
CCCCCCCCCooooooorrrrrpppppppppoooooooorrrrrrraaaaaattttteeeeee  SSSSSooooooocccccccciiiiiaaaaaaaallllll
RRRRRRRRRRReeeeeeeesssssssspppppppooooooonnnnnnnsssssssiiiiibbbbbbbiiiiiiilllllliiiiiiiiittttttttyyyyyyyyy  RRRRRRRReeeeeeeeppppppppppooooooooorrrrrrttttttt  22222222220000000000111111113333333333



1

C O N T E N T S

ごあいさつ……………………………………………………………… 1

経営理念 ………………………………………………………………… 2

ＣＳＲマネジメント…………………………………………………… 2

安全
　安全確保への取り組み、安全人財の育成 ……… 4

　技能向上と安全意識の底上げ ………………………… 6

環境
　環境マネジメント ……………………………………………… 7

　グリーンロジスティクス …………………………………… 8

株主・投資家とともに ………………………………………… 11

お客様とともに
　品質向上への取り組み…………………………………… 12

従業員とともに
　人財育成 ………………………………………………………… 14

　ダイバーシティ／ワークライフバランス……… 15

地域社会とともに
　社会貢献 ………………………………………………………… 16

コーポレートデータ …………………………………………… 17

● 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
2012年度（原則として2012年4月～2013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89社、
持分法適用会社10社）を対象としています。

● 発行
2013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/

日立立物流流ググルルーーププＣＣＳＳＲＲレレポポーートト編編集集方方針針ににつついいてて
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ごあいさつ

　日立物流グループは、お客様に最適なソリュー
ションを提供するロジスティクス サービス プロバイダー
として、企業の物流業務をトータルでサポートするB to 
B事業をグローバルに展開しています。実施に当たっ
ては、常にCSRを重視した誠実かつ透明性の高い
経営に努めています。
    2012年は、一昨年策定した新事業コンセプト
「スマートロジスティクス※」に基づき、お客様に
「Green・Global・Comfortable｣の価値を感じていた
だけるよう、より最適できめ細やかな物流サービスの
提供に努めてまいりました。
　一方、物流事業に携わる企業の責任として、安全
対策・環境対策にも積極的に取り組んでいます。安
全対策では｢安全は全てに優先する｣をスローガンに
掲げ、安全教育の進化・徹底を図り高品質かつ安全
に配慮した物流サービスの提供に努めています。また
持続可能な社会の実現に向けて、環境対策では｢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、グリーンロジスティクスを推進しています。

　今後も、｢スマートロジスティクス｣の更なる進化を図
り、他社との差異化を進め、｢日本発グローバル B to 
B 物流・7500億円企業」を目指すとともに、常に｢基
本と正道｣を基にした事業活動を展開し、日本および
世界各地域のステークホルダーの皆様から信頼され、
豊かな社会づくりに貢献する企業グループを目指して
まいります。

　本レポートをご一読のうえ、当社グループのＣＳＲ
活動をご理解いただき、引き続きご支援・ご鞭撻を
賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

　　2013年6月

代表執行役社長※ ｢スマートロジスティクス」：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す。日立
物流グループで蓄積したシステム物流(3PL)、重量･機工、フォワーディングを三位
一体としてご提供する総合物流サービスです。
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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

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、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、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
プ全体で実施しております。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
● 情報セキュリティガバナンスの強化：
Ｍ＆Ａの強化に伴うグループの増加
により、各社の状況を踏まえて、セキ
ュリティレベルの維持・向上を図るた
めの各種取り組みを推進しています。
一例として、従来は安全分野で実施
していたＫＹＴ（危険予知訓練）活動を
情報セキュリティ活動にも応用・導入
して、一人ひとりの情報セキュリティ
意識の高揚を図っています。また、グ
ループ各社で実施する自己点検や内
部監査の取り組みを強化して、セキュ
リティ面からもグループガバナンスを
強化しています。

● 第三者認証の取得・維持活動：ステー
クホルダーの皆様に個人情報・機密
情報面からも安全・安心を提供する
ためにISO27001（情報セキュリティ
マネジメントシステム）並びにプライ
バシーマークの第三者認証を取得・
維持しております。

