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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。
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日立物流グループは「2015年ビジョン」
として、「スマートロジスティクスで他社
との差異化を図る」と打ち出し、新事業
コンセプトを「スマートロジスティクス」
としました。高度な物流技術・現場ノウ
ハウと多様なサービスメニューによる
安心・安全・グリーン・グローバル・ワン
ストップな物流サービスを提供し、事業
活動を通し、持続可能な社会への貢献を
目指します。表紙のイメージは、スマート
ロジスティクスの認知拡大に向け展開中
の広告イメージです。
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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
2011年度（原則として2011年4月～2012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88社、持分法適用会社13社）を対象
としています。

● 発行
2012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/

ごあいさつ

　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BtoB事業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グローバルに事業を展開
しています。
　グループの企業理念である「良質なサービスを通
じて豊かな社会づくりに貢献する」のもと、高品質な
物流サービスを提供することでお客様や地域社会に
貢献し「持続可能な社会」の実現に向け様 な々CSR
活動を推進しています。環境面では「業界プラット
フォーム事業の拡大」「モーダルシフトの拡充」などの
グリーンロジスティクスを、安全面ではグローバルに
展開する「安全教育」などを強化しています。

　当社グループは、昨年新たな事業コンセプトとして
「スマートロジスティクス」を発表しました。「スマートロ
ジスティクス」とは、高度な物流技術・現場ノウハウと
多様なサービスメニューによる安全・安心・グリーン・
グローバル・ワンストップな物流サービスであり、サー
ビスを通じてお客様に高品質と価値をお届けする約束
も意味しています。
　「スマートロジスティクス」を推進し、かつ発展を遂げ
ていくためには、基本と正道に基づいた行動の徹底

が大切です。物流業界を代表する「日本発グロー
バル物流企業No.1」を目指し、常にステークホルダー
の皆様から信頼され期待される企業であり続けるよう
努力してまいります。

　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。

　2012年6月

代表執行役社長
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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、社外取締役を招へいし、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、法令等を遵守した経営
を推進するために、基本方針・コンプ
ライアンスプログラムの策定等コンプ
ライアンス体制を構築し、積極的に
遵法教育、啓蒙活動に取り組み、グ
ループ内の意識向上、法令や社内規
則の遵守・企業倫理等の徹底に努め
ています。

● 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グローバル展開：
日立物流グループは、海外現地法人
においても社内規則の制定、セキュ
リティ施策の実践、従業員教育、
自己診断等を通じて情報セキュリ
ティ活動を展開し、グループ全体で
グローバルに情報セキュリティ強化
に努めています。2011年度は、新
たに日立物流グループ入りした国内

7社、海外14社においてもセキュリ
ティ強化に向けた取り組みを展開し
ています。

● 第三者認証の取得・維持活動：
ISO27001（情報セキュリティマネ
ジメントシステム）、プライバシー
マークの認証取得・維持活動を推進
し、情報面からもお客様に安全・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。2011
年度は、ISO27001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、大規模地震
等を想定したBCPを策定し、リスクに
備えています。また、災害が発生した
場合でも、事業運営への影響をできる
だけ小さくするための電力・燃料等の
確保策を検討しています。
※BCP：事業継続計画、大規模災害発生時などに基幹業
務を早期に復旧し、継続して遂行するための計画

第三者認証の取得状況 （2012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
23拠点40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か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
　2011年6月29日、第52期定時株主総会を本社内にて開
催しました。より多くの方に議決権を行使していただくた
め、法定よりも早く、総会の20日前に招集通知を送付しま
した。

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。

2011年度の活動実績
●決算説明会（2回）
●共同記者会見（1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）

決算説明会
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株主・投資家の皆様とともに

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

CSRマネジメント



エンジニアリングによる高品質サービスの提供
　電力機器に代表される社会インフラ製品の輸送において、
長年培ってきた技術と技能により、作業の効率化と品質向上
に取り組んでいます。
　2011年度は、海外に納入する発変電機器の輸送を受託し、
お客様と一体となった綿密なエンジニアリングと最新機材・工
法の採用による高品質かつ快適なサービスを提供しました。
（❷）

タブレット端末を活用した検品システムの導入
　カタログ通信販売のお客様向けに、最新のIT技術を活用し
たシステムを導入し、入出荷精度を高め作業品質の向上に努
めています。
　従来、特注品などのバーコードが無い商品の検品は、作業者
の経験と工数を必要としておりましたが、タブレット端末を利
用した検品システムの導入により、商品コードの入力作業のみ
でカタログに掲載されている画像を瞬時にタブレット端末に表
示し、迅速かつ正確な商品の特定を可能にしました。（❶） 

