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社長からのご挨拶  
サトランス株式会社は 1922 年（大正 11 年）に創業し、1951 年に株式会社を設立致しました。2014 年

には会社設立 63 周年を迎えました。戦後は書籍や塗料の配送業務を行なってまいりましたが、その時

代の物流需要に対応しながら現在では主に印刷物全般と食料品・雑貨の配送を行なっております。当

社がこのように長きに渡り存続しまた成長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。 

サトランスの企業理念は 「安全」と「信頼」のために です。常に安全を第一に、お客様の立場に立

って考え・提案し・行動することで信頼を頂いてきた結果、当たり前の事として身体に染み付いて受け

継がれてきた、私たちの DNA でもあります。 

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、このようなサトランスの

経営方針と、それを支える従業員や、組織、ノウハウ、お取引先や地域のお客様との関係などの強み

（知的資産）をわかりやすく取り纏めました。お客様様やこれから当社で働きたい方、金融機関様、協力

会社様などが、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。会社設立 63 周年をむ

かえ、この報告書の作成・公開を契機に、これまでの企業経営を振り返り、これからのさらなる発展の起

点としてまいります。 

今後とも従業員一同、日本経済の一端を担い情報や食をお届けできることに、喜びと感謝の心で鋭

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

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。 

2014 年 6 月 1 日 

サトランス株式会社  

代表取締役 佐藤 克典 
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１．   トラック運送業界の概況  

    

①	 物流は経済の血液  

サトランスは 1922 年（大正 11 年）の創

業以来、約 90 年の長きに渡り日本経済の

物流の一部を担ってまいりました。この 90

年間は、関東大震災、太平洋戦争、朝鮮

戦争、高度経済成長、バブル景気とその

崩壊、リーマンショック〜世界同時不況、

東日本大震災など、日本経済にとっても

激動の時代でした。しかし世界同時不況

など一時的な落ち込みはあるものの、わ

が国の GDP は一貫して成長を続けてい

ます。これを裏付けるように、営業用トラッ

クの輸送量を示すトンキロ（輸送重量に輸

送距離を乗じたもの）ベースでも GDP とほぼ相似のカーブを描いており、トラック輸送がわが国の経済

を大きく支えてきたことがわかります。 

ただしこの間においても、インターネットの普及による情報媒体の電子化、製造業の海外進出、通信

販売の大幅な伸びなどにより、輸送品目や輸送形態は大きく変化しています。 

 

②	 淘汰が進むトラック運送業  

 わが国のトラック運送業は、1990 年の貨物自動車運送事業法施行以降の規制緩和により新規参入

が急増しました。当社と同じ「一般貨物自動車運送事業者」数は、1990 年に 36,485 者でしたが 2011 年

には 57,601 者となり、約 1.6 倍となっています。この間の実質 GDP は 425 兆円から 510 兆円の 1.2 倍

にとどまっており、明らかにサービス供給過多の状況となっています。 

 この結果としての運賃の低下傾向にくわえ、昨今の燃油価格の上昇、労働力の減少、コンプライアン

ス経営要求などに耐えられない企業は、今後は市場から淘汰されていくことが予想されます。 

 

運賃の低下傾向 

 長らく続いたデフレ経済、グローバル化の進展によって、国内商品の最終消費価格が下落し、国内

企業がコストの抑制をするなか、トラック輸送の運賃は低下傾向が続いています。構造的に買い手であ

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

�������	
��

��GDP 

	
��
�������

���
�����

図表 1：GDP と営業用トラック輸送量の推移 

Ⅰ．事業環境  
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るお客様の交渉力が強い業界であることもあり、規制緩和以降の運賃は 2008 年度で 5.6％低下してい

ます。 

 

軽油価格の高止まり 

 トラックの主要燃料である軽油は、2003 年（平成 15 年）にはリッター64 円でしたが、ピークの 2008 年

（平成 20 年）8 月には 144 円にまで急上昇しました。直後にリーマンショックで下落したのち再び上昇ト

レンドが続いています。 

 
図表 2：全国軽油価格の推移（全日本トラック協会） 

 

 軽油やガソリンの燃油油脂費は、トラック運送業の平均的な運送原価の約 16％1を占めており、軽油

価格の上昇はトラック運送業の収益性を大きく圧迫しています。 

 

