と

は、その業務開始から現在に至るまで、途切れること無く一貫してお取引させていただいております。こ

れは、サービスを提供する当社従業員の人材力や八潮センターの利便性などをご評価いただけている

結果と考えています。 
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６． 安全運行と環境保護コンプライアンス 

 

 安全運行と環境保護への取組みは、今やトラック運送業が果たすべき基本的かつ絶対的な責務と考

えています。万一当社が交通事故を起こしたり環境悪化に繋がる運行をしたならば、それは当社だけ

でなくお客様の信用をも毀損することに繋がります。私たちは２つの会社の社会的な信用を背負ってい

るのです。 

 

① 安全運行への取組み 

 

 当社では、安全装備面と管理・活動面の両面から安全運行に取組んでおり、交通事故発生率（事故

種類ごとに重み付けして合計したものを延べ走行キロで除した値）はゼロとなっています。 

図表 14：安全運行への取組内容 

 取組内容 装備率／実施頻度等 

トラック装備 バックアイカメラ 100％（全車両） 

デジタルタコグラフ（GPS付き） 100％ 

ドライブレコーダー 100％ 

冬季スタッドレスタイヤ装着 11％（2/18台） 

社内活動 全社安全会議 全員参加で月１回開催 

KYT（危険予知トレーニング） 全員参加で月１回開催 

荷主事業所構内安全運行マップの作成 業務開始時作成し随時メンテナンス 

認証・ 

社外活動参加 

国土交通省運輸安全マネジメント —— 

安全性優良事業所認定（Gマーク） 本社営業所で取得 

 

② 環境保護への取組み 

 

 トラック運送業は他の産業同様に環境に負荷を及ぼす事業ですが、その対策ポイントは比較的明確

です。全社として取組む企業姿勢があれば環境保護に確実に貢献できると考えています。当社の取組

みは以下の通りです。 

図表 15：環境保護への取内容 

 取組内容 備 考 

認証・社外活動参加 グリーン経営認証取得 本社営業所で取得 

東京都トラック協会グリーン・エコプロジェクト 本社営業所で参加 

東京都貨物輸送評価制度 2014年度★★ 

グリーン購入ネットワーク 輸配送で登録 
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７． 元請企業となる能力 

 

 トラック運送業界の業界構造は、お客様である荷主企業に対し、事業者側は直接契約をする元請企

業と、元請企業の下で運送や倉庫などの一部分の物流機能を担う下請け企業による下請け構造にな

っています。お客様の物流規模が大きいまたは広域な場合は、二重三重の多重下請け構造になる場

合もあります。下請け企業は一般に利益率が低く、お客様との直接のコミュニケーションもとりにくいた

め業務改善もやりにくい環境となります。 

 当社は規模と地域は限定的ながらも、協力会社も含めた運送能力と八潮配送センターの倉庫機能、

そして人材力による高い品質のサービス、コンプライアンスの徹底による安心のサービスで、元請企業

になれる能力を持ち、主要なお客様と直接の契約を頂いております。それゆえ直接お客様のご意見を

頂き業務を改善したり、新たなご提案をさせていただき、その結果として信頼関係を構築させて頂き、

私たちはまた事業を継続することができるのだと考えています。藤倉運輸の知的資産の連鎖とお客様

に提供する価値は図表 16の通りです。 

  

図表 16：藤倉運輸の知的資産とお客様に提供する価値 
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１． 人材力の更なる向上 

 

① ドライバー評価制度の構築 

 

 藤倉運輸の最大の知的資産は従業員の力「人材力」です。これまで当社は、教育やジョブ・ローテー

ション、資格取得支援による能力開発を行ない、入社後に業務を通じて従業員が成長できる仕組みを

作ってまいりました。今後はこれら従業員の成長を客観的に見える化して評価できる仕組みを構築して

まいります。 

 客観的かつ本人の納得性を確保した評価制度としては一般には目標管理制度7がありますが、その

運用には上司の評価の客観性確保などの課題があります。当社ではまずドライバー職に限り、客観的

で定量的な評価項目を中心に、誰でも納得できる評価方法での評価制度を構築します。具体的には、

資格取得、社外教育受講履歴、社内教育参加率、事故発生状況、デジタルタコメーターやドライブレコ

ーダーによる運転評価などを評価項目とします。なお、デジタルタコメーターの評点は良くても、必ずし

も安全運転にはなっていないこともあるので注意が必要です。（交差点手前で信号が黄色になったとき、

エコ運転を意識するあまり、ブレーキを踏まずにそのまま通り抜けようとするなど）  

 客観的評価制度に従業員が慣れてきた段階で人的な評価を加えますが、これは評価者の評価の難

しさを考慮し、直属の上司だけでなく配車係やお客様の評価も反映する多面評価8で行なっていきま

す。 

 社外の動きとして、東京都トラック協会足立支部では、平成 26 年度から運転技能などのドライバース

キルによるドライバー・コンテストを行なっています。また現在国土交通省において、業界共通のドライ

バー資格制度の議論が有識者懇談会で始まっています9。当社ではまず当社の事情に即した制度を

作り徐々に充実をはかりつつ、これらの社外の評価制度や業界標準との整合をとり柔軟に取込んでい

くアプローチをとります。また倉庫作業者や事務職・管理職の評価制度についても順次構築していきま

す。 

  

