
ゆうパック等の差し出し・受け取り利便性を高めるサービス

Topics

競争力のあるオペレーションの確立や荷物分野の収益拡大に取り組みます。

「お客さま本位のサービス」の実践

事業概要 2020年3月期の業績

※2024～2027年度のグラフは、2018年5月15日に「日本郵政グループ中期経営計画2020」を公表した時点の目標・方針です。

郵便・物流事業

事業（収益）比率イメージ※
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郵便・物流事業における「強み」「課題」「今後の方針」

41,903

121,388

2,022,526 2,114,950 2,125,313
147,505

　郵便サービスを全国一律の料金であまねく公平
に提供するとともに、国からの委託による印紙の
売りさばき、お年玉付郵便葉書の発行などの業務
も行っています。また、eコマース市場の成長に伴う
多様な顧客ニーズに的確に応えるため、ゆうパック
やゆうメールなどの貨物運送サービスをはじめ、
お客さまに最適な物流戦略の設計、提案、構築から
運用までを行うロジスティクスサービスを提供して
います。

　郵便・物流事業におきましては、荷物分野、特にゆう
パケットの増収のほか、参議院選挙、プレミアム商品券等
の消費税増税に関連した一時的な郵便物等の差出増
の影響などもあり、経常収益は2,128,187百万円
(前期比8,854百万円増)、経常利益は149,185百万円
(前期比24,728百万円増)、日本郵便（連結）における
営業収益は2,125,313百万円(前期比10,362百万円
増)、営業利益は147,505百万円(前期比26,116百万
円増)となりました。

• 毎日3,100万ヵ所に配達を行う全国をカバー
する輸送ネットワーク
• 自動二輪車の活用による小型荷物の効率的な
配達
• 確実にお客さまにお届けする高品質の配達サービス

• インターネットの普及等による郵便物減少の継続
• 人件費単価上昇等や労働力確保難、荷物の再配
達の増加
• 大手通販企業の自社物流の拡大をはじめとした
荷物分野での競争激化

• 荷物分野の収益拡大
• 競争力のあるオペレーション体系の確立
• 生産性・将来の利便性向上に向けた先端技術
などの活用
• 業務運営の適正化

これまで実施してきた、LINEやメールによるお届け予定通知の拡充など、ゆうパックの受け取り
利便性を高めるサービスに加え、2019年度は、フリマアプリ「メルカリ」の新たな配送サービス
「ゆうパケットプラス」や、フリマアプリ等で取引した商品をローソン店内「スマリボックス」にてレジに
並ぶことなく発送できるサービスなど、差し出し利便性を高めるサービスの提供を開始しました。
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* 「ゆうパック」には、ゆうパケットを含む。
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強み

課題

今後の
方針

荷物分野の収益拡大
　共働きや単身世帯の増加といったライフスタイルの変
化に伴う再配達の増加に対応するため、引き続き、置き
配の普及・拡大やe受取アシストの拡大に取り組むなど、
差出・受取利便性の高い配送サービスを提供します。
　また、荷物の取扱数増加に向け、お客さまのニーズや
課題に応える課題解決型営業を深化させるとともに、
営業倉庫の増設等の基盤強化も進め、物流ソリューション
の拡大を目指します。

競争力のあるオペレーション体系の確立
　インターネットの普及等により郵便物が減少するなか、
eコマース市場の拡大に伴い、小型宅配便市場の成長が
顕著となっています。このような環境に対応するため、取扱
量に応じて適切な要員配置を行う「コストコントロール」の
取り組みを深化させるとともに、オペレーション体系を
見直し、業務の最適化や効率化を進めていきます。
　また、中期的な視点から、デジタルトランスフォーメーションに向けた検討を深め、業務の劇的な効率化及び、荷物分野の
競争激化に打ち勝つ高付加価値かつ高品質・高効率の配送サービスの提供を目指していきます。具体的な例として、個々
の荷物の引受時に取得するお届け先データや、当社が保有している配達原簿データ等をもとに、AIエンジンを活用して、
最適な配達順路を自動的にルーティングし、配達業務プロセスの効率化を実現するといった取り組みを行っていきます。

今後の取り組み

業務運営の適正化
　郵便物の放棄・隠匿や収納済切手の不適正な取扱いなど、お客さまの信頼を損なう事案の再発防止に向けて、業務
フローの見直し等の取り組みを着実に実行し、適正な業務運営の態勢を整備していきます。

生産性・将来の利便性向上に向けた
先端技術などの活用
　テレマティクスやAIを活用し、配達区画・配達順路の
見直しや荷物のルーティング等、配達業務の効率化に
向けた実用的な展開を進めていきます。
　また、ロボティクスや、ドローン、配送ロボット等の先端
技術についても、将来的な実用化に向けて試行や実験を
進めていきます。

価値創造戦略　　セグメント別の状況
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ゆうパック等の差し出し・受け取り利便性を高めるサービス

Topics

競争力のあるオペレーションの確立や荷物分野の収益拡大に取り組みます。

「お客さま本位のサービス」の実践

事業概要 2020年3月期の業績

※2024～2027年度のグラフは、2018年5月15日に「日本郵政グループ中期経営計画2020」を公表した時点の目標・方針です。

郵便・物流事業

事業（収益）比率イメージ※
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中計期間

取扱物数※

2018/3 2019/3 2020/3

郵便・物流事業における「強み」「課題」「今後の方針」

41,903

121,388

2,022,526 2,114,950 2,125,313
147,505

　郵便サービスを全国一律の料金であまねく公平
に提供するとともに、国からの委託による印紙の
売りさばき、お年玉付郵便葉書の発行などの業務
も行っています。また、eコマース市場の成長に伴う
多様な顧客ニーズに的確に応えるため、ゆうパック
やゆうメールなどの貨物運送サービスをはじめ、
お客さまに最適な物流戦略の設計、提案、構築から
運用までを行うロジスティクスサービスを提供して
います。

　郵便・物流事業におきましては、荷物分野、特にゆう
パケットの増収のほか、参議院選挙、プレミアム商品券等
の消費税増税に関連した一時的な郵便物等の差出増
の影響などもあり、経常収益は2,128,187百万円
(前期比8,854百万円増)、経常利益は149,185百万円
(前期比24,728百万円増)、日本郵便（連結）における
営業収益は2,125,313百万円(前期比10,362百万円
増)、営業利益は147,505百万円(前期比26,116百万
円増)となりました。

• 毎日3,100万ヵ所に配達を行う全国をカバー
する輸送ネットワーク
• 自動二輪車の活用による小型荷物の効率的な
配達
• 確実にお客さまにお届けする高品質の配達サービス

• インターネットの普及等による郵便物減少の継続
• 人件費単価上昇等や労働力確保難、荷物の再配
達の増加
• 大手通販企業の自社物流の拡大をはじめとした
荷物分野での競争激化

