
〒104-8350 東京都中央区京橋2-9-2 日立物流ビル

（証券コード : 9086）

　「特別口座」は株式の売買が行えない等、取引に一定の制限がございます。円滑なお取
引を行うためにも、ご所有株式を証券会社等の口座（「一般口座」）に振り替えていただくこと
をお勧めいたします。
　単元未満株式につきましては、当社が株式を買い取る「買取請求制度」、単元株になるまで
株式を買い増しする「買増請求制度」がご利用いただけますので、ご検討ください。

各種お手続きのお申出先
　株式に関する各種お手続き（ご住所・お名前の変更、配当金振込指定、単元未満株式の買収・買増請求など）につきましては、
以下のいずれかの窓口にお申し出ください。
 ■ 証券会社の口座に記録された株式に関するお手続き お取引の証券会社
 ■ 特別口座に記録された株式に関するお手続き  東京証券代行株式会社

事業年度
剰余金の配当受領株主確定日
定時株主総会
公告方法

株主名簿管理人

［郵便物送付先］
　

［株式に関するお問い合わせ先］

　

毎年4月1日から翌年3月末日まで
毎年3月末日および9月末日
毎年6月
電子公告（https://www.hitachi-transportsystem.com）
ただし､ 電子公告によることができないときは､ 日本経済新聞に掲載する方法とします。
東京証券代行株式会社
東京都千代田区神田錦町三丁目11番地
〒168-8522 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
東京証券代行株式会社　事務センター
フリーダイヤル    0120-49-7009
取次は、三井住友信託銀行株式会社の全国本支店でお取扱いいたしております。

特別口座で株式をご所有の株主様へ

https://www.hitachi-transportsystem.com

株主メモ

https://www.hitachi-transportsystem.com
https://www.hitachi-transportsystem.com


日立物流グループのあり方と進むべき道を示したものであり、
「経営理念」「経営ビジョン」「行動指針」「成功要件」で構成しています。

HB Way

未知に挑む。
大きく変化する世界の中で、常に先を見つめて、道を切りひらき、
社会に新しい活力を届けていきたい。
私たちは、お客様と真摯に向き合い、最善を尽くし、共に未来を協創する。
これからのテクノロジーを新しいソリューションの力にする。
一人ひとりの人間力を大切にして、 ひとつになって動きつづける。
私たちはこれまでのロジスティクスの領域を超えて、
ビジネスと生活に新しい未来を実現していく。

ブランドプロミス

経営理念
　日立物流グループは 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

経営ビジョン
　グローバルサプライチェーンにおいて
　最も選ばれるソリューションプロバイダ

行動指針
　コンプライアンス 基本と正道を大切にしよう
　カスタマーフォーカス お客様に価値を届けよう
　イノベーション＆エクセレンス 革新と卓越性を協創しよう
　ダイバーシティ&インクルージョン 多様性を活かし共に成長しよう
　サステナビリティ 地球の未来を考え行動しよう

成功要件
　「現場力」　×　「見える化」
　3つの追求 安全・品質・生産性
　3つのこだわり 細部・顕在化・スピードにこだわる
　3つの信条 顧客志向・チームワーク・チャレンジ精神

　皆様のいつに変わらぬご理解とご支援に対し、厚く御
礼申し上げます。

　当社グループは、経営理念である「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」のもと、高度化・多様化・広範化して
いるグローバルサプライチェーンにおいて、お客様・株主・
従業員などあらゆるステークホルダーから、最も選ばれる
ソリューションプロバイダとなることを経営ビジョンとして
掲げ、さまざまな『協創』を通じた課題の解決と『価値』の
創出に取り組み、持続的な成長を実現してまいります。

　当第２四半期連結累計期間における当社グループの連
結業績は、売上収益は4,120億34百万円（前年同期比
114％）、調整後営業利益※1は239億7百万円（前年同期
比126 ％）、EBIT※2は247億86百 万 円（ 前 年 同 期 比
142％）、親会社株主に帰属する四半期利益は150億86
百万円（前年同期比166％）となりました。

