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物流から経営を変える
戦略的4PLカンパニー

SBS東芝ロジスティクス

SBS東芝ロジスティクス

お客様の経営課題を物流から解決する、

No.1「４ＰＬカンパニー」をめざします

ご挨拶

創立 1974年（昭和49年）10月1日

資本金 21億2,800万円

会社名 SBS東芝ロジスティクス株式会社

代表者名 代表取締役 金澤 寧

本社所在地

〒160-6125
東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー
25階

SBS東芝ロジスティクス株式会社
代表取締役社長

金澤 寧

主要事業

■ 国際物流（グローバル 一貫物流）
中国・香港地域、アジア地域、欧州地域、北米地域の14の現地法人において、ロジ事業を
展開しております。地域ごとに異なる特性を生かし、最適な輸送モードを組み合わせたサービス
でお客様のグローバルビジネスをサポートします。

家電、情報産業機器、医療機器等、お客様の業種ごとに専門的なノウハウを蓄積した業種別
の物流サービスです。それぞれの業界において求められる品質基準を的確に理解し、コスト
最適化やリードタイム短縮にむけてのご提案をいたします。

■ 量産品物流

緻密さが求められる電子デバイスや精密機器を対象に、経験で培った品質管理手法やコスト
削減手法を駆使し、梱包改善、積載効率、配送網整備からセキュリティー対策まで、お客様に
最適な解決策をご提案いたします。 

■ 電子デバイス物流

重量物の輸送で高い安全性を叶えるエンジニアリング力を強みとしております。工場出荷から
現地納品までの計画や手配も含め、一貫輸送管理体制だからこそ提供できるロジスティクス
を実現します。

■ インデント物流

Strategy 東芝グループの枠を超え、多種多様なお客様に、

経営戦略に沿ったロジスティクス戦略を提案し具現化する４ＰＬ（Fourth Party Logistics）カンパニー。

ＳＢＳグループ各社と連携し、ロジスティクスのエンジニアリング（企画、設計）から、

実施段階における物流機能のオペレーションまで、国内外を問わず一貫して展開します。

品質はもちろん、競争力あるトータル・ロジソリューションをご提供することで、お客様の経営課題の解決をサポートします。

for Dream Logist ics

当社は、１９７４年の設立以来、電機メーカーのロジスティクス機能分
担会社として歴史を積み重ねてまいりました。 これまで培った経験と
ノウハウ、ロジスティクス・イノベーション活動、ＩＴ・ＡＩ技術を生かして、
３ＰＬ（サードパーティー・ロジスティクス）カンパニーとしてロジスティクス
のエンジニアリング・設計から、ロジスティクスリソースの調達、保管・
荷役・輸送などのオペレーションを一貫して展開し、高品質・競争力
のあるトータル・ロジスティクス・ソリューションを提供します。さらに、お
客様の経営戦略に沿ったロジスティクス戦略を提案、実現する４ＰＬ
（フォースパーティー・ロジスティクス）カンパ
ニーを目指します。 私達は「共に創る笑顔と
感動」を行動指針に掲げ、お客様の期待以
上のアウトプットを提供し、関係者全員が笑
顔となる、そんな会社を追求してまいります。 
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Improvement

“改善力”を極めた、
精密機械物流のパイオニア

SBSリコーロジスティクス

SBSリコーロジスティクス株式会社
代表取締役 社長執行役員

若松 勝久

当社は、1964年2月、株式会社リコーの精密機器輸送を手
掛けるメーカー系物流会社として誕生して以来、総合3PL 
事業者として発展し続けてまいりました。お客様のニーズに最
善の手段を提案し続けられる「改善力」が私たちの強みです。
長年培ってきた技術・ノウハウとI T・LT（L o g i s t i c s  
Technology）を駆使し、動脈物流（包装設計・調達・生産・
販売）から静脈物流（回収・再生・処理）まで“一気通貫”の

「循環型ロジスティクス」を基盤と
しています。物流という社会イン
フラとしての重要性を認識し、お
客様、社会、会社の発展を同時
に実現するために、全社員一丸
となって邁進していきます。

SBSリコーロジスティクス

繊細さと大胆さを併せ持つ、

循環型ロジスティクスをご提供します

ご挨拶

資本金 ４億4,800万円

創立 1964年（昭和39年）2月1日

会社名 SBSリコーロジスティクス株式会社

代表者名 代表取締役 若松 勝久

本社事務所
所在地

〒160-6125
東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー
25階

主要事業

■ 精密機器物流（マシンデリバリーサービス）
電子部品から数百キロに及ぶ大型複写機、医療機器まで、振動や衝撃、温湿度や静電気など
外的要因に敏感な精密機器輸送を得意としています。

ロジスティクス分野の最新技術研究やお客様への導入支援を手掛けています。マテハンや
情報システムを用いて、工程設計や動線を検証。最適な物流オペレーションを実現します。