　2012年度は新たに日立物流コラボ
ネクストがプライバシーマーク認証
を取得しました。

4. リスクマネジメント
　日立物流グループでは、主に大規模
地震、新型インフルエンザを想定した
BCP※を策定し、自然災害などのリスク
に備えています。
　BCPの実効性を高める取り組みとし
て、災害発生時の組織力の向上を目的
とした運営マニュアルの整備、従業員
個人の防災対応力の向上を目的とした
「防災カード」の配布などの対策を実施
しました。
　また、物流事業者としての社会的責
任を果たせるように、災害発生時の電
力・燃料などの確保に向けた対策を検
討しています。
※BCP：Business Continuity Plan
事業継続計画、大規模災害発生時などにおいても基幹業
務を継続、または早期復旧できるようにするための計画。

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

本 部 委 員

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

第三者認証の取得状況 （2013年3月現在）

※ 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。

※ 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※
39部署

プライバシーマーク※
6社

各
部
門
責
任
者

責
任
者

災害対応カード

10410064(04)
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現場力強化に向けた研修会の開催
　グループ内全体での優れた取り組み事例を共有することを
目的に、「現場力強化スマートロジスティクス研修会」を定期的
に開催しています。また輸送の安全確保等を目的に、協力会社
の経営層を対象とした「トップセミナー」を2004年より定期的
に開催しています。安全・交通業界のコンサルタントをはじめ
とした社外講師を積極的に招くなど、年々内容の充実を図り、
現場力強化に努めています。 

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
と対策を紹介しています。
● 「健康トピックス」の発行
　従業員の健康向上を目指して、最新の話題、情報の提供や、
気軽に実践できる具体的な取り組みなどを紹介しています。

安全品質教育の進化
　職場における事故・災害を防止するため、安全品質に関する
各人の知識・技能等のレベル向上に加え、指導を行う管理者・
指導者の指導力向上を推進しています。 
● 現場で実践できる指導力の養成
　実際の事故事例を題材に「事故原因の追究と対策の立案」、
また現場と同様の状況で「故意に設定した不安全箇所の発見・
指摘、指導する演習等」を実施しています。
● 安全面での指導者の養成
　トラック・フォークリフトのほか、各種作業における指導者の
養成を積極的に行っています。
● 勤続、経験に応じた安全教育
　法令で定められた教育のほか、職場の実態・作業習熟度・
役割に応じた教育を行っています。
● 海外における安全指導の強化
　日立物流の「安全文化」伝道のため、海外で安全指導を行う
「安全キャラバン」を実施しています。（受講者7カ国900名超）（❸）
● 危険体感型安全教育
　実技を通して作業内の危険を体感する教育を行っています。
● 危険予知活動
　作業開始前に、危険予知活動や作業前ミーティングを行って
います。特に車両ではドライブレコーダーに記録されたヒヤリ
ハット画像を活用し、予防・安全に努めています。

日立物流グループ安全の日
　二度と事故を起こさないため、さらに事故にあわれた方々お
よび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」と制定しています。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。 （❶）
 

安全品質向上取り組み方針
　一人ひとりが「安全は全てに優先する」「顧客第一主義」「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。

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」の徹底を図って
います。また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※」を推進しています。2012年4月には、大学
から安全学の専門教授をお迎えし「今、求められる安全文化と
リスクアセスメント」と題し、セミナーを開催しました。具体的な
事例を用いての講演に、受講者一人ひとりがリスクアセスメン
トに対する理解を深めました。 
※5Ｓ：整理・整頓・清掃・清潔・躾　　3定：定位・定品・定量
※ヒヤリハット：重大な災害・事故に至らないものの、そうなってもおかしくない、事故
寸前の危険な事例。
※リスクアセスメント：職場の潜在的な危険性または有害性を見つけ出し、除去、低
減して事故を未然に防止するための科学的、体系的な手法。