• 荷物分野の収益拡大
• 競争力のあるオペレーション体系の確立
• 生産性・将来の利便性向上に向けた先端技術
などの活用
• 業務運営の適正化

これまで実施してきた、LINEやメールによるお届け予定通知の拡充など、ゆうパックの受け取り
利便性を高めるサービスに加え、2019年度は、フリマアプリ「メルカリ」の新たな配送サービス
「ゆうパケットプラス」や、フリマアプリ等で取引した商品をローソン店内「スマリボックス」にてレジに
並ぶことなく発送できるサービスなど、差し出し利便性を高めるサービスの提供を開始しました。

営業収益／営業利益
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* 「ゆうパック」には、ゆうパケットを含む。
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強み

課題

今後の
方針

荷物分野の収益拡大
　共働きや単身世帯の増加といったライフスタイルの変
化に伴う再配達の増加に対応するため、引き続き、置き
配の普及・拡大やe受取アシストの拡大に取り組むなど、
差出・受取利便性の高い配送サービスを提供します。
　また、荷物の取扱数増加に向け、お客さまのニーズや
課題に応える課題解決型営業を深化させるとともに、
営業倉庫の増設等の基盤強化も進め、物流ソリューション
の拡大を目指します。

競争力のあるオペレーション体系の確立
　インターネットの普及等により郵便物が減少するなか、
eコマース市場の拡大に伴い、小型宅配便市場の成長が
顕著となっています。このような環境に対応するため、取扱
量に応じて適切な要員配置を行う「コストコントロール」の
取り組みを深化させるとともに、オペレーション体系を
見直し、業務の最適化や効率化を進めていきます。
　また、中期的な視点から、デジタルトランスフォーメーションに向けた検討を深め、業務の劇的な効率化及び、荷物分野の
競争激化に打ち勝つ高付加価値かつ高品質・高効率の配送サービスの提供を目指していきます。具体的な例として、個々
の荷物の引受時に取得するお届け先データや、当社が保有している配達原簿データ等をもとに、AIエンジンを活用して、
最適な配達順路を自動的にルーティングし、配達業務プロセスの効率化を実現するといった取り組みを行っていきます。

今後の取り組み

業務運営の適正化
　郵便物の放棄・隠匿や収納済切手の不適正な取扱いなど、お客さまの信頼を損なう事案の再発防止に向けて、業務
フローの見直し等の取り組みを着実に実行し、適正な業務運営の態勢を整備していきます。

生産性・将来の利便性向上に向けた
先端技術などの活用
　テレマティクスやAIを活用し、配達区画・配達順路の
見直しや荷物のルーティング等、配達業務の効率化に
向けた実用的な展開を進めていきます。
　また、ロボティクスや、ドローン、配送ロボット等の先端
技術についても、将来的な実用化に向けて試行や実験を
進めていきます。

価値創造戦略　　セグメント別の状況

47日本郵政グループ　統合報告書 2020

価
値
創
造
戦
略

企
業
価
値
向
上

  

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

ガ
バ
ナ
ン
ス

資
料
編



郵便局で地方公共団体の行政サービスを受付

お客さまからの信頼回復に取り組み、お客さま本位の業務運営を徹底します。

Topics 「お客さま本位のサービス」の実践

事業概要 2020年3月期の業績

金融窓口事業

2018/3 2019/3 2020/3

金融窓口事業における「強み」「課題」「今後の方針」

39,771

59,619

1,358,798 1,362,579
1,298,774

44,598

　お客さまにサービスを提供するための営業拠点
として全国に設置した郵便局において、郵便・物流
事業に関する窓口業務、（株）ゆうちょ銀行から業務
を受託する銀行窓口業務、（株）かんぽ生命保険
から業務を受託する保険窓口業務をはじめ、物販
事業、不動産事業、提携金融サービスなども行って
います。

　金融窓口事業におきましては、かんぽ生命保険の商品
について、営業活動の提案を控えたこと及び行政処分に
伴い業務を一部停止したことによる保険手数料の減収
や、一部事業の絞込みに伴う物販事業の減収により、
経常収益は1,299,930百万円(前期比63,827百万円減)、
経常利益は45,086百万円(前期比14,753百万円減)、
日本郵便（連結）における営業収益は1,298,774百万円
(前期比63,805百万円減)、営業利益は44,598百万円
(前期比15,020百万円減)となりました。

• 日本全国24,000超の郵便局ネットワーク
• グループ内外の多様な商品・サービスの提供

• かんぽ生命の不適正募集問題についてのお客
さまからの信頼の回復
• 人口減少やデジタルチャネルへの移行に伴う
取り扱い減少
• 郵便局ネットワーク価値の向上

• お客さまからの信頼回復に向けた業務改善計画
の着実な実施
• お客さまの多様なニーズに応える「総合的な
コンサルティングサービス」の提供
• 地域ニーズに応じた個性・多様性のある郵便局
の展開

営業収益／営業利益
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地域のお客さまの利便性を高めるため、全国3,968カ所の郵便
局で地方公共団体事務を受託し、公的証明書の交付やごみ処理券
販売等を実施しています。また、全国2カ所の郵便局では、それらの
事務に加え、国民年金関係の受付等も含めた包括的な受託も実施
しています。（2020年3月末現在）
こうした取り組みにより、地方公共団体との連携をさらに深めると

ともに、郵便局ネットワークを維持・強化し、より地域の皆さまの
お役に立てるよう取り組んでまいります。

ジ・アウトレット広島内にある郵便局 西大寺富崎郵便局

強み

課題

今後の
方針

お客さまからの信頼回復に向けた業務改善計画の着実な実施
　2020年1月31日に、総務大臣及び金融庁に提出した業務改善計画の実行を最優先課題として位置づけ、二度と
このような事態を起こさぬよう、全役職員が一体となって取り組んでいきます。
　そして、グループ各社と連携してお客さまの不利益解消に取り組み、お客さまからの信頼回復に努めてまいります。

お客さまの多様なニーズに応える「総合的なコンサルティングサービス」の提供
　お客さまからの信頼回復に向けた取り組みを着実に実行し、真のお客さま本位の営業活動を徹底します。
　その上で、持続的な成長に向けた取り組みとして、お客さまのご意向に沿った郵便局の商品・サービスをご提案する
「総合的なコンサルティングサービス」の提供に向けた態勢を構築します。具体的には、知識やスキルに応じた研修や、
管理者のマネジメント研修等を実施し人材育成を強化するほか、資格取得の制度化による金融知識の充実等により
土台の整備を図ります。

地域ニーズに応じた個性・多様性ある郵便局の展開
　他企業や地方公共団体と連携したサービス展開や、金融コンサルティング型店舗の出店、地方創生の取り組み
拡大等、地域ニーズに応じた多様な郵便局の展開を進めることにより、郵便局ネットワークの価値向上を図ります。
　また、地域の皆さまの利便性の向上と安心な暮らしに資することを目的とした「郵便局のみまもりサービス」の提供も
引き続き行います。