■ ロジスティクス・テクノロジー

調達、生産、ラストワンマイルまで含めた販売、さらには製商品の回収・処分までをカバー。
グローバルなネットワーク基盤に、スケールメリットを活かした運賃提供や各種貿易実務など、
国内外をカバーする複合一貫のロジスティクスを展開しています。

■ サプライチェーン・ロジスティクス

精密機器メーカーのサプライチェーン管理を創業の柱とするＳＢＳリコーロジスティクス。

私たちは、ナショナルブランドが誇る圧倒的な「品質」と「KAIZEN力」をＤＮＡに持ち、

国内外３ＰＬを通じてお客様の成功をサポートします。

調達物流、生産物流、販売物流、静脈物流と、一気通貫でお任せいただく「循環型ロジスティクス」をバックボーンに、

卓越した「ロジスティクス・テクノロジー」で多様多彩な物流ニーズに最善の手段を提案し続けています。

for Dream Logist ics
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Flexibility

トータルロジスティクスの
オールラウンダー

SBSロジコム
創立 1940年（昭和15年）1月26日

資本金 28億4,600万円

SBSロジコム株式会社　
取締役 常務執行役員

靍岡 征人

SBSロジコムの3PLサービスは年を追うごとに進化を遂げ、

物流拠点のご提案をはじめ、システムやＬＴ機器の企画

設計、また、近年急増している通販（ＥＣ）物流に関わるソ

リューションなど、その対象を拡大しております。また、SBS

グループ内外の特色ある企業群と連携しながら、柔軟性に

富んだユニークなご提案を行うことも、強みのひとつです。

お客様の成長に寄り添いながら、さまざまな角度から物流

をご支援することで、さらなる挑戦と成長を続けていきます。

SBSロジコム

機動力と多彩な物流力で、お客様をご支援

ご挨拶

会社名 SBSロジコム株式会社

代表者名 代表取締役 鎌田 正彦

本社所在地

主要事業

■ 現場に強い3PLソリューション
メーカー物流からネット通販を含む小売物流まで、幅広い業種をカバーしています。現場
を知り尽くしたコンサルティングチームが、「施設・設備・システム・運用」設計の要件定義の
計画立案から、立上げ、安定稼働までをサポートしています。

物流施設開発を手掛けるＳＢＳグループは、倉庫の開発、WMSやLT機器の企画・設計も
行います。ＳＢＳロジコムは、培ったノウハウと営業ツールをグループ各社と共有、倉庫・配送・
システムなど、グループインフラを最大限に活用したご提案をしています。

■ グループシナジーを活かした多彩な物流サービス

ＳＢＳロジコムは、ホームセンター、百貨店、ドラックストア、インテリア、食品スーパー、音楽・映像、
ファッションなど“多品種・小ロット”商品の取扱い実績が豊富です。これにフルフィルメントや
宅配のサービスなどの付帯サービスも加えたEC物流のワンストップサービスをご提供します。

■ 最適な物流センター運営

お客様のパートナー企業として、物流コンサル、戦略からプランニング、

オペレーションまでをカバーするトータルロジスティクスサービスを提供。

物流業界に様々な変革の波が押し寄せている中、倉庫の保管・荷役・流通加工業務を中心に、

物流センター、トラック輸送、鉄道輸送、特殊輸送、通関・国際輸送、行政・法人・学校移転、館内物流など、

業種業態を問わず多種多様なお客様のニーズにお応えし、社会インフラを支える物流企業として飛躍し続けています。

for Dream Logist ics

〒160-6125
東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー
25階
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Specialty

品質の限界に挑む、
食品物流のスペシャリストカンパニー

SBSフレック
SBSフレックグループ
代表取締役社長

加藤 元

SBSフレック

1956年に雪印運輸株式会社として創業。雪印グループの物流子会社として食品の物流に関わり、

全国に広がるネットワークを武器に食品物流の技術と品質管理のノウハウを磨いてきました。

現在は、ドライ（常温）・チルド（冷蔵）・フローズン（冷凍）のすべての温度帯商品を扱うことができる、

日本でも数少ない「3温度帯に対応できる3PL会社」として、食品メーカーの商品を生産から店舗に並ぶまでを一手に支援。

低温物流のリーディングカンパニーとして「安心・安全の食品」をお届けしています。

主要事業

■ 食品3PL
食品メーカー様の生産拠点からお得意先様までの物流管理業務を一括で請け負うことで、
物流コスト削減ニーズにお応え。お客様の製造工場における構内物流業務も安心してお任せ
いただけます。

食品物流に特化し、ドライ・チルド・フローズンの3温度帯全てに対応。配送トラックの改良、
物流施設の改修・新設、情報システムの導入、各種認証取得など、ハード・ソフト面の充実に
取り組んでいます。

■ 3温度帯食品物流サービス

全国をカバーする物流センター網、輸配送ネットワークを構築。センター内オペレーション、
輸配送業務を中心に、情報システム機能、コールセンター業務など多岐にわたるサービスを
提供しています。