若年層ドライバーの減少 

 労働集約型産業であるトラック運送事業では、質が高く若い労働者をいかに確保していくかが課題で

すが、少子高齢化による若年層人口の減少と若者の車離れにより、若年層のドライバーは大幅に減少

しています。1993 年（平成 5 年）には 30 歳未満のドライバーが全体の 37.8％を占めていましたが、2011

年（平成 23 年）には 9.4％にまで低下しています。（出典：公益社団法人全日本トラック協会「日本のトラ

ック輸送産業 2012」） 

 これとともに、2007 年（平成 19 年）の中型免許創設の運転免許制度改訂や、マニュアル免許取得者

比率の減少、トラックドライバーの職業としての魅力度の低下などにより、ドライバー確保は業界全体の

大きな課題となっています。 

 

  

                                                   
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― 
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燃料価格の高騰
　軽油価格（ローリー価格、消費税抜き）は、平成
15年度平均で1リットル当たり約64円だったものが、
20年8月には約144円と、2倍以上にも上昇しました。
その後、原油価格の大幅な下落とともに国内軽油価格
も下落しましたが、26年2月にはおよそ113円まで再
び値上がりしています。
　トラック運送業界では、エコドライブ等の徹底によ
り燃料消費量を抑えたり、協同組合を通じた共同購入
を進めたりするなど、少しでも安価な燃料確保に努め
ていますが、こうした自助努力でも補いきれない部分
については荷主の理解が不可欠です。

　国土交通省は20年3月、公正取引委員会と連名で
「軽油価格高騰に対処するための緊急措置」をまとめ
ました。トラック運送事業者は運賃交渉力が弱いため、
これを放置して適切な運賃転嫁が進まないとわが国の
物流基盤が維持できなくなる、との危機感から、燃料
サーチャージ制の導入と独占禁止法・下請法の取締り
強化などを打ち出しました。
　また同時に、「燃料サーチャージ緊急ガイドライン」
と「下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の2つの
ガイドラインを策定し、この周知を行うために適正取
引相談窓口をすべての運輸支局等に設置しました。

年度
営業用
自家用
計

営業用
自家用
計

営業用
自家用
計

ガソリン

軽油

合計

19
96,157

3,129,120
3,225,277
17,044,948
9,039,698
26,084,646
17,141,105
12,168,818
29,309,923
99.4%

20
99,347

3,090,102
3,189,449
16,503,784
8,804,107
25,307,891
16,603,131
11,894,209
28,497,340
99.4%

21
102,001
3,068,664
3,170,665
15,736,607
8,205,102
23,941,709
15,838,608
11,273,766
27,112,374
99.4%

22
79,885

2,464,116
2,544,001
16,776,434
6,893,306
23,669,740
16,856,319
9,357,422
26,213,741
99.5%

23
81,374

2,545,464
2,626,838
15,836,140
6,501,615
22,337,755
15,917,514
9,047,079
24,964,593
99.5%

24
84,908

2,607,006
2,691,914
14,894,029
6,613,753
21,507,782
14,978,937
9,220,759
24,199,696
99.4%営業用が消費する燃料の

うち軽油の占める割合

 トラック燃料消費量の推移（単位：キロリットル）

資料：国土交通省「自動車輸送統計年報」、「自動車燃料消費量統計年報」
（注）：1. 登録自動車のみ
　　　2. 平成22年度の数値には、23年3月の北海道・東北運輸局の数値を含まない。また、23年度の数値には、23年4月の北海道・東北運輸局管内の数値を含まない

資料：全日本トラック協会調べ　（注）：消費税抜き。 平成13年から19年は年度平均。 26年2月現在

 軽油価格の推移（全国）
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コンプライアンス経営要求 

 トラック運送事業は、事業の遂行そのものが多少なりとも環境への負荷を与え、交通事故のリスクを高

めることになります。その意味でトラック運送業のコンプライアンス（法令遵守）の責任は企業規模にかか

わらずたいへん重いものが求められます。 

 

l 安全性優良事業所（G マーク）制度 

 G マークは、トラック運送事業者の安全への自主的な取組みを、公益社団法人全日本トラック協会が

法令の順守状況、事故や違反の状況、安全性に対する取組みの積極性、適正な社会保険加入などで

評価し認定するものです。認定事業所にはシンボルマーク（G マーク）が付与され、事務所内や車両に

貼られています。2013 年 3 月 18 日現在 18,107 事業所が認定を受けており、これは全事業所数の

21.6%にあたります。 

 

