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● 発行目的
当レポートは、日立物流グループを取り巻くさまざまな
ステークホルダーの皆様に、日立物流グループのＣＳＲ
活動をわかりやすくお伝えすることを目的としたものです。

● 対象期間
2010年度（原則として2010年4月～2011年3月）
の情報を中心に、直近の活動も報告しています。本レポー
トは年次報告として発行しています。

● 対象組織
当レポートは、日立物流を中心に日立物流グループ会社
（連結対象子会社53社、持分法適用会社9社）を対象と
しています。

● 発行
2011年6月

● 関連レポート
日立物流の経済性報告については「年次報告書」で情報
を開示しています。また、Ｗｅｂサイトでは、その他にも
安全や環境に関する情報を公開しています。
http://www.hitachi-hb.co.jp/

〈表紙写真について〉
環境フォト・コンテスト2011（2010年度）日立物流賞
優秀賞 （テーマ：共に生きる  作品名「いつまでも恋心」）
撮影：三村 孝雄 氏　
● プレジデント社が主催する企画に2000年度から協賛しています。

ごあいさつ

　このたびの東日本大震災により、亡くなられた方々
のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された
全ての方々に衷心よりお見舞い申し上げます。災害
発生より数ヵ月が経過いたしますが、未曾有の大災害
は多くの爪あとを残し未だに収束の道筋が見えず、
復旧・復興には相当時間を要するものと思われます。
こうした国難とも言える状況下において、日立物流
グループの果たすべき役割は大きいと認識し、グルー
プ一丸となって復興支援に取り組んでまいります。

　日立物流グループは企業の物流業務をトータルで
サポートするシステム物流（３PL）をコアビジネスとし、
同業界のリーディングカンパニーとして、国内はもとより
海外にも積極的に事業を展開し、「人と地球にやさし
い社会づくりに貢献」の経営ビジョンのもと、持続可能
な社会の構築に向けてCSR活動を推進しています。
　「物流」は産業・社会インフラの充実・発展に重要
な役割を担う一方で、社会が直面する課題にも責任
を担っていることを自覚し、「環境対策」「安全対策」
に積極的に取り組んでいます。「環境対策」では、
グリーンロジスティクス（環境に配慮した物流）の拡充
を図りプラットフォーム事業・モーダルシフト等を積極的
に推進しています。また「安全対策」では、「安全は
全てに優先する」のスローガンを掲げ、安全教育を
強化・徹底し、高品質で安全な物流サービスの提供
に努めています。

　当社グループは、今後もお客様・地域社会をはじめ
とするステークホルダーの皆様から信頼され選ばれる
企業を目指し、「基本と正道」に則った企業倫理と
法令遵守に根ざしたCSR活動を展開してまいります。

　本年も本レポートをご覧いただき、当社グループの
CSR活動にご理解賜り、引き続き皆様からのご支援
ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　2011年6月

代表執行役社長



ＣＳＲ活動取り組み方針
① 企業活動としての社会的責任の自覚
② 事業活動を通じた社会への貢献
③ 情報開示とコミュニケーション
④ 企業倫理と人権の尊重
⑤ 環境保全活動の推進
⑥ 社会貢献活動の推進
⑦ 働き易い職場作り
⑧ ビジネスパートナーとの社会的責任
の共有

コーポレートガバナンス
　健全性と透明性の向上とともに、事
業環境の変化に俊敏に対応できる経
営体制の確立をねらいとして、委員会
設置会社形態を採用しています。
　これにより、経営監督機能と業務執
行機能を分離し、業務執行の決定権限
を取締役から執行役に大幅に委譲して、
事業再編や戦略投資の迅速な意思決
定および実践を可能としました。また、
社外取締役を招聘し、外部の客観的な
意見を取り入れることにより、取締役
会の監督機能を強化し、透明性の高い
経営に努めています。

ＣＳＲ活動の基盤強化
1. コンプライアンス
● コンプライアンスの徹底：日立物流
グループでは、コンプライアンス体制
を構築し、遵法教育、啓蒙活動を通じ
てコンプライアンスの徹底に努めて
います。2010年度は、日立グループ
において共通して適用される具体的
な行動規範として「日立グループ行動
規範」を制定し、経営トップのリーダー
シップのもとにこれを徹底し、「基本と
正道」に則った企業倫理・法令遵守に
根ざした事業活動を展開しています。
（2010年度：コンプライアンスに関する社
内研修受講者246名）

● 社内通報・相談制度：社内での違法
行為や不適切な行動防止に向け、社
内通報・相談制度を設け、早期発見
と是正を図っています。

2. 内部統制
　「インターナル・コントロール委員会」
を設置し、米国企業改革法（SOX法）
に対応した標準的なフレームワークに
基づく財務報告に係る内部統制の文書
化と有効性評価を、日立物流グループ
全体で実施しています。また、金融商
品取引法に定める財務報告に係る内部
統制報告制度を遵守することで、さら
なる財務報告の信頼性の確保に努め
ています。