■ 食品特化型物流センター

創立 1956(昭和31)年6月14日

資本金 2億1,895万円

食の安心、安全に対する関心が急速に高まっています。

SBSフレックは業界トップクラスの食品物流のノウハウを

バックボーンに、全国をカバーする物流センターと輸配送

ネットワークを駆使し、社会を支える信頼性の高い食品物

流を実現していきます。その使命を果たすために、大切にし

たいのはやはり人です。従業員一人一人の意欲を組織全

体でバックアップしながら、新たな発想と創意工夫で、お客

様と社会の豊かな未来を支える

イノベーションに挑み続けていき

ます。

食のインフラに、さらなる信頼を

ご挨拶

会社名 SBSフレック株式会社

代表者名 代表取締役 加藤 元

本社所在地

for Dream Logist ics

〒160-6125
東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー
25階

持続可能な“食のインフラ”を
担うことで社会に貢献します

フレックグループのミッション
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お客様のビジネスに伴走し加速する配送パートナー

SBS即配サポート

1987年12月、ＳＢＳグループはこのＳＢＳ即配サポートの即配事業からスタートしました。当時画期的だったこのビジネスモデルは、

今も多くのユーザー様にご活用いただいてます。さらに昨今では、即配事業で培ったノウハウを需要が急増するＥＣ宅配サービスに

活かし、国内主要都市へ拡大展開中。静脈物流機能も兼ね備えており循環型ロジスティクスの一翼を担っています。

SBS即配サポート

ご挨拶

SBS即配サポート株式会社　
代表取締役

鎌田 正彦

ＳＢＳ即配サポートは、ＳＢＳグループ創業のビジネスである企業

間の小口荷物の即配事業を担っています。創業当初、とても

小さく非力なベンチャー企業だった私たちを信じ、お取引きいた

だいたお客様の期待にお応えするため知恵を絞り走り続けてま

いりました。今後は急速にニーズが高まるＥＣ宅配の分野にも

注力し、圧倒的な機動力とＳＢＳグループのシナジーを発揮

することで、一層の成長を目指して

まいります。

■ 法人専属即配・宅配
「ＳＢＳ即配便」と「ＥＣ宅配」を主軸とし、スポッ
ト便やチャーター便などの多様な配送サービ
ス。お客様のビジネスの機動力が格段に向上
する“足回り”としてご利用いただけます。

■ 廃棄物の回収、中間処理
首都圏を中心に廃棄物の収集・運
搬、再資源化の処理を行います。また、
ＯＡ・通信機器、工作機械、事務什器
の買い取り等も行っています。

■ 店舗什器製造、アパレル向け流通加工
小売業向け専用物流センター運営と店舗什器
や備品の製造、メンテナンス。また、刺繍・スパン
グル・ラインストーンなどアパレル向けの高度な
加工サービスも行います。

Acceleration Creat ion

主要事業

資本金 1億円

会社名 SBS即配サポート株式会社

本社所在地
〒136-0075
東京都江東区新砂1-5-29

法人向け即配事業と共に

ＥＣ宅配サービス拡充へ

for Dream Logist ics for Dream Logist ics

代表者名 代表取締役 鎌田 正彦
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SBSゼンツウ株式会社

代表取締役 近藤 治水

会社名

代表者名

1982年（昭和57年）11月

8,345万円

創立

資本金

〒160-6125
東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿
グランドタワー25階 

本社
所在地

事業
内容

一般貨物、予冷低温輸送及び共同配送、個別宅配事業
各種商品の受発注業務代行及び仕入れ販売
貨物の荷受、保管、仕分け、ピッキング、包装、加工作業

予冷定温輸送、共同配送、4温度帯食品などを一括集約した物流を
構築し、食品のサプライチェーンをトータルサポート。
高度化・複雑化していく物流ニーズに対し、長年にわたる業務・サービス
提供で培った“創造力”を武器に次 と々難題・課題を克服し、常に新たな
ソリューションを生み出しています。

ＳＢＳ古河物流株式会社

代表取締役 森田 真吾

会社名

代表者名

1980年（昭和55年）10月

２億9,200万円

創立

資本金

〒101-0047
東京都千代田区内神田2-16-8（古河電工神田ビル６階）

本社
所在地

事業
内容

メーカー系物流企業として培った電線ケーブル、非鉄金属、合成樹脂など
に対するノウハウを活かし、あらゆるニーズに対応。アジアを中心にグロー
バルにも物流サービスを展開。お客様にとって、より最適なロジスティク
ス・ソリューションをご提供することで、効率的な物流を実現します。

第一種貨物利用運送事業 ・第二種貨物利用運送事業
・通関業 ・倉庫業 ・梱包、包装、荷役事業 ・物流コンサルタ
ント業 ・荷材、梱包資材の製造販売、斡旋、賃貸 ・電線、
ケーブル及びその付属品の製造、加工、販売 ・非鉄金属
の製造、加工、販売・合成樹脂製品の製造、加工、販売