l グリーン経営認証制度 

 グリーン経営認証制度は、運輸事業者で環境保全に関し一定レベル以上の取組みを行なっている

事業所に対して、公益財団法人エコロジー・モビリティ財団が審査・認証。登録を行なう制度です。トラ

ック運送業では 2013 年 8 月 20 日現在で 5,846 事業所が登録されています。これは全事業所数の 7.0%

にあたります。 

 

l プライバシーマーク（P マーク）制度 

 トラック運送において個人情報を含む荷物を取り扱う場合は、当然のことながら荷物とともに個人情報

をも適切に取り扱わなければなりません。そのような事業者は、個人情報の保護に関する計画・実施・

検査・改善の PDCA サイクルが構築され運用されていることが求められます。この取り組みを認証し P

マークを付与するのがプライバシーマーク制度です。2014 年 6 月 10 日現在 13,627 社が P マークを付

与されており、うち当社と同じ「一般貨物自動車運送事業者」は 134 社あります。これはトラック運送会社

の 0.2％にあたります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表 3：G マーク、グリーン経営認証マーク、P マーク 
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２．   印刷業界の概況  

 

 当社は会社設立当初から印刷物の配送を行なっており、現在においても印刷業は重要なお客様の

一つです。 

 印刷業の製品別生産金額を長期的に見ると、2004 年から 2012 年の 9 年間で、全体としては年平均

-0.9％の微減傾向にあります。2007 年までは増加傾向にありましたが、それ以降は減少傾向に転じて

いるのは、印刷業が家計や企業の消費に支えられている業界であり GDP 成長率と相関関係にあること

を示しています。 この点から、2013 年以降は景気の好転により再び生産量が増加に転じることも期待

できます。 

 

図表 4：印刷業の生産金額推移（出典：経済産業省「印刷統計」） 

 

 印刷製品の半分以上を占めるのは、出版印刷と商業印刷です。出版印刷は、日本人全体の活字離

れや書籍の電子化により年平均-3.7％生産額が減少しており、今後もこの傾向は景気にかかわらず続

�$���

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
���

� �"!#

���	 129,593 128,966 139,508 143,019 122,674 116,728 113,991 103,139 96,108 -3.7
���	 137,694 139,179 145,146 148,741 141,988 134,571 134,050 123,023 131,749 -0.6
�
�	 8,720 7,373 7,026 5,602 5,631 5,830 5,526 5,622 5,443 -5.7
����	 61,077 61,505 57,534 55,774 57,183 53,439 50,277 49,988 50,784 -2.3
���	 56,041 55,936 56,571 57,953 62,504 61,835 66,525 72,938 79,041 4.4
����	 13,969 13,489 14,824 16,845 15,299 12,494 14,126 14,438 15,414 1.2
��� 25,419 26,520 25,853 26,014 24,505 21,043 14,126 14,748 23,804 -0.8
�� 432,513 432,968 446,462 453,948 429,784 405,940 398,621 383,896 402,343 -0.9

0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

140,000 

160,000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

���	�

���	�

�
�	�

����	�

���	�

����	�

����



サトランス知的資産経営報告書 

pg.  
 

7 

くと考えられます。 

 一方商業印刷は、不況が続いた中でも 2011 年の東日本大震災の影響を除けば生産額がほぼ安定

しており、企業が抑制してきた広告宣伝費が今後再び増加されれば市場の拡大が期待できます。 

 印刷業のうち大手２社及び中堅のうち３社は、販売促進などの業務委託事業に力を入れています。こ

れは、これまでカタログやチラシなどの商業印刷を受注していた顧客から、キャンペーン事務局の運営

やサポートデスク、印刷物の梱包発送といった関連業務まで一括してアウトソーシングサービスとして請

負うもので、いわば「川下」の印刷物から「川上」にビジネスチャンスを求めて打って出ているものです。 
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３．   スーパー業界の概況 

 