3. 情報セキュリティ
● 情報セキュリティの強化活動：2005
年より情報セキュリティ本部を設置し、
規則の制定、セキュリティ施策の実
践、従業員の教育、内部監査による
是正・改善など日立物流グループ全
体で情報セキュリティの強化を進め
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CSRマネジメント

経営理念
日立物流は　広く未来をみつめ　人と自然を大切にし
良質なサービスを通じて　豊かな社会づくりに　貢献します

ています。2010年度は、不正競争
防止法の改正に伴い、機密情報管理
の社内規則を改定し、営業秘密の取
り扱いなど情報管理を強化しました。

● 第三者認証の取得・維持活動：ＩＳＯ
27001、プライバシーマークの認証
取得・維持活動を推進し、お客様に
安全・安心をお届けする物流サービ
スの提供基盤強化に努めています。
2010年度は、プライバシーマーク
を更新しました。

4. リスクマネジメント
　日立物流グループでは、本社に「リス
ク対策グループ」を設置し、想定される
さまざまなリスクに備え、緊急連絡体
制や緊急時の対応マニュアルの整備を
図っています。また、危機管理への適切
な対応に向け、事業所ごとのBCP策定
等リスクマネジメントついて、社内に
徹底を図っています。

第三者認証の取得状況 （2011年3月現在）

※1 ISO27001：情報システムの安全管理体制が一定の基準に
達していることを認定する国際標準規格。

※2 プライバシーマーク：一般財団法人日本情
報経済社会推進協会が、個人情報につい
て適切に取り扱っている事業者を一定の
基準で認定し、付与するサービスマーク。

ISO27001※1
22拠点42部署

プライバシーマーク※2
5社

ＣＳＲ活動推進体制

執行役社長

本　　　社
グループ会社

グループ会社 営業本部
営　業　部
営　業　所

・総務部門

CSR担当役員
CSR推進委員会

本 社 委 員
各部門責任者

本 部 委 員
責任者

CSR推進本部
・環境部門 ・技術部門 ・法務部門 ・営業部門
・安全部門 ・勤労部門 ・広報部門 ・経理部門
・品質部門 ・総務部門 ・情報部門

株主・投資家の皆様に向けたさまざまな形での情報開示
を通じて、双方向コミュニケーションの充実を図り、株主･
投資家の視点に立った情報開示の徹底に努めています。

IR情報の開示
　Webサイト内に「株主・投資家情報」のコーナーを設け、
投資に関わる情報を迅速且つ正確に開示するように努め
ています。
　このコーナーでは、決算短信や決算説明会資料、当社の
株価情報、日立物流グループの中期経営計画に関する資
料などを掲載しています。

株主総会の開催
　2010年6月24日、第51期定時株主総会を本社内に
て開催しました。開催日に関しては、株主総会の集中日を
避けて設定しています。

株主・投資家の皆様とのコミュニケーション
　株主・投資家の皆様に向け「アニュアルレポート」や「年
次報告書」を発行しています。また、機関投資家の皆様との
対話を通じて、定期的な情報の開示とコミュニケーションの
充実に努めています。

株主･投資家の
皆様とともに

2010年度の活動実績
●決算説明会（2回）
●共同記者会見（2回）
●「年次報告書」「第2四半期
　報告書」の発行（各1回）
●「アニュアルレポート」の
　発行（1回）
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決算説明会



お客様とともに
品質向上への取り組み
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オリコン型自動倉庫システムの導入
　2010年度は、お客様の業態に合わせた運用方法のオリコ
ン※1型自動倉庫システムを、神奈川県と栃木県の物流センター
2ヵ所にそれぞれ導入しました。この自動倉庫システムは、多
段式独立水平回転式であり、導入により製品や商品の入出庫
速度の高速化と、保管・仕分け・検索機能による省力化を図り、
作業の高効率化と品質向上を実現しました。（❶❷）
※1 オリコン：折りたたみコンテナの略。組み立て・折りたたみが簡単に

できる小型のコンテナで、未使用時はコンパクトに保管できる。 

｢物流改善｣「現場指導」等､出張教育のさらなる充実
　海外事業の拡大に伴い、国内の物流センターで実施してい
たさまざまな出張教育を海外の物流センターにおいても実施
し、国内と同様の作業品質の向上を図っています。
　「５S３定※3」などの教育内容についても、これまでの座学主
体に加え、物流作業現場で指導する実践方式を徐々に取り入
れています。（❸）
※3 ５S３定：