有数の経験を誇る
グローバル・ロジスティクス・パートナー

SBSゼンツウ

「創造物流」で応える、
食品サプライチェーンの変革者

ＳＢＳ古河物流

EC物流・
宅配



Expansion for Dream Logistics

物流に最適なファイナンスを

ECビジネスのプロフェッショナル

セーフティ・ドライバーを育成

ＳＢＳスタッフ

ＳＢＳファイナンス

マーケティングパートナー

SＢＳ自動車学校

最適人材をスピーディーに紹介

安全運転教習

ＳＢＳスタッフ株式会社

代表取締役 渡辺 長則

〒160-6125 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階 （6月に移転）

会社名

代表者名

1997年（平成9年）6月

7,000万円

創立

資本金

本社所在地

事業内容

物流事業に特化し、お客様のニーズに合わせた人材派遣事業を運営。
独自のマッチングシステムで突発的な求人にもスピーディーに対応。
有料職業紹介も行っています。

ファイナンス

ＳＢＳファイナンス株式会社

代表取締役 相田 博司

〒160-6125 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階 （6月に移転）

会社名

代表者名

1991年（平成3年）4月

1億5,000万円

創立

資本金

本社所在地

事業内容

リース・販売から保険まで広範なサービスを提供。物流業向け消耗品の共同購買など
広範な機能を提供する、物流に強いファイナンス会社です。

創立

マーケティングパートナー株式会社

代表取締役社長 権田 真司

〒160-6125 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階

会社名

代表者名

1998年（平成10年）3月

1,000万円

創立

資本金

本社所在地

プランニング事業部、ペットウエルネス事業部事業内容

ECサイト構築、運営をワンストップで提供。マーケティング/アナリシス/クリエイティブ/
フルフィルメントの4つの側面からECビジネスをサポートします。

ＳＢＳ自動車学校株式会社

代表取締役社長 稲葉 宗和

〒263-0005 千葉県千葉市稲毛区長沼町341

会社名

代表者名

1963年（昭和38年）3月

2,200万円資本金

本社所在地

自動車運転教習事業（京葉自動車教習所、姉崎自動車教習所の運営）事業内容

SBSグループおよび地域社会において、セーフティ・ドライバーの育成を目的に自動車
教習所を運営しています。普通自動車、中型自動車、自動二輪などの
免許が取得できます。

労働者派遣事業、有料職業紹介事業、BPO（ビジネスプロセスアウトソーシ
ング）事業、業務請負業、総合人材サービス事業、人材ポータルサイトの運営

車両・事務機器等のリース事業、燃料・タイヤ等の販売事業、
生損保険代理事業

人材

ＳＢＳフレイトサービス株式会社

代表取締役 中林 伸人

〒235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田5-32-50

会社名

代表者名

1944年（昭和19年）6月

1億円

創立

資本金

本社所在地

事業内容

東日本の太平洋側から関西までカバーする輸配送ネットワーク。3温度帯輸送、ロケ
輸送等の特殊輸送、海上コンテナのドレージ輸送や倉庫・保管・流通加工など、充実
した輸送メニューを用意。広がるECニーズに応え、物流センター運営にも力を入れて
います。

一般輸送、特殊輸送、海上コンテナ、 物流センター運営、倉庫・保管

3PL

ＳＢＳグローバルネットワーク株式会社

代表取締役 工藤 安則

〒160-6125 東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー25階

会社名

代表者名

1987年（昭和63年）3月

5,000万円

創立

資本金

本社所在地

事業内容

日本からアジア、世界に広がる充実の海外物流ネットワークを基盤に、サプライ
チェーンを国内・国外でサポート。お客様が展開する国際物流の現状分析などを実施
（コンサルティング）。貨物の特性やサプライチェーン戦略に合わせて、最適な輸出入
オペレーションを提案、実行します。

輸出入業務、国内の集荷および配送業務、海外との輸送業務、その他の付随業務

東洋運輸倉庫株式会社

代表取締役 靍岡 征人

〒160-6125 東京都新宿区西新宿8-17-1住友不動産新宿グランドタワー25階

会社名

代表者名

1960年（昭和35年）4月

1億9,100万円

創立

資本金

本社所在地

事業内容

若洲、東扇島などの大型倉庫を基盤に、東京臨海部における物流インフラの強化に
貢献します。３PL、通関業務を中心に事業を展開し、幅広い商品を取引。あらゆる
業種に対応可能な物流管理システムの構築を目指すことで、最適な倉庫環境・
物流事業をご提案します。

通関業、営業倉庫、貨物運送取扱業、保税蔵置場、損害保険取扱業務

ＳＢＳグローバルネットワーク

充実の海外物流ネットワーク

東洋運輸倉庫

通関から3PLまで
物流課題解決のリーディング・カンパニー

SＢＳフレイトサービス

輸配送から、物流センター運営まで
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高機能物流を
全国に広げるアセットマネージャー