今後の取り組み

価値創造戦略　　セグメント別の状況

全国初となる包括的な受託を実施した長野県泰阜村の温田郵便局
やすおか
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郵便局で地方公共団体の行政サービスを受付

お客さまからの信頼回復に取り組み、お客さま本位の業務運営を徹底します。

Topics 「お客さま本位のサービス」の実践

事業概要 2020年3月期の業績

金融窓口事業

2018/3 2019/3 2020/3

金融窓口事業における「強み」「課題」「今後の方針」

39,771

59,619

1,358,798 1,362,579
1,298,774

44,598

　お客さまにサービスを提供するための営業拠点
として全国に設置した郵便局において、郵便・物流
事業に関する窓口業務、（株）ゆうちょ銀行から業務
を受託する銀行窓口業務、（株）かんぽ生命保険
から業務を受託する保険窓口業務をはじめ、物販
事業、不動産事業、提携金融サービスなども行って
います。

　金融窓口事業におきましては、かんぽ生命保険の商品
について、営業活動の提案を控えたこと及び行政処分に
伴い業務を一部停止したことによる保険手数料の減収
や、一部事業の絞込みに伴う物販事業の減収により、
経常収益は1,299,930百万円(前期比63,827百万円減)、
経常利益は45,086百万円(前期比14,753百万円減)、
日本郵便（連結）における営業収益は1,298,774百万円
(前期比63,805百万円減)、営業利益は44,598百万円
(前期比15,020百万円減)となりました。

• 日本全国24,000超の郵便局ネットワーク
• グループ内外の多様な商品・サービスの提供

• かんぽ生命の不適正募集問題についてのお客
さまからの信頼の回復
• 人口減少やデジタルチャネルへの移行に伴う
取り扱い減少
• 郵便局ネットワーク価値の向上

• お客さまからの信頼回復に向けた業務改善計画
の着実な実施
• お客さまの多様なニーズに応える「総合的な
コンサルティングサービス」の提供
• 地域ニーズに応じた個性・多様性のある郵便局
の展開

営業収益／営業利益

（百万円）

営業収益

（百万円）

営業利益
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600,000
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20,000

0

地域のお客さまの利便性を高めるため、全国3,968カ所の郵便
局で地方公共団体事務を受託し、公的証明書の交付やごみ処理券
販売等を実施しています。また、全国2カ所の郵便局では、それらの
事務に加え、国民年金関係の受付等も含めた包括的な受託も実施
しています。（2020年3月末現在）
こうした取り組みにより、地方公共団体との連携をさらに深めると

ともに、郵便局ネットワークを維持・強化し、より地域の皆さまの
お役に立てるよう取り組んでまいります。

ジ・アウトレット広島内にある郵便局 西大寺富崎郵便局

強み

課題

今後の
方針

お客さまからの信頼回復に向けた業務改善計画の着実な実施
　2020年1月31日に、総務大臣及び金融庁に提出した業務改善計画の実行を最優先課題として位置づけ、二度と
このような事態を起こさぬよう、全役職員が一体となって取り組んでいきます。
　そして、グループ各社と連携してお客さまの不利益解消に取り組み、お客さまからの信頼回復に努めてまいります。

お客さまの多様なニーズに応える「総合的なコンサルティングサービス」の提供
　お客さまからの信頼回復に向けた取り組みを着実に実行し、真のお客さま本位の営業活動を徹底します。
　その上で、持続的な成長に向けた取り組みとして、お客さまのご意向に沿った郵便局の商品・サービスをご提案する
「総合的なコンサルティングサービス」の提供に向けた態勢を構築します。具体的には、知識やスキルに応じた研修や、
管理者のマネジメント研修等を実施し人材育成を強化するほか、資格取得の制度化による金融知識の充実等により
土台の整備を図ります。

地域ニーズに応じた個性・多様性ある郵便局の展開
　他企業や地方公共団体と連携したサービス展開や、金融コンサルティング型店舗の出店、地方創生の取り組み
拡大等、地域ニーズに応じた多様な郵便局の展開を進めることにより、郵便局ネットワークの価値向上を図ります。
　また、地域の皆さまの利便性の向上と安心な暮らしに資することを目的とした「郵便局のみまもりサービス」の提供も
引き続き行います。

今後の取り組み

価値創造戦略　　セグメント別の状況

全国初となる包括的な受託を実施した長野県泰阜村の温田郵便局
やすおか
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事業概要 2020年3月期の業績

トール社の経営改善に向けた取り組みを推進するとともに、同社の成長戦略及び
JPトールロジスティクス社による国内のコントラクトロジスティクス拡大を図り、国内外
での総合物流事業展開による一貫したソリューションの提供を推進していきます。

国際物流事業

海外 日本

（メイン領域：日本国内）（メイン領域：アジア・太平洋地域）

シナジー強化

トール社が持つノウハウを用いて、一貫性をもった
物流サービスの提供に必要となるコントラクト
ロジスティクスサービスを展開

将来的に目指す姿 国内外での総合物流事業展開による一貫したソリューションの提供

中期経営計画期間内の
主要な取り組み

海外のBtoB物流を中心に事業展開するトール社と、国内に顧客基盤を有する日本郵便の
シナジーを強化し、コントラクトロジスティクスを中心に国内のBtoB物流を拡大

シナジー強化により国内のコントラクトロジスティクスを展開

700,650

国際物流事業における「強み」「課題」「今後の方針」

　Toll Holdings Limitedおよび同社傘下の子会社
において、オーストラリア・ニュージーランド国内での
道路・鉄道・海上・航空貨物輸送、アジアからの輸出
を中心としたフルラインでの国際貨物輸送および
アジア太平洋地域における輸送・倉庫管理や資源・
政府分野物流等のサービスを提供しています。

　国際物流事業におきましては、人件費などの固定費
負担が重く、為替影響もあり、経常収益は635,194百
万円(前期比66,062百万円減)、経常損失は21,447百
万円(前期は5,094百万円の経常利益)、日本郵便（連結）
における営業収益は634,954百万円(前期比65,695
百万円減)、営業損失（ＥＢＩＴ）は8,683百万円(前期は
10,300百万円の営業利益)となりました。