 
7 目標管理制度 ： 従業員別に年度の目標を設定し、年度末に本人申告と面接により達成度を評価する人事評価制度。 

8 多面評価 ： 上司以外に同僚や部下、顧客などからの評価も加える評価制度。 

9 平成 26年 6月現在 

Ⅳ．知的資産経営の今後の展開 
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② 企業姿勢をディスクローズ（公開）して人材確保 

 

 2020 年の東京オリンピックに代表される今後の貨物輸送市場の拡大機会を捉え企業として成長する

ためには、サービス業として人材の強化が必要です。前項で述べました今の従業員の人材力評価や

更なる能力強化はもちろんですが、新たな従業員を採用して新規の業務に対応していくことも必要で

す。一方でトラック運送業は現在労働力の確保が非常に困難な状況にあります。しかしこれは経験者・

資格者を採用する場合の話です。 

 当社は採用時にトラック運送業の経験や保有資格は重要視していません。むしろ当社の企業理念を

理解し、自らが主役になるのだという気持ちを持って、入社後に業務や資格取得・自己啓発に取組め

る人物重視の採用を行なっています。 

 またこのような会社の考え方を理解しないままに入社してしまった場合、人によっては周囲とのギャッ

プを感じ、結局長続きしないかもしれません。このようなお互いのミスマッチを無くしていくために、平成

26 年度にはホームページで「誠実と感謝の心で人づくり」の企業理念と具体的な取組みを鮮明に打ち

出し、募集要項にも明示し、当社で成長する意思のある人材の確保に努めてまいります。 

  

図表 17：人材力評価制度構築アプローチ 

• 資格取得	
• 社外教育受講歴	
• 社内教育参加率	
• 事故発生状況	
• デジタコ／ドラレコ評価点など	 

• グループリーダ評価	
• 配車係評価	
• 顧客評価	 

客観的評価	 客観的評価＋多面評価	 

• 資格取得	
• 社外教育受講歴	
• 社内教育参加率	
• 事故発生状況	
• デジタコ／ドラレコ評価点など	 

国交省評価制度	 

藤倉運輸評価制度	 

反映	 東京都トラック協会足立支部	
ドライバーコンテスト	 

反映	 
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２． 知的資産を鮮明にした顧客提案 

 

① 既存のお客様への物流改善提案 

 

 直接契約の主要なお客様に対し、現在の物流を見直し改善する提案を進めてまいります。具体的に

は、例えばH社の物流システムについて、工場から商品をH社顧客へお届けするためのこれまでの配

車計画・指示や構内作業を、お客様側と当社側双方の業務プロセスと IT システムの観点から見直し、

最適化する提案を進めています。基本的な考え方ご提案と、業務分析による具体策ご提案の２段階で

進めます。 

 当社が元請企業となり一貫物流サービスをご提供しているからこそご提案ができ、また評価して頂け

ることであり、お客様と当社双方のメリットを実現して、信頼関係の更なる強化と業績の向上を目指しま

す。 

 

② 企業姿勢をディスクローズ（公開）して新規顧客を開拓 

 

 既存のお客様との関係強化を進める一方で、今後の貨物輸送市場の拡大という事業機会を捉えるた

めには、新規のお客様の獲得も必要です。当社ではこれまで、会社案内資料やホームページを使って、

企業情報を公開してきましたが、営業所所在地、保有車両、安全・環境への取組み内容といったトラッ

ク運送事業者としてのごく一般的な情報発信に留まっていました。 

 この知的資産経営報告書作成を契機に、当社の知的資産である人材力、八潮配送センターDC/TC

機能、協力会社ネットワーク、元請企業となる能力、それらの結果としてお客様に一貫物流サービスを

ご提供することを明確に打ち出したホームページにリニューアルし、新規のお客様に情報発信してまい

ります。 

 特に当社の根源的な知的資産である人材力については、従業員一人ひとりの経験業務、保有資格、

無事故歴、SDカード10等の公的評価、勤続年数などをお伝えし、お客様に少しでも安心してお問合せ

いただけるように努めてまいります。 

 

 

  

 
10 SDカード ： Safe Driver Card。自動車安全運転センターが発行する、運転者が一定期間無事故・無違反であることを証

明するカード。 
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３． 地域への貢献 ： コミュニティトラック構想 

 