　当社グループを取り巻く環境は、世界的な新型コロナ
ウイルス感染症拡大による影響は回復傾向にあるもの
の、変異株による感染症再拡大や、米中対立・ロシアのウ
クライナ侵攻による地政学的リスク、世界的なインフレ率
上昇に加え、従来からの気候変動、自然災害等の影響に
より、依然として不透明な状況が続いております。

株主の皆様へ

代表執行役会長（CEO）

中谷 康夫
代表執行役社長（COO）

髙木 宏明

　このような状況下、当社グループは、中期経営計画
(LOGISTEED※32024)では、事業の盤石化とグローバル
展開を進め、めざすべき「アジア圏3PLリーディングカン
パニー」に向けた重点施策である「海外事業の強化・拡大」

「新たな付加価値による事業領域の拡張（LOGISTEEDの
加速）」「スマートロジスティクスの進化」「ESG経営の基盤
強化」に取り組んでおります。そして、2024年以降を見据
えた中長期のめざす姿である「LOGISTEED2030」を実
現するため、Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. との
強固なパートナーシップにより、持続的に価値を創造して
まいります。

　当社は、2022年10月27日にリリース※4の通り、HTSK
株式会社による当社株式に対する公開買付けに関し、賛
同の意見を表明しております。当社株式はこの公開買付
けとその後の一連の取引・手続きを経て上場廃止となる
予定です。株主の皆様に対して、公開買付けに応募される
ことを推奨しておりますので、ご検討賜りたく存じます。

　皆様には引き続き、変わらぬご支援を賜りますようお願
い申し上げます。

2022年11月

※１ 売上収益から売上原価ならびに販売費及び一般管理費の額を減算して算出
※２ 受取利息及び支払利息調整後税引前四半期利益
※３ 『LOGISTEED』： LOGISTICSと、Exceed、Proceed、Succeed、そしてSpeedを融合し

た言葉であり、ロジスティクスを超えてビジネスを新しい領域に導いて
いく意思が込められています。

※４  2022年10月27日公表「HTSK株式会社による当社株式に対する公開買付けに係る賛同
の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」  
https://www.hitachi-transportsystem.com/jp/news/pdf/2022102701.pdf

ロジスティード
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  売上収益は、前年同期並みとなりま 
した。
  セグメント利益は、当社連結子会社の
物流センター火災による影響等により、
減益となりました。

売上収益

2,097 億円
（前年同期比100%）

セグメント利益※2

113 億円
（前年同期比92%）

  売上収益は、フォワーディング事業や新
規案件稼働の寄与、為替影響等により、
増収となりました。
  セグメント利益は、増収影響や収益性
向上、為替影響等により、増益となりま
した。

売上収益

1,953 億円
（前年同期比135%）

セグメント利益※2

119 億円
（前年同期比200%）

売上収益 セグメント利益※2

親会社株主に帰属する当期利益

調整後営業利益※1・売上収益調整後営業利益率

資本合計・ROE

国内物流

国際物流

セグメント別決算概要 単位:億円、端数四捨五入、〈　〉内は構成比（%）売上収益
売上収益 セグメント利益※2

第2四半期累計実績 前年同期比（%） 第2四半期累計実績 前年同期比（%）

国 内 物 流 〈51〉 2,097 100 113 92
国 際 物 流 〈47〉 1,953 135 119 200
その他（物流周辺事業等） 〈2〉 70 107 8 115
合　    　 計 〈100〉 4,120 114 239 126

※１ 当社は、｢営業利益｣に代え､｢調整後営業利益｣を連結経営成績に関する指標として用いており、｢調整後営業利益=売上収益－売上原価－販売費及び一般管理費｣により算出しています。 ※2 セグメント利益についても、「調整後営業利益」にて表示しています。

連結業績の推移（IFRS） 営業の概況

Hitachi Transport System, Ltd. Hitachi Transport System, Ltd.2 3



前 期 末
2022年3月31日現在

当第2四半期
2022年9月30日現在

負債の部
流動負債

買入債務 54,561 52,640
短期借入金 1,114 511
償還期長期債務 20,092 10,112
リース負債 31,926 32,401
未払法人所得税 5,385 5,031
その他の金融負債 22,019 33,683
その他の流動負債 38,044 35,947