▲

【参照】P10  安全確保への取り組み：「５S３定活動の推進」

室外送風機の通い箱化
　お客様の製品品質を損なわずに包装材の使用量を減量する
ことや、製品積載率の向上を図るなど、包装改善を通じて高品
質なサービスの提供に努めています。
　2010年度は、従来の木箱包装による1回使い切りの包装
仕様から、金属製折りたたみコンテナによるリユース可能な通
い箱化を実現し、「2010日本パッケージングコンテスト」に
おいて、電気・機器包装部門賞を受賞しました。（❹）

日立物流ロジスティクスセミナーを開催
　お客様に日立物流グループのさまざまな事業活動への理解
を深めてもらい、さらなる物流合理化・効率化へ貢献すること
を目的として2008年より「日立物流ロジスティクスセミナー」
を開催しています。2010年は11月に開催し、海外の物流事
情と当社グループのグローバル対応等についての講演を行い、
およそ170名のお客様に参加していただきました。

株式会社日立物流
技術本部  LE部
3PLエンジニアリンググループ

櫻田　崇治

小売業のお客様向けに、店舗陳列と物流
センター内でのオリコン仕分け作業の効率化を目指しオリコン
型自動倉庫を導入しました。本システムでは効率化だけではなく、
重たいオリコンから順番に搬送什器へ積み上げられるよう出庫
することにより、作業者の負担軽減と輸送中の転倒防止による
作業品質向上も同時に実現しています。
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改善による効果と評価

モーダルシフト化への対応による、輸送中のCO2排出量の低減

鉄道コンテナ積載数20%向上による、輸送車両数の削減

包装材使用量と廃棄量の大幅削減

2010日本パッケージングコンテスト「電気・機器包装部門賞」を受賞

❸海外物流センターでの現場指導の実践教育

❶工具メーカーのお客様向けオリコン型自動倉庫
　運用方法：多品種少量の製品の保管と入出庫

❷医薬品小売業のお客様向けオリコン型自動倉庫
　運用方法：ピッキング※2を完了したオリコンの仕分け

※2  ピッキング：注文や要求（出荷指示）に対してその品物を在庫から選び出すこと。

❹「室外送風機の通い箱化」の主な改善項目と効果
改善前 改善後

木箱による包装

1箱あたり製品1台入り

1回の使用で廃棄

鉄道コンテナサイズに合わせた金属製折りたたみ式コンテナ

1箱あたり製品2台入り

通い箱化により何回も使用が可能（リターナブル化）

オリコン型オリコン型
自動倉庫システムの導入



従業員とともに
人材の育成 ワークライフバランス／ダイバーシティ
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ロジスティクス人材の育成
　サードパーティーロジスティクス（3PL）、重量物搬入･据付
作業、現場管理･運営、安全品質向上などに関する研修を実施
するとともに、フォークリフト技能講習等資格取得を推進し、
物流企業の従業員として、知識･技能の習得に努めています。 

グローバル人材の育成
　ワールドワイドに活躍できる人材の育成を目的として1988
年度より「海外業務研修生制度」をスタートし、これまでに
100名を超える研修生が海外での業務を通じてグローバル感
覚を身につけました。2010年度からは派遣人数を増員し、グ
ローバル人材のさらなる拡充と早期育成を目指しています。
また、日本側でも海外グループ会社の現地採用従業員の実習
を受け入れ、日本の物流業務に従事しながら商習慣や文化の
違いを体得できる研修を開始しました。（❶）

現場力強化に向けた人材の育成
　毎年「全国トラックドライバー・コンテスト」や「全国フォーク
リフト運転競技大会」に出場することで、運転技能向上と安全
意識のさらなる向上を目指しています。（❷❸）

▲

【参照】P10  安全確保への取り組み：「人材の育成」

　さらに海外においても、日本の安全指導者により当社の安
全文化を伝道する「安全キャラバン隊研修」、基幹要員が参加
する「グローバルスタンダード研修」をはじめとした教育を開
始し、現場力強化の拡大に努めています。

▲

【参照】P04  品質向上への取り組み：「「物流改善」「現場指導」等、
出張教育のさらなる充実」 

研修施設の充実化
　2010年12月に、日立物流グループにおける人材育成（社
内教育）の要所である「松戸研修所」に新館を増設し、研修環
境の向上と充実化を図りました。（❹）

健康管理と労働衛生
　健康保険組合や産業医との連携を図り、従業員の心と身体
の健康保持と増進に向けた活動を実施しています。
［主な取り組み］
● 保険指導プログラムの導入
● 総労働時間短縮に向けた取り組み
● 職場管理者への教育 

