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平成２４年５月２５日 

各   位 

会社名  キムラユニティー株式会社 

代表者名 代表取締役社長  木 村 幸 夫 

（コード番号 9368 東証・名証第一部） 

                         問合せ先 

                     代表取締役専務 千 賀 信 次 

                              TEL ０５２（９６２）７０５１ 

 

キムラユニティーグループ中期経営計画２０１４の概要について 

 

 当社グループは、この度、2014 年度（2015 年 3 月期）を最終年度とする『中期経営計画 2014』

を作成いたしましたので、お知らせいたします。 

当社グループは、これまで「拡トヨタ」と「拡新規」の両軸、「中部」から「全国及び海外」へ

の進出を目指して業態の改革に取り組み、ＮＬＳ（ニューロジスティクスサービス）事業の開始・

拡大、北米・中国等海外への進出等着実に改革を進めてまいりました。これらのチャレンジの過

程で多くのノウハウの蓄積とともに、改善すべき課題も認識する事ができました。結果として、

事業ポートフォリオを大きく変化し、売上高占有率はＮＬＳ事業では 16％、海外事業は 9％まで

に成長し、当社グループにとって大きな意味のある、将来に繋がるベースとなりました。 

今回の中期経営計画では、その成長を確かなものにする為の事業モデル及び人材育成モデルの

確立を終え、成長期の位置付けをより確固たるものにする為に策定したものであります。 

関係者各位のご期待に沿えるよう、本中期経営計画の目標達成に総力をあげて取り組んでまい

りますので、今後とも一層のご支援、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

１．当社グループの経営理念 

｢会社はお客さまのためにあり、社員とともに会社は栄える｣ 

 

２．当社グループの経営姿勢 

(1) 顧客価値の実現 

 (2) 収益基盤の強化 

   (3) 人と組織の活力の向上 

   (4) 環境との調和と社会的責任の履行 

 

３．当社グループの目指す方向（将来の企業像） 

「意識」「行動」「技術」の革新で、ステークホルダー（利害関係者）とともに着実・確実・

誠実に発展し続けるグループを目指す。 

(1) ソリューション（問題解決）で業界オンリーワン企業 

(2) ＣＳ（顧客満足）で業界ナンバーワン企業 

(3) 時代を先取りするダイナミックな成長企業 

(4) 創造性に溢れた自由闊達なプロ人財集団 

(5) ステークホルダーから信頼される企業集団 

 

４．当社グループの中期ビジョン 

顧客本位の新しいビジネスモデル再構築で経営基盤を確立し、更なる進化を目指して、ステ

ークホルダーとともに成長、発展する企業を実現する。 
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５．当社グループ中期経営方針 
～｢安全の確保｣｢品質保証の強化｣｢コンプライアンスの徹底｣は 

ビジネスの大前提であり、企業存続の生命線～ 
(1) 業態改革を目処付けし、強い「健全性」「競争力」「収益力」「成長力」「不況抵抗力」を

有する経営基盤を確立し、更なる進化にチャレンジする。 

(2) 顧客とともに成長し、ＣＳ（顧客満足度）で業界ナンバーワンを実現する 

(3) 健全性・成長性・収益性の視点でバランスの良い事業と顧客・業種のポートフォリオを

構築し、効率的・効果的な経営資源の配分により、財務基盤の強化を推進する。 

(4) 徹底したＩＥ（インダストリアル・エンジニアリング：経営工学）／ＩＴ（インフォメ

ーション・テクノロジー：情報技術）技術の活用、付加価値の向上、原価の削減で、収

益力と抵抗力の強化を推進する。 

(5) 新しいビジネスモデルを確実に実行できる人財の育成を推進する。 

 

６．グループ中期重点実施事項 

  全社・各事業について、「経営」「現場」「中期」「短期」の視点での課題を明確にして重点実

施事項を整理し、各課題について計画を策定し、着実に成果に結び付ける。 

  視点ごとの実施事項は下表のとおり。 
 

［視点別の中期重点実施事項マトリックス］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001～2005 年度 「大変革期」 

2006～2008年度 

持続的成長に転換の為の足元固めの期 

2009～2011年度  

早期の収益力回復とビジネスモデル再構築の期

2012～2014年度  

業態改革を完了し、更なる進化へ挑戦の期 

当社

株主 

顧客

地域社会 

社員 ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

中期計画 2014 の位置付け： 

各ステークホルダーの満足度を把

握し、着実な向上を目指す 

1)新規拡販戦略の策定と推進 

①営業機能強化と生準/運用テンプレート化 

2)中期重点事業：NLS/CMS の推進加速 

①プラットフォームの構築 

②ノウハウ/マニュアルのテンプレート化 

③IE/IT の積極的導入による効率化・合理化 

推進 

3)人財育成とグローバルローテーションの推進 

4)IE/IT ノウハウのグローバル共有 

1)事業/業態改革の推進と実現 

①成長性と収益性を実現する事業ポート 

フォリオの構築 

2)アライアンス/Ｍ＆Ａ戦略の策定と推進 

3)グローバル戦略の策定と推進[地域/事業軸] 

4)投資力向上のための徹底した減量経営体質の 

 実現 

5)ブランド戦略の策定と推進 

1)拠点/サービス単位での収益改善活動の展開 
 ①最適人員構成･配置の実践による適正原価化 
 ②改善による生産性の追及による原価低減 
 ③物流 IE/IT の積極的な導入による合理化促進 
2)深耕拡販活動の展開による増収計画の推進 
 ①CS 向上による既存領域の拡充[顧客内拡販] 
3)プロ人財の育成/養成 
 ①OJT による TPS/改善人財・海外人財の育成 
4)徹底した経費低減と投資予算管理 
5)現場ノウハウのグローバル共有 