流動負債合計 173,141 170,325
非流動負債

長期債務 120,386 110,514
リース負債 251,343 257,993
退職給付に係る負債 39,436 39,580
繰延税金負債 7,969 8,686
その他の金融負債 18,435 9,021
その他の非流動負債 2,955 5,085

非流動負債合計 440,524 430,879
負債の部合計 613,665 601,204

資本の部
親会社株主持分
  資本金 16,803 16,803

利益剰余金 145,026 157,373
  その他の包括利益累計額 9,162 18,071

自己株式 △ 821 △ 798
親会社株主持分合計 170,170 191,449

非支配持分 8,043 8,890
資本の部合計 178,213 200,339
負債・資本の部合計 791,878 801,543

前第2四半期累計
自: 2021年4月  1日
至: 2021年9月30日

当第2四半期累計
自: 2022年4月  1日
至: 2022年9月30日

売上収益 360,061 412,034

売上原価 △ 313,850 △ 356,879

売上総利益 46,211 55,155

販売費及び一般管理費 △ 27,301 △ 31,248

調整後営業利益 18,910 23,907

その他の収益 822 1,533

その他の費用 △ 1,774 △ 3,615

営業利益 17,958 21,825

金融収益 53 2,592

金融費用 △ 749 △ 42

持分法による投資損益 201 411

受取利息及び支払利息調整後
税引前四半期利益 17,463 24,786

受取利息 775 366

支払利息 △ 3,177 △ 2,962

税引前四半期利益 15,061 22,190

法人所得税費用 △ 5,377 △ 5,965

四半期利益 9,684 16,225

四半期利益の帰属

  親会社株主持分 9,082 15,086

非支配持分 602 1,139

１株当たり親会社株主に
帰属する四半期利益

  基本 108.52 円 180.26 円

希薄化後 — 円 — 円

前 期 末
2022年3月31日現在

当第2四半期
2022年9月30日現在

資産の部

流動資産

現金及び現金同等物 94,907 75,164

売上債権及び契約資産 131,862 138,002

棚卸資産 1,363 1,642

その他の金融資産 10,580 14,831

その他の流動資産 10,758 10,777

流動資産合計 249,470 240,416

非流動資産

持分法で会計処理されている投資 6,762 7,140

有形固定資産 169,290 180,015

使用権資産 281,265 287,644

のれん 25,881 26,909

無形資産 21,270 20,869

繰延税金資産 14,022 14,058

その他の金融資産 17,259 17,661

その他の非流動資産 6,659 6,831

非流動資産合計 542,408 561,127

資産の部合計 791,878 801,543

 （単位:百万円） 要約四半期連結損益計算書 （単位:百万円）

前第2四半期累計
自: 2021年4月  1日
至: 2021年9月30日

当第2四半期累計
自: 2022年4月  1日
至: 2022年9月30日

 Ⅰ .   営業活動によるキャッシュ・フロー 35,056 36,492
 Ⅱ .   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 8,729 △ 16,945
 Ⅲ . 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 29,791 △ 41,011
 Ⅳ .  現金及び現金同等物に係る換算差額 218 1,721
 Ⅴ .  現金及び現金同等物の増減 △ 3,246 △ 19,743
Ⅵ . 現金及び現金同等物の期首残高 104,815 94,907
Ⅶ .  現金及び現金同等物の期末残高 101,569 75,164

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（要約） （単位:百万円） 

前第2四半期累計
自: 2021年4月  1日
至: 2021年9月30日

当第2四半期累計
自: 2022年4月  1日
至: 2022年9月30日

四半期利益 9,684 16,225
その他の包括利益 
　純損益に組み替えられない項目
　　その他の包括利益を通じて測定する
　　金融資産の公正価値の純変動額 △ 481 76
　　確定給付制度の再測定 △ 66 286
　　持分法のその他の包括利益 1 ─
　　　純損益に組み替えられない項目合計 △ 546 362
　純損益に組み替えられる可能性がある項目
　　在外営業活動体の換算差額 293 8,896
　　キャッシュ・フロー・ヘッジの
　　公正価値の純変動額 ─ △ 12
　　持分法のその他の包括利益 55 140
　　　純損益に組み替えられる
　　　可能性がある項目合計 348 9,024
その他の包括利益合計 △ 198 9,386
四半期包括利益 9,486 25,611
　四半期包括利益の帰属
　　親会社株主持分 8,986 23,983
　　非支配持分 500 1,628

