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 経営管理指標  

 2022年度中期経営計画の概要

当社グループは、2022年度中期経営計画において、低炭素・脱炭素社会の実現に貢献する事業領域へ
の挑戦を事業機会として捉え、成長ドライバーとする戦略を策定しました。その具現化に向けたカギを握
るのが、成長の牽引役となる3つの事業に対して経営資源を集中的に配分するポートフォリオマネジメン
トです。併せて、事業戦略の推進を支える強固な事業基盤の構築にも取り組みます。また、当社グループ

の重要な事業部門であるコンテナ船事業については、株主としてONEの持続的な成長と発展を引き続
き支援します。その上で、最適資本構成と資本効率を意識したキャッシュアロケーションを実施し、株主
価値の最大化を目指します。

ROE

株主還元方針

収支目標 最適資本構成

ROEが持続的に10%以上を達成

中期経営計画期間で4,000億～5,000億円規模
最適資本構成を常に意識し、企業価値向上に必要な投資および財務の健全性を確保の上、適正資本を超える部分に 

ついてはキャッシュ・フローも踏まえて積極的に自己株式取得を含めた株主還元を進める

2026年度までに自営事業とコンテナ船事業の収益力を 
バランス良く成長させる 
経常利益：1,400億円

当社グループとしての資本効率の最適化と戦略的な資金調達が 
可能となる財務の健全性を両立

 2022年度中期経営計画の概要  
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事業戦略
低炭素･脱炭素化を機会として成長戦略を策定、成長の牽引役と 
なる事業に対して経営資源を集中的に配分
•  ポートフォリオ経営
•  経営資源の鉄鋼原料・LNG輸送船・自動車船への重点配分

事業基盤
事業戦略を実現する強固な事業基盤の構築

資本政策
自営事業・コンテナ船事業の価値を川崎汽船の企業価値に反映させる
ための資本政策を明確化
•  事業成長と最適資本政策による企業価値向上
•  キャッシュ・フローと最適資本構成を常に意識し 
資本効率と財務健全性を両立

•  経営管理の高度化

企業価値 
最大化

ポートフォリオ 
マネジメント

デジタル 
トランス 

フォーメーション

環境・技術の 
高度化

安全・ 
船舶品質管理

人材・組織

機能戦略 
組織営業力
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 事業戦略  

対象事業 役割 戦略的方向性 主要市場および顧客ニーズ 優先課題 インプット

• 鉄鋼原料

• 自動車船

• LNG輸送船

•  環境対応を機会
として成長を 
実現し全社収益
の柱になること

•  既存・新規顧客
でのシェア獲得

•  市場成長を 
上回る高成長

•  経営資源を集中
的に配分

鉄鋼原料  
日本・アジアを中心とした既存顧客、環境対応需
要を持つ資源メジャー等

自動車船  
既存完成車OEM、増加するBEV輸送需要を持
つ新興BEV荷主、High & Heavy貨物

LNG輸送船  
今後の成長市場であるアジアや米国、最大の事業
規模を誇るカタールなどの既存顧客、中国・マレー
シア・インド・インドネシアの地場の顧客

鉄鋼原料  
LNG・アンモニア燃料船需要など、顧客の環境対応
へ積極的に応えるための成長投資と運航体制の整備

自動車船  
航路／荷主内プレゼンス向上による収益性強化、
新興BEV取り込みおよびEnd-to-Endでの完成
車物流サービス事業化による安定収益の増強

LNG輸送船  
顧客需要に応じた船舶隻数増強、拠点・営業体制
強化による顧客との密接な関係性構築と、アジア
での需要獲得

資金  
LNG・アンモニア燃料船などの船舶投資、
Seawing導入拡大による環境対応船隊整備、
High & Heavy対応船投資、End-to-End関連の
事業投資

