
対処すべき主要なリスク
　SBSグループの短期および中・長期的な経営成績、株価およ
び財務状況に影響を及ぼす可能性があるリスク事象として、現在
は15のカテゴリーを設けています。主に外的要因によって生じる
もの、SBSグループのミスなどによって生じるもの、その両方の
側面を有するものといった違いはありますが、経営の健全性と持
続可能性を高める観点から、これらを包括的に管理しています。
　なお、新型コロナウイルス感染症による世界の経済社会、そ
してSBSグループの事業活動への甚大な影響を踏まえ、2020
年度から「感染症に伴うリスク」を新たなリスク事象として加えて
います。

 SBSグループリスク管理規程（骨子）

● 基本方針
　SBSグループの役員および従業員は、SBSグループの社会的
な存在意義に鑑み、日常から人の生命・身体の安全確保を最優
先としてリスクを管理し、リスクが顕在化した場合には、リスク
の収束および損失の最小化ならびに速やかな復旧に努める。

● リスク管理会議の設置と運営
　リスク対策のモニタリング・評価・承認

● 有事のリスク対応
　「事業継続計画書」の規定

リスク管理の方針と体制
　SBSグループでは、「SBSグループリスク管理規程」を定め、
経営活動の脅威となり得るすべてのリスク事象の管理を図って
います。影響が直ちに現れる事象はもちろん、中・長期的な視点
から対処すべきだと判断されるリスクについても、管理の対象と
しています。
　グループ全体でのリスク管理を継続的に行っていくために、
グループ各社から選任された委員で構成される「SBSグループ
リスク管理会議」を設置しています。原則として年間2回開催す
る同会議では、リスクをグループ全体とグループ各社に分け、
各々のリスク対策状況のモニタリングを実施し、リスク発生の未
然防止と、緊急事態によって発生する被害の抑制に取り組んで
います。

リスク管理のプロセス
　SBSホールディングスおよび各グループ会社では、まず部門
ごとに対応すべきリスクを洗い出します。そして、各リスクの発
生可能性、起こった場合の影響度、制御の可能性などを精査・
分析します。その上で対応策を実行し、リスクによる損害や損失
の予防と最小化を図っています。
　SBSグループリスク管理会議では、 SBSホールディングスお
よび各グループ会社からの報告を受け、リスク対策の実施状況
やその有効性に関する検証・評価を行います。その結果を「SBS
グループCSR推進委員会」へ報告し、承認を得ています。
　こうしたサイクルを年次で回し、既存のリスクへのより適切な
対応だけでなく、新たに浮上するリスクへの早期対応にも努めて
います。

SBSグループは、経営成績、財務状況、そして株価に影響を及ぼす可能性があるリスクを特定・分析し、
発生の回避および発生した場合の対応に最大限の努力を行っています。

リスク管理のプロセス

洗い出し

精査・分析

対応策の実行

検証・評価

CSR推進委員会への報告

経営リスクの把握と対応



国内景気の大幅な落ち込みによる
消費の低迷、極端な円高や海外景
気の深刻な落ち込みによる輸出入
量の減少に起因する受注件数の減
少や輸配送料金への押し下げ圧力
などが起こる可能性があります。

景気の変動によるリスク

【短期】

発生可能性

影響度

制御可能性

不動産事業に関するリスク

【短・中期】

発生可能性

影響度

制御可能性※1

SBSグループの不動産事業は、物流施
設等の不動産の開発と、その顧客への
提供（販売および賃貸）とを主たる活動
としています。開発した不動産をご利用
いただくお客様が計画どおりに獲得で
きない場合、売上・利益の減少要因にな
ります。また、物流施設の受注時期、規
模や仕様、完成時期、販売時期によって
売上および利益が一定の時期に偏る場
合や遅延が生じる場合があります。

顧客を計画どおりに獲得できない場合
の売上・利益への影響は、投資額によ
り無視できない大きさになる場合があ
ります。また、売上および利益が一定の
時期に偏る場合や遅延が生じる場合に
ついても同様です。

顧客の確保を前提とした物流施設の
開発
※入居する荷主あるいは販売先を決定し、用途
や仕様あるいは賃料や賃貸期間などを明確に
したのちに着工しています。

開発工程のきめ細かい管理

世界的な原油価格の高騰や為替相場
の影響による燃料価格の想定を超えた
値上がりやコスト増加相当分を運賃に
転嫁できない状況が起こる可能性があ
ります。

燃料価格高騰によるリスク

【短・中・長期】

発生可能性

影響度

制御可能性

金融環境悪化に伴うリスク

【短期】

発生可能性

影響度

制御可能性

重要な成長戦略としてM&Aの実施や
3PL事業推進のための物流施設開発
を行うにあたり、資金は主に金融機関
からの借入で調達しており、金融環境
の悪化はコスト増の要因となります。

