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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

2009年度（原則として2009年4月〜2010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50社、持分法適用会社10社）
を対象
としています。
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表紙写真について

環境フォト・コンテスト2010（2009年度）
環境大臣賞（テーマ：共に生きる 作品名「寄り添って生きる」）
撮影：浜田 いつ子氏

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：企業物流の包括的受託）
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。
当社グループは「良質なサービスを通じて豊かな社会
づくりに貢献する」を経営理念とし、
人類共通の課題であ
る「持続可能な豊かな社会」の実現に向け、CSRに関す
る取り組みを積極的に推進しています。
特に、
地球規模の環境保全にいかに取り組むかが最重
要かつ喫緊な問題である現在、
企業も応分の責任を担っ
ていることを自覚し、
当社グループでは事業活動における
環境負荷低減の取り組みを進めてまいりました。その中で
も、
「業界プラットフォーム事業の拡大」
「エコカーの導入
促進」
「モーダルシフトの拡充」などグリーンロジスティクス
（環境配慮型システム物流）
を積極的に推進し、
さまざまな角度から環境負荷低減に努めています。
社会の中で事業を継続しかつ成長を遂げていくためには、
ステークホルダーの皆様との信頼関係
の構築が不可欠です。法令遵守はもとより、
高い安全・品質・技術を備え、
環境に配慮したサービス
の提供を通して社会に貢献し、
ステークホルダーの皆様の期待に応えてまいります。
2010年、
当社は創業60周年を迎えます。これもひとえにお客様はじめステークホルダーの皆様か
らの長きにわたるご愛顧ご支援の賜物と感謝申し上げます。この機を次への飛躍のスタートと捉え、
当社グループ従業員一丸となって元気よく進んでまいりたいと思います。
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。
2010年6月
代表執行役社長

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。
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経営理念

日立物流は

CSRマネジメント

広く未来をみつめ

■ CSR活動取り組み方針

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

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意識の共有化

■ コーポレート・ガバナンス

■ CSR活動の基盤強化

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。

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意識向上を図り、
コンプライアンスの徹底に努めてい
ます。また、2009年10月には全従業
員に「企業倫理・法令遵守携行カード」
を配布しました。
（2009年度：コンプライア
ンスに関する社内研修受講者235名）

●

株主・投資家の
皆様とともに

コンプライアンス制度：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。

「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、2008年
4月以降適用となった金融商品取引法
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。

2005年10月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ています。
あわせて情報セキュリティの第三者認証
の取得・維持活動を推進し、
お客様に安全・
安心をお届けするサービスの提供基盤強
化に努めています。

グループ会社

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

営業本部

・総務部門

CSR推進委員会
各部門責任者
責任者

本社委員
本部委員

営 業 部
営 業 所
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第三者認証の取得状況 （2010年3月現在）
ISO27001

プライバシーマーク

20拠点 37部署

5社

※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。
日本情報処理開発協会が、個人情報について適
※2 プライバシーマーク：（財）
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。

CSR担当役員

グループ会社

Webサイト内に「株主・投資家向け情報」のコーナーを設け、投資に関わる
情報をタイムリー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。

3. 情報セキュリティ

執行役社長

社

IR情報の開示

2. 内部統制

■ CSR活動推進体制

本

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。

※簡素化して図示したものです。

株主総会
2009年6月25日、第50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。

株主の皆様とのコミュニケーション
株主の皆様に向け「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。

［2009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）
● 機関投資家・
証券アナリストなど個別取材の対応

4. リスクマネジメント
甚大な被害発生が想定されるリスクに
備え、緊急連絡体制や緊急時の対応マ
ニュアルの整備を日立物流グループ全体
で図っています。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。

アニュアルレポート

決算説明会
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お客様とともに
品質向上への取り組み（品質・技術）
「物流改善」
「5S3定※1」等、出張教育の充実