①	 神奈川県の大型スーパーの店舗数増加  

 当社は神奈川県の相模原及び川崎の２営業所において、大型スーパーの店舗配送を行なっていま

す。主たる配送エリアは神奈川県及び東京都です。日本の総人口は 2010 年の 128.1 百万人に対し、

2025 年には 94.2％にまで減少すると予測されていますが、神奈川県では 2025 年においても 99.6％と、

沖縄県、東京都についで減少幅の少ない県となっており、他県と比べ消費の維持が期待できます。 

 また、全国的には大型小売店の販売額は減少傾向にある中で、神奈川県内における大型スーパー

の店舗数は図表５に示す通り、年率 2.4％で増加しており、物流センタから店舗への配送需要が増して

います。特に県央地区、足柄上郡・西湘地区、相模原地区が高い伸びを示しています。 

 

 

②	 輸送上の品質維持  

食品とくにチルド食品2は、商品の安全な品質を維持するために、食品メーカ工場での製造段階から、

配送センター物流、配送センター内、店舗配送物流、店舗内の各段階において、一定の温度帯（一般

に 0℃〜10℃）に保つことが重要課題です。万一温度上の問題が発生した場合には直ちに流通を差し

止めるとともに、その原因を徹底追及しなければなりません。当然トラック運送業においても、確実な温

度管理とその記録が必要です。    

 

     

                                                   
2 チルド食品 ： 凍結しない程度のなるべく低い温度に冷却した状態で輸送、販売され、家庭でも冷蔵貯蔵する加工食品。

牛乳やプリン、ヨーグルト、チルドハンバーグなどがある。 

H18 H19 H20 H21 H22 H23
��

�%�(')

� �� 167 170 176 179 182 187 2.3
� �� 69 67 71 73 73 75 1.7
� ����� 41 41 42 41 40 40 -0.5
 �
 50 51 57 57 59 63 4.7
! �� 70 69 70 70 68 78 2.2
"# ���&�� 20 20 20 22 22 25 4.6
$ ��� 38 38 40 42 42 44 3.0

455 456 476 484 486 512 2.4
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��

図表 5：神奈川県の大型スーパー地域別店舗数推移（出典：神奈川県「大型小売店統計調査」） 
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１．   企業理念と行動規範  

 

 このような経営環境のなか、これまで当社が 90 年以上にわたり事業活動を継続してくることができたの

は、常に「安全」とお客様の「信頼」を目指してきた結果であると考えています。 

 

「安全」と「信頼」のために  
for  Safety  &  Reliance  

 

 当社は 「安全」と「信頼」のために を企業理念として掲げています。これは創業当時から言葉として

あったわけではなく、常に「安全」を第一に、お客様の立場に立って考え・提案し・行動することでお客

様の「信頼」を頂いてきた結果であり、当たり前のこととして身体に染み付いて受け継がれてきたもので

す。 

 トラック運送業は、お客様の大切なお荷物をお預かりしお届けする最終ランナーです。その責任と誇

りを感じて、安全・安心をお届けする信頼される企業であり続け、お客様のニーズやお困りごとにあった

物流提案をこれからも行なってまいります。そのために従業員ひとりひとりが常に課題と改善の意識を

持ち自らを研鑽し、質の高い事業活動で社会に貢献してまいります。 

 

 サトランスのすべての従業員は、企業理念の「安全」と「信頼」のために、企業人としての基本でもある

行動規範を遵守してまいります。 

 

行動規範  

  

初心を忘れず基本に忠実に行動しよう  

ルールを守り事故ゼロを目指そう  

報告・連絡・相談を心がけよう  

明るく元気な挨拶を心がけよう  

感謝の気持ちを大切にしよう  

  

  

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  

 

現在の当社は主に食品や印刷物の配送業務と、梱包発送などの物流アウトソーシング業務を行って

います。 

 

①	 配送業務  

配送業務においては、主に東京都・神奈川県の大手スーパー、コンビニエンスストア、輸入食品チェ

ーンそれぞれの物流センターから地域各店舗への常温品とチルド品の食品配送及び雑貨の配送を行

なっています。 

また、業界新聞の印刷所から発送センタや駅・郵便局等への新聞の配送や、大手印刷会社の印刷

工場からクライアント企業への販促物等商業印刷物の配送、ペットボトルなどのラベルの TC3（通過型

センター）から飲料メーカなどへの配送、企業の社内便の配送、花きの太田市場から生花店舗への配

送、おもちゃメーカーから小売店への配送、を行なっています。 

 