人材  
海外拠点増強を含めた、営業、海技者、オペレー
タの増強

• 電力炭

•  VLGC・VLCC

•  顧客のエネルギー
ミックス転換に
貢献しつつ、事業
構造を転換

•  事業リスクの 
最小化

•  代替燃料需要へ
の対応

主に国内を中心とした既存顧客基盤の、特に代替
燃料への転換

高い輸送品質技術の維持・向上と、船舶管理・運航
体制の維持　

主体的な提案営業を通じたエネルギーミックス転
換の支援による、新エネルギー輸送需要の獲得

船舶資産  
顧客ニーズを踏まえた新エネルギー輸送が可能な
船隊の整備

人材  
新エネルギー輸送が可能な乗組員のケイパビリ
ティの維持・育成

•  バルクキャリア

• 近海内航

• 港湾・物流

•  市況耐性を高め、 
安定収益確保

•  シナジーを追求
した事業戦略

•  ライトアセット化 
（バルクキャリア）

バルクキャリア  
当社が強みを持つアジア地域の顧客

近海内航・港湾・物流  
内航・フェリーにおけるモーダルシフト需要、および、
外航・内航双方における重層的な顧客サービス展開

バルクキャリア  
顧客基盤の強化、および、配船効率と市況耐性向
上のさらなる向上、アセットライト化の推進

近海内航・港湾・物流  
各社の知見と経験を生かしたビジネス促進と、成
長を牽引する役割の事業とのシナジー追求

バルクキャリア  
アセット管理拠点および事業拠点としてのシンガ
ポール拡充

近海内航・港湾・物流  
既存アセットの効率的な活用の徹底

• コンテナ船 •  全社収益の 
安定化

•  継続的な人的 
支援と経営ガバ
ナンスへの関与
を通じた企業価
値の最大化

̶

株主としてのONEへの関与を継続

ガバナンス  
企業価値向上のための資本効率、ROEを意識し
た経営

IR  
ONEの企業価値がステークホルダーの皆さまに
評価していただけるようコミュニケーション

人材支援  
経営・オペレーション両面でのONEへの人材 
提供

•  風力発電 
支援船事業等

•  当社ケイパビリ
ティの活用・ 
進化が可能な 
事業領域の拡張

•  川崎汽船および
グループ会社と
のシナジー追求

再生エネルギー関連の事業体

燃料転換（LNGサプライチェーンの構築）に関わる
事業体

グループ総合力の強化と、KWSでの風力発電支
援船事業をはじめとした次世代エネルギー事業に
取り組むグループ企業の支援

川崎汽船・川崎近海汽船株式会社・国内グループ
会社での出資・人材・ノウハウの提供

当社グループは、既存の各事業の特性に応じたメリハリのある資本配分のため、事業ポートフォリオを再定義し、既存自営事業を3区分、コンテナ船事業と新規事業を各1区分とする、5つの区分でそれぞれの役割
を再定義しました。この役割に基づき、戦略的方向性を明確に打ち出すとともに、ターゲットとなる市場・顧客や優先課題を明確化し、具体的な施策を推進する計画です。

 事業戦略

成長を牽引する 
役割

 
スムーズなエネルギー
転換をサポートし新た
な事業機会を担う役割

稼ぐ力の磨き上げで貢
献する役割

株主として 
事業を支え収益基盤
を安定させる役割

当社の強みを 
生かせる分野での 
新規事業領域の拡大
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 事業基盤  

新たな事業戦略の推進に求められる技術・専門性と組織営業力を備えるため、事業基盤の高度化を図ります。高度化の出発点となるのが、人材への投資です。採用や既存人材への研修といった人材への投資
を通じて、当社グループならではの技術・ノウハウを磨くとともに、お客さまへの提案力も強化します。単にお客さまのご要望に対応するだけでなく、培った技術・ノウハウをもとにお客さまのニーズに応え 
ながら新たな価値を提案する営業活動を行うことで、お客さまのパートナーとしてのプレゼンスを高めます。

 デジタルトランスフォーメーション

技術・専門性 組織営業力

 環境・技術の高度化

 安全・船舶品質管理

顧客

培った技術・専門性を顧客への提供価値へ
と変換し、顧客とのパートナーシップ深化・
競争優位性の確立に貢献

 顧客のニーズを吸い上げ、技術・専門性の
磨き上げの方向性をインプット

 人材への投資

提案

フィードバック

 人材への投資

多様な価値観の受容をベースに、各事業ポートフォリオの需要
に応じた人材の量的・質的な確保・育成

 デジタルトランスフォーメーション

情報・業務プロセスおよび船舶のデジタライゼーションを一層
進め、データやデジタル技術の活用により安全・環境・品質の
コアバリューを磨き上げ、競争力の源泉として付加価値を向上