インテリジェントカートシステムの導入

薄型部品包装の通い箱化

日立物流ロジスティクスセミナーを開催

従来、薄型部品の輸送は、段ボールなどによる包装をして

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

ドラッグストア向けの商品を取り扱う物流センターで、店舗

物流現場において、新人作業員の即戦力化や若手社員

別に卸す際の仕分け精度向上のため、
インテリジェントカート

のスキルアップのため、出張教育を実施しています。国内の

いましたが、再利用が可能な通い箱による包装に改善しまし

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

物流現場だけでなく、海外でも現地の言語による講義や映

た。これにより、段ボールなどの廃棄物を排除することが可

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」

を開講し、実施範囲の拡大を図り、作
像教育（e-Meister※2）

能となり、
また勘合部つきの包装容器を開発することにより、

を開催しています。

業品質の向上に努めています。w

封緘テープの全廃も実現しました。e

（台車）
を導入し、誤配送の削減に努めています。q

イーマイスター

2010年3月31日現在、7ヵ所の物流センターで活用し、
うち
2009年度では、3ヵ所に導入しました。

※1 5S3定： 【P10】安全確保への取り組み… ■ 5S3定活動の推進 参照
※2 e-Meister：作業手順や注意点などを動画と音声でわかりやすく解説している映像マニュアル

2009年は11月に開催し、環境への取り組みに焦点を当て、

これらのことが評価され、
「2009 日本パッケージングコン

およそ160名のお客様に参加していただきました。r

Int

er

vie

w

テスト」において、電気・機器包装部門賞を受賞しました。

Hitachi Transport System
（Thailand）, Ltd.
Ayutthaya Logistics Center
センター長

e 薄型部品包装の通い箱化

改 善 前

鯨岡 周
タイのアユタヤ県にて、製造メーカー様の完成品専用センター
を運営しています。
当センターは新人への教育機会が多いため、
イーマイスター
e-Meisterを利用し、音と映像の両面から職場の内容を理解でき
る環境づくりを目指しています。
現在は5S3定関連教育のタイ語版を整備し、事故撲滅へ向け
た取り組みを進めながら、従業員とともにお客様がご満足いただけ
るサービスの下地づくりに努めています。
q インテリジェントカートでの作業の様子

改 善 後

薄型部品
クリーン紙

勘合部

薄型部品を
クリーン紙で包み、
テープで封緘

勘合部付きの発泡ポリエチレン容器で、テープを全廃

板状緩衝材

板状緩衝材
（発泡スチロール）
で保護し
段ボールへ収納

折りたたみ式のプラスチック製
外装箱に収納

耐久性に優れたリユース可能な通い箱化を実現
【通い箱化による効果】
段ボール

w 新人導入教育映像（タイ語版 e-Meister）
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段ボールを
テープで封緘

段ボール使用量

0

粘着テープ使用量

0

包装作業時間

25％減

繰り返し使用回数

20回以上（実績値）

r ロジスティクスセミナーの様子
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従業員とともに
ワークライフバランス ダイバーシティ

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。q

グローバル人材の育成

健康管理と労働衛生

通信・通学講座の斡旋など会社制度を充実させ、物流に
関する資格取得のほか、自主的に視野拡大・専門性向上に
取り組めるよう自己啓発を支援しています。

現場力強化に向けた人材の育成

全員グローバル体制の構築のために社員の英語力向上
に注力し、1988年度から若手従業員を中心に約1年間の「海
外業務研修」を実施しています。
（延べ104名が研修）
また、海外拠点運営の現地化に向けたNational Staff管理
者（海外現地基幹要員）の早期育成に努めています。毎年
1回各地域から選抜された対象者に向け日本での研修を行い、
1年半後にはフォローアップ研修を行っています。w

現場力の強化と安全意識の高揚を図るため、
トラックや
フォークリフトの運転技能・知識・作業品質の向上と現場管
理者・安全指導者の育成に努めています。
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」に参加することで、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。e r

福利厚生制度

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

シニアの雇用
物流技能・技術の次世代への継承に向け、60歳定年で
引き続き勤務を希望する社員に対し、2006年度から再雇用
制度を導入しています。
（2009年度定年退職者再雇用率：68.2％）