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。
　2011年は、11月に開催し、外部講師の公演を交えながら日
立物流グループのアジア地区でのグローバル展開に関する講
演を行い、およそ120名のお客様に参加していただきました。
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お客様とともに 品質向上への取り組み
Corporate Social Responsibility Report 2012

株式会社 日立物流
重量機工統括本部 技術開発部
エンジニアリンググループ

西田 斉右

エンジニアリングによる
高品質サービスの提供

今回の大型変圧器プロジェクトでは、作業
環境の悪さを克服すべく、地盤補強をはじめとする技術的な安
全対策、最新機材の積極採用などにより、作業品質の向上を図り
ました。日立物流の重量機工は、これからも技術に裏付けられた
高品質なサービスで、お客様の多様なニーズにお応えしてまいり
ます。

❶ タブレット端末を活用した検品システム

・船会社との積付プランや固縛方法の綿密な検討
・作業中の船積み立会い指導の実施

❷ 大型変圧器の輸送

海上輸送

輸送品質の向上に努めました。

・現地警察への交通誘導の手配
・リモコン操縦が可能な特殊トレーラを採用

公道輸送

安全且つ円滑な輸送を実現しました。

・狭隘な発電所での搬入作業で地盤補強を実施
・最新の油圧式門型ジャッキシステムを導入

搬入・据付作業

　安全性向上と作業省力化を図りました。

導入によるメリット
●入出荷精度の向上
●リードタイム※の短縮

※リードタイム：商品や製品などを発注して
　から手元に納品されるまでの期間



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］
● 保健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 
● ストレスコーピング※ 研修の導入（❷）
※ストレスコーピング：メンタルヘルス不全の原因と考えられているストレスに
関し、各人が体系的に理解し、自身がストレスに気付き、その上で対処法を考
え、ストレス耐性を身に付けるよう促していく手法。

 

障がい者雇用
　各種支援学校などと連携し、障がい者の積極雇用に向けた
グループ全体での取り組みを継続しています。

福利厚生制度
　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
進めております。男性の育児休職取得の実績もあり、子育て
サポート企業として厚生労働大臣の認定を受けています。 

ワークライフバランス
　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。 

ロジスティクス人材の育成
　2011年度より企業内大学をイメージした「ＨＢカレッジ」を
新設しました。これは、物流事業関連に特化した研修で、職場
単位でのＯＪＴ※1を補完する実践的かつ専門的なＯｆｆ－ＪＴ※2を
体系化したものです。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。
※1  OJT：On the Job Training （職場内研修）
※2  Off-JT：Off the Job Training （職場外研修） 

グローバル人材の採用・育成
● 外国籍者の採用
　グローバルに拡大する事業に柔軟に対応するため、外国籍
者の採用を積極的に行っています。2012年度も数名を採用し
ました。

● 海外業務研修制度
　ワールドワイドに活躍できる人材の育成を目的に、1988年
度より継続しています。これまでに100名を超える研修生が
海外業務を通じてグローバル感覚を身につけました。2010年
度より派遣人数を増員し、グローバルに活躍できる人材の拡
充と早期育成を目指しています。

● 海外スタッフの日本国内研修
　各国の現地法人で活躍する従業員を選抜し、日本での研修
を行っています。物流知識の習得にとどまらず、日本流の安全
文化や「５Ｓ３定」を実践し体感することで、安全品質の意義な
どについても習得してもらっています。（❶）
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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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（2011年6月現在）

※民間企業実雇用率…厚生労働省発表数値

（株）日立物流

1.97%

参　考
民間企業※

1.65%
法　定
1.80%

株式会社 日立物流
人事総務本部 グローバル人事統括部
グローバル人事企画グループ

木村 亜矢

2008年より、世界各地域から選抜された
Nat iona l  s ta f f管理者（海外現地基幹要員）を対象に、
「Management Development Program」を日本で毎年1回
開催しており、参加者は既に日本を含む15ヵ国49名にのぼって
います。研修では日本の幹部・スタッフと直接話をすることで、企
業文化・将来のビジョンを学びます。また、研修生同士が情報を
共有することで、グローバルネットワークの拡大にもつながって
います。1年半後には再び日本で開催されるフォローアップ研修
において、前回で学んだことの成果を振り返ると共に、研修生同
士が再会することで、改めて絆を深める機会にもなっています。