確実な安全確認のために
　社有車を運転する運転者は発声操縦※、フォークリフトを運
転する運転員は指差呼称※を実践して、ヒューマンエラーによ
る事故・災害発生の防止に努めています 。（❷）
※発声操縦：道路や交通の状況にあわせ、発声しながら車を進めてゆく運転方法。
注意力の低下を防ぎ、危険に対する警戒心を高める。
※指差呼称：腕・指・目・口の筋肉を動かし確認する手法で、脳の活性レベルを上げ
ることで確認作業を確実にする手段。

２０１３年度日立物流グループ安全品質向上取り組み方針
・全員参加による事故未然防止型安全品質活動の推進
・お客様の期待を超える作業品質の作りこみの推進
・従業員一人ひとりの健康管理への目配り・気配りによる明るく活力
ある職場作り

　

株式会社バンテックセントラル
運輸部 相模原営業所

佐々木　健一
約５カ月間の日立物流グループ安全指導者養成研修を受講しまし
た。研修では単なる技術や知識の習得だけでなく、現場の運転者
に理解してもらえる指導方法も学びました。現在は安全指導者とし
て、各職場の運転者に対し、防衛運転を主体
とした添乗指導や車両点検に関する指導
を行っています。情熱を持ってこれら
の指導を継続して行うことにより、
各職場の安全意識を高め、事故撲
滅に向け、取り組んでまいります。

安全指導の継続推進

❸安全キャラバン隊による指導（中国/香港）❶日立物流グループ安全の日 安全朝礼（2012年7月） ❷指差呼称の実践
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環境
環境マネジメント
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環境管理の充実
● 環境負荷実績データをWebシステムで管理
　電気や廃棄物などの国内での環境負荷Web管理システ
ムを２０１１年度に導入、２０１２年4月より施行し、10月より本
格運用を開始しました。目標達成度の把握や課題の早期是
正に対応し、環境負荷実績把握の効率化とグループ内での
データの共有化を図っています。

地球温暖化防止・節電
● 節電「見える化システム」の活用（❶）
　日立グループでは、電力不足に対応するため、 2012年度
から契約電力５００ｋＷ以上の拠点について、データをグラフ等
で表示する電力集計監視システムを導入し、電力の「見える
化」を実現しました。日立物流グループでも３３拠点でシステ
ムを活用し、常に使用電力を監視することにより最大電力の
低減に取り組んでいます。また、契約電力５００ｋＷ未満の主要
拠点についても、独自に電力監視システムを導入し、活用して
います。
● 契約電力500kw以上の拠点１２年度夏季低減実績
日立物流グループ実績：2010年度比 平均25％減
（目標：2010年度電力会社ごと4～10%削減）

● 海外環境実態調査の実施
　企業経営のグローバル化の進展に伴い、海外での環境マ
ネジメント強化が不可欠な状況です。当社グループでは、連
結海外現地法人に対し、環境管理の実態把握と改善を目的
に、毎年海外環境実態調査を実施しています。
　今後も、実態把握とともに環境マネジメントの改善に向け
た取り組みを推進してまいります。
● 「グリーンカーテン活動」の推進
　グループ全体で、夏季の節電・省エネ対策の一環として、
「グリーンカーテン活動※」を展開しました。（❷）
● 20１２年度実施拠点：３拠点
※ グリーンカーテン活動：ゴーヤ等のつる性植物を建物の窓や壁に沿って育成
することにより、葉の蒸散作用と太陽光の遮断効果から、室温を３～５℃程度
低減させることができる取り組み。

「企業の環境経営度調査」で４年連続１位
　この調査は、日本経済新聞社により毎年実施され、環境対
策と企業経営の両立を評価し、環境経営への取り組みが優
れている企業をランキングするものです。当社グループは、
本年度も１位の評価を受け、運輸業で４年連続１位となりまし
た。今後も環境経営推進体制、特に海外の環境マネジメント
を強化してまいります。(❸）

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者コンテスト
　法令の遵守、運転技能ならびに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者コンテスト｣を開催しています。
協力会社も含めた多数の選手が参加して、日々の学習・訓練
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
県大会に参加し、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。日立
物流グループにおけるコンテストを海外でも展開することに
より、築き上げた技術の伝承を行っています。 