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。
障がい者雇用率

【P10】安全確保への取り組み… ■ 人材の育成 参照

日立物流

（2009年6月現在）

参 考
民間企業※

法 定

1.63％

1.80％

1.95％

Int

er

vie
w

※民間企業実雇用率（厚生労働省発表数値より）

q 研修室での講議の様子

w 外国人講師によるリーダーシップ力強化研修の様子
e 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（1969〜2009年開催）

※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。
※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に、1986年から毎年
開催。

優勝
2位
3位
4位
5位
計

※31名

21名
24名
18名
17名
111名

r 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（1986〜2009年開催）
優勝
2位
3位
4位
5位
計

4名
6名
7名
6名
4名
27名

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。

Hitachi Transport Systeem
（Nederland）B.V.
Operation Group 1
General Manager

Rimmert van Luyn
日本で開催された「National Staff管理者育成研修」に
参加し、
日立物流グループの文化や将来ビジョンなど多くの
ことを学び、今後のビジネスに不可欠なスキル・知識を習得
することができました。さらに、各国から集まった研修生と仕
事仲間としてだけではなく、友人としての絆を深めることがで
き、
自身のネットワーク拡大にもつながりました。

ワークライフバランス、
ダイバーシティ
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
極的に進めています。また、国籍や性別などの多様性を受け
入れ、個々を尊重し、女性の活躍できる場を拡げる取り組み
を推進しています。

vie
w

自己啓発支援

er

ロジスティクス人材の育成

Int

人材の育成

株式会社日立オートサービス
商事事業本部 商事サービス部
福利サービス課

佐藤 舞子
出産後、育児休職を取得し、現在は短時間勤務を利用し
ています。仕事を続けながら、子どもとのコミュニケーション
の時間が持てるのか心配でしたが、制度の利用と職場の方々
の理解と協力により、子育てと仕事の両立が可能となりま
した。今後はさまざまなことにチャレンジし、子どもとともに成
長していきたいと思います。

※内12名が内閣総理大臣賞受賞
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地域社会とともに
社会貢献
子どもたちの安全を守る「日立物流交通安全教室」

Int
e

rv
iew

子どもたちが遭遇する交通事故を減らしたいとの願いから、
「交通安全教室」を、千葉県松戸市にある当社所有自動車
走行コースを利用し、近隣の小学校を対
象に2007年度から開催しています。q

関東日立物流サービス株式会社
関東北営業部 輸送営業所

篠塚 康匡
交通安全教室では、私が運転している大型トラックの運
転席に子どもたちが座って死角体験をしています。配送中
に信号機のない横断歩道で子どもが手を上げている場面
に遭遇すると、交通安全教室で出会った子どもたちを思い
出し、停車するようになりました。子どもたちへの指導を通じ、
手本となる安全運転を心掛けています。

日立物流「まごころ基金」

小学校低学年を対象とした交通安全教室では
①トラックの運転席に座り、
ドライバーと同じ目線で運転席
から見えない範囲があることを確認してもらう、死角体験
② 曲がり角での巻き込み事故の怖さを知ってもらう、内輪差
実験
③ 道路への急な飛び出しが危ないことを知ってもらう、制動
距離実験
を通して、命の大切さ、交通ルールを守ることの大切さを伝え
ています。
2009年度 開催実績
2009年5月11日

松戸市立根木内小学校2年生

2009年5月25日

松戸市立貝の花小学校2年生

2009年6月1日

松戸市立八ヶ崎第二小学校3年生

主な社会貢献活動

日立物流「まごころ基金」は、主旨に賛同する役員・従業
員が会員となり、毎月100円を給与から拠出し、社会に貢献
するプログラムです。その活動の際、会社も同額を上乗せし、
従業員の気持ちを応援しています。

● 日立物流フットサル大会開催

2007年度より、野田市内の物流センター併設フットサル
場を活用し、
「日立物流フットサル大会」を開催しています。
2009年度は2010年3月に開催しました。e
● 職場体験・インターンシップ受け入れ