日立物流ソフトウェア株式会社
業務サポート本部　総務部　
総務・コンプライアンスグループ

松本 典子

出産後、約1年の育児休暇を取得しました。
休職中は育児に専念し、かわいい我が子との貴重な時間を過ご
すことができました。また、育児によって視野も広がり人間的に
も成長できたと思います。復帰の際には不安もありましたが、短
時間勤務制度の利用により仕事と育児の両立が可能になりまし
た。職場の方々の理解と協力に大変感謝しています。

❶Management Development Program ❷ストレスコーピング講座

●障がい者雇用率

グローバル人材の育成

ワークライフバランス



被災地支援
● 東日本大震災被災地への衣料品の寄贈（2011年5月）
　昨年の東日本大震災発生以後、東日本営業本部東北営業所
近隣の被災された学校に、ジャージやシューズをはじめとした
衣料品を救援物資として寄贈いたしました。 

● 東日本大震災被災地への児童図書寄贈輸送作業に協力
（2011年12月）
　東日本大震災で被災された児童のために、ひたちなか市全
２９小中学校のPTA役員と協力し、ひたちなか市の児童・生徒
から募った児童図書８７２冊、および使い捨てカイロ2,160個を
宮城県石巻市の小学校３校に寄贈しました。日立物流グルー
プはこの活動における梱包作業と輸送作業に協力しました。
（❶）

● 日立物流まごころ基金（従業員募金、マッチングプログラム）
　日立物流グループ11社が参加している、マッチングプログ
ラム日立物流まごころ基金では、国内外で昨年大きな被害を
受けた被災地を支援しました。

［東日本大震災被災地支援（2012年3月）］
・宮城県
私立幼稚園連合会に「交通安全紙芝居」を１７０セット寄贈
・岩手県
岩手県社会福祉協議会に「車イス」３４台を寄贈
・（公社）国土緑化推進機構
「東日本大震災復興に向けた緑の募金」に寄付

［タイ大洪水被災地支援（2012年4月）］
　昨年秋に大洪水で被害にあった、タイの小学校２校に公
益社団法人日本国際民間協力会を通じて、本棚・ホワイトボ
ードなど（１００万円相当）を寄贈しました。（❷）
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❶東日本大震災被災地への寄贈児童図書の輸送 ❷タイ大洪水被災地支援

交通安全への取り組み
● 日立物流交通安全教室開催（2011年5・6月）
　未来を担う子供達を交通事故から守るため、千葉県松戸市
の松戸研修所近隣の小学生※を対象に交通安全教室を実施し
ています。（❸）
※松戸市立根木内小学校２年生、松戸市立貝の花小学校２年生

 
地域社会と共に

● 日立物流フットサル大会（2012年2月）
　千葉県野田市の物流センターに併設しているフットサル場
を活用して、地域のフットサル大会を毎年開催し、今年度で
6回を数えました。

スポーツ支援（日立物流グループ陸上部）
　2012年4月、伝統と実績ある長距離専門の陸上チームが日
立物流グループに加わり、初めての本格的な企業スポーツと
して発足しました。今後、スポーツ文化振興に貢献してまいり
ます。（❹）

海外での取り組み
● サッカーチームにユニフォーム寄贈（オランダ）
　バンテック（オランダ）社では、地域への恩返しと、未来を担
う子供達のために日本人サッカーチームの子供達にユニフォー
ムを寄贈しました。（❺）

● フードドライブ（米国）
　北米の日立グループ各社で構成される地域活動委員の一員
として地域の恵まれない子供たちに食料品を提供するフード
ドライブなどを行っています。

その他
● ワクチンを寄付する活動に参加
　ペットボトルのキャップをワクチンに換えるエコキャップ活
動を推進しています。この活動は、再資源化の促進と、CO２
の発生抑制に繋がります。

● その他収集活動の実施
　使用済切手・プリペイドカード・書き損じハガキなどの収集活
動を通して、発展途上国の恵まれない地域を支援しています。

寄贈先： 仙台市立荒浜小学校卒業生
 仙台市立東六郷小学校卒業生
 仙台市立中野小学校卒業生
 他 特別支援学校

❸交通安全教室 ❺サッカーユニフォームの寄贈̶バンテック（オランダ）社❹日立物流グループ陸上部



安全教育の進化
　日立物流グループでは、職場での事故・災害を予防するた
め、安全品質教育を推進しています。 

● 危険体感型安全教育
　各職場において、安全品質に関する知識の習得だけでなく、
危険体感型の安全教育を実施し、受講者各自が危険を実感で
きるようにしています。（❹）