社外トラック・フォークリフト大会への出場
　毎年、日本一を決める｢全国トラックドライバー・コンテス
ト※｣、｢全国フォークリフト運転競技大会※｣に出場することで、
専門知識の習得や運転技能と安全意識の更なる向上を目指
しています。2012年度は、9月の「全国フォークリフト運転競
技大会」で見事優勝をはたし、10月の「全国トラックドライ
バー・コンテスト」では、4トン部門とトレーラ部門で日立物流
グループが1位、2位を独占しました。（❶❷）
※ 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。最優秀選手には内閣総理大臣賞が授与される。

※ 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 ※ 34名
 2位 25名
 3位 25名
 4位 20名
 5位 20名
 合計 124名

7名入賞
● ４ト ン 部門 １位 ２位
● トレーラ 部門 １位 ２位

❶ 全国トラックドライバー・コンテスト

 優勝 5名
 2位 8名
 3位 8名
 4位 7名
 5位 4名
 合計 32名

❷ 全国フォークリフト運転競技大会

※ 内12名が内閣総理大臣賞受賞

❶節電「見える化システム」（日立製作所Webより） ❸日本経済新聞社「環境経営度調査」評価点❷「グリーンカーテン」設置例
　（南関東日立物流サービス（株））

環境経営推進体制

資源循環

温暖化対策
100

71

100

100

※各事項について、満点が異なるため、参加企業の最高点を
　100、最低点を10として、評価点が付けられる。
　赤字は日立物流グループの評価点。

汚染対策・
生物多様性

２０１２年度
結　　　果

２０１２年度
結　　　果

●   優勝
日立物流グループで５回目

入賞者数 （1969～2012年開催） 入賞者数 （1986～2012年開催）
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モーダルシフトの拡充
　モーダルシフトは、環境負荷低減
施策の大きな柱であり、鉄道輸送、
船舶輸送ともに右肩上がりで推移し
ています。特に、2011年からは船舶
輸送が大きな伸びを示しています。

海上コンテナの有効活用
● コンテナの「ラウンドユース」
　コンテナの「ラウンドユース」は、コスト削減とＣＯ2削減を目
的とした施策であり、輸入荷主が使用したコンテナを別の荷主
が輸出で使用することにより空コンテナの輸送をなくします。

　利用船社、輸出入のタイミング、コンテナサイズ等を調整す
ることで実現可能になり、現在、京浜港、常陸那珂港で実施し
ています。（❸）
● コンテナの「国内転用」
　2012年4月から海上コンテナの国内運送の規制が緩和さ
れ、国内転用が容易になりました。そこで、九州地区では、輸
入コンテナを国内転用して効率化を図っています。
● ４５ｆｔ国際海上コンテナ輸送実験
　2012年9月に、宮崎県・日向市などのご協力を得て、４５ｆｔ
コンテナの輸送実証実験を実施しました。荷主工場から日向
市細島港を結ぶ往復170ｋｍの走行により、公道および荷役
における安全性を確認するものです。この実験を踏まえ、宮崎
県では「４５ｆｔ構造改革特別区認定」を取得しました。現在、実
用化に向けて取り組んでいます。

　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・運営
● 資源循環の推進
※モーダルシフト：地球温暖化防止や省エネルギー効果を目的として、トラックや

貨物機による輸送を貨物列車・貨物船による輸送で代替する
こと。

共同物流の推進
　情報システムや物流センター、配送網といった標準インフ
ラ（プラットフォーム）を業界ごとに構築し、共同物流を推進し
ています。その結果、コスト削減と環境負荷低減の両立を実
現しています。

● 自動車部品共同物流
　自動車部品物流では、各自動車部品メーカーの部品を中継
センターに集荷し、共通する国内外の自動車組み立て工場へ
ジャスト・イン・タイム（JIT）納入・シンクロ納入するなど共同物
流を実施しています。日本国内においては、北海道から九州ま
で１００カ所以上の拠点を運営中です。（❶❷）

