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ステークホルダーとの双方向コミュニケーションによる信頼関係の構築

地球温暖化の防止

BCPの徹底
イノベーションによる
社会課題の解決

経営管理とCSRの融合
マイニングビジネスに

関連した戦略的社会貢献

生産拠点における環境配慮

環境・社会
トレンドの把握と対応

資源の循環利用

建設副産物の適切な処理とリサイクル
ソーシャルイノベーションによる企業ブランディング

環境性能ブランディング

研究開発と顧客情報管理

ローカル人財開発と登用

ローカル調達

グローバルオペレーションによるコミュニティの発展

グローバルガバナンスの強化

公正な労働環境

製品・サービスに関する
正確な情報提供

多様性を生かしたグローバル人財マネジメント

従業員のサステナビリティ意識啓発

経営のローカリゼーション

サプライチェーンを含むライフサイクルにおける環境配慮

収益性・効率性とサステナビリティ視点の両立

イノベーションによる顧客課題の解決

ローカル課題の解決力強化

品質安全の確保と差別化技術の開発

社会課題解決視点によるマーケティング活動

社会課題解決の視点による戦略策定の高度化

ICTの活用と顧客情報管理

サステナビリティ視点による情報発信

公正な税務戦略

生態系の保全

経営の透明性

サプライヤーと人権

公正な販売
パートナーシップ

大型建設機械輸送に起因する
温室効果ガス排出の抑制

公正な調達

労働安全衛生

リスク管理におけるESG側面の統合

事業との関連性

社
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■ マテリアリティの特定と8つのCSR重点取り組みテーマ