要約四半期連結包括利益計算書   （単位:百万円） 要約四半期連結財政状態計算書 

連結第2四半期決算の状況

Hitachi Transport System, Ltd. Hitachi Transport System, Ltd.4 5



Information    （2022年9月30日現在）

● 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

発行済株式総数
84,101,714株

単元株式数
100株

株主数
4,373名

大株主（上位10名）
株  主  名 持 株 数 所有比率

株式会社日立製作所 33,471千株 39.91%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 6,772 8.08

SGホールディングス株式会社 6,210 7.40
ゴールドマン サックス インターナショナル 3,159 3.77
UBS AG LONDON ASIA EQUITIES 2,016 2.40
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,624 1.94
野村證券株式会社自己振替口 1,400 1.67
OASIS INVESTMENTS II MASTER 
FUND LTD. 1,394 1.66

BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME 
BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY 1,379 1.64

ジェイピー ジェイピーエムエスイー ルクス バークレイズ 
キャピタル セキュリティーズ リミテッド エク コル 1,362 1.62

（注）所有比率は、自己株式（228,878株）を除いて計算しております。

株価（月間終値）および出来高の推移

株価（円） 出来高（万株）株価 出来高
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会社概要 株式の状況主な事業内容

役員

［社外取締役］ 社外取締役 青木 　美保
社外取締役 泉本 小夜子
社外取締役 浦野 　光人
社外取締役 西島 　剛志
社外取締役 丸田 　宏
社外取締役 渡邊 　肇

［取締役］ 取締役 髙木 　宏明
取締役 中谷 　康夫

［執行役］ 代表執行役会長（CEO） 中谷 　康夫※

代表執行役社長（COO）髙木 　宏明※

執行役副社長 神宮司 　孝
執行役副社長（CFO） 林 　　伸和
執行役専務 佐藤 　清輝
執行役専務 畠山 　和久
執行役専務 渡辺 　亨
執行役常務 安部 　賢司
執行役常務 坂口 　和久
執行役常務 長尾 　清志
執行役常務 西川 　和宏
執行役常務 米倉 　俊輔
執行役 伊与久 賢一
執行役 瀬辺 　隆喜
執行役 髙田 　淳子
執行役 中村 　浩
執行役 平野 利一郎
執行役 本田 　仁志
執行役 本田 　隆一
執行役 三村 　哲史

※は取締役を兼務
（役位毎に五十音順で記載しております）

「統合報告書2022」を
新たに発行

商号変更に関するお知らせ

二次元コードからアクセス▶

https://www.hitachi-
transportsystem.com/jp/ir/library/
annual/

商 号：株式会社日立物流
（英文表記：Hitachi Transport System, Ltd.）

本 社 所 在 地：東京都中央区京橋2-9-2
創 業：1950年2月（設立：1959年8月）
資 本 金：168億2百万円
グループ人員：45,732名（国内29,280名、海外16,452名）
会 社 数：94社（国内26社、海外68社）

その他法人
41,203,544株（138名）

48.99%

外国人
25,039,890株（281名）

29.77%

金融機関･証券会社
13,265,201株（52名）

15.77%

個人・その他
4,593,079株（3,902名）

5.46%

所有者別
株式分布状況
〈株式数比率〉

企業価値向上に向け、
取り組むべき重要課題

マテリアリティ見直し・注力分野

注力分野 → P29
● 脱炭素・循環型社会への貢献
● 強靭で持続可能な物流サービスの構築・進化
● 協創による新たな価値の創出
（注力分野を支える基盤）

取り組むべき方向性
直面する経営環境の変化に対応すべく、グ
ローバルサプライチェーンの維持・強靭化
のため、IoT・AI・ロボティクス・DXによるイ
ノベーションで課題解決を図り、持続可能
な社会の実現と企業価値の向上に取り組ん
でいきます。