❶ 自動車部品の共同物流

❸ コンテナの「ラウンドユース」

❷ 日本国内主要拠点一覧
～北海道から九州まで全国で100カ所以上の拠点を運営中～

部品メーカーA

物流センター

自動車組み立て工場

JIT納入
シンクロ納入※

札幌・苫小牧

いわき

群馬・太田

武蔵村山

甲府

岡谷

名古屋・豊田・常滑

岐阜

京都苅田・福岡 栃木

埼玉・上尾・東松山

成田

船橋

東京

神奈川

富士・湖西

大阪大分

●日立物流グループ
　モーダルシフト推移

2010年

船舶

2011年 2012年

鉄道

2010年を100とした場合

80
20

86

200

286

100

102

216

318

従来のストレージ運用

●トラクター台数：2台
●輸出・輸入それぞれの空コンテナ回送が発生
●環境負荷・コストともに大

輸入 輸出

栃木県
さくら市

ラウンド290km

港

M社
ラウンド344km
T社

栃木県
大田原市

実入りコンテナ 実入りコンテナ

空コンテナ 空コンテナ空コンテナ

●トラクター台数：1台
●空コンテナの回送を抑制し総輸送距離を短縮
●環境負荷・コストともに低減

走行距離
▲43%
CO2排出量
▲43%

ラウンドユース実施時

輸入 輸出

栃木県
さくら市

片道145km

港

M社
片道172km

回送47km

T社

栃木県
大田原市

実入りコンテナ 実入りコンテナ

※ 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。
※ シンクロ納入：順番納入のこと。生産ラインの計画にあわせて、生産する順番に部品を納入する方法。

部品メーカーC部品メーカーB

部品メーカーD

ミルクラン※

中継センター

部品
D

部品
A
部品
B
部品
C

0

100

200

300
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株主・投資家とともに
Corporate Social Responsibi l i ty Report 2013itybi epor 2

グリーンロジスティクス

地球温暖化防止・資源循環の促進
● 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、当社の輸送協力会社に対しても同様の協力
要請をしています。（❶❷❸）

● 日立物流グループ車両のエコカー保有率（国内）（2013年3月31日現在）

● 廃棄物の再資源化率向上
　資源循環促進のため、オフィスから排出される紙くずやプ
ラスチック、物流センターから排出される段ボール、ストレッチ
フィルムなどの分別管理を徹底し、再使用、再生利用、あるい
は焼却処理時の熱回収を向上しています。また、産廃処理委
託業者の見直しを行い、再資源化率の向上を図っています。

● 再資源化率※の推移

　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「IR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。
［掲載内容］
● 決算短信
● 決算説明会資料
● 株価情報
● 日立物流グループの中期経営計画

株主総会の開催
　2012年6月27日、第53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、より多くの株主の皆様にご
出席いただけるよう、株主総会の集中日を回避した開催日設
定を基本としております。

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。

注1）対象車両は自家用と事業用の全車種合計。
注2）エコカーの種類は、ハイブリッド車、天然ガス自動車、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。

40

50

60

70

80
%

2009
実績

2010
実績

2011
実績

2012
実績

54.5
60.1

42.1

2013
計画

66.0

80

95

100

%

2009
実績

98.0

2010
実績

98.2

2011
実績

98.9

2012
実績

98.9

2015
計画

99.5

※ 再資源化率＝（再使用量＋再生利用量＋熱回収）／廃棄物発生量

❶エコカー（天然ガス自動車）を導入 ❸エコドライブ座学講習❷エコドライブ運転実技講習

2012年度の活動実績
● 決算説明会（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）

決算説明会 日立物流ホームページ IRトップページ アニュアルレポート

年次報告書



お客様とともに
品質向上への取り組み
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安全、安心をモットーに
　今、物流はシステムへの依存度がほぼ100％に到達する中、
リスクの分散が必要となります。
　東日本大震災の発生を教訓に、災害時でもお客様の製品管
理、作業品質を維持するために 継続的にシステムを安定稼動
させるBCP環境（Business Continuity Plan）を２０１２年１２月
に整備しました。（❶）
［主なポイント］
● 東京本社のシステムセンターが大規模災害等で使用困難の場合
 → 大阪のシステムセンターでシステムを稼動する。
● 重要度の高いシステム
 → 日々、東京から大阪にデータ転送している。
● 運営体制：大阪の情報部隊により継続運用を可能にする。
（24時間以内のシステム切替）