2009年度 活動内容（会員数653名）
① 交通安全・交通事故防止分野
● 全国6自治体に車いすを寄贈しま
した。

全国各地で、
職場体験・インターンシップを受け入れています。
● 自然災害被災地支援

② 環境再生・環境保全分野
● 2環境団体の緑化事業を支援しま
した。
③ 地域貢献・社会福祉分野
● 全国6自治体に交通安全紙芝居を寄贈しま
した。w

2010年1月に発生した、ハイチ大地震において日立物流
アメリカでは義援金を拠出しました。
● その他の活動
● 各事業所での美化活動
（2009年度参加者数：延べ6,084名）
●

エコキャップ収集活動

（2009年度実施事業所：全国44ヵ所）
●

その他収集活動

（使用済み切手・プリペイドカード、書き損じハガキ、新古品CDなど）

w 日立物流まごころ基金
交通安全紙芝居の寄贈

q 制動距離実験の見学
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e 第4回 日立物流フットサル大会
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安

全

環

安全確保への取り組み

環境への取り組み
環境経営方針

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。
（1）管理監督者が率先垂範する安全品質活動
（2）5S3定運動の再徹底
（3）
「職場の安全ルール」の定期的見直しと遵守意識の浸透・徹底
（4）
「声掛け」運動の浸透・徹底
（5）事故・災害ポテンシャル（発生の危険性）の排除および技能レベル向上
（6）健康障害防止への取り組み

現場力強化活動研修会の開催
本研修会は2007年より毎年1回開催し、安全な職場づく
りに向けたさまざまな取り組み事例を紹介し、現場力の強化
を図り作業生産性の向上につなげています。q

人材の育成
現場の安全確保には、
『人材の育成』が必要であると考え、
作業指揮者・安全指導者の養成に継続的に取り組んでいます。
安全指導者の育成には、数ヵ月間の研修期間を設けてい
ます。2006年度から22名が研修を終了し、全国各地の事業
所で安全確保に向けた指導を行っています。

境

5S3定活動の推進
作業品質と生産性の向上を目指し、
『5S（整理・整頓・清掃・
清潔・躾）3定（定位・定品・定量）活動』に取り組んでいます。
また、海外のグループ会社にも展開すべく活動を強化して
います。w

安全衛生情報の共有

日立物流グループでは、下記の 環境方針 に基づき、地球温暖化防止や資源循環、生物多様性保全などのテーマに取り
組んでいます。
（1）自社の業務で発生する環境負荷の低減‥‥物流センター、
オフィスなどでの電気・燃料の消費や廃棄物排出の抑制
（2）お客様へ提供する物流・サービスの環境最適化‥‥二酸化炭素削減や資源循環に貢献する物流システムの開発と提供
（3）環境マインドとマネジメントの向上‥‥法令や条例、規則の遵守と、海外や新しい拠点を含めた環境管理の充実
（4）自然保護と環境コミュニケーションの促進‥‥生物多様性・生態系保全への取り組み、
およびステークホルダーとの協調

環境活動の推進
■ GREEN21 グリーン･ポイント評価システム

安全な職場づくりと全ての従業員の健康確保に向けて、
事故災害事例紹介を含め職場での安全点検を呼びかける、
『安全品質ニュース
（毎月）』と、健康に対するアドバイス等を
掲載した『健康トピックス（隔月）』を発行しています。

技能レベルの向上

■ 第三者認証の取得と維持継続

日立物流グループでは、
日立グループ共通の環境活動評
価ツール「GREEN21」を2000年より導入しています。毎年
8つの評価項目ごとに自己採点を行い、
グリーンポイント
（以下、
GP）に換算し自己評価を行うことで課題と改善状況を可視
化し、継続的な環境活動レベルの向上を図っています。

本社環境推進部門などで、ISO14001による環境マネジメン
トシステムの構築を行い、物流センターなどの事業所にて｢グ
リーン経営｣認証を取得し、環境負荷の低減に努めています。
また、物流の環境対策の推進に指導的な役割を担える人
材の育成を目的として、外部団体による資格認定者を計画
的に育成しています。
（2010年3月31日現在）