● 動画教育
　物流センター内の事故防止に向け、映像教育ツール（動画
マニュアル）を活用し視覚に訴えた教育を推進しています。

● 危険予知訓練
　輸送の安全確保に向け、ドライブレコーダーを全車両に搭
載（2012年度完了予定）し、記録されたヒヤリハット画像を用
いて危険予知訓練を実施することにより、予防安全に努めて
います。

※ヒヤリハット：重大な災害・事故には至らないものの、そうなってもおかしくない、
事故寸前の危険な事例のこと。

● 安全指導者の育成
　安全における指導者の育成に向け、5ヵ月間の研修期間を
有する「安全指導者養成研修」を開催し、各職場において安全
を指導できる人材の養成に努めています。現在３７名の安全指
導者が全国の職場で事故・災害の撲滅に取り組んでいます。

● 海外における安全指導の強化
　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。（❺）

安全品質向上取り組み方針
　日立物流グループでは、一人ひとりが「安全は全てに優先す
る」「健康を守る」という理念のもと、下記の方針に基づいた
活動に取り組んでいます。

 
日立物流グループ安全の日

　事故で被災された方々がいることを認識し、二度と同様の
事故を再発させないため、さらに被災された方々とそのご家
族の気持ちを忘れないために、7月1日を「日立物流グループ
安全の日」と制定しました。この日は全ての職場で安全朝礼
を行い、「安全は全てに優先する」ことを再認識しています。
1月29日の「日立物流グループ機工安全の日」と併せて、悲惨
な事故・災害の撲滅を決意する日としています。（❶）

５Ｓ３定活動・リスクアセスメントの推進
　安全品質活動の基本として、「５Ｓ３定活動」(５Ｓ：整理・整頓・

清掃・清潔・躾、３定：定位・定品・定量) の徹底を図り、職場巡
視の結果やヒヤリハット※報告をもとに「リスクアセスメント」
を推進することにより、物流品質の向上と災害の未然防止、
ヒューマンエラー防止に努めています。

現場力強化に向けた研修会の開催
　日立物流グループ内での優れた取り組み事例を全体で共有
することを目的に、2007年より「現場力強化活動研修会」を
定期的に開催しています。また、パートナーである協力会社
の経営層を対象に、輸送の安全確保等を目的として、2004年
より「トップセミナー」を定期的に継続開催しています。これ
らの研修会を通じて、現場力強化に努めています。 （❷❸）

安全衛生情報の共有
● 「安全品質ニュース」の発行
　毎月（日本語・英語・中国語)発行し、事故事例の概要・原因
と対策を紹介することで、類似事故の防止を図っています。

● 「健康トピックス」の発行
　隔月（日本語）で発行し、健康に関する様々なトピックスを
紹介することにより、一人ひとりの健康増進を図っています。
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2012年度 日立物流グループ安全品質向上取り組み方針
・全員参加型の安全品質活動の推進
・現場でのルール・基本動作の国内・海外における直接作
業者への反復教育の推進
・従業員一人ひとりへの目配り・気配りによる明るく活力
ある職場づくり

❶日立物流グループ安全の日安全朝礼（2011年7月） ❷現場力強化活動研修会（2011年7月） ❸トップセミナー（2012年1月） ❹危険体感型安全教育 ❺安全キャラバン隊による指導



環境管理の充実
●日立物流グループ環境推進会議
　環境担当執行役、本社環境推進部、国内営業本部およ
びグループ会社の環境管理責任者による全社会議を毎年
2回開催しています。ここでは、行動計画とその進捗状況、
改善対策と実施結果、今後の取り組みなどを報告・検討し、
情報を共有化することで、活動の方向性を合せ管理レベ
ル向上を図っています。また、2011年度から、本社と遠隔
地をＴＶ会議システムで中継することにより、移動に伴う
交通機関のCO２排出抑制への寄与、時間の有効活用、経
費の圧縮を図っています。（❶）