• 国際物流拠点国数　約50ヵ国
• 精密な温度管理やスマート物流管制システム
等の先端物流技術を有するトールシティや貨物
船等の設備

• トール社の成長戦略
• トール社の経営改善
• 日本郵便とトール社のシナジー効果の発揮

• トール社の成長戦略の推進
• トール社の経営改善に向けた取り組みの徹底
• 日本郵便とトール社のシナジー強化、収益の
拡大

（百万円） （百万円）

10,254 10,300

704,302
634,954

△8,683

15,000800,000

600,000

400,000

200,000

10,000

5,000

-5,000

-10,000

2018/3 2019/3 2020/3
00

営業収益／営業利益（損失）
営業収益 営業利益（損失）

シンガポールのロジスティクス施設トールシティ

強み

課題

今後の
方針

今後の取り組み

トール社の成長戦略の推進
　小売業界・エネルギー業界・工業界といったトール社の得意とする業界に注力し、マーケットでの地位の確立を目指し
ます。また、トール社の主要地域である豪州・シンガポールでの展開に加えて、成長著しいアジア地域において、営業人員
の配置を増加させる等、営業強化を図っていきます。さらに、日本郵便とのシナジー効果として、トール社のJapan Desk
（日系企業営業担当チーム）を活用した日系企業への営業推進に取り組みます。

トール社の経営改善に向けた取り組みの徹底
　2020年1月に就任した新経営陣の下、組織・体制のスリム化や人件費削減等のコスト削減施策の徹底、不採算事業の
整理や非中核資産の売却、エクスプレス事業における拠点統廃合等による業務効率化等、経営改善に向けた取り組みを
徹底してまいります。

日本郵便とトール社のシナジー強化、収益の拡大
　海外のBtoB物流を中心に事業展開するトール社と、国内に顧客基盤を有する日本郵便のシナジーを強化し、コントラクト
ロジスティクスを中心に国内のBtoB物流の拡大を進め、国内外での総合物流事業展開による一貫したソリューション
の提供に取り組みます。具体的には、トール社が持つノウハウを用いて、2018年10月1日に発足したJPトールロジスティ
クス株式会社を通じたコントラクトロジスティクスサービスを行い、一貫性をもった物流サービスの提供を推進します。

価値創造戦略　　セグメント別の状況
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事業概要 2020年3月期の業績

トール社の経営改善に向けた取り組みを推進するとともに、同社の成長戦略及び
JPトールロジスティクス社による国内のコントラクトロジスティクス拡大を図り、国内外
での総合物流事業展開による一貫したソリューションの提供を推進していきます。

国際物流事業

海外 日本

（メイン領域：日本国内）（メイン領域：アジア・太平洋地域）

シナジー強化

トール社が持つノウハウを用いて、一貫性をもった
物流サービスの提供に必要となるコントラクト
ロジスティクスサービスを展開

将来的に目指す姿 国内外での総合物流事業展開による一貫したソリューションの提供

中期経営計画期間内の
主要な取り組み

海外のBtoB物流を中心に事業展開するトール社と、国内に顧客基盤を有する日本郵便の
シナジーを強化し、コントラクトロジスティクスを中心に国内のBtoB物流を拡大

シナジー強化により国内のコントラクトロジスティクスを展開

700,650

国際物流事業における「強み」「課題」「今後の方針」

　Toll Holdings Limitedおよび同社傘下の子会社
において、オーストラリア・ニュージーランド国内での
道路・鉄道・海上・航空貨物輸送、アジアからの輸出
を中心としたフルラインでの国際貨物輸送および
アジア太平洋地域における輸送・倉庫管理や資源・
政府分野物流等のサービスを提供しています。

　国際物流事業におきましては、人件費などの固定費
負担が重く、為替影響もあり、経常収益は635,194百
万円(前期比66,062百万円減)、経常損失は21,447百
万円(前期は5,094百万円の経常利益)、日本郵便（連結）
における営業収益は634,954百万円(前期比65,695
百万円減)、営業損失（ＥＢＩＴ）は8,683百万円(前期は
10,300百万円の営業利益)となりました。

• 国際物流拠点国数　約50ヵ国
• 精密な温度管理やスマート物流管制システム
等の先端物流技術を有するトールシティや貨物
船等の設備

• トール社の成長戦略
• トール社の経営改善
• 日本郵便とトール社のシナジー効果の発揮

• トール社の成長戦略の推進
• トール社の経営改善に向けた取り組みの徹底
• 日本郵便とトール社のシナジー強化、収益の
拡大

（百万円） （百万円）
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営業収益／営業利益（損失）
営業収益 営業利益（損失）

シンガポールのロジスティクス施設トールシティ

強み

課題

今後の
方針

今後の取り組み

トール社の成長戦略の推進
　小売業界・エネルギー業界・工業界といったトール社の得意とする業界に注力し、マーケットでの地位の確立を目指し
ます。また、トール社の主要地域である豪州・シンガポールでの展開に加えて、成長著しいアジア地域において、営業人員
の配置を増加させる等、営業強化を図っていきます。さらに、日本郵便とのシナジー効果として、トール社のJapan Desk
（日系企業営業担当チーム）を活用した日系企業への営業推進に取り組みます。

トール社の経営改善に向けた取り組みの徹底
　2020年1月に就任した新経営陣の下、組織・体制のスリム化や人件費削減等のコスト削減施策の徹底、不採算事業の
整理や非中核資産の売却、エクスプレス事業における拠点統廃合等による業務効率化等、経営改善に向けた取り組みを
徹底してまいります。

日本郵便とトール社のシナジー強化、収益の拡大
　海外のBtoB物流を中心に事業展開するトール社と、国内に顧客基盤を有する日本郵便のシナジーを強化し、コントラクト
ロジスティクスを中心に国内のBtoB物流の拡大を進め、国内外での総合物流事業展開による一貫したソリューション
の提供に取り組みます。具体的には、トール社が持つノウハウを用いて、2018年10月1日に発足したJPトールロジスティ
クス株式会社を通じたコントラクトロジスティクスサービスを行い、一貫性をもった物流サービスの提供を推進します。

価値創造戦略　　セグメント別の状況
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お客さま本位の良質な金融サービスの提供

人工知能（AI）を活用した、業務の効率化

Topics

「お客さま本位の良質な金融サービスの提供」「運用の高度化・多様化」
「地域への資金の循環等」をすすめ、企業価値向上を目指します。

「お客さま本位のサービス」の実践

2020年3月期の業績（連結）事業概要

銀行業

2018

22,859

2017

16,423

2019

23,017

2018

8,910

2019

6,914

（注）日本郵政グループの銀行業セグメントにおける経常収益及び経常利益を記載しております。

2019年3月末 2020年3月末2018年3月末

79.0兆円 81.9兆円

2.9兆円
1.6兆円

84.8兆円

3.3兆円

 ■リスク性資産 ・外国証券
・社債等
・地方債

・金銭の信託（株式）等
・貸出金
・戦略投資領域

■戦略投資領域 ・プライベート・エクイティファンド（PE）
・不動産ファンド
・その他
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25,000
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（百万円）
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経常収益／経常利益
経常収益

