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飯野海運グループ事業概要
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2020年3月31日現在

外航海運業・・・77隻

オイルタンカー 3隻

ケミカルタンカー 43隻

大型ガスキャリア 17隻

ドライバルクキャリア14隻

＋船舶管理業

＋船用品販売業

不動産賃貸業

飯野ビル含め 6棟

＋イイノホール ・

カンファレンスセンター運営

+ビル管理業

内航・近海海運業・・・26隻

＋船舶管理業

原油の輸送

VLCC 3隻

石油化学製品・無機・油脂等の輸送

21千型以下 6隻 25千型 5隻

30千型 18隻 37千型超 14隻

液化天然ガス、プロパン等の輸送

LNG船 11隻 （+投資船15隻）

LPG船 6隻

一般炭、穀物、チップ等の輸送
石炭専用船 2隻 ハンディ他 8隻

（+短期用船 2隻）
ﾎﾟｽﾄﾊﾟﾅﾏｯｸｽ 3隻 チップ船 1隻

液化天然ガス、液化石油ガス、

石化製品、溶融硫黄等の輸送

＜会社概要＞

設 立 1899年

従業員 646人

グループ会社 72社

海外拠点 シンガポール
ヒューストン
ロンドン
コネチカット（J/V）
ドバイ
上海(2019年9月開設)
釜山
マニラ

海 運 業 不 動 産 業

不動産関連事業

＋フォトスタジオ運営

＋制作事業（広告・ポスター）

＋倉庫業



前中期経営計画
Be Unique and Innovative. レビュー
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前中期経営計画の概要



◆期間損益 (億円)

実績値 当初計画

営業利益累計
（2017～2019年度）

実績 144億円

計画 210億円

差額 ▲66億円

〔海運業〕
・ケミカルタンカー市況の低迷長期化

〔不動産業〕
・飯野ビルテナント入替えに伴う稼働減

実行した対応策

✓ ケミカル新規COA獲得等によるCOA比率の向上
✓ ケミカル中長期貸船による市況影響の低減
✓ 飯野ビル新規テナントとの契約締結・開始

(▲=マイナス)
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前中期経営計画達成状況

190

146 142 139



◆EBITDA/総資産比率 (%)

実績値 当初計画 実績値

結果
・期間中において目標D/E Ratioの維持。

実行した対応策
・有利子負債の順調な削減。
・計画D/E Ratio範囲内での適切な投資。

結果
・ケミカル市況低迷、飯野ビルテナント入替えの
影響で当初計画の未達。

実行した対応策
・ケミカルは市況影響の低減化を推進。
・飯野ビルはテナント有利更改を実施。
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◆D/E Ratio (倍率)

当初計画

前中期経営計画達成状況
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◆定性面と今後の課題

更なる差別化の追求

安定収益の盤石化

次世代ビジネスへの
挑戦

前中計 重点強化策

・オイルタンカーの競争力強化
・内航ガスビジネスの優位性確保

・資源エネルギー船事業の取組み継続
・ケミカル船の中東シェア維持・拡大
・西新橋再開発の推進

・英国ロンドンのオフィスビル取得
・メタノールを燃料とできる2元燃料
主機関搭載船の竣工

達成事項

・IINO QUALITY確立継続
・ケミカル船のグローバル展開と
利益率の向上

・不動産事業の
最適ポートフォリオ構築

・エネルギー輸送安定取組み
継続

・既存ビルの安定稼働継続

・次世代燃料船への取組み加速
・有望なニッチ市場への進出

継続事項

新
中
期
経
営
計
画
へ
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前中期経営計画達成状況
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■新中期経営計画概要
■重点強化策
■ESG・SDGｓへの対応
■DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
■数値目標
■株主還元策

新中期経営計画
Be Unique and Innovative. : The Next Stage -2030年に向けて-
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新中期経営計画概要 企業理念体系

経営理念
行動憲章

IINO VISION
for 2030

IINO COMMITMENT

新中期経営計画

業務遂行計画

飯野海運グループは、今般の中期経営計画策定にあわせて、
企業理念体系を次の通り再整理しました。

・安全の確保が社業の基盤

・よいサービスと商品を社会に適正な価格で安定的に供給

・取引先のニーズに迅速・的確に対応

・社会的要請へ適応し環境に十分配慮

・株主、そして役職員へのリターン充実を目指し企業価値向上を志向

2030年に向けて飯野海運グループが目指すところ
※1 詳細は次頁参照

ステークホルダーの皆様への約束
※2 詳細は次頁参照

計画名：Be Unique and Innovative. : The Next Stage
-2030年に向けて-

テーマ ：共通価値の創造を目指して
期間 ：2020年4月～2023年3月 ※3 ESG経営詳細は25頁参照

グループ内年度計画

ESG経営で経済的価値・社会的価値の創造を目指す



P11

顧客に ：安全で高品質なサービスにより安心を提供します。
役職員に ：働きやすさ、働き甲斐および自己実現の機会を提供します。
社会に ：地域・地球環境の改善を積極的に進めます。
株主に ：安定的かつ業績に連動した配当を継続します。