障がい者雇用
　障がい者の積極雇用に向け、各種支援学校などと連携し、
法定雇用率を上回る雇用状況を継続しています。

福利厚生制度
　従業員の良好なコミュニケーションの構築と健全な心身の
保持を支援するため、リフレッシュ休暇制度や保養所の充実、
寮社宅の完備、従業員親睦会による各種レクリエーション行事
の開催などに努めています。

ワークライフバランス
　仕事と家庭の両立のために、育児
休職や育児のための短時間勤務制度の
取得推進など働きやすい環境づくりを
積極的に進めており、2010年には子
育てサポート企業として厚生労働大臣
の認定を受けました。

障がい者雇用率 （2010年6月現在）

※民間企業実雇用率（厚生労働省発表数値より）

日立物流

1.81%

参　考
民間企業※

1.68%
法　定
1.80%
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❶海外現地法人従業員の日本国内研修

❹松戸研修所新館（千葉県松戸市）

※1 全国トラックドライバー・コンテスト：（社）全日本
トラック協会が主催し、プロトラックドライバー日本
一を競う。

 優勝 ※32名
 2位 21名
 3位 24名
 4位 18名
 5位 17名
 計 112名
※内12名が内閣総理大臣賞受賞

❷日立物流グループの全国トラック
　ドライバー・コンテスト※1での入賞者数 
　（1969～2010年開催）

※2 全国フォークリフト運転競技大会：陸上貨物運送
事業労働災害防止協会が主催し、安全の確立と実
効ある労働災害防止の推進を目的としている。

 優勝 4名
 2位 7名
 3位 8名
 4位 7名
 5位 4名
 計 30名

❸日立物流グループの全国フォークリフト
　運転競技大会※2での入賞者数 
　（1986～2010年開催）

Hitachi Transport 
System (Europe) B.V.

Simon Palm

2010年4月よりドイツ現地法人より実習に
来ています。来日当初は、文化や言葉の面で戸惑いもありました
が、同僚の方々のサポートに助けられ、充実した実習生活を送っ
ています。夏からは新規プロジェクトにも参画し、お客様の海外
展開に向けた営業提案を通じて、物流の一連の流れや日本流の
マネジメント方法を学んでいます。

息子の誕生を機に育児休職を取得しまし
た。申請にあたっては、仕事の引き継ぎや周囲の反応など、さま
ざまな不安がありましたが、職場の方々の理解と協力により実現
できました。休職中は昼夜を問わず子供の世話を行うことで、母
親が抱く子育ての楽しさ、つらさ、難しさなどが多少なりとも理
解できたと思います。今後は、男性も積極的に制度を活用し、仕
事と家庭の両立に努めて欲しいと思います。

株式会社日立物流
人事総務本部 勤労部 人事企画課

藤原  喬

グローバル人材の育成グロ バル人人材の育成 ワークライフバランスワ クライフバラランス
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日立物流グループ「まごころ基金」
　主旨に賛同する役員・従業員が給与から100円を拠出し、
貢献活動の際に会社が同額をマッチングするプログラムです。
2010年度から国内のグループ会社も参加したプログラム
になりました。（❸）

● 日立物流「まごころ基金」(国内11社のグループ会社が参加）
全国25の自治体に車イス・交通安全紙芝居を寄贈し、
２つの環境団体の緑化事業を支援しました。

● 南関東日立物流サービス「まごころ基金」
横浜市の自治体に車イスを寄贈しました。
2011年3月に発生した東日本大震災において義援金を
寄付しました。

● 中部日立物流サービス「まごころ基金」
名古屋市内の幼稚園23園に「飛び出し注意」の看板を寄贈
しました。

● 日立トラベル「まごころ基金」
日本アイススレッジホッケー協会を支援しました。

海外での活動
　日立物流アメリカでは、災害時の救援物資備蓄用スペース
として、米国赤十字社にロサンゼルス倉庫のスペース
4,500sq.ft(約420㎡）を無償提供しました。（2010年9月）
（❹）

自然災害被災地支援
　2011年3月に発生した東日本大震災において、国内外の
日立物流グループでは、義援金を寄付しました。

その他の活動
● エコキャップ推進活動
　2010年度参加事業所数：55ヵ所（国内グループ会社含む）
● 各事業所での美化活動
　2010年度参加者数：延べ9,000人超
● 収集活動
　使用済み切手、プリペイドカード、書き損じハガキ など

日立物流交通安全教室 
　２００７年度から毎年実施している小学生対象の「交通安全
教室」に加えて、２０１０年度は「高齢者向けの交通安全教室」
を開催し、交通安全に向けた取り組みを拡大しました。（❶）