（百万円）

経常利益

499,642

373,976

2,044,929

1,845,411 1,799,538

379,131

投資信託（純資産残高）の推移

投資信託（販売額）の推移

2020年10月から、コールセンターにAIシステムを段階的に導入し、電話応対業務の効率化と応対品質の向上を図ります。
また、お客さまの声を分析し、当行の商品・サービス・事務手続の改善に活用していきます。
郵便局へのサポートを担当するパートナーセンター（直営店および郵便局からの事務照会に対する回答、郵便局に関する
事務・営業支援を行う組織）においても、今後AI等のデジタル技術を活用し、運営効率を向上していきます。

お客さまの資産形成へのニーズに応え、お役に立てる
よう、お客さまのライフプランに応じたコンサルティング
の高度化に努めました。
具体的には、資産運用コンサルタントの増員を継続

するとともに、資産運用コンサルタントへの指導や研修、
活動支援を充実させるなど、人材育成に注力しました。
また、2019年5月には、当行および日本郵政株式会社と、
株式会社大和証券グループ本社および大和証券株式
会社の間で、お客さま一人ひとりのライフスタイル・ニーズ
に応じた、中長期的な資産形成のサポートに向け、資産
形成分野における新たな協業の検討を進めることについて
合意し、検討してまいりました。
今後もお客さま一人ひとりのニーズに合った「安心」の
提供に努めてまいります。

　（株）ゆうちょ銀行およびその関係会社が、銀行
法に基づき、預金（貯金）業務、有価証券投資業務、
為替業務、国債、投資信託及び保険商品の窓口
販売、クレジットカード業務などを行っております。

　銀行業におきましては、年度末時点のゆうちょ銀行の
貯金残高は183,004,733百万円（前期末比2,005,599
百万円増）となりました。低金利環境の継続や、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大による市場環境の悪化など、非常
に厳しい経営環境下、経常収益は1,799,538百万円
(前期比45,872百万円減)、経常利益は379,131百万円
(前期比5,155百万円増)となりました。

銀行業における「強み」「課題」「今後の方針」

• 高い知名度、ブランド力、信用
• 個人のお客さまからの安心感、信頼感
• 全国に邦銀随一のお客さま基盤

• お客さまニーズの変化・多様化
• 超低金利環境長期化による資金収支の減少

• お客さま本位の良質な金融サービスの提供
• 運用の高度化、多様化
• 地域への資金の循環等

運用の高度化・多様化
　国内の低金利環境が継続し、世界経済の先行き不透明
感が高まるなか、安定的な収益確保のため、適切なリスク
管理のもと、国際分散投資を進めました。リスク性資産は
外国証券を中心にクレジット・クオリティ（投資先の信用力）
に配意しつつ積み上げたほか、戦略投資領域と位置づけて
いるプライベートエクイティファンド（成長が見込まれる
未上場企業等へ投資するファンド）、不動産ファンド等へ
の投資を、市場環境の変化を踏まえて選別的に実行しま
した。2019年3月末に81.9兆円だったリスク性資産残高
は2020年3月末には、84.8兆円まで増加しました。うち
戦略投資領域残高は3.3兆円となっています。
今後も、長期視点での投資体制を構築し、持続的な
利益の確保を目指していきます。

　お客さまの大切な資金を地域に循環させていくために、地域金融機関との連携を通じて、2016年度から地域
活性化ファンドへの参加を積極的に推し進めています。2019年度は、事業承継や起業･創業、成長の支援等を目的
として、10ファンドへ出資し、2020年3月末現在28ファンドへ参加しています。このほか、新型コロナウイルス感染
拡大の影響を受ける全国の企業への資本面での支援についても検討していきます。
　また、ATMネットワークの活用や事務の共同化などを通じて、地域金融機関との協業を深めます。

地域への資金の循環等
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お客さま本位の良質な金融サービスの提供

人工知能（AI）を活用した、業務の効率化

Topics

「お客さま本位の良質な金融サービスの提供」「運用の高度化・多様化」
「地域への資金の循環等」をすすめ、企業価値向上を目指します。

「お客さま本位のサービス」の実践

2020年3月期の業績（連結）事業概要

銀行業

2018

22,859

2017

16,423

2019

23,017

2018

8,910

2019

6,914

（注）日本郵政グループの銀行業セグメントにおける経常収益及び経常利益を記載しております。

2019年3月末 2020年3月末2018年3月末

79.0兆円 81.9兆円

2.9兆円
1.6兆円

84.8兆円

3.3兆円

 ■リスク性資産 ・外国証券
・社債等
・地方債

・金銭の信託（株式）等
・貸出金
・戦略投資領域

■戦略投資領域 ・プライベート・エクイティファンド（PE）
・不動産ファンド
・その他
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経常収益／経常利益
経常収益

（百万円）

経常利益

499,642

373,976

2,044,929

1,845,411 1,799,538

379,131

投資信託（純資産残高）の推移

投資信託（販売額）の推移

2020年10月から、コールセンターにAIシステムを段階的に導入し、電話応対業務の効率化と応対品質の向上を図ります。
また、お客さまの声を分析し、当行の商品・サービス・事務手続の改善に活用していきます。
郵便局へのサポートを担当するパートナーセンター（直営店および郵便局からの事務照会に対する回答、郵便局に関する
事務・営業支援を行う組織）においても、今後AI等のデジタル技術を活用し、運営効率を向上していきます。

お客さまの資産形成へのニーズに応え、お役に立てる
よう、お客さまのライフプランに応じたコンサルティング
の高度化に努めました。
具体的には、資産運用コンサルタントの増員を継続

するとともに、資産運用コンサルタントへの指導や研修、
活動支援を充実させるなど、人材育成に注力しました。
また、2019年5月には、当行および日本郵政株式会社と、
株式会社大和証券グループ本社および大和証券株式
会社の間で、お客さま一人ひとりのライフスタイル・ニーズ
に応じた、中長期的な資産形成のサポートに向け、資産
形成分野における新たな協業の検討を進めることについて
合意し、検討してまいりました。
今後もお客さま一人ひとりのニーズに合った「安心」の
提供に努めてまいります。

　（株）ゆうちょ銀行およびその関係会社が、銀行
法に基づき、預金（貯金）業務、有価証券投資業務、
為替業務、国債、投資信託及び保険商品の窓口
販売、クレジットカード業務などを行っております。

　銀行業におきましては、年度末時点のゆうちょ銀行の
貯金残高は183,004,733百万円（前期末比2,005,599
百万円増）となりました。低金利環境の継続や、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大による市場環境の悪化など、非常
に厳しい経営環境下、経常収益は1,799,538百万円
(前期比45,872百万円減)、経常利益は379,131百万円
(前期比5,155百万円増)となりました。