Ｓｕｐｅｒ ＨＩＧＬＯＳ（グローバル物流情報システム）
を活用し、お客様のグローバルＳＣＭをサポート
　オーディオ・カーアクセサリーの製造・販売をグローバルに展
開されているお客様の在庫管理、輸出業務を、インターネットを
活用した当社独自に開発したSuper HIGLOSで運用サポートし
ています。（❷）
［Super HIGLOS導入によるメリット］
● 各海外工場庫内作業の標準化（作業品質の向上）
● 船積書類作成の共有効率化（リードタイム短縮）
● 作業のオフショア化（コスト削減）
● 工場資産（売掛・買掛）基準日連携の自動化（データ精度向上）

中国天津地区における物流センターの立ち上げ 
　日立物流グループにとって中国案件として最大規模となる
物流センターの立ち上げを行いました。
　稼働の約１年前より日本・中国合同によるプロジェクトを発足
し、日本側は日立物流が現場設計、運用設計、企画を担当、中国
側では日立物流グループ会社の大航国際貨運有限公司（以下
［大航］と略）天津営業所が現場体制の構築を、［大航］技術品質
部がシステム開発、教育、品質維持を担当いたしました。
　お客様および社内での事前準備を周到に実施した結果、垂
直立ち上げに成功、各種運用の早期安定化を実施し、倉庫業務
全般でお客様より高い評価を得ることができました。今後も引
き続き、中国主体による品質チーム、技術チームの体制強化を
図り、品質維持活動、改善活動に取り組んでまいります。（❸）

※｢10+2｣:米国の輸入者が自己の責任で､輸出港の本船出港24時間前までに製造業者などの
情報を米国税関に申告し許可を受ける（商流のセキュリティ対策）。

※ISO27001 取得センター

［大航］での現場作業教育の様子物流センター内

通常時

関東災害発生時

本社システムセンター※

システムセンター※

お客様物流センター

日々データ転送

入出荷指示データ

入出荷指示データ

入出荷指示データ

入出荷指示データ

東京
物流システム／
各種データ

関西地区
物流システム／
各種データ

コンピューターマシン室

コンピューターマシン室

お客様
各生産工場
製造ライン
完成品供給

インドネシア
タイ

マレーシア

米国
販社

欧州
販社

東アジア
販社

東南アジア
販社

その他
販社

入
庫
・
検
品

出
荷
指
示

ピ
ッ
キ
ン
グ

出
荷
検
品

積
み
込
み
・
出
荷
積
み
込
み
プ
ラ
ン
作
成

原
産
地
証
明

北
米
向
け

10+

２※

デ
ー
タ
生
成

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
作
成

輸
出
通
関

輸
出
通
関

国
際
輸
送

国
際
輸
送

航空

海上

お客様 日本 日立物流 入出荷管理 在庫管理 ドキュメント管理 船積管理 ●倉庫面積：約51,000㎡
●保管容量：約30,000パレット
●従業員数：約８０名
 （2012年12月現在）

❶ BCP環境整備 ❸ 中国天津地区物流センター❷ Super HIGLOSの活用

Super HIGLOS作業範囲

● 物流センター立ち上げ日本・中国合同プロジェクト

確認

確認

日立物流

［大航］
技術品質部

［大航］
天津営業所

中国天津地区物流センター

●現場設計・運用設計・企画
● 現場設計
● 作業設計

●現場体制構築
● 現場トレーニング
● 現場作業

●システム開発、教育
● 作業基準書教育
● 現場作業教育、指導



従業員とともに
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人権について
● 人権教育
　グローバル化が進展するなか、多様な価値観や異なる文化
をお互いに認め合い、共存共栄の意義を理解し認識を深める
ことが、大変重要になっています。
　日立物流グループにおいても、階層別研修や各種会議など
で人権についての正しい知識を学ぶ場を設け、従業員一人
ひとりの人権意識の高揚を図っています。