SBSアセットマネジメント
会社名 SBSアセットマネジメント株式会社

代表者名 代表取締役 松原 俊夫

資本金 1億6,000万円

創立 2004年（平成16年）9月3日

本社所在地

〈 物流施設開発 〉

Development
SBSアセットマネジメント

SBSグループの物流施設開発を担うアセットマネジメントカンパニーです。
金融、不動産、物流の高度な専門知識とノウハウを活かし、３PLに最適化された専用物流施設を独自に開発。
物流現場を知りつくした高機能設計を強みに、綿密なリサーチの下、バリューチェーンの変化に応えながら高度化する物流に対応。
用地仕入れからリーシング、そして流動化まで物流施設に特化したトータルなアセットマネジメント業務を展開しています。

SBSグループの物流施設開発は、お客様に満足いただく3PLサーピスを提供
するために必要不可欠なサーピスです。お客様のニーズと物流現場を知り尽く
しているからこそ実現できる高機能高設計、また、高度な金融知識と不動産
マーケットに精通するアセットマネジメントのプロ集団が手掛ける物流施設開
発は、荷主様や投資家の皆様に高く支持されています。

金融、不動産、物流に関する高度な専門知識とノウハウを活かし、
3PL専用物流施設を自社開発。
お客様の物流拠点を設計段階からご提案します。

物流施設
開発

3PL事業サイクル

開発サイクル

回収フェーズ 投資フェーズ

安定
稼働 流動化

● お客様のニーズ確認
● 土地情報の収集
● 投下資金回収

● 物流施設、IT・LT等の
　企画設計
● 施工会社の選定
● 物件取得スキームの策定

● 金融不動産市場分析
● 金融機関等とのリファイナンス交渉
● 取得希望先との交渉

● PM会社の選定
● リーシング
● 修繕計画の策定

受注
提案着工

顧客
開拓

用地
取得

現場
立ち上げ

竣工

〒160-6125
東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー
25階

〈 賃貸事業 〉

ロードサイト店舗、マンション、都心のオフィスなど、首都圏を中心に約35カ所の賃貸不動産を所有し、管理しています。

物流施設の屋上など保有資
産を有効活用するとともに、
低炭素社会の実現に貢献す
ることを目的に行っています。
発電規模はおよそ12メガワット
となり、売電および自社にて使
用しています。

南新宿SKビル
（オフィスビル）
敷地面積：1,143㎡
延床面積：7,531㎡
竣　　工：1997年7月

（オフィスビル）
敷地面積：1,416㎡
延床面積：9,013㎡
竣　　工：2000年1月

渋谷新南口ビル
（ロードサイド型店舗）
敷地面積：2,655㎡
延床面積：1,595㎡
竣　　工：1990年6月

幕張ビル

〈 太陽光発電 〉

for Dream Logist ics
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物流センター一宮（仮称）

横浜金沢物流センター

野田瀬戸物流センターA棟（計画）

野田瀬戸物流センターB棟（計画）

南港物流センター

阿見物流センター

所沢物流センター

新杉田物流センター

長津田物流センター

タイ物流倉庫1号棟・2号棟

野田吉春物流センター

所沢倉庫

野田物流センター

入間物流センター

岩槻物流センター

川越物流センター

千曲物流センター

西日本ロジスティックセンター

大阪市
住之江区

愛知県
一宮市

横浜市
金沢区

埼玉県
所沢市

横浜市
磯子区

横浜市
緑区

千葉県
野田市

千葉県
野田市

千葉県
野田市

千葉県
野田市

埼玉県
入間市

埼玉県
川越市

長野県
千曲市

京都府
京田辺市

さいたま市
岩槻区

埼玉県
所沢市

タイ
シラチャ

茨城県
稲敷郡阿見町

2019年3月

2018年6月

2016年3月

2016年3月

2015年1月

2014年6月

2009年3月

2009年11月

2009年3月

2008年1月

2007年12月

２００７年11月

2007年8月

2007年3月

竣工物件名／現在の用途 流動化所在地

●SBSロジコム（株）川越物流センター支店

●SBSロジコム（株）野田物流センター支店

●SBSロジコム（株）所沢支店

●SBSロジコム（株）入間支店

●SBSロジコム（株）野田物流センター支店
  岩槻営業所

●SBSロジコム（株）南港物流センター支店

●SBSリコーロジスティクス（株）

●SBSロジコム（株）
  野田吉春物流センター支店

●SBSリコーロジスティクス（株）
  物流センター横浜金沢

●SBSロジコム（株）所沢物流センター支店

●SBSフレック（株）阿見物流センター支店

●SBSロジコム（株）新杉田物流センター支店
●SBSフレイトサービス（株）本社・新杉田センター

敷地面積(㎡)

延床面積(㎡)