　日立建機グループでは2015年度、自社のさらなる成長をめざ

し、社内外のステークホルダーとともにCSR重点取り組みテー

マの分析を進めました。国際社会の最新の動向を踏まえ、事業

と関連が深いと考えられる40の社会課題を抽出して、「日立建

機グループの事業にとっての重要性」と「社会からの日立建機グ

ループへの期待」の観点から評価しマッピングを行いました。その

結果、各課題の機会とリスクを勘案した「8つのCSR重点取り

組みテーマ」を特定しました。

持続可能な社会に向けて

　世界的な環境問題の深刻化、グローバル化による格差の拡

大など、世界では依然として多くの社会・環境課題があり、持続

可能な社会に向けて企業に求められる役割は年々高まっていま

す。国連は2015年9月、2030年に向けて先進国・開発途上

国がともに環境、社会、経済面で持続可能な発展をめざす「持

続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：

SDGs）」を採択しました。また、国連気候変動枠組条約第21

回締約国会議（COP21）において、気候変動を抑制するための

国際的な枠組みである「パリ協定」が採択され、サステナビリティ

に対する社会の関心が高まり、その取り組みも加速しています。

　さらに投資の世界において、各国の年金基金などが投資を行

う際に、従来の財務情報だけではなく、環境（Environment）、

社会（Social）、ガバナンス（Governance）の側面も重要視

する「ESG投資」が注目を集めています。環境や社会に配慮し

ている企業こそ、長期的に企業価値を高めていけるという考え方

が広まってきており、企業価値向上のために環境や社会課題の

解決に貢献する経営戦略が一層求められています。

　こうした国際動向や事業環境の変化を踏まえて、日立建機グ

ループではCSRを「企業が持続発展するために、本業を通じて

社会課題の解決に寄与し、中長期的に企業価値を増大するた

めの手段である」と捉え、CSR中長期目標を策定しました。今

後、企業を取り巻く環境・社会課題を正しく理解・分析し、「持

続可能な社会の実現」を経営の最優先課題のひとつとして、

CSRを推進していきます。

■ 日立建機グループのCSR中長期目標

現中期経営計画
2017～2019年度

中長期目標の策定現在

前中期経営計画
2014～2016年度「GROW TOGETHER 2016」 「CONNECT TOGETHER 2019」

日立建機
グループがめざす
持続可能な
社会の実現

・CSRと経営戦略を一体化させる
　ための枠組みづくり

・8つのCSR重点取り組みテーマ
　の策定

マテリアリティ※特定
・次期中期経営計画へのCSRの
　反映

・目標値と進捗状況の情報開示

CSRと経営の融合
コーポレートターゲット
製品によるCO2抑制率

▲ 33%

ソリューションターゲット
安全性・生産性向上、

ライフサイクルコスト低減

2030 CSV GOAL

日立建機グループは、CSR施策と経営戦略を一体化させ、事業

を通じて社会課題の解決に寄与し、企業の持続的成長と価値

を増大させることをめざします。

■ CSRロードマップ

CSV3テーマ
「社会の期待」と「事業との関連性」
の高い3テーマ

基盤5テーマ
CSV3テーマの取り組みの
基盤となる5テーマ

グローバル環境課題の
解決

社会基盤を支える
現場力の強化

コミュニティの
発展への貢献

■ 日立建機グループが検討・抽出したマテリアリティ項目のマッピング

■ 8つのCSR重点取り組みテーマ

安全・効率・高度な製品と現場の追求

ガバナンス

従業員の労働安全、
働き方改革

グローバル・ローカル
での人財開発

よりよい取引と
バリューチェーンの発展

マテリアリティのマッピング後、それぞれの項目を体系的にまとめ直し、8つの重点取り組みテーマを決定しました。

特に重要と考えられるものは社会課題の解決を事業の成長につなげる「CSVテーマ」として位置付け、

その他は CSVテーマを推進する上で欠かせない

「基盤テーマ」として位置付けています。

 CSV3テーマに関連する項目

※ マテリアリティ：組織のパフォーマンスに大きな影響を及ぼす可能性のある課題
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　2015年9月に国連サミットで採択されたSDGsは、150を超