ロジスティクス人財の育成
　「ＨＢカレッジ※」において、３ＰＬ（システム物流)、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。
※HBカレッジ：日立物流グループにおいて必要な物流事業関連の知識・技能習得の
ためのカリキュラムを単科大学になぞらえて体系化したもの。

グローバル人財の採用・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い、社内人財の多様化を進めています。
　2012年度に続き2013年度も数名を採用しました。今後も
外国籍の優秀な人財の発掘・採用を継続してまいります。
● 海外業務研修制度
　ワールドワイドに活躍できる人財の育成を目的に1988年度
より継続しています。これまでに150名を超える研修生が海外
業務を通じ、語学力の習得だけでなく異文化を理解し、日本以
外でも通用するビジネス感覚を身に付けました。2013年度か
らは年間派遣者数を倍増する計画で、人財のグローバル化を
さらに進めてまいります。
● 海外スタッフの日本国内研修
　海外各国の現地法人で活躍する従業員を選抜し、日本での
研修を実施しています。将来の海外拠点のリーダー育成を目
的とした研修や、物流知識をはじめとする専門知識向上のため
の研修等多岐に渡っています。期間も短期・長期と各対象者に
合わせて計画し、より効果的な研修を実施しています。（❶）

健康管理と労働衛生
　健康保険組合・産業医と連携し、従業員の心と身体の健康保
持・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
● 職場環境改善に向けたＥＡＰ※・ストレスコーピング研修※の
導入

※ ＥＡＰ (Employee Assistance Program)：個人のストレス状態を調査し、本人
へのフィードバックと合わせて職場単位での数値把握を行ない、「個人の活性化」
と「組織活力の向上」を図るもの。

※ ストレスコーピング研修：ストレスについて各人が体系的に理解し、ストレスへの
気付きや対処法を考え、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。（❷）　

ダイバーシティ推進センター
　2012年7月1日に、「ダイバーシティ※推進センター」が新設
しました。
　少子高齢化による労働力の減少や、市場のグローバル化に
伴い、女性をはじめ、障がい者、外国籍、シニア、非正規雇用の
方々など、グループの総合力強化を目指した多様な人財の活
用推進と、職場風土づくりに取り組んでいます。
［主な取り組み］
● 女性社員の活躍にむけたアクションプラン※の策定
● 女性・階層別研修でのダイバーシティ、ワークライフバラン
ス教育

● ダイバーシティネットワークづくりと啓蒙活動
※ダイバーシティ：多様性・労働における人材の多様さの概念。
※アクションプラン：固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、男女労働者
の間に生じている“差”を解消しようと、個々の企業が行う自主的かつ積極的な
取り組み。

株式会社日立物流
グローバル第一営業開発本部　情報・産機システム部

金 東年（キム ドンニョン）
初めての土地で初めての経験をすることが好きで、物流事業に関
心があったことから、日本の物流企業である日立物流を選び、
2012年4月に韓国籍人財として入社しました。日立物流グループ
の皆様が私たち外国籍の人財を心から歓迎くださっているという
ことを、日常業務のなかでのやりとりからも感じることができ、大
変うれしく思っています。現在は先輩に随伴し、主に既存のお客
様に対する業務改善提案を行っています。
まずは現在の部署で営業の基礎を学
び、将来的には海外勤務も経験して
当社のグローバル化に貢献してい
きたいと考えております。

グローバル人財の採用・育成

株式会社日立物流　人事総務本部　
グローバル人財企画部　ダイバーシティ推進センター長

國武　洋子
2012年10月1日付で、ダイバーシティ推進センター長に就任しま
した。女性の活躍推進を重点目標として、女性管理職の研修や座
談会などを開催し女性のネットワークづくりと意識向上に取り組ん
でいます。既に2回実施の女性管理職研修では、役員の方々との
積極的な意見交換の場を設けるなど、活動
しています。多様な人財、社員一人ひ
とりが「仕事と生活の調和」を実現
する「働き方意識改革」への取り組
みを強化してまいります。