IINO COMMITMENT                  

独自のビジネスモデル(IINO MODEL)の形成と高品質なサービス(IINO QUALITY)の提供を
更に追求し、飯野海運グループの経済的価値を高めると同時に、サステナビリティへの積極的な
取組みにより環境保全を含めた社会的ニーズに対応することで社会的価値をも創造していきます。
(飯野海運グループの理解するCreating Shared Value※4)

飯野海運グループではサステナビリティ(持続可能性)を次の通り定義します。
「地球上の生態系が存続可能な環境の維持と人類社会の発展を両立させ将来世代に繋げること」

※4 Creating Shared Value(共通価値の創造)の定義は次の通りです。
「経済的価値を創造しながら社会的ニーズに対応することで社会的価値も創造するアプローチ」
引用：Porter, Michael E., and Mark R. Kramer. “Creating Shared Value.” Harvard Business Review

新中期経営計画

時代の要請に応え、自由な発想で進化し続ける独立系グローバル企業グループを目指します。

IINO VISION for 2030                    

新中期経営計画概要 企業理念体系



海運業
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新エネルギー需要

オフィス供給継続

オフィス志向
エリアの変化

オフィス顧客
ニーズの多様化

船舶機器における
技術革新

脱炭素化の加速

成長基調の海上物流

新型コロナウイルス
の世界的蔓延

米中貿易摩擦

海運業における
激しい競争の継続

社会課題の事業
への影響の顕在化

国内成長の鈍化、
労働人口の減少

増大する三国間輸送
需要の取込みに向けた
海外展開拡大への対応

オフィスビル・ニーズの
多様化

ボラティリティの大きい
海運業の収益安定化への対応

顧客・社会のニーズが多様化する
不動産業への対応

新中期経営計画概要 外部環境の認識

地球環境、社会課題への対応

新規ビジネス推進への対応

海上物流変化
世界人口の増加



DXの
推進加速
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新中期経営計画概要 中期経営計画の全体像

船舶・ビル管理
の品質向上
安全の徹底

コスト競争力
の強化

人的資本の
育成・強化

海外拠点の
更なる活用

ESG・SDGs
への対応強化

グローバル事業の
更なる推進

安定収益基盤の
更なる盤石化

サステナビリティへの
取組み

基盤整備項目

重点強化策

計画名 ：Be Unique and Innovative. : The Next Stage - 2030年に向けて -
テーマ ：共通価値の創造を目指して
期間 ：2020年4月～2023年3月

重点強化策
本中期経営計画期間中では
3つの施策を重点的に実行し、
共通価値を創造。
IINO VISION for 2030
を実現。

基盤整備項目
6つの項目を推進することで
企業の基盤・土台を盤石化

IINO VISION for 2030
を実現

※5 DX=デジタルトランスフォーメーション
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■新中期経営計画概要
■重点強化策
■ESG・SDGｓへの対応
■DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
■数値目標
■株主還元策

新中期経営計画
Be Unique and Innovative. : The Next Stage -2030年に向けて-



重点強化策(Ⅰ)グローバル事業の更なる推進
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(Ⅰ)グローバル事業の
更なる推進



船舶・ビル管理の品質向上
安全の徹底

海外拠点の
更なる活用

人的資本の
育成・強化
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1. 2030年に向けてのビジョン

コスト競争力の
強化

効率配船
海外顧客展開

グローバル人材 新規航路開拓

グローバルな事業展開の拡大

専門知識高度化

グローバル体制を推進する
競争力の強化

グローバル体制を支える
組織力の強化

重点強化策(Ⅰ)グローバル事業の更なる推進

DXの推進加速
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グローバル体制を推進する競争力の強化
‐ケミカルタンカーにおける取組み。
既存中東航路以外の航路進出に向けての取組み強化。
中東航路との融合により配船の更なる効率化。