戦略投資への資金調達困難、借入金
の調達金利上昇が起こる可能性があり
ます。
また、財務制限条項付き借入金の場
合、抵触する可能性があります。

物流施設の流動化および営業キャッ
シュ・フローなどによる有利子負債の返
済と金利の固定化などの対策

既存事業の規模拡大や新事業分野に
進出するに際し、事業戦略の一環とし
てM&Aや資本参加、資本提携などを
行います。これらが当初の計画どおり
に進まないリスクがあります。

予期できない事情などにより、買収や
提携後の事業計画の進捗が当初見通
しに比べ大幅に遅れる可能性があり
ます。

M&Aに関するリスク

【短期】

発生可能性

影響度

制御可能性

事前デューディリジェンスの徹底

被買収企業の経営層との丁寧な調整
※資本参加・提携においても、これに準じる取り
組みを行っています。

主要なリスクの管理状況

概要 影響 対応状況

※1 リスク管理の水準向上に伴い評価を見直し、発生可能性を1下げ、制御可能性を1上げました。

SBSグループの事業は、国内外の経
済、景気動向および顧客企業の輸送需
要の動向に影響を受けます。

事業の多様化推進

取引先企業の拡大などによるリスク
分散

上記施策と併せた事業ポートフォリオ
の充実化・最適化推進

物流事業には軽油、ガソリンなどの燃
料の使用が不可欠ですが、原油価格の
高騰や為替相場の影響により燃料価
格が上昇した場合、コスト増の要因と
なります。

市場動向を注視した燃料価格の変動
（予測）を織り込んだ予算の作成

エコドライブ、段階的な次世代自動車の
導入などによる、より燃料効率の高い物
流サービスへの転換
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主要なリスクの管理状況

SBSグループの主力である物流事業で
は貨物自動車運送業、倉庫業、通関業
など物流に関する各種事業法、不動産
事業では建築基準法や金融商品取引
法が、人材事業では労働者派遣法な
ど、さまざまな法令の規制を受けてお
り、社会情勢の変化に応じてこれらが
変更される場合があります。

法制度変更によるリスク

【短・中期】

発生可能性

影響度

制御可能性

自然災害等の発生に
関するリスク

【短・中・長期】

発生可能性※2

影響度

制御可能性

大規模災害などの事態が発生した場
合、荷主企業や当社施設の被災、交通
網の混乱・遮断、ライフラインの停止な
どにより、SBSグループのオペレーショ
ンが寸断され、物流サービスの一部ま
たは全体が提供できなくなる可能性が
あります。

SBSグループの事業では、重大な感
染症の大流行が起こると、感染拡大抑
止のために、通常は行わない対策を取
らざるを得ないほか、悪くするとオペ
レーション継続さえ脅かされる場合も
あり得ます。

感染症の大流行の発生は、SBSグルー
プの事業活動にさまざまな制約をもた
らします。感染防止対策を取ることは
コスト増の要因になります。さらに、
SBSグループや荷主企業で発症者が
確認された場合は、オペレーションの
制限や停止を余儀なくされる可能性が
あります。

感染症に伴うリスク

【短・中・長期】

発生可能性※3

影響度

制御可能性※3

各事業拠点・車両の衛生管理を徹底

従業員には国の指針に従った感染防
止対策を徹底（出社時の検温の実施と
健康状態の確認、手洗いや手指消毒、
マスク着用）

感染者が確認された場合の迅速な拡
大防止対策

SBSグループでは、トラックなどにより
公道を利用して顧客の商品、製品の輸
送を行っていることから、交通事故のリ
スクとは常に隣り合わせです。

重大事故の発生に
関するリスク

【短期】

発生可能性

影響度

制御可能性

運輸安全推進会議のもとでSBSグ
ループ全体の運輸安全マネジメントを
継続的に運営

「教育・啓発」「事故防止」「安全運転管
理」の三本柱で運輸安全を推進

SBSグループでは、顧客の貨物情報の
管理、倉庫管理、通関処理などの業務
システムから会計や人事給与システム
などの社内システムまでコンピュータ
やネットワークを使用しており、これら
が故障、ウイルス、ハッキング、自然災
害などによってシステムダウンあるいは
誤作動するリスクがあります。

故障、ウイルス、ハッキング、自然災害
などによってシステムダウンや誤作動
が発生した場合、顧客や取引先への
サービス提供の中断、業務処理の遅延
や混乱をきたす可能性があります。

情報セキュリティ推進会議のもとでグ
ループ全体のセキュリティ対策と教育・
啓発を推進

AIを用いたウイルス対策ツールや次世
代ファイアウォールによる防御の強化

SOC（Security Operation Center）
サービスによる監視・確認機能の強化

第三者による検証

システムダウンに
関するリスク

【短・中期】

発生可能性

影響度

制御可能性

概要 影響 対応状況

※2 自然災害の頻度が増大する傾向に鑑み、発生可能性を昨年度より1高くしました。
※3 新型コロナウイルス感染症をめぐる情勢に鑑み、発生可能性と制御可能性の評価を1ずつ上げました。