経営環境の認識
日本国内の少子高齢化を背景とした労働
力不足、新型コロナウイルス感染拡大、
地政学的リスクの顕在化、気候変動、業
界の垣根を超えた競争激化等、さまざま
な経営環境の変化に直面しています。

グローバルサプライチェーンにおいて
最も選ばれるソリューションプロバイダを
めざして

統合報告書2022のポイント

日立物流グループは、2022年４月、新たな中期経営計画「LOGISTEED2024」を公表しました。
「DX・LT・現場力でグローバルなサプライチェーン戦略パートナーへ」をスローガンに、
「アジア圏3PL※リーディングカンパニー」をめざしていきます。

中期経営計画　LOGISTEED2024

重点施策　→ P29-38

●  海外事業の強化・拡大 
（アジア圏3PLリーディングカンパニーへ）

●  新たな付加価値による事業領域の拡張 
（LOGISTEEDの加速）

● スマートロジスティクスの進化
● ESG経営の基盤強化

アジア圏3PL
リーディングカンパニーへ

重点施策の実行により、事業の盤石化とグローバル展開をすすめ、
「アジア圏３PLリーディングカンパニー」を実現し、そして、その先にある、

グローバルサプライチェーンにおいて最も選ばれるソリューションプロバイダ
をめざしていきます。

※ 3rd Party Logistics

日立物流 統合報告書2022 4日立物流 統合報告書20223

（注）1.（　）は株主数　2.個人・その他に自己株式（228,878株）を含む。

■ 新商号

	 ロジスティード株式会社
 （英文表記： LOGISTEED, Ltd. ）

■ 商号変更予定日

 2023年4月1日

※  本商号変更は、2022年10月27日付で公表したHTSK株式会社による当社株式
に対する公開買付けが成立することおよびその後の必要とされる一連の手続き
を経ることを条件としています。詳細は、同日公表「商号の変更に関するお知ら
せ」をご参照ください。  
https://www.hitachi-transportsystem.com/jp/news/pdf/2022102703.pdf
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〒104-8350 東京都中央区京橋2-9-2 日立物流ビル

（証券コード : 9086）

　「特別口座」は株式の売買が行えない等、取引に一定の制限がございます。円滑なお取
引を行うためにも、ご所有株式を証券会社等の口座（「一般口座」）に振り替えていただくこと
をお勧めいたします。
　単元未満株式につきましては、当社が株式を買い取る「買取請求制度」、単元株になるまで
株式を買い増しする「買増請求制度」がご利用いただけますので、ご検討ください。

各種お手続きのお申出先
　株式に関する各種お手続き（ご住所・お名前の変更、配当金振込指定、単元未満株式の買収・買増請求など）につきましては、
以下のいずれかの窓口にお申し出ください。
 ■ 証券会社の口座に記録された株式に関するお手続き お取引の証券会社
 ■ 特別口座に記録された株式に関するお手続き  東京証券代行株式会社

事業年度
剰余金の配当受領株主確定日
定時株主総会
公告方法

株主名簿管理人

［郵便物送付先］
　

［株式に関するお問い合わせ先］

　

毎年4月1日から翌年3月末日まで
毎年3月末日および9月末日
毎年6月
電子公告（https://www.hitachi-transportsystem.com）
ただし､ 電子公告によることができないときは､ 日本経済新聞に掲載する方法とします。
東京証券代行株式会社
東京都千代田区神田錦町三丁目11番地
〒168-8522 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
東京証券代行株式会社　事務センター
フリーダイヤル    0120-49-7009
取次は、三井住友信託銀行株式会社の全国本支店でお取扱いいたしております。

特別口座で株式をご所有の株主様へ

https://www.hitachi-transportsystem.com

株主メモ

https://www.hitachi-transportsystem.com
https://www.hitachi-transportsystem.com