②	 物流アウトソーシング業務  

 当社はトラック運送に付加価値を加えた物流アウトソーシング業務を行なっています。 

 例えば企業が消費者に発行するダイレクトメールやその他の発送物について、その梱包と発送を一

括して請負っています。 印刷会社から発送物と発送先の個人情報を当社が預かり、協力会社の協力

を受けて封入・梱包し宅配業者に引き渡しています。 

 また民間斎場に対して、海外から大理石の容器を輸入して各地の斎場に配送する業務も行なってい

ます。 

 

  

  

                                                   
3 TC (Transfer Center) ： 通過型センターの略称。在庫を持たず、入荷物を仕分けや荷合せして目的地へ通過させるため

の物流センター。 
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図表 6：配送と物流アウトソーシングのビジネスモデル 
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１．印刷物配送と食品配送の専門性  

 

①	 創業と印刷物配送  

当社の創業は大正時代にさかのぼります。1922 年（大正 11 年）に初代佐藤仙太郎がトラック運送店

を立ち上げ、1951 年（昭和 26 年）6 月 8 日に千代田区神保町で佐藤運輸株式会社として法人化しまし

た。当時は書籍取次店大手の栗田書店（現栗田出版販売）から書店への本・雑誌の配送や塗料問屋

の配送業務を行なっていました。当時から培ってきた印刷物の配送ノウハウは、現在でも商業印刷物

や業界新聞の配送という形で、当社事業の一つの柱となっています。 

2 代目の佐藤旦義（あさよし）社長時代の 1989 年（平成１年）には栗田出版販売の移転に伴い板橋

営業所を開設し 2 営業所体制となりました。その翌年 1990 年（平成 2 年）には藤沢営業所を開設し、

神奈川県に事業拠点を拡大しました。   

 

②	 食品・雑貨配送の開始  

 1993 年（平成 5 年）に藤沢営業所で大手スーパーの物流センターから店舗への配送業務を開始した

ことが、当社のいわば第二創業となりました。2000 年（平成 12 年）には藤沢営業所を相模原に移転し、

以降相模原営業所は食品・雑貨専門の営業所としてスーパーやコンビニエンスストア、輸入食品店な

どの店舗配送を拡大していきました。 

 2013 年には川崎市の東扇島に川崎営業所を新設しました。食品・雑貨配送は今や当社の二番目の

事業の柱に成長しています。 

 食品配送において、乳製品などのチルド帯の商品は輸送中の荷室の温度を 0℃〜10℃の範囲内に

保つ必要があります。当社では防水型データロガー（温度記録器）を荷室壁面に設置し、庫内の温度

をデジタルデータとして記録しています。データはパソコンに取込み長期保存すると同時に温度推移グ

ラフを作成しています。  

図表 7：食品スーパー物流センターで積込み中のサトランス車と冷蔵車荷室内のデータロガー 

Ⅲ．知的資産経営の展開（過去〜現在） 
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２．物流アウトソーシングビジネスモデル  

 

 一般にトラック運送は付加価値を付けにくい事業です。お客様のニーズは明確です。ある荷物をどこ

からどこへいつ運んでほしいのか、What – Where – When の 3 要素が基本です。トラック運送業者が

そこにに加えることができる価値は、事故をおこさない、環境にやさしい運転をする、荷物を大事に扱う、

現場で元気に挨拶をするなどですが、これらは全てお客様から見たらできて当たり前のサービス品質

であり差別化要因とはなりえません。 

 当社は、お客様に与える価値を「荷物を運ぶ」から「困りごとを解決する」と広く捉え、付加価値の高い

サービスを提供しています。 

 企業活動のうちコア・コンピタンス4（その企業の独自の強み・競争力の源泉）以外の分野は、あえて自

社で行なわず当該分野をコア・コンピタンスとする会社にアウトソーシングすることで競争力が高まると

言われています。多くのお客様企業の場合、運送業務だけでなくその周辺業務もコア・コンピタンスで

はありません。 

 

①	 梱包発送請負業務  

 企業が消費者向けにダイレクトメール等を発送する一連の業務について、発送物の運送〜梱包資材

の調達〜封入・梱包〜郵便局への運送を一括して請負っています。これは、当社の運送事業者として

の強みと、作業部分を委託する協力会社とのパートナーシップ関係から成り立っています。 

 

②	 輸入配送請負業務  

 当社は、東京都内６カ所に斎場を持つ企業のために、海外から大理石の容器を輸入し、各斎場に配

送する輸入販売・配送業務を行なっています。 

  

