
日本郵船グループのESG経営
考え方

日本郵船グループのESG経営

当社グループは、2018年3月に発表した中期経営計画.
にて、「ESGの経営戦略への統合」を明示しました。.
これからも社会や産業から必要とされるSustainable..
Solution.Providerを目指すため、グループ社員一人.
ひとりが経済性「Economy」のモノサシに「ESG」の.
モノサシを加えることから始めます。「ESG」のモノサシ.

で徹底的に考え抜いた上で、当社グループが社会から.
必要とされる存在であり続けるために必要だと判断.
すれば、長期的な視点で、経営資源（ヒト・モノ・.
カネ・データ）を重点的に投入します。その結果、当社
グループの企業価値が向上し、事業基盤のさらなる強化
が図れると考えています。

▲

ESG経営が目指すもの

お客さま・パートナーから選ばれる存在／従業員の満足度向上

 

Sustainable
Solution
Provider

ESGの
モノサシを持つ

経営資源を投入
（ヒト・モノ・カネ・データ）

・既存事業を差別化
・事業領域を拡大

・社会・環境課題への貢献

新たな価値創造

考え方

Bringing value to life.
必要なモノ・コトを　必要な時に、必要な人、場所へ

これからも社会から必要とされる企業グループへ
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メガトレンド

政治・経済
•地政学的リスクを包含する世界政治
  （北東アジア、中東情勢の緊迫化）
•保護主義の台頭
•世界的・地域的な経済環境の変化
•過剰流動性による資金供給の増大

社 会
•新興国・途上国の人口増大
•南北問題、貧富の差の拡大
•気候変動・海洋保全
•低炭素・脱炭素の動き
•日本における働き方の変化

技術
•AIの進化、デジタル技術の進歩
•3Dプリンターの普及、生産体制の変化
•ブロックチェーン

主な機会

事業・戦略への反映

社会の変化に対応

主なリスク
•海運需要の減退
•ボラティリティの増大
•為替・燃料油価格の変動
•技術の陳腐化による競争力
低下

•輸送ルートの遮断
•船腹の過剰供給
•海難事故リスクの増大
•人材の流出・流動化

•海運需要の増大
•長距離輸送の需要増加
•高度な輸送品質のニーズ
•安全・環境対策への要請
増大

•代替供給地の発生
•サプライチェーンの健全化ニーズ
•船質・船舶管理レベルに対す
る厳格な評価
•デジタル技術開発のニーズ増加

Bringing value to life.
モノの輸送による価値 •生活に欠かせないものを届ける •人々の豊かな暮らしの実現

•エネルギーの安定供給 •経済活動を支える安定的なサプライチェーンの構築

グローバルな
事業展開による価値

•世界各地での雇用創出 •新興国における物流インフラの整備
•物流による世界経済の活性化

環境・安全対応による価値 •輸送時のCO2排出量の低減 •海洋・大気汚染の防止、生態系の保全
•次世代エネルギーへの転換のためのイノベーション

一般貨物輸送事業 不定期専用船事業
•自動車輸送部門  •エネルギー部門  •ドライバルク部門•定期船事業  •航空運送事業  •物流事業

中期経営計画

ポートフォリオの最適化 運賃安定型事業の積み上げ 効率化・新たな価値創出

ガバナンス

価値創造における機会とリスク

中期経営計画に基づいた事業活動推進

社会にもたらす価値

基本戦略

安全 環境 人材マテリアリティ（重要課題）

価値の創出

日本郵船グループと社会の持続的な発展を目指し、“Bringing.value. to. life.”の基本理念に沿って、当社グループの
中長期的な成長とお客さまや社会への新たな価値創出を目指します。

▲

企業価値向上プロセス
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▲

経営方針
..お客様とともに
お客さまから選ばれ信頼されるパートナーであり続けるために、現場第一に徹し、創意工夫に努め、新たな価値の創造を追求します。

  株主・投資家の皆さまとともに
公正かつ透明な経営を実践し、効率的な事業活動を通じて、企業価値の増大を目指します。

  社会とともに
良き企業市民として積極的に社会の課題に取り組み、環境の保全をはじめとして、より良い地球社会の実現に貢献します。

  グループ社員とともに
グローバル企業として、社員の多様性と挑戦する気概を尊重し、人材育成に力を注ぎ、夢と誇りを持って働ける日本郵船グループを
目指します。

Bringing value to life.