 当社ではこれまで、お客様の事業所間やお客様から販売先企業・店舗など、事業者間の物流を担っ

てきました。これはいわばBtoBの物流であり、荷物を地域の最終消費者に届けるBtoCの物流は行な

っていませんでした。 

 しかしながら、Ⅰ．事業環境 の章で述べましたように、地域においては買物難民問題や、近隣型・地

域型商業の弱体化が進行しています。それは当社がある足立区、八潮市やその近隣自治体において

も同様です。 

 当社ではこれらの問題解決の一助となるために、共同配送型地域コミュニティトラックを走らせて地域

内物流を積極的に支援するビジネスモデルの具体化を進めます。 

 これは、トラックの空き時間となる午後を利用して、足立区、八潮市、草加市など当社営業所の近隣地

域内で、ミニスーパーや商店、地域企業の商品を集荷して、地域内の消費者や小企業・SOHOに戸

配を行なっていくものです。商品によっては八潮配送センター内に在庫を持つことも可能です。 

 またビジネスモデルとしては、物流だけを担う共同配送型の他に、車両で販売まで行なう移動車販売

型や、地区で青空販売のような仮設店舗を開く移動仮設販売型などが考えられます。販売まで行なう

場合はドライバーの負担が大きくなりますが、地域のNPO等との連携協力をはかることで実現できる可

能性があります。   

      

 

 

図表 18：コミュニティトラック構想イメージ 

	
	 

足立区、	
八潮市、	
草加市等	 

地域	
企業	 

商店	 

消費者	 小企業	
SOHO	 

消費者	 

ミニ	
スーパー	

消費者	 
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 この構想を具体化するにあたり、BtoC物流に必要な個人情報を保

護して適切に取り扱うことができるようになるために、プライバシーマー

ク（Pマーク）の取得の準備を進めています。2014年 6月 10日現在、

13,627社が Pマークを付与されていますが、当社と同じ「一般貨物自

動車運送事業者」でPマークを付与された企業は134社、トラック運送

会社の 0.2％です。当社はトラック運送会社としてはまだ稀少な Pマー

クをいち早く取得し、コミュニティトラックで地域に貢献するとともに、新

たな知的資産として活用し、更なる事業の革新をめざしてまいります。 

 

 

 

 

 

  

図表 19：プライバシーマーク 
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社名 株式会社藤倉運輸 

事業所住所 本社営業所     ： 東京都足立区神明南２−１−２ 

八潮配送センター ： 埼玉県八潮市二丁目４４１−１ 

代表取締役 藤倉 泰徳 

設立 昭和４４年１２月６日 

資本金 １，０００万円 

従業員 25人 

事業内容 一般貨物自動車運送事業 

貨物運送取扱事業 

特定人材派遣業 

産業廃棄物収集運搬業 

所属団体 一般社団法人東京都トラック協会足立支部 

足立貨物運送事業協同組合 

協同組合アウォークス 

トランスポート足立協同組合 

認定・資格等 安全性優良事業所認定（Gマーク） 

グリーン経営認証 

東京都貨物輸送評価制度 ★★（２星評価） 

保有車両 

（２０１４年７月１日現在） 

１５トン ４軸低床エアサスウィング PG（格納）車                                                  ４ 

７トン ウィング車 ２ 

７トン 平ボディ車 ２ 

４トン ウィング車 １ 

４トン 平ボディ車 ２ 

４トン エアサスウィング PG車 １ 

４トン クレーン付き車 １ 

３トン ドライバン車 １ 

２トン PG車 ３ 

１トン ワゴン車 １ 

合  計 １８両 

 

Ⅴ．企業概要 
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あとがき 

 

注意事項 

 

この知的資産経営報告書に記載しました将来の経営戦略及び事業計画ならびに付帯する事業見

込みなどは、全て現在入手可能な情報をもとに、当社の判断にて掲載しています。 

そのため、将来にわたり当社を取り巻く経営環境（内部環境および外部環境）の変化によって、これ

らの記載内容などを変更すべき必要が生じることもあり、その際には本報告書の内容が将来実施また

は実現する内容と異なる可能性もあります。 

よって、本報告書に掲載した内容や数値などを、当社が将来にわたって保証するものではないことを、

十分にご了承願います。 

 

問合せ先 

 

商号 株式会社藤倉運輸 

住所 東京都足立区神明南２−１−２ （本社） 

電話番号 （０３）３６０５−０８５７ 

電子メール yasu2@fujikura-exp.co.jp 

担当者名 藤倉 泰徳 

 

 

 

 

 

■本報告書の内容の合理性について 

 

本報告書に掲載された内容は、株式会社藤倉運輸の過去から現在に至る経営環境（内部環境

及び外部環境）に照らし、合理的な内容であることを認めます。 

 

２０１４年７月１０日 

経済産業大臣登録 中小企業診断士（登録番号 402609） 

長 島  孝 善 

 



藤倉運輸知的資産経営報告書 

 26 

意事項 

 

 

 

 

 

 

（千住宿模型。足立区ホームページより） 

 当社の本社がある東京都足立区は、江戸時代に日光街道・

奥州街道の江戸の北玄関として栄えていました。なかでも千

住宿（せんじゅしゅく）は、五街道の日本橋を出てから最初の

宿場町である江戸四宿の一つとして、大名などの公用通行の

ための次の宿場までの荷物の輸送、本陣などの宿泊施設の

設置などの機能を果たしました。また宿場であるとともに流通

の街としても栄え、米穀や野菜、陶器などさまざまな物資が運

ばれていました。 

 私たちは、この中世からの流通の街で、お客様や仲間に恵

まれながら事業を継続できていることに心から感謝し、これか

らも日本の流通や地域の暮らしのために私たちがなすべきこ

とに誠実に取組んでいきます。 

  

 