● 小学生対象「日立物流交通安全教室」

　 松戸市立貝の花小学校2年生

　 松戸市立根木内小学校2年生

　 松戸市立八ヶ崎第二小学校3年生

　［実施メニュー］ 死角体験／制動距離実験／内輪差実験

● 高齢者向け交通安全教室（千葉県松戸警察署・松戸東警察署と協働実施）

　 松戸市内老人くらぶ連合会

　［日立物流 実施メニュー］ 死角体験／制動距離実験

日立物流フットサル大会
　青少年の健全な育成と、地域の活性化に寄与することを目的
に、毎年、千葉県野田市の物流センターに併設されているフッ
トサル場を活用し、｢日立物流フットサル大会」を開催していま
す。2010年度は、2011年2月に実施しました。（❷）

松戸市立貝の花小学校

白石 あき子先生（左）
小山 孝子先生（右）

2年生の子どもたちと初めて参加しました。
日立物流さんの丁寧な対応と工夫された内容に感心いたしました。
事故の起きやすい3つの原因（内輪差・制動距離・死角）を、風船
を使って視覚的にとらえたり、運転席に乗せてもらって体験したり
して、子どもたちにもよく理解できたと思います。さらに、止まっ
ている車の横から飛び出す演技をしてくださり、怖さを実感でき
ました。

日立物流の先生方の丁寧な説明や接し方に意欲を感じました。
すばらしい社会貢献活動になっていると思います。ありがとう
ございました。

8 9❶日立物流交通安全教室 ❷日立物流フットサル大会 ❸日立物流グループ「まごころ基金」 ❹米国赤十字への倉庫スペース無償提供

日立物流交通安全教室日立物流交通通安全教室
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環境活動方針
　日立物流グループでは、環境活動方針を制定し、同方針
に基づいて、全事業所でベクトルを合わせた取り組みを展
開しています。

環境管理の充実
● 日立物流グループ環境推進会議
　毎年、半期ごとに、環境担当執行役を始め、日立物流グ
ループの各環境担当部署の責任者が一同に会し、活動計
画、具体的施策、実施結果等を協議、報告する全体会議を
開催しています。2010年度は、6月と12月に開催し、空
調の不使用、資料の用紙削減に努めるとともに照明等で
生じたCO2をオフセット※しました。（❶）
※ CO2をオフセット：

▲

【参照】P16  「トピックス」※印 カーボン・オフセット

● 「物流環境管理士」認定
　（社）日本物流団体連合会が主催する「物流環境管理士
養成講座」（法令、地球温暖化、廃棄物、マネジメントシス
テムなど延べ10日間のカリキュラム）を修了し、所定の
試験に合格した者に授与される資格で、当社からは毎年
受講者を出しており、これまでに7名が資格認定を受けて
います。

● 環境e-ラーニング
　パソコンからアクセスが可能で、画面と音声で学習できる
ｅ－ラーニングを、毎年、教材をリニューアルして行っていま
す。2010年度も、地球温暖化防止、資源循環、生態系保
全などのコンテンツについて環境教育を行いました。

● 社外からの環境認証
　本社環境推進部門など４ヵ所で、ISO14001に基づく
環境マネジメントシステムの認証を受け、物流センターな
ど現場部門では、国土交通省が推奨する「グリーン経営」（審
査機関は、交通エコロジー・モビリティ財団）の取得・維持
により、 環境負荷の少ない事業運営に努めています。（❷）

安全品質向上取り組み方針  
　日立物流グループでは、事故のない明るく風通しの良い
職場づくりを目指し、下記の方針に基づいた活動に取り
組んでいます。

現場力強化活動研修会の開催
　各事業所やグループ会社の優れた取り組みを日立物流
グループ全体で共有し、安全で高品質な職場づくりを実現
することを目的に、2007年から毎年開催しています。（❶） 

５Ｓ３定活動の推進
　安全な職場づくりとともに作業品質・生産性向上を目的
とした『５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）３定（定位・定品・
定量）活動』を推進しています。近年は活動範囲を海外の

事業所へも拡大し活発に行っています。（❷）

人材の育成
　安全な職場の実現は、『人材の育成』が必要であると考
え、充分な知識の習得と訓練を積んだ人材の養成に計画
的、継続的に取り組んでいます。
　2006年に安全指導者を育成するための５ヵ月間の研修
コースを創設し、現在２7名の安全指導者が、全国の事業
所で安全活動に取り組んでいます。

危険要因の排除
　職場の「危険要因の見える化」を図り、事前に排除することを
目的としたリスクアセスメントの積極的な導入を図っています。
　また、体感型危険予知訓練などを通じて従業員の危険
感受性を高める活動も実施しています。（❸）

安全衛生情報の共有
　安全な職場の実現と従業員の健康増進を目的に、「安全
品質ニュース」（毎月：日本語・英語）と「健康トピックス」
（隔月：日本語）を発行し、グローバルレベルでの情報提供
に努めています。