える国連加盟国の合意による世界共通の目標です。SDGsでは

持続可能な社会を実現するための重要な指針として、2030年ま

でに達成すべき17の目標（ゴール）と169のターゲットを設定し

ており、企業を主要な実施主体のひとつと位置付けています。

　企業がSDGsに取り組むことは企業価値を向上させるだけで

なく、ステークホルダーとの関係強化にもつながります。さらに

SDGsの各目標は、日立建機グループの8つの重点取り組み

テーマとの親和性が非常に高いものです。そのため、日立建機グ

ループでは、企業活動とSDGsとの関わりを整理し、自社の強み

を生かした持続可能な成長戦略として検討を進めています。

■ 持続可能な開発目標（SDGs）へのアプローチ ■ バリューチェーンでの重要課題

　日立建機グループがつくる建設機械は、鉱山での資源開発や

社会インフラの整備、農業・林業・畜産業など、社会のさまざま

な場面で活躍しています。そして、これらの建設機械は使用段階

のみならず生産・輸送、そして廃棄に至るバリューチェーン全体

で持続可能性に関する課題との関係を明らかにすることが重要

になってきています。

　日立建機グループでは、自社の事業がバリューチェーン全体で

環境や社会にどのような影響をもたらすのか、その影響領域を把

握し、それらのSDGsの目標・ターゲットとの関連を分析すること

で、グループにとって必要な取り組みを明確化しています。

　今後、自社のバリューチェーンにおけるSDGsへの取り組みの

進捗情報を開示していくとともに、さまざまなステークホルダーと

協働しながら、目標達成に向けて活動を進めていきます。

原材料 調達・物流サプライヤー 操業 販売 製品の使用 製品の廃棄

ー

＋
技術・教育
取得機会

技術・教育
取得機会

クリーン技術、
環境配慮技術開発

都市土木
インフラの構築

グローバルな
技術継承・移転

クリーン技術、
環境配慮技術

働きがい ICTソリューション
（オペレーションの簡略化）

同一労働・同一賃金、
強制労働・児童労働の根絶、

移民労働者の処遇

SDGsの各目標に対して
正の影響を強化する
ことができる活動

SDGsの各目標に対して
負の影響を抑制する
ことができる活動

ジェンダー平等
廃棄物削減、
化学物質の削減

水リスクの
削減

製品のリユース・
リサイクルジェンダー

平等

土木インフラ情報化施工、
災害への対応

クリーン
エネルギーの導入

生態系の
保全

生態系の保全

■ 中長期目標の策定プロセス ■ SDGsがめざす各目標のゴール

■ バリューチェーンにおけるSDGsのマッピング

持続可能な社会に向けて

SDGsを理解する
SDGsの17目標169ターゲットの内容を分析し、自社の事業への機会（チャ
ンス）とリスクを探る。

STEP1

目標を設定する
バリューチェーンにおいて関連するSDGs課題のマッピングを行い、影響領
域を特定。それをもとに目標・KPIを策定する。

STEP3

優先課題を決定する
重点テーマの中長期目標の策定に向けてワークショップを開催し、自社の事
業とSDGsターゲットの関わりの深いものを選ぶ。

STEP2

経営へ統合する
策定した目標を部門レベルの目標にまで落とし込み、持続可能性を事業戦
略と企業ガバナンスに統合する。

STEP4

報告とコミュニケーションを行う
取り組みの進捗状況や達成度をステークホルダーに定期的に報告し、コミュ
ニケーションを深める。

STEP5

目標 1 あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

目標 2
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可
能な農業を促進する

目標 3
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を
促進する

目標 4
すべての人々への包括的かつ公正な質の高い教育を提供し、生
涯学習の機会を促進する

目標 5
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワメ
ントを行う

目標 6 すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

目標 7
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネル
ギーへのアクセスを確保する

目標 8
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生
産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・
ワーク）を促進する

目標 9
強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な
産業化の促進及びイノベーションの推進を図る

目標 10 各国内及び各国間の不平等を是正する

目標 11
包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び
人間居住を実現する

目標 12 持続可能な生産消費形態を確保する

目標 13 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

目標 14
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な
形で利用する

目標 15
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な
森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回
復及び生物多様性の損失を阻止する

目標 16
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべて
の人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて
効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

目標 17
持続可能な開発実施手段を強化し、グローバル・パートナーシッ
プを活性化する

※ 上記のバリューチェーンは国連グローバル・コンパクトが推奨する「SDG Compass」におけるバリューチェーン区分を使用しています。

■ CSVテーマと関わりの深いSDGs目標

CSVテーマ 1
グローバル環境課題の解決

CSVテーマ 2
社会基盤を支える現場力の強化

CSVテーマ 3
コミュニティの発展への貢献

世界の温室効果ガス排出量は増加
の一途をたどり、現在では 1990 年
と比較して 50% 以上増えています。
日立建機はサプライヤーやお客様と
一体となって環境配慮製品や環境負
荷削減活動を高度化することで、グ
ローバルな気候変動に対応していき
ます。

技術進歩は、新たな雇用機会の提供
やエネルギー効率の改善など、経済面
と環境面双方の課題の持続的な解決
策を見出す上でも重要となっています。
日立建機が創業以来培ってきた建設
機械における知見と技術は、産業と
技術革新の基盤を形成する上で非常
に関わりの深いものです。

SDGsでは、2030 年までにすべての
女性と男性の完全かつ生産的な雇用
と働きがいのある人間らしい仕事を達
成することを目標としています。日立
建機では、地域のニーズを的確に捉
え、建設機械ビジネスを通じて、地域
の雇用と開発を後押ししていきます。

新興市場における都市の急成長は、社
会基盤を支える技術者の不足など、さ
まざまな問題を含んでいます。日立建
機では、省力化技術や現場の運営を最
適化するソリューションなどを通じて、
新興国だけでなく先進国における持続
可能な街づくりにも貢献しています。

SDGsの目標を達成するためには、グ
ローバルなパートナーシップを活性化
する必要があります。日立建機は、日
立グループの総合力という強みを生か
し、さらに外部機関との連携を一層
強め、持続可能な社会に向けて取り
組みを進めていきます。
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　近年、投資においてESGの観点で企業を評価する「ESG投