グループ企業理念

日本郵船グループは1885年の創業以来、「モノ運び」を
通じて、世界経済の発展や、人々の生活の向上に貢献し
てまいりました。人々の暮らしを支えることを誇りに思う
と同時に、安全や環境といった時代のニーズを的確に
捉え、常に新たな価値を創造しながら、社会的責任を果
たしてまいりたいと考えています。

この事業活動をさらに推進するため、グループ企業理念に
おける基本理念を“Bringing.value.to. life.”.と定義し、
さまざまな活動を通じて幅広く社会に貢献し、ステーク
ホルダーの皆さまをはじめ世の中から信頼され続ける
存在でありたいと考えています。

▲

基本理念

誠意
うそいつわりのない心・私利私欲のない心。まごころ。
お客様をはじめ、相手を尊重して、相手の立場を徹底的に考え抜く気持ち。思いやり。

創意
これまでだれも考え付かなかった考え。新しい思い付き。
現状に満足せず、より良いものにするための『原動力』、つまり『変革』や『挑戦』。

熱意
一途にそれに打ち込んでいる気持ち。熱心な気持ち。
困難なものに対して、継続して達成するまでやり遂げる熱い思い。

「日本郵船グループ企業理念」を実現していく際の心構え。

▲
NYK グループバリュー

誠意
Integrity

創意
Innovation

熱意
Intensity
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グループ企業行動憲章

私たちは、1885年の創立以来、幾多の困難を乗り越えて、世界海運のリーダーとして健全なる発展を重ねてきました。
私たちは、これからも、世界経済・文化の発展の礎として、人および物の広汎な交流の重要性を認識し、安全・確実な
サービスの提供にまい進します。
私たちは、海・陸・空にまたがるグローバルな総合物流企業グループとして、安全の確保と環境への取り組みを最優先し、
社会的に有用なサービスの向上に向けて、たゆまぬ研鑽に励み、また、お客様の要望に謙虚に耳を傾け、その期待と
信頼に応えます。
私たちは、国の内外において、事業活動に関わる全ての人々の人権を尊重し、諸法令、国際ルール、およびそれらの精神に
則った事業活動を営むことにより、社会の持続可能な発展に向けて、高い倫理観をもって社会的責任を果たします。
こうした認識のもとに、ここに「日本郵船グループ企業行動憲章」を定めます。

1. 誠実な事業活動
贈収賄などのあらゆる形態の腐敗を許さず、各国の競争法を遵守し、公正、透明、自由な競争ならびに適正
な取引を行い、株主および投資家をはじめステークホルダーとの良好な関係を築き、長期安定的な成長を
通じ企業価値の向上を目指します。

2. 安全の確保と環境への取り組み
安全の確保と環境への取り組みを企業の存在と活動に必須の要件として、主体的に行動します。あらゆる
事業活動を通じ安全対策の拡充および海洋・地球環境、自然生態系の保全に努め、持続可能な成長を目指
し、環境にやさしい安全輸送技術の向上のために研鑽します。

3. 保安体制の強化
非合法活動による国際物流ネットワークの遮断や悪用、また情報への不正なアクセスおよび漏洩などを防
止するため、保安の確保とその維持に努めます。

4. 諸法令の遵守と人権の尊重
企業は社会の一員であることを自覚し、正義と公正を旨として、各国の法令の遵守、人権を含む各種の国際
規範の尊重はもとより、地域の善良な文化や習慣、ステークホルダーの関心に配慮し、善良なる社会倫理
規範にもとることのない企業活動を遂行します。

5. 反社会的勢力の排除
市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、断固として対決し、関係遮断を徹底
します。

6. 社会とのコミュニケーションと情報開示・情報保護
株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを図り、企業情報を積極的かつ公正に開示します。また、
お客様をはじめ事業活動に関わる全ての人々の個人情報保護や各種情報管理の徹底に努めます。

7. 社会貢献活動
良き企業市民として、社会貢献活動を積極的に推進します。

8. 良好な職場環境の保全等
多様な人材が活躍できるよう、社員の多様性、個性、および人間性を尊重し、良好な職場環境の保全に
努めます。
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■ 序章
第1章  サービス品質の向上、安全性の追求、環境の保全
第2章  公正な事業活動
第3章  利益相反行為の禁止
第4章  人権、多様な文化の尊重
第5章  社会との関係
第6章  働きやすい職場環境の実現
第7章  情報の取り扱い
第8章  経営トップの責任
第9章  違反の疑いがある行為の報告・相談

参照：「日本郵船株式会社..行動規準」
. https://www.nyk.com/profile/pdf/code_of_coduct.pdf

行動規準

取引先に対するCSRガイドライン

経営トップは、本憲章の精神の実現を自らの役割と認識して率先垂範し、日本郵船株式会社ならびにそのグループ会社に
その徹底を図るとともに取引先に促し、実効ある社内体制を確立します。また、万一、法令違反や不祥事、その他本憲章
に反する重大な事態や緊急事態が発生した場合、経営トップは迅速かつ的確に原因究明と問題解決に努め、さらに再発
防止に責務を負います。　

平成9年12月19日制定
平成16年8月26日改正
平成23年4月1日改正

当社グループ企業理念とグループ企業行動憲章を具体化し、役員および従業員が守るべき正しい行動の指針として
「日本郵船株式会社行動規準」を定めており、複数の言語にて全世界の当社従業員に展開されています。