                                                   
4 コア・コンピタンス ： 企業が持つ他社の追従を許さない優れた能力・強みのこと。 
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３．広域な物流サービス提供能力  

 

現在の当社は、東は茨城県つくばみらい市のつ

くば物流センターから、埼玉県戸田市のさいたま営

業所、東京都江東区の中央営業所、神奈川県の

川崎営業所、相模原営業所の 5 拠点体制となって

います。そのカバーエリアは東京都を中心にして茨

城県から神奈川県まで直径約 100Km の広域に及

びます。複数の営業所が連携して物流サービスを

提供できることは当社の強みです。印刷物の業務

においては、さいたま営業所と中央営業所が連携

して行なっています。 

なお中央営業所は東京駅から約 4Km という都心

にあることから、ワンボックス車を活用し交通事情を

配慮して小回りのきく安価な運行を行なっていま

す。 

 

４．配車業務の柔軟な対応力  

 

 当社の運送サービスの品質は、配車担当者の高い調整能力に大きく支えられています。特に印刷物

は印刷所や工場の工程進捗のいかんで、予定時間通りに荷受けできないことも少なくありません。また

当日予定外の運送依頼が飛び込む事も少なくありません。さらに道路や天候の事情によっても予定時

間に荷受けや配送ができないこともあります。 

 当社の配車担当者はこのような現場やお客様の状況を的確に掴み、配送計画を臨機応変かつ迅速

に修正できる対応力があります。ドライバーは全員ハンズフリーの携帯電話を保有し、配車担当と密に

コミュニケーションを取っています。 

 

５．配車業務の収益力  

 

 配車担当者の配車能力は、当社の収益の大きな源泉にもなっています。現在のトラック運送業は構

造的に利益の出にくい事業環境となっています。このようななかで収益を上げ続けるためには、いかに

無駄の無い効率的な運行を実現しトラックとドライバーの稼働率を高めるかが重要です。配車担当の高

い調整能力は、これに大きく寄与しています。 
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図表 8：サトランスの事業拠点（GoogleMap） 
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６．充実した安全・環境対策  

 

 当社は安全運転は何にも増して優先するという考えのもと、ハード面とソフト面の両方で安全と環境へ

の取組みを行なっています。 

 

①	 トラック装備  

 全車両に運行管理型ドライブレコーダーを装備しています。運転動画とともに車両の運行情報につ

いてもデータとして記録しています。ドライブレコーダーで記録した運転動画は運行管理者が確認し、

重要な記録はドライバーの安全教育にフィードバックしています。 

 また、2 トン以上の車両には全てバックアイカメラを装着しています。もちろんカメラへの過信は禁物で

すので、後方の安全を目視でも確認しています。 

 さらに冬期にはスタッドレスタイヤに交換し、安全運行を確保しています。 

   
図表 9：ドライブレコーダーシステムとバックアイシステム 
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②	 認証・活動  

 安全面では、川崎営業所を除く全営業所が安全性優良事業所として認定を受け G マークを取得して

います。川崎営業所については 2013 年に開所したため申請可能となる 2016 年に取得予定です。 

 環境面では、グリーン経営認証を 2010 年 9 月に取得しました。また、東京都トラック協会が 2006 年

（平成 18 年）から行なっているグリーン・エコプロジェクトにも参加しています。これは車両ごとに燃費情

報を管理しドライバーひとりひとりがエコドライブを実践する業界全体で取組む環境 CSR 活動です。 

 また、当社は梱包発送業務において発送先の個人情報を預かっています。そのため、プライバシー

マーク（P マーク）を取得して、個人情報を適切に取り扱うマネジメントシステムを構築・運用しています。 

 当社ではこれらの認証取得を通じて、安全対策・環境対策のマネジメントシステムを構築しています。 

 

  

図表 10：（上段左から）安全性優良事業所認定証、グリーン経営認証登録証、プライバシーマーク登録証  
      （下段）グリーン・エコプロジェクト参加車両マーク 
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７．協力会社ネットワーク  

 

 日々変化するお客様のニーズに対応するため、当社は首都圏を中心に同業者との間で協力会社ネ

ットワークを構築しています。いずれも運送サービスの質が非常に高く、当社の業務を十分に理解して

いる会社です。 

 また梱包発送業務においては流通加工会社と連携して付加価値の高いサービスを実現しています。 

 