資」が急速に拡大しています。ESGとは、Environment（環

境）、Social（社会）、Governance（ガバナンス）の頭文字を

取ったもので、ESG投資は従来の財務情報だけではなく、環境

や社会課題への取り組み、企業統治など非財務情報も投資の

判断や意思決定のプロセスに組み込むことを重視しています。

　ESG投資は2006年に当時の国連事務総長コフィ・アナン氏が責

任投資原則（PRI：Principles for Responsible Investment）を

提唱したことが契機となり、世界中の機関投資家が投資判断の

基準として環境や社会側面を重要視するようになりました。現在

では、運用資産が計60兆ドルを超える1,700以上の年金基金な

どの機関投資家や投資運用機関がすでにPRIに署名し、ESG

投資を推進しています。

　グローバル社会が抱える環境課題や社会課題の解決には中

長期的視点が大切であり、日立建機グループとしてこれらの課題

にしっかりと対応することで、中長期的な企業価値の創出につな

げるとともに、投資家の皆様に対しESG側面での迅速で適切な

情報公開に努めていきます。

■ ESG情報開示への理解と対応 ■ ESG対応インデックス

■ SRIインデックスの組み入れ状況

　ESG投資の広がりに伴い、国内外で数多くの機関が社会的

責任投資（SRI：Socially Responsible Investment）評

価を実施しています。SRIインデックスとは、ESGに基づき社会

的責任投資の銘柄を選出する指標のことで、日立建機グループ

も複数のSRIインデックスに組み入れられています。

「ESG」が機関投資家の投資判断材料に加わる（財務情報+非財務情報）

従来：社会的責任投資（SRI：Socially Responsible Investment）
企業の社会的責任（CSR）への取り組みを投資判断の評価基準に組み込み、投資先に持続可能な経営を求めていく投資手法

経済産業省+東京証券取引所の動き（日本再興戦略の一環）
・2012年～ なでしこ銘柄：企業における女性が働き続ける環境整備や人材活用　　・2014年～ 健康投資銘柄：従業員の健康経営の取り組み

国内の動き
・2014年2月　金融庁が「日本版スチュワードシップ・コード」を公表

　　　　　　　→ 多くの機関投資家が受け入れを表明

・2015年6月　金融庁と東京証券取引所が「コーポレートガバナンス・
  　　　　　　コード」を公表

　　　　　　　→ 新たな指針として多くの企業が適用

・2015年9月　年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が責任
　　　　　　　投資原則（PRI）へ署名

　　　　　　　→ 受託者である優良機関投資家のESG投資を促進

投資家のポートフォリオ構築の基本方針

成長性：商品の将来性、
　　　　競争力

持続性：業績動向、
　　　　経営効率

その他：配当政策、
　　　　株価収益率、
　　　　株価純資産倍率

CSR評価の高い企業

投資対象候補銘柄

ポート
フォリオ

環境

・環境技術の開発

・CO2排出量の削減

・生物多様性の保全

・資源の確保

・水使用量の削減

社会
・労働安全衛生

・人材の採用・定着

・女性社員の登用

・人権の尊重

・地域社会への貢献

ガバナンス
・倫理規定・
　コンプライアンス

・リスクマネジメント

・収賄と汚職の防止

・納税の透明性

・女性取締役

など

など
など

持続可能な社会に向けて

ESG 重要課題 重点取り組み 参照ページ

環境

環境に関する考え方 環境方針と長期目標 p33

環境関連データ 数字で見る日立建機グループ（抜粋） p25、p26

気候変動
環境方針と長期目標 p33

生産工場での省エネ活動 p34

廃棄物 廃棄物削減の取り組み p35

水 水使用量削減の取り組み p35

製品・サービス
ハイブリッド油圧ショベル「ZH200-5」の環境効果 p35、p36

電動式ショベルの環境効果 p36

社会

顧客

世界同一品質「Made by Hitachi」の実現に向けた取り組み p45

お客様満足度調査の実施 p46

製品情報の適宜開示 p46

労働慣行
従業員の労働安全、働き方改革 p47、p48

グローバル・ローカルでの人財開発 p49、p50

人権

人権デュー・ディリジェンスの取り組み p50

紛争鉱物不使用についての調達方針 p52

人権尊重への取り組み p54

地域社会への貢献 コミュニティの発展への貢献 p41～ p44

ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス体制 p53

マネジメント体制 p24

リスクマネジメントの強化 p54

情報開示
ESG情報開示への理解と対応 p31

数字で見る日立建機グループ（抜粋） p25、p26

コンプライアンス コンプライアンス推進体制と教育・研修 p52

サプライチェーンマネジメント
調達先との公正な取引の実施 p51

サプライチェーン CSRマネジメント p51、p52

持続可能性に関する考え方

社長メッセージ p9～ p12

マテリアリティの特定と８つの CSR重点取り組みテーマ p28

日立建機グループの CSR中長期目標 p27

持続可能な開発目標（SDGs）へのアプローチ p29

バリューチェーンでの重要課題 p30

■ 企業と投資家を取り巻く環境の変化

■ 投資家によるESG視点