認証拠点数
2009年度 環境活動の自己評価結果

名 称
国際環境規格

エコマネジメント

※

グリーン経営

200

資格者数

ステークホルダーとの
環境協働

区 分

エコマインド

【P06】人材の育成… ■ 現場力強化に向けた人材の育成 参照

ISO14001
トラック運送業用
倉庫業用

名 称

認定機関

物流環境管理士 （社）
日本物流団体連合会

新規

保有計

1

4

7

47

3

9

新規

保有計

1

6

※グリーン経営：運輸事業者などの環境保全への取り組みを推進するために、国土交通省
が創設し、外郭団体の交通エコロジー・モビリティ財団が審査・運営する制度

100

■ 海外拠点でISO認証取得
環境適合
サービス

資源循環

ネクスト・
サービス戦略

グリーン調達

地球温暖化防止

2009年度、海外のグループ会社が、ISO14001認証を取
得しました。海外拠点では初めての認証となります。
1）認証取得会社：ESA s.r.o.
｛本社：Czech Kladno
（チェコ クラドノ）｝
2）認証適用範囲：同社のチェコ内全拠点
3）認証取得日：2009年8月18日
4）認証機関：Moody International Certification Ltd.
5）認証内容：ESA s.r.o.の環境マネジメントシステム

※各カテゴリーの満点は200GP

q 現場力強化活動研修会

10

w タイ語による「５Ｓ３定」の講義

2009年度合計 1,163GP（2008年度比9.3％向上）
2008年度合計 1,064GP

ISO14001登録証
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グリーンロジスティクスの推進
地球温暖化防止へ貢献していくため、
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

共同物流の推進

モーダルシフトの拡充

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。q

■ 共同保管型プラットフォーム事業（医薬品共同物流）w

● エコカーの導入とエコドライブの推進

埼玉県内のお客様を中心に、医薬品専用車両（メディカル
エクスプレス便）の運行を実施しています。従来、
お客様の指
定運送会社で重複した納品先に配送していたものを、専用
便で直送することによりCO2排出量を削減しました。
また、輸送する車両にはCNG車（圧縮天然ガス自動車）
などを投入し、環境に配慮した輸送に取り組んでいます。

● 環境配慮型物流センターの建設・運営
● 資源循環の推進

q 業界別プラットフォーム事業メニュー

w 共同保管型プラットフォーム事業（医薬品共同物流）概念図

既存のお客様
業界の共同化

新規業界
への拡大

医薬品

オフィス什器

製薬メーカー

従来

納品先

日立物流
プラットフォーム
事業の拡大

トイレタリ用品

化粧品

B社

シューズ

C社

■ 海上コンテナのラウンドユースの実現

関東−関西間で実施していたトラック輸送を鉄道輸送に
切り替える取り組みを行っています。これは、31フィートコン
テナを活用したモーダルシフトで、専用トレーラを導入し、関東・
関西にある3拠点と2つの駅を利用した往復輸送を実施して
います。e

東京−栃木間で実施している海上コンテナの中距離モー
ダルシフトにおいて、輸入と輸出を1本のコンテナで兼用利用
する「ラウンドユース」を実現しています。
輸入で空になったコンテナを港に戻さずに、
そのまま輸出
用コンテナに転用することにより、従来行っていた空コンテナ
の輸送（輸出用の引き取り、輸入用の戻し）が不要になり、
CO2削減に貢献しています。