‐ガス船・貨物船における取組み。
新規貨物・新規航路への取組み強化。
海外顧客への営業展開の加速。

グローバル体制を支える組織力の強化
‐海外事務所の人材増員、機能強化、ネットワーク拡充。

‐JVや海外現地採用を活用したプロフェッショナル人材の取込み・育成。

‐飯野グループ全体で営業や船舶管理等の専門知識を一層高度化。

2. 本中計期間中での推進事項

重点強化策(Ⅰ)グローバル事業の更なる推進

CHEMROUTE PEGASUS 26,198DWT
(ケミカルタンカー)

当社シンガポール事務所が入居する
オフィスビル



重点強化策(Ⅱ)安定収益基盤の更なる盤石化
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(Ⅱ)安定収益基盤の
更なる盤石化



・安全で柔軟なサービスの継続

・社会のニーズに沿った
エネルギー輸送への対応

・開発物件の取得や
資産の入替え

・海外・地方物件への
ビジネス展開

1. 2030年に向けてのビジョン
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より強固な安定収益基盤の確立

人的資本の
育成・強化

コスト競争力の強化
船舶・ビル管理の品質向上

安全の徹底

エネルギー輸送
の継続取組み

不動産事業強化

重点強化策(Ⅱ)安定収益基盤の更なる盤石化

DXの推進加速



不動産事業強化への取組み
‐長期的視野での安定収益源となる都心基幹物件の獲得。
ターゲットエリアに拘らず、優良物件に集中して取組み。

‐海外・地方物件への進出。
優良物件にターゲットを絞り早期的な利益の創出。

エネルギー輸送の更なる強化
‐安定的な船隊整備の推進。
新造VLCCやVLGCの定期的な船隊整備の実施。
最新型の船舶で資産陳腐化を防止。

‐既存契約荷主への高品質サービスの継続。
オイルタンカー、内外航LPG・LNG船、貨物船を中心に
安定的かつ高品質なエネルギー輸送の供給継続。

2. 本中計期間中での推進事項
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重点強化策(Ⅱ)安定収益基盤の更なる盤石化

当社が英国ロンドンで所有する
オフィスビル(BRACTON HOUSE)

富士山丸 312,499DWT
(原油タンカー)



重点強化策(Ⅲ)サステナビリティへの取組み
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(Ⅲ)サステナビリティへの
取組み



人的資本の
育成・強化

海外拠点の
更なる活用

ESG・SDGsの
対応強化

P22

1. 2030年に向けてのビジョン

より環境に配慮した
ビジネス体制の確立

第3の柱となる
ビジネスの礎の構築

重点強化策(Ⅲ)サステナビリティへの取組み

環境負荷低減
に資する資産
への投資推進

次世代燃料船
の取組み強化

新規ビジネスの
開拓推進サステナブルな

貨物への
取組み強化

DXの推進加速
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環境負荷低減に資する資産への投資推進
-大型で燃費効率の良いエンジンを採用した船舶への投資。
CO2排出率を削減するとともに経済効率性も向上。

-所有ビルにおいてエネルギーミックスの推進。
再生可能エネルギー転換や設備導入(LED、空調設備、
太陽光パネル等)を推進。

次世代燃料船の取組み強化
‐LNG・LPG・メタノール等を燃料とする船舶への投資。
2元燃料船の運航・管理ノウハウの高度化。

サステナブルな貨物への取組み強化
‐環境負荷が少ない貨物や、飢餓や貧困の撲滅に資する貨物
(LNG・穀物・肥料等)の運航ノウハウの蓄積、荷主との関係強化。

新規ビジネスの開拓推進
‐当社事業に関連する市場への進出をターゲットに新規ビジネスを開拓。

2. 本中計期間中での推進事項

重点強化策(Ⅲ)サステナビリティへの取組み

飯野ビルディングとイイノの森
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■新中期経営計画概要
■重点強化策
■ESG・SDGｓへの対応
■DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
■数値目標
■株主還元策

新中期経営計画
Be Unique and Innovative. : The Next Stage -2030年に向けて-
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ESG経営の推進：環境、社会、経済の課題の克服に真正面から取組み、企業価値の向上を目指す。

-社会課題の把握 ：各ステークホルダーとのコミュニケーションを強化
-施策の検討・推進 ：事業を通じて課題を克服しSDGsへ貢献 → 社会的価値の創造

課題の中から新たな事業の芽を見出す → 経済的価値の創造

Environment：環境への配慮
-地球温暖化防止 ：GHG削減、カーボンオフセット
-大気汚染防止 ：NOx(窒素酸化物)、SOx(硫黄酸化物)削減
-生態系の維持 ：バラスト水規制、海洋プラゴミへの対応

Social：社会への配慮
-安全・安心の徹底 ：船舶の安全運航、不動産の安全管理、BCP対応
-働き方改革の推進 ：優秀な人材確保、研修の充実、勤務形態の見直し
-ステークホルダー重視：コミュニケーション重視、地域社会連携