●第三者による環境認証
　本社環境推進部では、2006年9月に日立グループと一体
でＩＳＯ14001※を取得し、現在も維持・継続しています。
　さらに、2012年2月には、これに加え、一般社団法人エコ
ステージ協会より、環境経営システム「エコステージ」の認
証を受けました。「エコステージ」は、環境と経営をリンクさ
せた取り組みが特徴で、この仕組みを積極的に利用し、環
境パフォーマンスの改善、向上に努めていく考えです。（❷）
※ ISO14001：国際環境規格

● 環境負荷実績データのWeb管理システム構築
　これまで、エネルギー消費量や廃棄物発生量、水や用
紙の使用量などの環境負荷実績は、各拠点が共通様式の
エクセルシートに入力したものを、統括営業本部および本
社の環境推進部が定期的に取りまとめていましたが、
2011年度に、事務効率の向上やタイムリーな入出力を図
るため、Web管理システムを構築しました。システムでの
各種管理帳票作成の自動化により、目標達成度の把握や
早期の是正対応も可能となります。2012年度実績値から
運用を開始し、有効活用を図ります。

● 「グリーン電力」を導入
　当社は、2011年1月に、グリーン電力※を1,000ｋＷｈ購
入しました。 グリーン電力は、CO２が増加しない、地球温
暖化防止に貢献するエネルギーとされています。 
　今回は、本社環境推進部における年間使用電力量の約
15％に相当する量を充当したものですが、今後も、グリーン
電力の有効活用を検討してまいります。（❸）
※ グリーン電力：太陽光や風力、バイオマス（生物資源）などの再生可能エネ
ルギーをその発電源として発電されたもの。

日立物流グループ トラックドライバー・
フォークリフト運転員コンテスト

　法規の尊重、運転技能および整備点検技術の向上、安全
に対する意識の高揚を目的に、「日立物流グループ トラッ
クドライバー・フォークリフト運転員コンテスト」を開催し
ています。協力会社を含めた日立物流グループ全体で約
200名の選手が参加して、日々の学習・練習の成果を発揮
します。コンテストで成績優秀の選手は、都道府県および
全国で開催される「トラックドライバー・コンテスト」や「フォー
クリフト運転競技大会」に出場します。
 

社外トラック・フォークリフト大会への出場
　毎年「全国トラックドライバー・コンテスト※1」や「全国フォー
クリフト運転競技大会※2」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。 （❶❷）

※1 全国トラックドライバー・コンテスト：（公社）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。

※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。
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❶TV会議システムを活用した環境会議 ❷「エコステージ」認定書 ❸バイオマス電力マーク

 優勝 ※ 32名
 2位 22名
 3位 25名
 4位 19名
 5位 19名
 合計 117名

❶ 全国トラックドライバー・コンテスト入賞者数 
　（1969～2011年開催）

 優勝 4名
 2位 8名
 3位 8名
 4位 7名
 5位 4名
 合計 31名

❷ 全国フォークリフト運転競技大会入賞者数 
　（1986～2011年開催）

札幌

大阪

茨城

名古屋

東京

※ 内12名が内閣総理大臣賞受賞



モーダルシフトの拡充
　モーダルシフトは、東日本大震災を始めとする世界的な災害の影
響による路線の遮断やコンテナ数の減少により、これまでのルート
での鉄道活用本数が減少しました。しかし、基幹輸送である関東か
ら九州までの輸送に、31フィートコンテナを活用した鉄道輸送やＲＯ
ＲＯ船※を活用した船舶
輸送を実施することによ
り、昨年度実績を大幅に
上回りました。
※ 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。

● 鉄道モーダルシフト拡大の事例
　自動車用メーカーのお客様の工場（埼玉県熊谷市）から
納品先（福岡県苅田町）までの輸送を、これまでは、往路は
フェリー、復路はトラックにて行っていましたが、往復とも31
フィートコンテナを利用した鉄道輸送にモーダルシフトした結
果、輸送コストとＣＯ２排出量の低減を実現しました。（❷）

● 船舶モーダルシフト拡大の事例
　自動車部品を主力に、関東圏～九州圏間の輸送において、
専属の３隻の内航フェリー（ＲＯＲＯ船）を活用し、トラックより
も環境負荷の少ない輸送を実現しています。（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。共同物流による効率的な輸配送は、配送車両