 環境・技術／安全・船舶品質管理

新技術の追求と、検討・実証から実装に向けた対応強化の 
両軸での取り組みを継続するとともに、グローバルに展開する
海上輸送と、世界に点在する地域限定事業（バンカリング事
業、洋上風力発電事業）双方の安全・品質管理を網羅する組織
体制を強化

 事業基盤
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 資本政策  

 収支目標

自営事業のうち、「成長を牽引する役割」を担う3事業において市場成長率を上回る成長を実現すると 
ともに、「スムーズなエネルギー転換をサポートし新たな事業機会を担う役割」「稼ぐ力の磨き上げで貢献
する役割」の事業においても安定収益を拡大します。これにより、2026年度の自営事業の経常利益550
億円、コンテナ船事業も合わせた経常利益1,400億円の達成を目指します。

 キャッシュアロケーション

2021年度～2026年度に9,000億～1兆円の営業キャッシュ・フローを計上する想定のもと、成長を牽引
する役割を担う3事業への成長投資を中心とした事業投資を遂行し、中長期的な事業環境の変化を 
捉え得る船隊の整備と営業体制の強化を図ります。同時に、財務基盤の維持・向上と株主還元について
も、最適資本構成の観点からバランスよく実施します。

  鉄鋼原料、自動車
船、LNG輸送船に
対して、低炭素・脱
炭素化を含めた 
事業機会への投資
を実施

  最適な資本構成を
目指すために、 
負債・自己資本を 
適切に活用

  中計期間（2022
年度～2026年度）
で累計4,000億～
5,000億円規模の 
株主還元を実施

経常利益
（億円） 全社自営事業のみ

営業CF 
（9,000億～ 

1兆円）

株主還元

財務CF

財務基盤の強化

その他の事業

成長を牽引する 
役割を担う事業

キャッシュインフロー 
（2021～ 2026）

（年度） （年度）キャッシュアウトフロー 
（2021～ 2026）

事業投資

2021 2022 20262026

340

460

550

1,400

500

0

1,000

1,500

コンテナ船事業

成長を牽引する 
役割を担う事業

その他の事業

 資本政策
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  成長を牽引する役割を担う 
3事業（環境投資）

   2026年までに代替燃料船舶19隻を投入
   Seawingなど環境対応付加物の搭載

  成長を牽引する役割を担う 
3事業（その他代替投資等）

   長期安定契約に基づく既存船隊の入れ替え

  その他事業 
（環境投資）
   新エネルギー輸送が可能な船体の整備等

  その他事業 
（その他代替投資等）
   長期安定契約に基づく既存船隊の入れ替え

  戦略投資枠 
（環境・技術・デジタル）
   新たな環境技術に関する研究開発と 
デジタル化の推進

低炭素に資する 
新事業

戦略 
投資枠

環境対応 
付加物

代替燃料船舶

5,200億円

3,100億円

•  「環境」と「成長を牽引する役割」に重点を置く投資計画  

•  環境投資は自社の低炭素・脱炭素化推進に2,750億円、社会の低炭素・脱炭素化推進に350億円  

 投資計画

2022年度～2026年度の5年間で累計5,200億円の投資を計画しています。成長を牽引する役割を担う3事業に対して、事業投資の約8割
を投入するほか、環境・技術の強化に向けた投資にも重点を置き、低炭素・脱炭素化へのニーズに応え競争優位性を確立します。

 株主還元政策

中計期間中の5ヵ年で、4,000億～5,000億円規模の株主還元を実
施する計画です。各年度のキャッシュインと事業投資の進捗を踏ま
え、財務の健全性を確保した上で適正資本を超える部分について
は、基礎配当に加えて追加配当・自己株式取得を機動的に実施しま
す。すでに配当予想を発表済みの2022年度以降は、各年度の業績
予想の中で配当方針を開示します。

 経営管理のさらなる高度化

資本コストを意識した経営をグループ全体で推進するため、事業別
責任会計管理を導入し、事業ごとの資本コストとキャッシュ・フロー
に基づく経営管理を行います。また、事業別船舶投資ガイドライン
を作成・運用し、立案、事前評価から実行、事後評価までの事業投
資マネジメントの精度を向上します。

 資本政策
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