Governance：ガバナンスの強化
-ダイバーシティの推進：役職員の多様化（性別・人種・国籍等）対応
-指名・報酬諮問委員会：客観性、透明性の高い経営に向けた枠組みの構築
-取締役会の実効性評価：社外取締役含めた取締役会の継続的な機能向上

ESG・SDGｓへの対応
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経済的価値と社会的価値を同時に創造し企業価値の向上を目指す

Governance：ガバナンス

環境・安全・人材の各種課題解決における基盤

Social：社会（安全）
・ KPIの設定
・ 船舶の安全な運航
・ ビルの安全な運営管理
・ 役職員の気づきを活用
・ サプライチェーン全体の

安全意識の醸成
・ 防災・防疫対応を含めた

BCP対応等の危機管理

Social：社会（人材）
・ 多様な人材が働ける職場

環境構築
・ 国内外の短期研修制度拡充
・ 変化に対応できる柔軟で

強い組織を醸成
・ 社内コミュニケーションの

充実

Environment：環境
温室効果ガスへの対応
(海運業)
・IMO目標(2030年40％削減)
達成に向けロードマップ作成

(不動産業)
・ 保有ビルのCO2排出量削減
・ 環境保全・生態系の維持
・ ゴミ削減

リスク管理委員会
（安全・環境委員会、品質システム委員会、コンプライアンス委員会）

社会課題の把握、施策の検討・推進

ESG・SDGｓへの対応

推進体制と具体例



2008年
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温室効果ガス排出量削減への取組み 2030年に向けて

2030年

海 運

船舶からの温室効果ガス削減の取組みとして、輸送単位当たりの

温室効果ガス排出量を2030年に40％削減（2008年比）と

目標設定しています。

・ 2元燃料船の推進
・ 船型の大型化
・ 減速航海
・ EEDIエンジンへの切替え
・ 技術革新 等

ESG・SDGｓへの対応

輸送単位当たり
温室効果ガス排出量削減率

更に、2050年には温室効果ガス排出総量を50％削減（2008年比）と

目標設定しています。



単位面積当たりCO2排出量
（CO2kg/㎡）削減率

2008年
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CO2排出率削減への取組み 2030年に向けて

2030年

不動産

※6 飯野ビルディングが取得の主な環境建築の認証

・ 省エネ運用
・ 高効率機器への更新
・ 環境認証の維持（東京都トップレベル事業所等）
・ 再生エネルギー活用 カーボンオフセット等

ESG・SDGｓへの対応

40
％

不動産部門の保有ビルは、国内トップクラスのCO2排出率水準を
維持していますが、更なるCO2排出率削減目標として、

2030年に40%削減（2008年比）と設定しています。

更に、2050年にはCO2排出率削減目標を

50％削減（2008年比）と設定しています。
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■新中期経営計画概要
■重点強化策
■ESG・SDGｓへの対応
■DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
■数値目標
■株主還元策

新中期経営計画
Be Unique and Innovative. : The Next Stage -2030年に向けて-



P30

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

飯野海運グループでは、2030年に向けて以下の通り
デジタルトランスフォーメーションの推進を一層加速させます。

デジタル化の基盤整備 デジタル化の推進 新たな価値の創出

基幹システムの刷新

リモートワーク環境整備

システム間連携強化

・情報通信技術の強化

・データの有効活用、共有化

・CO2排出量モニタリング
自動化

・ペーパーレス化推進

・IT活用による業務効率化

・RPA活用による
属人的業務の自動化

安全運航の質向上
・船陸のリアルタイム通信
・最適航路モニタリング
・故障予兆技術の活用

ESG推進サポート
・CO2削減、燃費向上
・多様な働き方の実現

業務改革
・付加価値の高い業務に

一層集中できる環境の整備
・ノウハウが伝承される

組織体制の強化

2020年 2030年
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■新中期経営計画概要
■重点強化策
■ESG・SDGｓへの対応
■DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
■数値目標
■株主還元策

新中期経営計画
Be Unique and Innovative. : The Next Stage -2030年に向けて-



収益性 効率性 健全性

◆『収益性』『効率性』『健全性』の３項目で重視する指標を設定。

◆３項目をバランス良く管理し、持続可能な成長を目指す。
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数値目標 重視する指標