マネジメントの強化と環境マインドの向上

環境に配慮した事業所運営の推進

物流・サービスの環境負荷低減によるお客様への貢献

自然環境保護と社会とのコミュニケーション促進

管理監督者が率先垂範する安全品質活動

「５Ｓ３定活動」「職場の安全ルール」「声掛け運動」の実践

危険要因の排除および技能レベル向上

健康管理への取り組み

10 11

❷５Ｓ３定活動ポスター

❶-2 カーボン・オフセット証書

❶現場力強化活動研修会（2010年7月） ❸体感型危険予知訓練

❶-1 環境推進会議

❷環境認証内訳 （2011年3月31日現在）

ＩＳＯ１４００１（国内・海外）
グリーン経営（トラック業用） 47
グリーン経営（倉庫業用） 12

４
名称（区分） 保有数

「グリーン経営」の審査
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モーダルシフトの拡充
● RORO船による内航船モーダルシフトの拡充
　関東－関西間では、鉄道を利用したモーダルシフトを推進し
ています。2010年度は、新たにRORO船※1を利用した内航
船※2輸送ルートを加えてモーダルシフトの拡大を図りました。
これは、12mトレーラを活用することで、積載物の大量輸送を
可能とし、CO2排出量削減とコスト削減を実現したものです。
（❷）

※1 RORO船：Roll on roll off ship/船首、船尾または船側面に開口部を設
け、ランプウェイを渡して船倉内にトレーラなどが入り込める構造の船。

※2 内航船：内国航路に就航している船舶。

● 『平成22年度国土交通省大臣官房技術総括審議官表彰』を受賞
　2010年12月、第9回グリーン物流パートナーシップ会議
において、グリーン物流優秀事業者として「平成22年度国土
交通省大臣官房技術総括審議官表彰」を受賞しました。表彰
の対象となった事業は、当社と荷主である日立アプライアン
ス（株）とで共同推進している「20フィート、40フィート海上
コンテナ共用シャーシでの鉄道モーダルシフトによる省エネ事
業」で、物流分野におけるCO2排出量削減のために荷主企業
と物流事業者が連携・協働して取り組んだ優秀な事業として、
評価されたものです。（❸）

日立物流グループは、環境に配慮した物流企業として、グリーン
ロジスティクスを積極的に推進しています。
［主な推進テーマ］
● 共同物流の推進
● モーダルシフトの拡充
● エコカー導入とエコドライブの推進
● 環境配慮型物流センターの建設
● 資源循環の促進 

共同物流の推進
　各地の物流センターに分散していた貨物を、環境配慮型物
流センターに集約し、業界別プラットフォーム事業の拡大を
図っています。2010年度は、化学薬品やホームセンター向
け共同物流を開始しました。 

● プラットフォーム事業の一例：シューズ共同配送
　首都圏を中心としたシューズ業界の複数の荷主様（メー
カー・卸）から、1都3県（東京都/埼玉県/千葉県/神奈川県）
の納品先へのシューズに特化した共同配送を実施しています。
これまで、各荷主様の個々の商品をそれぞれのタイミングと
配送によって小売店などへ納品していましたが、共同配送の実
施により、各荷主様の商品を中継センターに集荷し、共通する
納品先へ取りまとめて納品する効率的な配送に改め、同時に
配送車両台数減、総走行距離および総所要時間の短縮による
CO2排出低減を図ることができました。また、トラックへの商
品積載をダンボール梱包によるものから、紐結束荷姿に変更
する取り組みを進めることにより、ダンボール使用量の削減を
図っています。（❶）
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❶プラットフォーム事業の例 ̶シューズ共同配送̶ ❷12mトレーラを活用したRORO船による内航船モーダルシフト

*1 ミルクラン：乳業メーカーが酪農家
 を順番に回って牛乳を集めていく巡回集荷に基づいて名づけられた集荷方法。

荷主様A
栃木事業所

港葉港千千千葉港千葉千葉港千葉港港

泉大津港大泉大泉大津港津港泉泉大

荷主様A
住之江事業所

栃木⇨千葉港間 110kmの輸送
12mトレーラをトラクタで牽引

千葉港⇨泉大津港間 600km
12mトレーラをRORO船で輸送

泉大津港⇨住之江間 20kmの輸送
12mトレーラをトラクタで牽引

実施前 実施後●各メーカー・卸様から、各納品先への個別配送
●ダンボールを使用して、トラックへ積載

●各メーカー・卸様から中継センターに集荷
●共通する納品先へ一括配送
●ダンボールを使用せず、「紐結束荷姿」でトラックへ積載

メーカーA社 一般店

専門店

納品先センター

百貨店

メーカーB社

卸Ｃ社

卸D社

一般店

専門店

納品先センター

紐結束荷姿

百貨店

メーカーA社

メーカーB社

卸Ｃ社

卸D社

集 荷
ミルクラン※1

共
同
配
送中継センター

・トレーラをトラクタに牽引させ、栃木事業所から千葉港まで陸上輸送
・RORO船にはトレーラのみ積載させ、千葉港から泉大津港まで海上輸送
・泉大津港到着後、再びトレーラをトラクタに牽引させ、住之江事業所ま
で陸上輸送