女性活用の推進❷ 障がい者雇用率 （2012年6月現在）

※ 民間企業実雇用率…厚生労働省発表数値
※ 法定実雇用率は、2013年4月より2.0％に改定

（株）日立物流
2.01%

参　考
民間企業※

1.69%
法　定
1.80%※

❶海外スタッフの研修風景 障がい者の方の庫内作業
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● 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
5,475億1,700万円 （2013年3月期）
46,524名
99社
国内　364拠点
海外　343拠点
7,142名
トラック※ 3,778台
トレーラ 3,201台
フォークリフト 4,921台
その他※ 1,666台
※トラック：トラクタ・バンを含む
※その他：バス・乗用車等を含む

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
グループ車両保有台数

主な事業内容

会社概要（2013年3月31日現在）日立物流グループまごころ基金の活動
　国内グループ会社が参加する、従業員と会社が一体となっ
た社会貢献マッチングプログラム「まごころ基金」の活動を推
進しています。
● 日立物流「まごころ基金」（国内11社が参加）
　交通安全：全国１５の自治体に交通安全紙芝居（全182セット）

を寄贈しました。
　地域貢献：仮設住宅からの一時帰宅にご活用いただくため、福島

県浪江町のNPO法人に車両１台を寄贈しました。（❶）
　環境保全：２つの環境団体緑化事業を支援し、さらに東日本

大震災復興に向けた緑の募金に寄付しました。
● 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継続支援しました。
● 南関東日立物流サービス「まごころ基金」
　神奈川県の障がい者福祉施設に車イス３台を寄贈しました。
● 中部日立物流サービス「まごころ基金」
　中部地区の幼稚園・保育園５０カ所に飛び出し注意看板または
エプロンシアターを寄贈しました。

日立物流交通安全教室
　未来を担う子供達を交通事故から守る事を目的に、千葉県
松戸市の松戸研修所近隣の小学生を対象とした交通安全教
室を実施しています。（❷）
　［2012年度］ 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
　［実 施 内 容］ １．死角体験
 ２．巻き込み防止
 ３．飛び出し注意

日立物流フットサル大会開催
　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開催しています。
　毎年、２月～３月に実施し2012年度で７回を数えました。

その他の活動
● 海外での活動
　日立物流アメリカでは、米国赤十字社に、災害時の救援物資
備蓄用スペースとしてロサンゼルスの倉庫4,500sq.ft（約
420㎡）を継続して提供しています。
　また、恵まれない子供たちへの支援として、食料品を寄付す
るフードドライブ、感謝祭の夕食を提供する活動などを行なっ
ています。
● エコキャップ推進活動
　全国の事業所で、ペットボトルのキャップを集めてワクチンを
贈るエコキャップ活動を推進しています。
● 陸上部による貢献活動
　2012年4月に発足した日立物流陸上部は、全社のシンボル
スポーツとして、各大会に出場するほか、スポーツ文化振興・障
がい者支援等積極的に活動しています。（❸）

❸ 障がい者の伴走（左）

2013
ニューイヤー駅伝

❶ 日立物流まごころ基金 寄贈の車両 ❷ 交通安全教室
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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。

コーポレートデータ

ネットワーク〈主なグループ会社〉（2013年3月31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
日立物流フロンティア株式会社
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
株式会社日立物流バンテックフォワーディング
日新運輸株式会社
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 Company Limited
P.T. Berdiri Matahari Logistik
Hitachi Transport System（Vietnam）Co., Ltd.
Flyjac Logistics Pvt. Ltd.
日立物流（上海）有限公司
大航国際貨運有限公司
河南新　日立物流有限公司
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（香港）有限公司
台湾日立国際物流股　有限公司
株式会社日立物流（コリア）
Hitachi Transport System（Australia）Pty. Ltd.

海外会社

表紙のイメージは、
新事業コンセプト
「スマートロジス
ティクス」を表現し
ています。