銀行業における「強み」「課題」「今後の方針」

• 高い知名度、ブランド力、信用
• 個人のお客さまからの安心感、信頼感
• 全国に邦銀随一のお客さま基盤

• お客さまニーズの変化・多様化
• 超低金利環境長期化による資金収支の減少

• お客さま本位の良質な金融サービスの提供
• 運用の高度化、多様化
• 地域への資金の循環等

運用の高度化・多様化
　国内の低金利環境が継続し、世界経済の先行き不透明
感が高まるなか、安定的な収益確保のため、適切なリスク
管理のもと、国際分散投資を進めました。リスク性資産は
外国証券を中心にクレジット・クオリティ（投資先の信用力）
に配意しつつ積み上げたほか、戦略投資領域と位置づけて
いるプライベートエクイティファンド（成長が見込まれる
未上場企業等へ投資するファンド）、不動産ファンド等へ
の投資を、市場環境の変化を踏まえて選別的に実行しま
した。2019年3月末に81.9兆円だったリスク性資産残高
は2020年3月末には、84.8兆円まで増加しました。うち
戦略投資領域残高は3.3兆円となっています。
今後も、長期視点での投資体制を構築し、持続的な
利益の確保を目指していきます。

　お客さまの大切な資金を地域に循環させていくために、地域金融機関との連携を通じて、2016年度から地域
活性化ファンドへの参加を積極的に推し進めています。2019年度は、事業承継や起業･創業、成長の支援等を目的
として、10ファンドへ出資し、2020年3月末現在28ファンドへ参加しています。このほか、新型コロナウイルス感染
拡大の影響を受ける全国の企業への資本面での支援についても検討していきます。
　また、ATMネットワークの活用や事務の共同化などを通じて、地域金融機関との協業を深めます。

地域への資金の循環等

今後の取り組み

強み

課題

今後の
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非常事態におけるお客さまを支える取り組みの実施

いつでも、どこでも、分かりやすい請求手続き

安心・信頼を基盤として、お客さま本位の業務運営を徹底し、持続的な成長
と事業経営における健全性の確保を通じた企業価値の向上に取り組みます。

Topics 「お客さま本位のサービス」の実践

事業概要 2020年3月期の業績（連結）

生命保険業

（注）日本郵政グループの生命保険業セグメントにおける経常収益及び経常利益を
　　記載しております。

お客さまを支える取り組み
・「保険金の倍額支払」の対象とした保険金のお支払い
・普通貸付利息の減免　　　　　など

・ご契約内容の確認、契約復元等の利益回復などのご契約調査への対応
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けたお客さまをはじめ、適切かつ
  確実な保険金のお支払い　　　　　など

社会的使命・機能を果たすための
取り組み

2018/3 2019/3 2020/3

309,233

264,870

7,952,951 7,916,655
7,211,405

286,601

当社では、更なるお客さまの利便性向上のため、2019年4月から、時間の制約を
受けずに、ご家庭のパソコンやスマートフォン等の身近な環境で保険契約内容の確認、
住所・電話番号の変更および保険料払込証明書の発行等の手続きを行っていただける
ご契約者さま向けWebサービス（マイページ）のご提供を開始しています。
マイページで可能な請求手続きについては、今後さらに拡充していくほか、デジタル
技術の活用による各種請求方法の多様化を進め、お客さまにとって「いつでも、どこ
でも、分かりやすい請求手続き」を目指したサービスの提供を推進していきます。

　新型コロナウイルス感染症が、世界的に大きな社会問題となっています。こうした非常事態において、生命保険会社の
社会的使命・機能を確実に果たしていきます。
　また、上記の社会的使命・機能を果たすため、社員の安全・健康に十分配慮し、継続すべき重要業務として、ご契約調査
への対応、保険金の支払、資産運用等を適切に行い、健全な事業経営を確保していきます。

経常収益／経常利益

（百万円）

経常収益

（百万円）

経常利益

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0

400,000

300,000

200,000

100,000

0

　保険業法に基づく免許・認可を得て、生命保険
の引受け及び有価証券投資、貸付等の資産運用業
務を行っております。
　かんぽ生命の直営店において、主に法人のお客
さまに対して、自社商品のほか、他の保険会社の
商品の受託販売等を行っております。 また、日本
郵便との間で業務委託契約等を締結し、郵便局で
生命保険募集等を行っております。

　生命保険業におきましては、保有契約の減少やご契約
調査による費用の増加があった一方で、新契約の減少に
伴う販売費用の減少および資産運用における順ざやの
確保により、経常収益は7,211,405百万円(前期比
705,250百万円減)、経常利益は286,601百万円(前期
比21,731百万円増)となりました。

（注）経常利益の増加は、当初計画を順調に進捗させたことによるものではなく、営業
自粛等による販売費用の減少が大きく影響しており、一時的な利益の上振れで
あると認識しています。

生命保険業における「強み」「課題」「今後の方針」

• 非常に大きな顧客基盤
• 全国どこにでもある郵便局でお手続きが可能
• 簡易・小口な商品

• 適正な営業推進態勢の確立
• 健全な組織風土の醸成
• 適正な募集管理態勢の確立
• ガバナンスの抜本的な強化

• 生命保険会社の社会的使命の実現
• お客さまからの信頼回復
• お客さま本位の業務運営の徹底
• 企業価値の向上

ご契約調査・フォローアップ活動の着実な実施
　2019年度から引き続き、日本郵政グループを挙げて、特に日本郵便（株）との連携をさらに強化しながら、お客さまの
信頼回復に向けたご契約調査に徹底して取り組んでいきます。
　これらに加えて、順次「信頼回復・ご契約内容確認のための訪問活動」などのフォローアップ活動につなげていき、さら
には恒常的な取り組みに円滑に移行させていくことで、お客さまの信頼回復の礎としていきます。

業務改善計画に基づく改善策の実施・定着
　業務改善計画に基づいて各種改善策を着実に実施し、改善状況の実態把握とその検証の強化に向けたPDCAを徹底します。
　それらの取り組みを通じ、お客さま本位の業務運営を徹頭徹尾貫き、不適正募集を根絶し、企業価値向上に向けた
事業基盤を再構築します。

事業基盤の再構築・企業価値の向上
　お客さまなどのステークホルダーからの一日も早い信頼回復に向けた取り組みに対して、最優先で必要な資源を
投入することを前提としながら、企業価値の向上に資するよう、可能な範囲で最大限に取り組んでいきます。
（資産運用／ERM／事業の効率化／ビジネスモデルの再構築／人材育成・働き方改革／犯罪・マネーローンダリング対策等）
　また、非対面でのサービス利用の広まり等を踏まえ、時間や場所の制限なく、保険契約の各種お手続等が行える環境
の整備等に向けて、さらなるデジタル技術の活用を検討していきます。
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非常事態におけるお客さまを支える取り組みの実施