12mトレーラ
１０トントラック
の１.４倍の
積載が可能

RORO船
❸平成22年度国土交通省大臣官房
　技術総括審議官表彰式



環境配慮型物流センターの建設
　当社の物流センターは、環境に配慮した省エネ設備を積極
的に導入し、環境負荷低減を図っています。（❸）

資源循環の促進
● 再資源化（国内）
　資源循環促進のため、廃棄物の再資源化率向上に取り組ん
でいます。分別管理の徹底により、事務所や物流センターで排
出される古紙やダンボール、包装廃棄物などの再使用、再生
利用、あるいは焼却処理時の熱回収にさらに努めていきます。
（❹）

● サービスの提供
　使用済み製品を資源として再利用するお客様の取り組みを
促進する新たなサービスを構築し、事業活動を通じて持続可
能な社会形成に貢献しています。

● 独立した第三者の保証報告書取得
　日立物流は、お客様がより正確なCO2排出量を算出できる
ように、可能な限り実績に基づいたデータを取得し、提供して
いく必要があると考えています。そこで当社では基準書とし
て「輸送に関わる排出量算定基準Ver.1.0」を作成しました。
　また、同時にその基準書に基づき、「CO2排出量算定方法報
告書-Ver.1.0」を作成し、株式会社あらたサスティナビリティ
認証機構より保証を受けました。（❺）

エコカーの導入拡大とエコドライブの推進（国内）
　物流事業者として、車両から排出される温室効果ガス（二酸
化炭素）や大気汚染物質（窒素酸化物、粒子状物質など）の抑
制は重要な課題です。日立物流グループでは、低燃費、低公害
のエコカーへの代替促進とエコドライブによる省燃費運転を
推進しています。また、輸送を委託している協力会社に対して
も、同様の取り組みを要請しています。 

● エコカーへの代替
　車両を新たに導入する場合は、エコカーを基本としています。
また、近年、大型車もエコカーの種類が増えてきました。全車
種で100％エコカーを目指しています。（❶）

● エコドライブの実施
　2010年度までに各事業所の“エコドライブ推進責任者”
へのエコドライブ講習を終了しました。2011年度からは、全
てのドライバーがエコドライブ講習を履修できるよう、講習会
開催を計画的に進めています。（❷）
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❶-1 日立物流グループ車両のエコカー保有率（2011年3月31日現在）

❹ 再資源化率*1推移

40

%

2008
実績

2009
実績

2010
実績

2011
計画

40.9

46.7

59.7

70 中型車
以下

全車種

グリーンロジスティクスの推進

注1）  対象車両は自家用車両と事業用車両の合計。（連結対象後、1年未満のグループ会社は除く。）
注2）  エコカーの種類は、ハイブリッド車、天然ガス車、電気自動車、LPG車、国が認定している低燃費

車（燃費基準達成車）、低排出ガス車、バイオ燃料車。

50

60

70

54.5

42.1

60

導入した省エネ設備
● 太陽光発電システム
● 倉庫内空調集中監視システム
● 人感センサー（不在時自動消灯）
など

大阪XD（大阪市西淀川区）

95

2008
実績

再資源化率

2009
実績

2010
実績

2013
目標

96.4

98.0 98.2
99100

%

※1 再資源化率＝（再使用量＋再生利用量＋熱回収量）／廃棄物発生量

中部日立物流サービス株式会社
安全品質推進部
安全品質推進課

指導員　髙田 純男

「エコドライブ」は、環境対策に寄与する
ことはもちろんのこと、安全確保（事故防止）、経営改善（燃料コ
ストの削減）の面でも効果が期待できます。エコドライブ研修に
参加し、アクセルの使い方一つで燃費が大きく変わることを実感
しました。これからも、急加速・急発進しない、やさしいアクセル
ワークを指導していきます。

❶-2 業務用に電気自動車（乗用車）を2台導入 ❷-1 エコドライブ運転実技講習 ❷-2 エコドライブの座学講習

❺ 保証報告書

エコドライブの実施エコドライブの実施実施

❸ 環境配慮型物流センター  2010年度に新設した物流センター
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〈主なグループ会社〉
（2011年4月1日現在）

会社概要 （2011年3月31日現在）

● システム物流（3PL）事業
［企業の物流業務の包括的受託］ 
（物流システム構築、情報管理、在庫管理、受発注管
理、流通加工、物流センター運営、工場構内物流作
業、輸配送、通関手続、陸上・海上・航空の輸送手段
を利用した国際一貫輸送など）