25,853
37,676

11,137
6,299

32,665
47,770

40,011
29,981

24,064
35,893

8,696
5,801

17,050
31,748

63,840
19,426

47,577
43,755

17,150
38,265

27,824
34,805

31,303
8,012

24,858
61,282

26,612
53,821

73,271
167,867

55,746
131,298

29,752

2021年10月

2023年10月
（予定）

2023年
（予定）

26,126
26,203

2021年

2020年3月

2015年7月

2015年3月

2010年9月

2010年9月

2008年4月

2016年6月

2017年12月

2014年8月
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CSR ＳＢＳグループは、グループの経営理念と行動基準に基づき、CSR（企業の社会的責任）と経営を一体
的に推進しています。CSRにおける重要テーマを、「環境」「安全」「社会」「統治」の4つに分類し、それぞ
れについて重点項目や推進施策を定め、継続的かつ多角的に取り組んでいます。中でも、「環境」と
「安全」は、グループの中核事業である物流の主要課題であることから最重要に位置付け、注力しています。

組織体制

環境 E N V I R O N M E N T

ＳＢＳグループ中長期環境計画

計  画  名

スローガン

重点課題

シンシア チャレンジ（SINCERE CHALLENGE）2030

“環境にやさしい 緑あふれる社会 私たちは挑戦します！”

中期       ■  CO2排出量の削減（車両・施設の低炭素化）

              ■  資源循環の促進（廃棄物の効果的活用と再資源化）

              ■  天然資源の保全（コピー用紙・水の使用量削減）

長期       ■  車両排出CO2削減強化（次世代自動車導入計画策定・施行）

ＳＢＳグループは、環境への配慮を、物流事業者としての最も重要な社会的責任の一つとして捉
えています。ドライバー一人ひとりへのエコドライブの浸透と環境配慮型車両の導入、施設の省
エネなど、より幅広い視点でCO2排出削減を追求しています。これらの環境活動を、より推進す
るために第三次中長期環境計画を策定しています。私たちはこの計画を“シンシア チャレンジ”
と名付けました。シンシア（sincere）とは「うそ偽りのない、正直な、誠実な」ことを意味します。
この言葉どおり、私たちはこの計画に誠実かつ積極的に取り組みます。

安全          S A F E T Y

国内外において総合物流事業を展開するＳＢＳグループにとって、安全・無事故の実現は最重要課題であり、サービス品質の核をなすものです。ドライ
バーの安全に対する意識や運転技術の向上、健康管理の支援、車両の安全性の確保といった多角的なアプローチで、事故防止に取り組んでいます。
　

 ※ＳＢＳ鎌田財団は社会的養護を受ける生徒の進学と物流研究を支援しています。

社会          S O C I A L

ＳＢＳグループは、経営理念に則り、社会と共に生きることを事業活動の大原則

としています。企業市民として、社会の課題解決に微力ながら貢献するととも

に、ステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを大切にし、信頼関係の構

築に努めています。

■  事故要因分析
■  ヒヤリハット情報収集・DR映像分析
■  危険予知トレーニング
■  適正診断
■  定期SASスクリーニング検査・健康診断
■  ストレスチェック／産業医面談
■  事故惹起者研修
■  安全機能（衝突回避・軽減ブレーキ／
     走路逸脱防止）搭載車両導入
■  血圧測定

■  点呼・アルコールチェック
■  日常点検
■  運行支援機器（デジタルタコグラフ・ドライブ
　  レコーダー・バックアイカメラ）装置
■  業務監査・巡回フォロー・事業所自己点検
■  安全性優良事業所（Gマーク）認定取得
■  トラックドライバー／
　  フォークリフトオペレーターコンテスト
■  労働安全衛生運動
■  安全運転褒賞

ＳＢＳグループ運輸安全マネジメント

■  グループ安全教育
　　●  トラック安全運転研修会
　　●  エコ・安全ドライブ研修
　　●  フォークリフト安全運転研修会
　　●  物流品質セミナー
　　●  運行管理者試験対策セミナー
　　●  運行管理者スキルアップセミナー
　　●  一般適正診断活用講座
　　●  救急救命講習

■  安全スローガン募集

CSRマネジメントの枠組み

環境経営推進会議

運輸安全推進会議

安全衛生委員会
ＳＢＳ鎌田財団

コンプライアンス会議

リスク管理会議

情報セキュリティ
推進会議

【中長期環境計画】
●エコ・安全ドライブ研修
●環境配慮型車両の導入
●モーダルシフト
●省エネ照明の導入
●再生可能エネルギー創出
●半径5mの環境行動

●安全運転研修
●エコ・安全ドライブ研修
●ヒヤリハット分析
●定期健康診断・
   SASスクリーニング検査
●デジタコ／ドラレコ導入
●ドライバーコンテスト
●Gマーク認定