1)低採算事業/拠点のスクラップ＆ビルド 

2)経営スピード向上のための活動推進 

 ①意思決定迅速化のための組織構造の 

スリム化 

 ②顧客視点での組織構造の構築 

3)グローバル/プロフェッショナル重視の 

人事制度改革 

4)ノウハウのテンプレート化によるコア技術の 

形式知化 

5)３ＰＬ/ＢＰＯモデルの早期確立 

①不足する経営資源の確保 

経

営

視

点

現 

場 

視 

点 

中期視点

短期視点 
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７．グループ中期重点強化事業・地域・機能 

(1) 強化事業     (2)強化地域 

深ﾄﾖﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ事業  関東圏(ﾄﾖﾀ・NLS・CMS 事業) 中国(ﾄﾖﾀ事業・NLS 事業) 

ＮＬＳ事業  関西圏(NLS事業・CMS事業) 北米(ﾄﾖﾀ事業・NLS事業) 

ＣＭＳ事業  東北圏(ﾄﾖﾀ事業) 

海

外
豪亜・中南米(ﾄﾖﾀ事業)(注) 

海外事業  

 

国

内 

九州圏(ﾄﾖﾀ事業・NLS事業) (注)豊田通商様と合弁事業展開地域 

 

 (3) 強化機能  

安全健康管理推進 品質保証・品質管理推進 

CSR（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・内部統制・環境・社会貢献等）

推進 

TPS（ﾄﾖﾀ生産方式）・現場力強化展開 

CS（顧客満足度）向上・顧客期待値達成推進 戦略企画・M&A･IR･PR･社内外広報 

IT(情報武装)・物流エンジニアリング 

・輸配送 

危機管理・リスクマネジメント推進 

人財育成・ES（社員満足度）向上推進 原価企画・原価改善推進 

販売・新規拡販推進 財務体質改善推進 

 

８．セグメント別事業戦略 

 

 ［物流サービス事業］ 

  主要顧客に対する更なる深化による収益基盤の安定とＮＬＳ（ニューロジスティクスサービ

ス）事業の収益基盤強化及び新興国を中心とした海外事業の業容拡大を目指す等、ＩＴ化の推

進により徹底した効率化・合理化とともに付加価値向上を図りながら、国内外でバランスの取

れた事業・収益構造の構築を図ってまいります。 

 

［自動車サービス事業］ 

  ＣＭＳ（カーマネージメントサービス）の展開を促進させることにより、各サービスを活性

化させ、新規顧客を開拓するとともにサービスの高度化を進め、既存顧客のシェアアップを目

指してまいります。また、アライアンスによる受注拡大を目指してまいります。 

 

［情報サービス事業］ 

  主要顧客を中心とした既存顧客への深化による領域拡大を図るとともに積極的なオフショア

開発を推進し、価格競争力と高付加価値提供力を持つソリューションプロバイダーとして新規

顧客の開拓を目指してまいります。 

 

［人材サービス事業］ 

  少子高齢化の進展による就業者の年齢構成の変動、産業構造の変化に伴うサービス経済化の

進展を背景とした顧客ニーズの多様化に対応するための「人材派遣、人材紹介、採用代行、人

材育成事業」のトータル人材サービスの付加価値向上を図り、経営基盤の向上を目指してまい

ります。 
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９．当社グループの中期数値目標 

 当社グループは、これからの３ヵ年を｢業態改革を完了し、更なる進化への挑戦の期｣と位置付

け、中期重点実施項目、強化事業･地域の取組みを確実に成果に結び付け、2014 年度（2015 年 3

月期）の売上高は 430 億円(2011 年度比 12.6％増収)を目指し、経常利益は 19.5 億円(同 38.6％

増益)、当期純利益は 11.4 億円(同 61.2％増益)、その結果、一株当り純利益 94.46 円(同 61.1％

増)、ROE5.00％(同 1.55％上昇)を達成し、グループの企業価値の向上を目指してまいります。 

 

(1)中期計画（連結業績）                 （単位：百万円、％） 

２０１１年  ２０１４年 ２０１１年度比     

実績  計画 増減額 増減比 

売上高 38,204 43,000 4,796 12.6% 

営業利益 1,284 1,800 516 40.2% 

経常利益 1,406 1,950 544 38.6% 

当期純利益 707 1,140 443 61.2% 

１株当り当期純利 58.63 円 94.46 円 35.83 円 61.1% 

ROE 3.45% 5.00% 1.55% - 

   (注) 経常利益には、持分法投資利益（関連会社）を含む。 

 

(2)セグメント別売上高・営業利益目標           （単位：百万円、％）   

２０１１年  ２０１４年 ２０１１年度比   

実績  計画 増減額 増減比 

物流サービス   

 売上高 25,544 29,350 3,806 14.9% 

 営業利益 1,769 2,085 316 17.9% 

自動車サービス   

 売上高 11,222 11,870 648 5.8% 

 営業利益 531 670 139 26.2% 

情報サービス   

 売上高 1,246 1,500 254 20.4% 

 営業利益 △56 100 156 - 

人材サービス   

 売上高 746 900 154 20.6% 

 営業利益 58 75 17 29.3% 

セグメント間相殺   

 売上高 △555 △620 △65 - 

 営業利益 -1,020 -1,130 △110 - 

合計   

 売上高 38,204 43,000 4,796 12.6% 

 営業利益 1,284 1,800 516 40.2% 

 

※ 本資料に記載されている業績見通し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

理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる

可能性があります。 

 

以   上 