31フィートコンテナ利用のメリット
大型トラックの荷台とほぼ同サイズであるため、出入荷シス
テムや貨物ロットを変更せずに鉄道輸送にシフトすることが
できます。

e-1 31フィートコンテナ利用の長距離モーダルシフト概念図
西宮
物流センター

a社

A社
チルド食品

■ 31フィートコンテナ利用の長距離モーダルシフト

入荷

通
い
箱
・
資
材
回
送

b社
c社

医療機器

大阪
安治川口駅

入荷

スポーツ用品

出荷

自動車部品
家電品

お客様ごとの個別最適から業界最適
の物流を目指して、
コスト低減と環境
負荷低減の両立を図ります。

東京貨物
ターミナル駅

JR貨物（鉄道）

新たなプラット
フォームづくり

出荷

神戸
物流センター

川崎
物流センター

e-2 31フィート専用トレーラシャーシと牽引するトラクター

共同物流後

B社

B社

a社
共同
※
配送

b社

C社
C社

共同保管

w

A社

vie

A社
専用車両マーク

納品先

er

物流センター

c社

Int

製薬メーカー

株式会社日立物流
技術本部 輸送改革部

部長補佐

田中 靖

モーダルシフトを推進する上で大切なことは、お客様とのパートナー
シップを創ることです。リードタイムの確保やコスト低減、輸送品質の保
持等のハードルをクリアするには、
お客様のご理解が不可欠だからです。
少しでも地球温暖化ガスを減らすために、
より魅力的なモーダルシフトを
企画・提案していきたいと考えています。

※メディカルエクスプレス便（CNG車など）
で配送しています。
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グリーンロジスティクスの推進
エコカーの導入拡大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

自動車が排出する二酸化炭素などの地球温暖化物質や、窒素酸化物、粒子状物質などの大気汚染物質を低減するため、
エコ
カーへの積極的な代替を図るとともに、
エコドライブによる省エネ運転も進めています。また、輸送を委託している協力会社とも一体
となって、
エコカー導入とエコドライブ実施に取り組んでいます。

■ エコカーの導入拡大

■ エコドライブの推進

日立物流グループでは、新たに車両を導入する場合、原則、
エコカーを選択しています。
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、バイオ燃料車を対象としています。
日立物流グループ車両のエコカー保有率
エコカー
保有率（％）

（2010年3月31日現在）

55
46.7

50

中型車
以下

45
全車種

40.9
40

30.1
30
0

2008 実績

2009 実績

2010 計画

エコドライブとは
「急発進・急加速をしない」、
「無用なアイドリングをやめる」等
の環境に配慮した運転を指しますが、排出ガス削減やエネル
ギー消費量節減のほか、燃料費削減、事故防止など、
さまざ
まな効果が期待できます。

■ 環境配慮設備メニュー
● 超高効率トランス
（アモルファス※）

廃棄物の再資源化により、資源循環を促進しています。
包装廃棄物などの一層の3R※1化を図ることで、2012年まで
に、再資源化率※299％を目指します。
再資源化率（％）

●Ｌ
ＥＤ照明器具（ダウンライト）

99

2009 実績

2012 計画

90

● 超高効率ヒートポンプ空調機
※超高効率トランス（アモルファス）：鉄心用素材としてアモルファス合金が使用され、巻線構造の改良により
無負荷損、負荷損の大幅低減による省エネルギー 型の変圧器。

環境配慮型物流センターの一例

80
0

2007 実績

初期照度補正制御
（HF蛍光灯）
省エネ効果：

約50〜90％削減

98.0

91.7

● 初期照度補正制御
（ＨＦ蛍光灯）

LED照明器具
省エネ効果：

96.4

100

2008 実績

※1 3R：Reduce（減量）、Reuse（再使用）、Recycle（再生利用）の略称。
※2 再資源化率＝（再使用量＋再生利用量＋熱回収量）／廃棄物発生量

約15％削減

循環対応の推進
超高効率ヒート
ポンプ空調機
省エネ効果：

約5〜10％削減
超高効率トランス
（アモルファス）
省エネ効果：

約15％削減

2009年度までに導入した
主な物流センター
・首都圏東物流センター
第一期・第二期
・北柏第2物流センター
・多摩Ⅲ期物流センター
・京浜物流センター
・中京物流センター
・イオン関西NDC
・イオン九州XD など

当社が行う包装容器等の設計・開発において、環境負荷
の低い材料の使用を推進しています。
当社が開発した廃家電輸送・保管用コンテナは、EU等の
各種環境規制に対応するため、耐候性ならびに防食性を保
持しつつ、有害物質を含まない塗料を調査・選定しています。
2009年6月より実用化しています。e

Int

er

vie
w

2007 実績

日立物流グループでは、2009年度より、事業所ごとの「エコ
ドライブ推進責任者」選任制度を開始しました。
「エコドライブ推進責任者」は、
まず、自らエコドライブ研修
（座学必修）
を受講することで、
その意義や具体的実施方法
を理解・習得します。q
その後、事業所内ドライバーへのエコドライブ研修計画立
案や実施指導などを行います。
「エコドライブ推進責任者」は、
全員エコドライブ推進へ向け中心的役割を担っています。w