台数を抑制し、CO2の排出低減につながります。2011年度は、
自動車部品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：化粧品共同物流
　化粧品業界のお客様の物流拠点を再編することにより、物
流センタ－を全国６拠点から全国４拠点体制に変更しました。
九州、関西、北海道地区においては、保管面積を従来より3割
圧縮しました。これは、同業の他のお客様との共同保管・共同
配送を効率的に実施することにより可能となったものです。　
　なお、2012年度より北海道、九州地区にて、さらなる化粧
品プラットフォーム事業の拡大を図ってまいります。（❶）
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全国6拠点体制から 全国4拠点体制へ

北海道物流センター

関東物流センター

関西物流センター

九州物流センター

2011年5月

2011年10月

2011年2月

2010年9月

北海道流通センター

東北流通センター

外部倉庫
（複数カ所使用）

狭山流通センター
名神流通センター

中四国流通センター

九州流通センター

●日立物流グループ　モーダルシフト推移
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地球温暖化防止と大気汚染防止
● エコカーへの代替促進とエコドライブの推進
　日立物流グループでは、低燃費、低公害な環境対応車
（エコカー）への代替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、当社の輸送委託先会社に対しても、
同様の協力要請をしています。

● バイオディーゼル使用促進
　2012年1月、北柏営業所（千葉県柏市）の自家給油施設
に、自動車用燃料として、バイオディーゼル（B5※）の導入
を開始しました。当営業所では、容量9,600ℓの貯油タン
クを2基保有しており、ここへ、バイオディーゼルを補給し
たものです。これにより、B5燃料を使用した車両は、従来
の軽油（化石燃料100％）使用時に比べ、走行時に排出す
るCO２を約5％抑制したものと見なされます。
※ Ｂ５：バイオファイブの略で、軽油95％に対し、バイオ燃料5％の割合で混合さ
せたディーゼル燃料のこと。国が定めた規格に適合したものが使用できる。

資源循環の促進
● 再資源化率の向上
　廃棄物の再資源化率向上のため、物流センターから排
出される段ボール、ストレッチフィルムなどの包装廃棄物
を分別管理し、再利用、再生利用、または焼却処理時の熱
回収への移行を図り、資源循環促進に努めています。（❶）
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株式会社 日立物流
首都圏第一営業本部
東関東営業部 北柏営業所 輸送係

池岡 和哉

B５軽油は、環境に配慮したバイオ燃料で
あるため導入しました。また、通常の軽油と混入しても問題が無
く、かつCO2排出が低減できるため利用しています。バイオ燃料
の導入によりドライバーを始め、営業所の従業員の環境意識も高
まりました。

注1）対象車両は自家用と事業用の全車種合計。
注2）新たに連結対象会社となったダイレックス、バンテックグループの車両を除く。
注3）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。2011年度
からは、国の自動車排出ガス新長期・ポスト新長期規制適合車も加えた。

●日立物流グループ車両のエコカー保有率（国内）（2012年3月31日現在）
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※ 再資源化率＝（再使用量＋再生利用量＋熱回収）／廃棄物発生量

● 3PL（システム物流）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
5,539億3,400万円 （2012年3月期）
45,087名
101社
国内　359拠点
海外　338拠点
6,686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

会社概要（2012年3月31日現在）

ネットワーク〈主なグループ会社〉（2012年4月1日現在）

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
西日本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
日立物流ダイレックス株式会社
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
株式会社バンテック
日新運輸株式会社
日立物流シーアンドエア株式会社
株式会社プロジェクトカーゴ ジャパン
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.
Eternity Grand Logistics Public Co., Ltd.
P.T. Berdiri Matahari Logistik
Hitachi Transport System（Vietnam）Co., Ltd.
Hitachi Transport System India Pvt. Ltd.
Flyjac Logistics Pvt. Ltd.
Hitachi Transport System（Australia）Pty. Ltd.

海外会社

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
台湾日立国際物流股　有限公司
Hitachi Transport System（Korea）, Ltd.

❶再資源化率※の推移
バイオディーゼルの使用
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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。

Corporate Social
Responsibility Report

日立物流グループは「2015年ビジョン」
として、「スマートロジスティクスで他社
との差異化を図る」と打ち出し、新事業
コンセプトを「スマートロジスティクス」
としました。高度な物流技術・現場ノウ
ハウと多様なサービスメニューによる
安心・安全・グリーン・グローバル・ワン
ストップな物流サービスを提供し、事業
活動を通し、持続可能な社会への貢献を
目指します。表紙のイメージは、スマート
ロジスティクスの認知拡大に向け展開中
の広告イメージです。

Green Global Comfortable