いつでも、どこでも、分かりやすい請求手続き

安心・信頼を基盤として、お客さま本位の業務運営を徹底し、持続的な成長
と事業経営における健全性の確保を通じた企業価値の向上に取り組みます。

Topics 「お客さま本位のサービス」の実践

事業概要 2020年3月期の業績（連結）

生命保険業

（注）日本郵政グループの生命保険業セグメントにおける経常収益及び経常利益を
　　記載しております。

お客さまを支える取り組み
・「保険金の倍額支払」の対象とした保険金のお支払い
・普通貸付利息の減免　　　　　など

・ご契約内容の確認、契約復元等の利益回復などのご契約調査への対応
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けたお客さまをはじめ、適切かつ
  確実な保険金のお支払い　　　　　など

社会的使命・機能を果たすための
取り組み

2018/3 2019/3 2020/3

309,233

264,870

7,952,951 7,916,655
7,211,405

286,601

当社では、更なるお客さまの利便性向上のため、2019年4月から、時間の制約を
受けずに、ご家庭のパソコンやスマートフォン等の身近な環境で保険契約内容の確認、
住所・電話番号の変更および保険料払込証明書の発行等の手続きを行っていただける
ご契約者さま向けWebサービス（マイページ）のご提供を開始しています。
マイページで可能な請求手続きについては、今後さらに拡充していくほか、デジタル
技術の活用による各種請求方法の多様化を進め、お客さまにとって「いつでも、どこ
でも、分かりやすい請求手続き」を目指したサービスの提供を推進していきます。

　新型コロナウイルス感染症が、世界的に大きな社会問題となっています。こうした非常事態において、生命保険会社の
社会的使命・機能を確実に果たしていきます。
　また、上記の社会的使命・機能を果たすため、社員の安全・健康に十分配慮し、継続すべき重要業務として、ご契約調査
への対応、保険金の支払、資産運用等を適切に行い、健全な事業経営を確保していきます。

経常収益／経常利益
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（百万円）

経常利益

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0

400,000

300,000

200,000

100,000

0

　保険業法に基づく免許・認可を得て、生命保険
の引受け及び有価証券投資、貸付等の資産運用業
務を行っております。
　かんぽ生命の直営店において、主に法人のお客
さまに対して、自社商品のほか、他の保険会社の
商品の受託販売等を行っております。 また、日本
郵便との間で業務委託契約等を締結し、郵便局で
生命保険募集等を行っております。

　生命保険業におきましては、保有契約の減少やご契約
調査による費用の増加があった一方で、新契約の減少に
伴う販売費用の減少および資産運用における順ざやの
確保により、経常収益は7,211,405百万円(前期比
705,250百万円減)、経常利益は286,601百万円(前期
比21,731百万円増)となりました。

（注）経常利益の増加は、当初計画を順調に進捗させたことによるものではなく、営業
自粛等による販売費用の減少が大きく影響しており、一時的な利益の上振れで
あると認識しています。

生命保険業における「強み」「課題」「今後の方針」

• 非常に大きな顧客基盤
• 全国どこにでもある郵便局でお手続きが可能
• 簡易・小口な商品

• 適正な営業推進態勢の確立
• 健全な組織風土の醸成
• 適正な募集管理態勢の確立
• ガバナンスの抜本的な強化

• 生命保険会社の社会的使命の実現
• お客さまからの信頼回復
• お客さま本位の業務運営の徹底
• 企業価値の向上

ご契約調査・フォローアップ活動の着実な実施
　2019年度から引き続き、日本郵政グループを挙げて、特に日本郵便（株）との連携をさらに強化しながら、お客さまの
信頼回復に向けたご契約調査に徹底して取り組んでいきます。
　これらに加えて、順次「信頼回復・ご契約内容確認のための訪問活動」などのフォローアップ活動につなげていき、さら
には恒常的な取り組みに円滑に移行させていくことで、お客さまの信頼回復の礎としていきます。

業務改善計画に基づく改善策の実施・定着
　業務改善計画に基づいて各種改善策を着実に実施し、改善状況の実態把握とその検証の強化に向けたPDCAを徹底します。
　それらの取り組みを通じ、お客さま本位の業務運営を徹頭徹尾貫き、不適正募集を根絶し、企業価値向上に向けた
事業基盤を再構築します。

事業基盤の再構築・企業価値の向上
　お客さまなどのステークホルダーからの一日も早い信頼回復に向けた取り組みに対して、最優先で必要な資源を
投入することを前提としながら、企業価値の向上に資するよう、可能な範囲で最大限に取り組んでいきます。
（資産運用／ERM／事業の効率化／ビジネスモデルの再構築／人材育成・働き方改革／犯罪・マネーローンダリング対策等）
　また、非対面でのサービス利用の広まり等を踏まえ、時間や場所の制限なく、保険契約の各種お手続等が行える環境
の整備等に向けて、さらなるデジタル技術の活用を検討していきます。

今後の取り組み

強み

課題

今後の
方針

価値創造戦略　　セグメント別の状況
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日本郵便は、東京2020オリンピック・パラリンピックの
オフィシャルパートナー（郵便）です。

※1： 最優秀選手賞・区間賞、区間新記録（21分32秒）　※2： MIR（Most Impression Runner）賞
※3： 日本歴代5位、U20日本新記録、東京オリンピック参加標準記録突破

各地の郵便局等で
東京2020オリンピック
聖火リレートーチも展示中です。

日本選手権大会
（廣中選手（左）、鍋島選手（右））

MGC（鈴木選手）

クイーンズ駅伝（選手一同、監督 髙橋 昌彦）

3x3バスケットボール
日本代表等への協賛

一般社団法人
日本ゴールボール協会への協賛

一般社団法人
日本車いすテニス協会への協賛

2019年度の主要成績

　日本郵政（株）は、全国の3カ所に逓信病院を設置しています。逓信病院は、日本郵政グループの社員・家族だけでなく、
どなたでもご利用いただける病院として、地域の皆さまの健康に貢献する医療サービスと人間ドック検診を行っています。
　逓信病院では、ホームページにおいて、医療や健康に役立つ情報など随時掲載するとともに、地域の方々に対して疾病
に関する公開講座や勉強会等を開催しています。また、人間ドック検診は、病院で実施しているメリットを活かし、早期診断
と早期治療を実践しています。

東京逓信病院

　日本郵政（株）は、全国35カ所（2020年7月1日現在。休館中の2カ所含む。）に「かんぽの宿」を保有しています。かんぽ
の宿は、主に観光地に立地しており、天然温泉や地域の旬の食材を使った料理などを提供する旅館タイプの宿泊施設と
してどなたでもご利用いただけます。このほか、ホテルタイプの「ラフレさいたま」、大自然の中でテニス等のスポーツを
満喫できる「かんぽの郷庄原」及びテニスコート、室内温水プール等を備えたスポーツ施設の「ゆうぽうと世田谷レクセンター」
も保有しています。
　かんぽの宿では、全館へのWi-Fi設置をはじめ、訪日外国人旅行客向けの翻訳機導入、客室等の魅力を高める工事の
実施など、お客さまがより快適にご滞在いただけるように取り組んでいるほか、業務の見直し等によるコスト削減により
効率化を進めているところです。