当社の物流センターは、低炭素社会への貢献を目指して、
環境に配慮した設備の導入を計画的に推進しています。

資源循環の促進（国内）

日立物流オリエントロジ株式会社
東京事業部 輸送部 輸送課

織戸 洋

q エコドライブ研修（座学講習）

14

w エコドライブ研修（実技講習）

エコドライブ研修に参加し、
エコドライブが、環境保全・事
故防止・経費削減につながることを知りました。以後、公私
にわたり「ゆっくり発進」
「緩やかに加速」
「速やかなシフト
アップ」を実践しています。状況に応じた運転により、渋滞
の予防へとつながり、心のゆとりが生じ、
さらに燃費が向上
するなど、
エコドライブの有効性を実感しています。

e 廃家電輸送・保管用コンテナ外観

15

コーポレートデータ
ネットワーク（主なグループ会社）（2010年4月1日現在）

会社概要 （2010年3月31日現在）
社
所

Hitachi Transport System Group

名

株式会社 日立物流

地

〒135-8372 東京都江東区東陽 7-2-18

創
業
資
本
金
連結売上高

国内会社

海外会社

グループ総 人員

北海道日立物流サービス株式会社

Hitachi Transport System（America）, Ltd.

グループ会社数
事 業 所 数

東日本日立物流サービス株式会社

Carter Logistics, LLC

関東日立物流サービス株式会社

Hitachi Sistema de Transporte Mexico, S.A. de C.V.

東関東日立物流サービス株式会社

Hitachi Transport Systeem（Nederland）B.V.

南関東日立物流サービス株式会社

ESA s.r.o.

京葉日立物流サービス株式会社

Hitachi Transport System（Asia）Pte. Ltd.

中部日立物流サービス株式会社

Hitachi Transport System（Malaysia）Sdn. Bhd.

関西日立物流サービス株式会社

Hitachi Transport System（Thailand）, Ltd.

中国日立物流サービス株式会社

Hitachi Transport System India Pvt. Ltd.

九州日立物流サービス株式会社

日立物流（香港）有限公司

日立物流コラボネクスト株式会社

日立物流（上海）有限公司

日立物流オリエントロジ株式会社

河南新 日立物流有限公司

日新運輸株式会社

大航国際貨運有限公司

日立物流シーアンドエア株式会社

深 日禾国際貨運有限公司

日立物流ソフトウェア株式会社

上海遠新国際運輸有限公司

株式会社日立オートサービス

日一新国際貨運代理（上海）有限公司

株式会社日立トラベルビューロー

青島海新達国際運輸服務有限公司
蘇州邦達新物流有限公司
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
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在

株

主

数

主な事業内容

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）

Tel：03-5634-0333（代表）
1950年2月
168億200万円
3,319億1,700万円（2010年3月期）

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
●

27,834名
60社
国内 247拠点
海外 185拠点
7,276名

グローバルシステム物流（概念図）
当社グループのコアビジネスであるシステム物流は、
グローバルに展開しています。

生産（調達）

生 産
入庫・検品
▼
保管・加工
▼
仕分・出荷

販 売
入庫・検品
▼
保管・加工
▼
仕分・出荷

海外または
国内のお客様
（組立工場）

海外または
国内のお客様
（部品メーカー）
物流センター運営

海外または
国内のお客様
（販売会社）
物流センター運営

物流情報システム
調達物流

生産物流

販売物流

納入代行
資材調達

工場倉庫管理／工場構内発送管理
製品管理／包装設計

在庫管理／入出庫管理／発送管理
返品管理／配車管理／受注代行

国際物流

静脈物流

通関／フォワーディングサービス／海外現地物流
海上・航空貨物輸送／グローバル在庫管理

産業廃棄物収集運搬
再生品回収輸送

消費者
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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。

FSC森林認証紙と大豆油インキを使用しています。
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