● 一般貨物・重量品・美術品などの輸送・搬
入・据付作業 

● 工場・事務所などの大型移転作業
● 倉庫業、トランクルームサービス
● 産業廃棄物の収集・運搬業
● 物流コンサルティング業　他

株式会社 日立物流
〒135-8372 東京都江東区東陽7-2-18 
Tel：03-5634-0333（代表）
1950年2月
168億200万円
3,687億9,800万円 （2011年3月期）
32,816名
62社
国内　277拠点
海外　221拠点
7,104名

社 名
所 在 地

創 業
資 本 金
連 結 売 上 高
グループ総人員
グループ会社数
事 業 所 数

株 主 数

主な事業内容

北海道日立物流サービス株式会社
東日本日立物流サービス株式会社
関　東日立物流サービス株式会社
首都圏日立物流サービス株式会社
南関東日立物流サービス株式会社
中　部日立物流サービス株式会社
関　西日立物流サービス株式会社
中　国日立物流サービス株式会社
九　州日立物流サービス株式会社
日立物流コラボネクスト株式会社
日立物流オリエントロジ株式会社
日立物流ファインネクスト株式会社
ダイレックス株式会社
日新運輸株式会社
日立物流シーアンドエア株式会社
日立物流ソフトウェア株式会社
株式会社日立オートサービス
株式会社日立トラベルビューロー

国内会社

Hitachi Transport System（America）, Ltd.
Carter Logistics, LLC
Hitachi Sistema de Transporte Mexico, S.A. de C.V.
Hitachi Transport System（Europe）B.V.
ESA s.r.o.
Hitachi Transport System（Asia）Pte. Ltd.
Hitachi Transport System（Malaysia）Sdn. Bhd.
Hitachi Transport System（Thailand）, Ltd.
P.T. Berdiri Matahari Logistik
Hitachi Transport System India Pvt. Ltd.
Flyjac Logistics Pvt. Ltd.
日立物流（香港）有限公司
日立物流（上海）有限公司
河南新　日立物流有限公司
大航国際貨運有限公司
深　日禾国際貨運有限公司 
日一新国際貨運代理（上海）有限公司
日立物流軟件系統（上海）有限公司
台湾日立国際物流股　有限公司
Hitachi Transport System（Korea）, Ltd.

海外会社

トピックス

日立グループ4社で、環境に配慮したサービスを提供
～お客様の資源循環やCO2削減に向けた取り組みをサポート～

カーボン・オフセット付きPC・サーバリサイクル
　日立グループでは、使用済みPCやサーバをリサイクル
する際に、収集運搬（トラックの燃料消費）や分解・分別（破
砕機・フォークリフトなどのエネルギー消費）で発生する
CO2を、取得済みの排出権を用いてオフセット（相殺）する
サービスを2010年8月より試行しています。
　このサービスは、株式会社日立製作所が全体をとりま
とめ、当社は収集運搬作業とカーボン・オフセット※の実施・
証書発行を行っています。
※ カーボン・オフセット：温室効果ガス排出量のうち、どうしても削減
できない量の全部、または一部を、他の場所での削減量・吸収量で
オフセット（相殺）すること。

日立製作所が全体をとりまとめ

お客様

東京エコリサイクル

使用済み
PC・サーバなど

CO2相殺の
証書

排出権を購入

使用済み
PC・サーバなど

日
立
キ
ャ
ピ
タ
ル

収集運搬時の
CO2

分解・分別時の
CO2

購入した排出権
で相殺

東日本大震災への対応
　2011年3月11日に発生した東日本大震災では、地震発生後ただちに「東日本大地震対策本部」を設置し、従業員・家
族の安否確認や設備の被災状況の把握、従業員向けの支援物資補給、作業支援スタッフの派遣などの対応にあたり、早
期の復旧を図り事業活動の継続に努めました。４月１日より「震災復興本部」に改組し、物的および人的支援に現地復興
企画および復興支援機能を加え、安定した事業活動による被災地の復興支援に努めています。

復旧作業の様子 各事業所から寄せられた救援物資
（松戸研修所→東北地区）

震度7の地震による被害状況（東北地区）
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CSR推進本部
〒135-8372 東京都江東区東陽7-2-18
Tel 03-5634-0333（代表）
URL http://www.hitachi-hb.co.jp/

日立物流グループマークについて

3本のラインは、陸・海・空の3つの輸送モードと提案力・運営
力・情報力の3つの力を表し、日立物流グループのグローバル
かつ高度なロジスティクスソリューションサービスを示してい
ます。2色はそれぞれ、赤は活力、青は着実を表しています。