京都逓信病院

広島逓信病院

かんぽの宿 熱海（本館） ラフレさいたま

東京2020オリンピック・パラリンピックへの協賛

競技への協賛

女子陸上部の活動

東京2020大会の熱気を伝え、日本全国での盛り上げに
貢献しています。

東京2020オリンピック聖火リレーへの協賛

サポーティングパートナーとして郵便事業を通じて、日本全国に
張り巡らされた郵便局ネットワークを活用し、聖火リレーの盛り
上げに貢献しています。

「そばにいるから、できることがある。」の
スローガンのもと、日本全国での3x3
バスケットボールを盛り上げています。

　「人から人へタスキをつなぐ駅伝」と「人から人へ手紙を届ける郵便」は、親和性が高く、社員が一体感を持って応援できること
などから、2014年4月より女子陸上部を創設し、運営を行っております。
　所属選手は日本郵政グループ各社に所属しており、実業団駅伝女子日本一を競う「全日本実業団対抗女子駅伝競走大会
（クイーンズ駅伝in宮城）」に2015年より5年連続で出場し、2016年（第36回）に初優勝。2019年（第39回）にも3年ぶり2度目の
優勝を果たすなど活躍しています。
　また、鈴木亜由子選手は、2019年9月に東京2020オリンピック日本代表選考競技会として開催されたマラソングランド
チャンピオンシップ（MGC）に出場し、第2位の成績により東京2020オリンピック マラソン（女子）代表に内定いたしました。

日本ゴールボール協会が行う活動を
積極的にサポートすることを通じて、
障がい者スポーツの普及・発展に貢献し
ています。

日本車いすテニス協会のトップパート
ナーとして、車いすテニスの普及・発展を
応援し、ダイバーシティ社会の形成に
取り組んでいます。

第39回全日本実業団対抗
女子駅伝競走大会（クイーンズ駅伝in宮城）

優勝 1区：廣中 璃梨佳※1

2区：菅田 雅香　※2

3区：鈴木 亜由子※2

4区：高橋 明日香
5区：大西 ひかり
6区：宇都宮 恵理

2時間15分10秒

マラソングランドチャンピオンシップ（MGC） 第2位 鈴木 亜由子 2時間29分02秒

第103回日本陸上競技選手権大会
女子10000m

優勝
第2位

鍋島 莉奈
鈴木 亜由子

31分44秒02
31分46秒25

第103回日本陸上競技選手権大会
女子5000m

第2位
第3位

鍋島 莉奈
廣中 璃梨佳

15分23秒46
15分26秒58

日本実業団陸上競技連合　女子長距離記録会
女子5000m

第1位
（第1組）

廣中 璃梨佳 15分05秒40※3

大会名 順位 出場選手 記録

フォート・キシモト○C

フォート・キシモト○C

その他の事業

病院事業

宿泊事業

スポーツを通じた社会貢献

価値創造戦略　　セグメント別の状況
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日本郵便は、東京2020オリンピック・パラリンピックの
オフィシャルパートナー（郵便）です。

※1： 最優秀選手賞・区間賞、区間新記録（21分32秒）　※2： MIR（Most Impression Runner）賞
※3： 日本歴代5位、U20日本新記録、東京オリンピック参加標準記録突破
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（廣中選手（左）、鍋島選手（右））

MGC（鈴木選手）

クイーンズ駅伝（選手一同、監督 髙橋 昌彦）

3x3バスケットボール
日本代表等への協賛

一般社団法人
日本ゴールボール協会への協賛

一般社団法人
日本車いすテニス協会への協賛

2019年度の主要成績

　日本郵政（株）は、全国の3カ所に逓信病院を設置しています。逓信病院は、日本郵政グループの社員・家族だけでなく、
どなたでもご利用いただける病院として、地域の皆さまの健康に貢献する医療サービスと人間ドック検診を行っています。
　逓信病院では、ホームページにおいて、医療や健康に役立つ情報など随時掲載するとともに、地域の方々に対して疾病
に関する公開講座や勉強会等を開催しています。また、人間ドック検診は、病院で実施しているメリットを活かし、早期診断
と早期治療を実践しています。

東京逓信病院

　日本郵政（株）は、全国35カ所（2020年7月1日現在。休館中の2カ所含む。）に「かんぽの宿」を保有しています。かんぽ
の宿は、主に観光地に立地しており、天然温泉や地域の旬の食材を使った料理などを提供する旅館タイプの宿泊施設と
してどなたでもご利用いただけます。このほか、ホテルタイプの「ラフレさいたま」、大自然の中でテニス等のスポーツを
満喫できる「かんぽの郷庄原」及びテニスコート、室内温水プール等を備えたスポーツ施設の「ゆうぽうと世田谷レクセンター」
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　かんぽの宿では、全館へのWi-Fi設置をはじめ、訪日外国人旅行客向けの翻訳機導入、客室等の魅力を高める工事の
実施など、お客さまがより快適にご滞在いただけるように取り組んでいるほか、業務の見直し等によるコスト削減により
効率化を進めているところです。

京都逓信病院

広島逓信病院

かんぽの宿 熱海（本館） ラフレさいたま

東京2020オリンピック・パラリンピックへの協賛

競技への協賛

女子陸上部の活動

東京2020大会の熱気を伝え、日本全国での盛り上げに
貢献しています。

東京2020オリンピック聖火リレーへの協賛

サポーティングパートナーとして郵便事業を通じて、日本全国に
張り巡らされた郵便局ネットワークを活用し、聖火リレーの盛り
上げに貢献しています。

「そばにいるから、できることがある。」の
スローガンのもと、日本全国での3x3
バスケットボールを盛り上げています。

　「人から人へタスキをつなぐ駅伝」と「人から人へ手紙を届ける郵便」は、親和性が高く、社員が一体感を持って応援できること
などから、2014年4月より女子陸上部を創設し、運営を行っております。
　所属選手は日本郵政グループ各社に所属しており、実業団駅伝女子日本一を競う「全日本実業団対抗女子駅伝競走大会
（クイーンズ駅伝in宮城）」に2015年より5年連続で出場し、2016年（第36回）に初優勝。2019年（第39回）にも3年ぶり2度目の
優勝を果たすなど活躍しています。
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障がい者スポーツの普及・発展に貢献し
ています。

日本車いすテニス協会のトップパート
ナーとして、車いすテニスの普及・発展を
応援し、ダイバーシティ社会の形成に
取り組んでいます。

第39回全日本実業団対抗
女子駅伝競走大会（クイーンズ駅伝in宮城）
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女子10000m
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女子5000m
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