●グループ統一研修／
  通信教育制度
●産業医カウンセリング
●救急救命講習／
   AED導入
●社会貢献表彰
●助成事業

●コンプライアンスツール
●職場何でも相談室・
   監査役
●ホットライン・
   社外通報窓口
●BCP（事業継続計画）
●情報セキュリティセミナー

【環境対策3つの柱】
●エコドライブ（車両）
●省エネ（施設）
●環境行動（社員）

環境への配慮
（CO2削減・省エネルギー）

環境
Environment

ガバナンス
Governance

安全と社会
Safety & Social

安全の確保
（事故ゼロ）

社会とのかかわり

健全な経営

●運輸安全マネジメント
●事故防止対策の徹底
   （教育・健康管理・要因
  分析と危険予知）
●安全対策の強化

●人材育成
●労働安全衛生
●品質管理
●社会貢献

●内部統制
●内部通報窓口
●コンプライアンス教育
●リスクマネジメント
●情報セキュリティ対策
●事業継続マネジメント

課題別グループ会議
（グループ各社部門責任者）

CSR統括会議
（グループ各社代表）

推進組織
推進施策重点項目重要課題・テーマ分類

CSR推進委員会

リスク管理 方針・重点課題

運輸安全推進会議

CSR推進委員会

運輸安全推進会議

環境経営推進会議

リスク管理会議

情報セキュリティ推進会議

安全衛生委員会 ＳＢＳ鎌田財団

4つの課題の各々について推進組織
（グループ会議）を設け、活動の推進と
情報の共有を図っています。また、これ
らの組織を統括する「CSR推進委員
会」は、グループ各社の代表で構成さ
れ、グループ横断組織として方針の決
定や施策の承認を行うなど、CSR活動
の推進軸を担っています。

コンプライアンス会議

 教育・啓発 事故防止 安全運転管理



会社概要

1987年

東京都墨田区に即日配送事業の㈱関東即配（現ＳＢＳ即配サポート㈱）を
設立。

商号を㈱総合物流システム（現ＳＢＳホールディングス㈱）に変更。

東京都江東区に㈱関東即配（現ＳＢＳホールディングス㈱）を設立。12月

1989年 4月

リコーロジスティクス㈱（現ＳＢＳリコーロジスティクス㈱）の
株式取得。

2018年 8月

東芝ロジスティクス㈱（現ＳＢＳ東芝ロジスティクス㈱）の株式取得。2020年11月

創業30周年を迎える。2017年12月

東京証券取引所市場第一部へ指定替え。2013年12月

グループブランドを統一。2013年 6月

東京証券取引所市場第二部へ上場。同時に創業25周年を迎える。2012年12月

商号をＳＢＳホールディングス㈱に変更、
本社を東京都墨田区太平に移転。

2006年 4月

食品物流の㈱全通（現ＳＢＳゼンツウ㈱）の株式取得。2006年 1月

東急ロジスティック㈱（現ＳＢＳロジコム㈱）の株式取得。 2005年 6月

不動産証券化事業の㈱エーマックス
（現ＳＢＳアセットマネジメント㈱）を設立し、
物流施設開発および不動産証券化事業を開始。

2004年 9月

㈱エスビーエス（現ＳＢＳホールディングス㈱）を純粋持株会社に移行。2004年 7月

雪印物流㈱（現ＳＢＳフレック㈱）の株式取得。2004年 5月

日本証券業協会（現東京証券取引所JASDAQ市場）に株式を店頭登録。2003年12月

商号を㈱エスビーエス（現ＳＢＳホールディングス㈱）に変更。1999年12月

1988年 9月

COMPANY PROFILE COMPANY GROUP
SBSホールディングス株式会社社名■ 沿革■

代表者■ 鎌田　正彦

入山　賢一

泰地　正人

田中　康仁

若松　勝久

加 藤 　 元

代 表 取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

岩﨑　二郎

関本　哲也

星 　 秀 一

遠 藤 　 隆

松本　正人

辻 　さちえ

社 外 取 締 役

社 外 取 締 役

社 外 取 締 役

取締役（常勤監査等委員）

社外取締役（監査等委員）

社外取締役（監査等委員）

〒160-6125
東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー25階
TEL：03-6772-8200（代表）