８．専任営業による営業力  

 

一般に中小のトラック運送業は同業者からの紹介や依頼による仕事が多く、営業担当を特においてい

ない企業も少なくありません。当社は 2008 年から専任のベテラン営業を配置し、積極的に顧客の開拓

と提案を行なっています。また管理者は既存のお客様とのコミュニケーションを密にとり新規業務の獲

得に努めています。 

 

９．計数管理力  

 

 現在のトラック運送業界は構造的に収益が上がりにくい業界となっています。このなかで企業として持

続的な成長をはたしていくためには、計数管理すなわち経営実態を数値で見える化することが必要で

す。経営実態の見える化により、「原価を上回る価格でサービスを提供し適正な利益をあげる」裏返せ

ば「お客様の希望価格の範囲内に入る無駄の無い原価を実現し利益を確保する」ことができるので

す。 

 当社では、従前から計数管理に注力してきましたが、2013 年からは一歩進んで日計収支管理に取組

んでいます。運送原価を変動費と固定費に分けて、一日単位で車両単位の粗利を把握し、問題点をタ

イムリーに発見し迅速な対応に務めています。 

 

１０．運行三費の低コスト調達  

 

 トラック運送業の三大原価は、車両費、人件費、運行三費（燃料油脂費/修理費/タイヤ・チューブ費）

です。なかでも運行三費は外部調達費用であり効率化によるコストダウンが難しい費用です。全日本ト

ラック協会の経営分析報告書（平成 22 年度決算版）によると、運送原価に占める運行三費の割合は平

均 25％をしめています。 

 当社では、軽油及びタイヤについて市場価格より安い調達ルートを確保しています。 
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１１．お客様様との長期信頼関係  

 

 以上述べてまいりました知的資産を培いお客様のために活かして顧客価値としてご提供し続けてま

いりました結果、多くのお客様との長期的な信頼関係を構築することができました。 

 

 

 当社の知的資産（目に見えにくい強み）を整理したものが図表 11 です。お客様にとっての魅力となる

強みを支えているのは、営業力と価格競争力の管理上の強みです。 

 

図表 11：サトランスの知的資産の連鎖    
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お客様にとっての当社の魅力を活かして価値提供をし続けるためには、その前提条件となる価格競

争力を維持・強化する必要があります。また、いくら強みを持っていてもそれをお客様に提案する機会

を増やさなければ企業の成長はのぞめません。 

今後の当社の中期的課題は、営業力と価格競争力の更なる強化です。 

  

１．営業力の更なる強化—―—―全員営業化  

 

 当社は現在営業専任者１名と管理者による営業活動を行っていますが、営業専任者以外は必ずしも

十分な活動ができているとはいえません。また、ドライバーも会社経営への参加意識を高め、管理者か

らドライバーまでサトランスの構成員全員が営業マインドを高めて会社として顧客提案の機会を増やす

ことが必要です。 直接の営業活動はともかく、社員全員が当社の経営方針を理解し、お客様の立場

に立ったサービスを徹底しお客様の声に耳を傾けることを強化してまいります。 

 

①	 従業員教育の強化  

安全教育の強化 

 トラック運送会社にとって安全教育は絶対的に必要な教育ですが、勤務時間帯がそれぞれ異なるドラ

イバー職を一堂に集めての安全教育を行なうことは、現実的には困難な場合も少なくありません。 

 そのため当社では「安全目標」を毎月定め社内に掲示し、全ドライバーに対し点呼時に確認・サインさ

せ注意喚起を促すと共に、不定期ではありますが保険会社と連携し安全運転講習会を開催し事故防

止に努めております。 

 今後は安全に対する意識を更に高めるためハード面では現行装着している運行管理型ドライブレコ

ーダーを最新のデジタルタコグラフ機能付きドライブレコーダーに全車両更新します。そして３ヶ月ごと

に所属長を招集し全営業所での「ヒヤリハット」の映像記録を確認しながら情報を共有すると共に、今ま

で不定期であった「安全運転講習会」を２月・８月の年２回と定め開催し事故ゼロを目指します。 

 

サトランス基本動作マニュアルの作成 

 既にある新入社員向け「社員心得」や営業所個別にあるマニュアルから、サトランスの社員として必要

な基本動作・心構えを抽出し、「基本動作マニュアル」として全社員で共有します。これを安全教育の際

に毎回読み合わせし、日常業務に根付かせてまいります。 

 