経常利益
及び

EBITDA
ROE D/E Ratio

・償却費、金利、事業投資
損益も加味

・キャッシュフローも意識

・安定的な財務基盤を背景に
より資本コストを意識

・投資のバランスを重視
・財務基盤の規律を維持

中期経営計画にて重視する指標
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数値目標 各指標の推移

2019年度

実績

2020年度

計画

2021年度

計画

2022年度

計画

2030年度

目標

為替 109.13円/$ 105円/$ 105円/$ 105円/$

燃料油
※7 C重油 ：$412/mt

適合油：$598/mt

上期：$300/mt

下期：$500/mt
$670/mt $650/mt

売上高 (億円) 892 880 900～1,100 900～1,100 1,600

営業利益 (億円) 40 38 70～80 75～85 120

海運業 12 5 25～35 25～35 60

不動産業 28 33 45 50 60

経常利益 (億円) 35 36 65～75 70～80 100

当期純利益 (億円) 38 45 60～70 70～80 100

EBITDA※8 (億円) 139 156 190～200 195～205 250

ROE 5.2% 6% 7～8% 8～9% 10%

D/E Ratio (倍) 1.72 最大2.0 最大2.0 最大2.0 最大2.0

※7 燃料油 ・・・ 2020年度以降は適合油の単価前提

※8 EBITDA・・・営業利益+減価償却費＋主たる事業投資に係る受取配当金及び持分法投資損益

前提



新中期経営計画期間

営
業
利
益･

経
常
利
益･

当
期
純
利
益

(単位：億円) (単位：億円)

E
B

I
T
D

A
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数値目標 各指標の推移

営業利益 経常利益 当期純利益 EBITDA



3ヵ年累計
（2020~2022年度）

営業
キャッシュフロー

550億円
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数値目標 営業キャッシュフローの配分

事業投資

450億円

財務健全性
確保

株主還元
・安定的かつ業績に連動した配当の継続

※9 株主還元策についての詳細はP38に掲載。

・有利子負債の着実な償還
・安定的な財務基盤維持 (D/E Ratio最大2.0)

・成長、安定、環境の3分野に
バランスよく投資

150

150

150

単位：(億円)

成長
マーケットリスクを取った
成長事業への投資

安定
収益が固定された安定収益
基盤強化への投資

環境
環境対応を意識した
資産への投資



2016年度末
実績

2019年度末
実績

2022年度末
予想

2030年度
予想

ケミカルタンカー 38隻 43隻 39隻

120隻+α

LPGキャリア
(内、大型船)

35隻
(6隻)

31隻
(6隻)

33隻
(7隻)

LNGキャリア 13隻 12隻 12隻

オイルタンカー 3隻 3隻 4隻

ドライバルクキャリア 16隻 14隻 15隻

海運業合計 105隻 103隻 103隻

不動産業合計 4棟 6棟 7棟 10棟+α

Be Unique
and 

Innovative.

【不動産】
・ﾀｰｹﾞｯﾄｴﾘｱ戦略深化
・保有資産入替
・海外物件の取得

【ケミカル】
・緩やかな船隊拡大
・老齢船リプレース

【ドライバルク】
・船隊の最適化
・中短期用船活用した

柔軟性ある船隊構成

Be Unique 
and 

Innovative.
: The Next 

Stage

2030年
に向けて
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数値目標 予想運航規模・稼働棟数

【ケミカル】
・シェアの維持から

利益率の向上へ
・老齢船のリプレース

【LPG】
・内航船の優位性維持
・Dual Fuelエンジン

搭載の最新船型へ
資産の入替え

【不動産】
・新橋田村町地区

再開発物件の竣工
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■新中期経営計画概要
■重点強化策
■ESG・SDGｓへの対応
■DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
■数値目標
■株主還元策

新中期経営計画
Be Unique and Innovative. : The Next Stage -2030年に向けて-
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株主還元策

2019年度

年間
12円/株

2020年度 2021年度 2022年度

業績の向上並びに
配当の増額を目指す

新中期経営計画期間

◆株主価値の増大：内部留保の確保と活用 ＊事業環境変化に対応するための事業基盤の維持強化
＊持続的な企業成長のための新規投資への活用

◆株主への利益還元の重視：安定収益を背景とした継続的な配当の維持 ＊株主重視の方針の再確認
＊長く愛される企業グループへ

◎(今後) 株主重視の姿勢の更なる明確化：適正で透明性のある利益還元
＊配当額と利益成長の連動性を明確化し、株主還元を高める

⇒安定的かつ連結配当性向30％を基準とした業績連動方式の配当へ(2020年度より)

今後の株主還元



本資料に関する注意

本資料で記述されている業績予想及び将来予測は、現時点で入手可能な情

報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれてお

ります。そのため様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見

通しとは異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。
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