■

■

■

■

1987年12月16日

39億20百万円

4,034億円（連結） ※2021年12月期

22,086名
（うち正社員10,614名、2021年12月末現在、連結）

設立

資本金

売上高

所在地

従業員数

■

持株会社としてグループ全体の経営戦略の策定・
推進、グループ経営の監査、その他経営管理などを
行っております。

■ 東京証券取引所 プライム市場（証券コード:2384）上場証券取引所

■ 業務内容

〈 純資産／総資産 〉 〈 売上高／営業利益 〉

〈 事業別売上高構成比 〉

※2021年12月期実績

〈 事業別営業利益構成比 〉

総資産 純資産

0

50,000

（百万円）
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150,000

200,000
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売上高 営業利益

21 22

〈 各社別売上高構成比 〉
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合計

億円4,034

81億円
その他事業 2%

170億円
不動産事業 4.2%

物流事業 93.7
3,783億円

%

合計

億円207

その他事業

4億円

物流事業

155億円

不動産事業

億円63

億円16

27%

21%15%
11%

7%

14%

合計

4,034億円

SBS東芝ロジスティクス

SBSロジコム

その他

5%
SBSゼンツウ

SBSフレック

SBS即配サポート

SBSリコー
ロジスティクス

売上高（百万円） 営業利益（百万円）

（予想）

調整

△
△

34,533
122,330

149,054
7,514

152,870
6,229 203,516

8,240  255,548
10,176

257,192
10,960

 403,485
20,706 430,000

21,500

38,510
127,802

48,173
 171,796

54,077
180,047

68,146
254,550

80,707
277,197

SBS三愛ロジスティクス株式会社
SBSグローバルネットワーク株式会社
RICOH LOGISTICS CORPORATION [USA]
RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS（H.K.） Ltd. [香港]
　　 理光国際貨運代理（深圳）有限公司
SBS Logiatics（Thailand）Co., Ltd. [タイ]
SBS Vietnam Co., Ltd [ベトナム]
株式会社ジャス

SBSフレイトサービス株式会社

旭新運輸開発株式会社

SBSフレックネット株式会社

4

5

3

TLロジサービス株式会社
東芝ロジスティクス上海外高橋社
東芝ロジスティクス杭州社
東芝ロジスティクス大連社
東芝ロジスティクス香港社
東芝ロジスティクスシンガポール社
東芝ロジスティクスフィリピン社
　　TLフォワーディングサービス・フィリピン社

東芝ロジスティクスタイ社
　    TLサービスタイ社
東芝ロジスティクス・マレーシア社
東芝ロジスティクス・ベトナム社
東芝ロジスティクス・インド社
東芝ロジスティクス米国社
東芝ロジスティクス欧州社

SBSロジコム関東株式会社

株式会社日ノ丸急送

1 SBSホールディングス株式会社

2 SBS東芝ロジスティクス株式会社

SBSリコーロジスティクス株式会社

SBSロジコム株式会社

SBSフレック株式会社

株式会社アイアンドアイ

6 SBS即配サポート株式会社

7 SBSゼンツウ株式会社
東芝ロジスティクス欧州社

東芝ロジスティクス米国社

RICOH LOGISTICS CORPORATION

理光国際貨運代理（深圳） 有限公司

香港徳河物流有限公司

SBS Vietnam Co., Ltd.

東芝ロジスティクス・マレーシア社

SBS Total Logistics Malaysia Sdn. Bhd.

東芝ロジスティクスシンガポール社

SBS Logistics Singapore Pte. Ltd.

東芝ロジスティクス・インド社

東芝ロジスティクス杭州社

RICOH INTERNATIONAL LOGISTICS（H.K） Ltd.
東芝ロジスティクス香港社

SBS Logistics Holdings Hong Kong Ltd.

東芝ロジスティクス上海外高橋社
上海慶亜留塑料加工有限公司

東芝ロジスティクス大連社

東芝ロジスティクス欧州社東芝ロジスティクス米国社

RICOH LOGISTICS CORPORATION

… SBS東芝ロジスティクス株式会社

… SBSリコーロジスティクス株式会社

… その他海外グループ会社、関係会社

… SBS古河物流株式会社

古河物流（上海）有限公司

日商古河物流股份有限公司台湾分公司

FURUKAWA(THAILAND)CO.,LTD.

SBS Logistics Philippines, Inc.

東芝ロジスティクス・ベトナム社
TAS Logistics Co., Ltd.

Atlas Logistics Pvt. Ltd. 
東芝ロジスティクスタイ社

SBS Logistics （Thailand） Co., Ltd.

HONG KONG DE HE LOGISTICS LIMITED SINGAPORE BRANCH

RICOH LOGISTICS CORPORATION [Georgia Branch]

グローバル ペットニュートリション株式会社

日本物流未来投資事業有限責任組合（日本物流未来投資株式会社）15

株式会社横浜ドラム製作所

香港徳河物流有限公司

古河物流（上海）有限公司

ジョブライト株式会社

東洋運輸倉庫株式会社11

マーケティングパートナー株式会社12

エルマックス株式会社

SBSアセットマネジメント株式会社13

SBS自動車学校14

9 SBSスタッフ株式会社

8 SBS古河物流株式会社

10 SBSファイナンス株式会社

海外関係会社
Atlas Logistics Pvt Ltd. [インド]

海外グループ会社
SBS Logistics Holdings Hong Kong Ltd. [香港]
　　 上海慶亜留塑料加工有限公司 [上海]
SBS Total Logistics Malaysia Sdn. Bhd. [マレーシア]
SBS Logistics Philippines, Inc. [フィリピン]
TAS Logistics Co., Ltd.（Thailand） [タイ]

SBSリコーロジスティクス欧州支店 オランダ

理光国際貨運代理（深圳）有限公司上海分公司

SBS Logistics （Thailand） Co., Ltd. ［タイ］ Bang Na Branch

TLフォワーディングサービス・フィリピン社
東芝ロジスティクスフィリピン社

TLサービスタイ