経営リスクの把握と対応

SBSグループでは、トラックによる輸送
や物流センター運営を主体に事業を
行っており、自然災害等の影響を受け
ます。特に、首都圏の旺盛な物流需要
に対応するため、SBSグループの物流
拠点も首都圏に多く立地しており、首
都圏が影響を受けると、SBSグループ
にも著しい影響が生じます。

多くの人命を失う重大な事故を起こし
た場合、被害者からの訴訟やお客様の
信頼や社会的信用の低下、車両の使用
停止や営業停止の行政処分などを受
ける可能性があります。

関連する諸法令が社会情勢の変化に
応じて制度の改正・強化・解釈の変更
などを行うことにより、新たな費用負担
が発生したり、事業展開の変更を求め
られたりする可能性があります。

業界団体などを通じた情報収集

法制度の変更をあらかじめ想定した準
備・対応

BCP（事業継続計画）の策定を通じた災
害状況の想定と対応策の準備

大規模災害等に備えた訓練の定期実施

事業に使用する主要な建物の耐震性の
確保

主要事業拠点の可能な範囲での分散化



顧客情報の流出やデータ喪失などの事
態を発生させてしまった場合には、お
客様からの信用が毀損され、業績およ
び財務状況に影響を及ぼす可能性が
あります。

企業倫理規程において顧客情報の適
正な管理を明記

情報セキュリティマネジメントの一環と
して、顧客情報、個人情報の適正管理
のための対策を継続的に実施

顧客情報の流出リスク

【短・中期】

発生可能性

影響度

制御可能性

関連規制への抵触や、役員、従業員に
よる不正行為が発生した場合、SBSグ
ループの社会的な信用の低下、顧客か
らの取引停止、多額の課徴金や損害賠
償の請求などの事態を招く可能性があ
ります。

コンプライアンスに
関するリスク

【短・中期】

発生可能性

影響度

制御可能性

「SBSグループ行動憲章」と「SBSグ
ループコンプライアンス規程」を制定

グループ各社が参加する「SBSグルー
プコンプライアンス会議」を中心に、啓
発活動や違反事案の監視・確認・調
査・改善を実施

意識啓発ツールの配付と意識調査の
定期実施

国際展開に関するリスク

【短・中期】

発生可能性

影響度

制御可能性

SBSグループでは、将来にわたって成
長を続けていくために海外での事業展
開に取り組んでいますが、そのような事
業は事業展開先の国・地域の情勢に影
響を受けます。

経済状況の変化、景気の後退、為替
レートの変動、政治または法規制の変
化、テロ・戦争・疾病の発生などの要因
による社会的混乱、進出地域の文化お
よび国際標準の理解不足からくるトラ
ブル、国際規範・規格・ガイドラインへ
の抵触などの可能性があります。

事業展開先の国・地域に関する継続的
な情報収集・分析

人材を適時確保できない場合や人材
が大量に社外へ流出してしまった場
合、あるいは人材の育成がSBSグルー
プの計画どおりに進捗しない場合には、
事業展開、業績および成長見通しに大
きな影響を及ぼす可能性があります。

人材獲得と人材育成に
関するリスク

【中・長期】

発生可能性

影響度

制御可能性

能力のある人材を、新卒・中途を分け隔
てせずに積極的に採用

人材育成基本方針に則り、グループ各
社の全従業員を対象にさまざまな教育
研修を実施し、能力向上とキャリア開
発を支援

気候変動に伴うリスク

【中・長期】

発生可能性

影響度

制御可能性

※詳細はp.33を参照

SBSグループの事業は、進行する気候
変動により、市場を取り巻く環境や制
度が変わることの影響（移行リスク）
や、異常気象・気温上昇といった現象
による影響（物理リスク）を受ける可能
性があります。

CO2排出の価格上昇、低排出技術への
移行費用、燃料エネルギーの費用高騰
などは、事業支出の増加につながり、経
営を圧迫します。また、異常気象は、商
品や事業資産への損害や生産能力の
低下をもたらします。

低炭素化を前提とした計画的な事業
戦略・環境戦略の推進

環境経営体制の強化

有事に備えた備蓄

災害対策マネジメントの強化

SBSグループでは、人材の重要性を認
識し、採用活動や教育研修に注力して
いますが、必要な人材を継続的に獲得
するための競争は厳しく、計画どおりに
進捗しない可能性があります。

概要 影響 対応状況

SBSグループでは、物流事業に関連す
る法規をはじめとして、幅広いルールや
社会的規範のもとで事業活動を営んで
います。これらに何らかの形で抵触して
しまうことは、深刻な影響を伴います。

SBSグループの行う事業では、個人情
報を含め多くの顧客情報を取り扱って
おり、顧客情報の流出やデータ喪失の
潜在的なリスクがあります。

SBS GROUP  BUSINESS & CSR REPORT 2021 21 22