  

Ⅳ．知的資産経営の展開（現在〜未来） 
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お客様の声を拾う仕組みを作る 

 当社の中で日々最もお客様と接しているのはドライバーです。お客様の何気ない一言は、当社にとっ

てビジネスチャンスの種であったり、お客様から当社に対する要望であることもあります。現在ドライバー

が作成している日報に「今日のお客様のひとこと」の欄を追加し、毎日お客様の言葉を振り返ってみる

習慣をつけます。管理者はこれを確認し、必要に応じて営業対応につなげます。 

 

幹部社員の営業所定期巡回 

 ドライバーという職種は、勤務時間の大半を一人で仕事をする職種です。それはともすると個人事業

主のような意識に陥りやすい環境です。営業所の一員でありサトランスという企業人であることを強く意

識し、企業の代表としてお客様と接することが営業マインドにつながります。 

 このため、社長をはじめとした幹部社員は半年に 1 回必ず全営業所を巡回し、経営方針、業績の概

況などについて短い講話を行なうようにします。 

 

②	 価格競争力の更なる強化  

計数管理の更なる強化 

現在行なっている車両１台ごとの日計収支管理をさらに一歩進め、運行データと合わせた分析を行

なってまいります。同じ粗利の結果であっても運行内容により原因と対策は異なるため、PDCA のアク

ション（具体的な対策）に結びつけられる分析を行なっていきます。 

また、これらの計数管理の結果得られたデータを、各営業所の配車の指標や、新規営業案件の見

積や目標原価設定に活用してまいります。 

 

以上のような取組みによる営業力と価格競争力の更なる強化によって、当社の持つ知的資産を維持

強化しお客様にとっての魅力を高め、サトランスの経営理念である安全と信頼のために価値あるサービ

スを提供してまいります。 
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図表 12：知的資産維持強化のための課題 
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社名 サトランス株式会社 

住所 本社・中央営業所 

さいたま営業所 

相模原営業所 

川崎営業所 

つくば物流センター        

： 東京都江東区白河 3-1-10 

： 埼玉県戸田市笹目 1-40-14 

： 神奈川県相模原市中央区田名塩田 3−309−1 

： 神奈川県川崎市川崎区東扇島 26-3 

： 茨城県つくばみらい市野堀 449 

ホームページ http://satrans.co.jp 

代表取締役 佐藤 克典 

事業内容 一般貨物自動車運送事業  

貨物利用運送事業 

設立 1951 年（昭和 26 年）6 月 8 日 

従業員 75 名 

資本金 2,000 万円  

所属団体 一般社団法人東京都トラック協会 

一般社団法人埼玉県トラック協会、一般社団法人神奈川県トラック協会 

神田トラック運送事業協同組合、世田谷トラック運送事業協同組合 

認定・資格者等 G マーク（安全性優良事業所） 

グリーン経営認証 

プライバシーマーク 

運行管理者資格（14 人） 

整備管理者資格（11 人） 

安全衛生管理者（7 人） 

保有車両 
（2013年 10月現在） 

営業所 中央 さいたま 相模原 川崎 計 
ワンボックス 11  1  12 
2 トン 3 5   8 
2 トンロング 3 2 3  8 
3 トン    1 1 
3 トン冷蔵    2 2 
4 トン冷蔵   2 3 5 
4 トンウィング 2 5 1  8 
４トンゲート車   12  12 
4 トンウィング冷蔵  2   2 
5.7 トンゲート車   1 2 3 
8 トンゲート車   1  1 

計 19 14 21 8 62 
 

  

５．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 サトランス株式会社 

住所 東京都江東区白河 3-1-10 

電話番号 (03)  5639-0311 

担当者名 代表取締役社長 佐藤 克典 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、サトランス株式会社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 6 月 1 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 
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サトランスが昭和26年に佐藤運輸株式会社としてうぶごえをあげた 

千代田区神田神保町は、古書店が170店以上集まる世界一の古書

店街です。 

ここにある本の多くがまだ新書だった頃、 

当社はこの地から本や雑誌を書店に届け始めました。 

戦後の日本人に新しい知識や情報を届け続けた当時の思いを忘れ

ずに、これからも私たちはお客様そしてその先の人々のために、 

安全と信頼の物流サービスをお届けしてまいります。 
 