当社グループは、グループの企業理念である.“Bringing.value.to.life.” を通じて、持続可能な社会に向けて社会的責任
（CSR）を果たしたいと考えています。
近年、企業に求められるCSRは多様化しており、サプライチェーンのグローバル化に伴い強制労働、児童労働、環境破壊
行為などの世界的な社会問題が顕在化する中、企業単独ではなくサプライチェーン全体での取り組みが求められる
ようになってきました。当社グループが、事業を遂行しサプライチェーン全体でのCSRを全うするには、お取引先の皆さま
とCSRについて共通の認識を持ち、協調して取り組んでいく必要があります。
お取引先の皆さまに、本ガイドラインの主旨と内容をご理解いただき、より一層のCSR活動推進と、上記主旨を踏まえた
CSR方針・ガイドラインのお取引先への展開をお願いしています。

Ⅰ 安全性の追求、地球環境の保全
【安全性の追求】※

（１）基本に忠実、かつ継続的な安全活動を遂行し、安全の確保を徹底するよう、適切な措置
を講じる。

（２）サイバーテロの脅威や自然災害等のあらゆる緊急事態に備え、組織的な危機管理の徹底
に努める。
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【地球環境の保全】※

環境に関する各種条約、各国諸法令等を遵守し、地球環境の保全、環境汚染の防止、生物多様性
の保護に努める。廃棄物の減量・リサイクルの推進、省資源・省エネルギー、節水、温暖化ガス
排出の削減等への積極的な取り組みに努める。
※ 船舶の運航に関しては、日本郵船グループ独自の安全・環境対策推進活動であるNAV9000の指定要求事項の遵守を

お願い致します。

Ⅱ 公正な事業活動
【各国諸法令等の遵守】
国内外の法令を遵守し、社会規範に則った誠実かつ公正・公平な取引活動を行う。

【競争法・独占禁止法の遵守】
（１）関係各国の競争法・独占禁止法を遵守し、私的独占、カルテル等の不当な取引制限、不公正

な取引方法等の自由競争を阻害する行為は行わない。
（２）協力会社との取引において、優越的地位の濫用行為は行わない。

【汚職・賄賂などの防止】
汚職と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗の防止に努める。

【情報の開示と透明性の確保】
法令等に基づく適時・適切な情報開示とともに、ステークホルダーに有用な情報提供など、
透明性の確保に努める。

【反社会的勢力の排除】
（１）反社会的勢力又はそれと疑われる者からの不当な要求に対しては、断固として拒否し、一切の

関係を持たない。
（２）テロ行為、マネーロンダリング等の犯罪には一切関与しない。また、利用されることのない

ように留意する。

Ⅲ 人権、多様な文化の尊重
【人権の尊重、差別の禁止】
人権を尊重し、人種、信条、宗教、性別、性的指向・性自認、国籍、年齢、出身、心身の障害、病気、
社会的身分等を理由とする差別を行わない。

【非人道的な扱いの禁止】
人の尊厳を傷つけるような行動（誹謗や中傷、ハラスメントなど）が行われないよう、一切の
非人道的な扱いを禁止する。

【各国・地域の文化等の尊重】
各国・地域の文化、慣習、言語を尊重し、国際社会や地域社会との調和に心掛ける。

【強制労働、児童労働の禁止】
強制労働、児童労働等の非人道的な雇用の撲滅、適正な賃金支払の確保に努める。また、
非人道的な雇用を行う企業とは取引をしない。

【労働者の基本的権利の尊重】
国際条約や各国・地域の法令に基づき定められた労働者の権利（団体交渉権や結社の自由を
含む）を尊重する。

Ⅳ 働きやすい職場環境の実現
【ワーク・ライフ・インテグレーション】
労働関連法令を遵守し、違法な長時間労働の撲滅に努めるだけでなく、仕事と生活の統合
（ワーク・ライフ・インテグレーション）の実現に向けた働き方を支援する。
【安全で衛生的な職場環境の構築】
安全かつ衛生的な職場環境を保持し、日ごろから事故・労働災害の防止に努める。

Ⅴ 情報の取り扱い
【知的財産の尊重】
ソフトウエア、プログラムの不正取得や不正使用等の他人の知的財産権を侵害する行為は
行わない。
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国連グローバル・コンパクトの10 原則
【人権】企業は、

原則1：国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重すべきである
原則2：自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきである

【労働】企業は、
原則3：結社の自由と団体交渉の実効的な承認を支持すべきである
原則4：あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持すべきである
原則5：児童労働の実効的な廃止を支持すべきである
原則 6：雇用と職業における差別の撤廃を支持すべきである

【環境】企業は、
原則7：環境上の課題に対する予防原則的アプローチを支持すべきである
原則 8：環境に関するより大きな責任を率先して引き受けるべきである
原則 9：環境に優しい技術の開発と普及を奨励すべきである

【腐敗防止】企業は、
原則10：強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組むべきである

▲

グローバル・コンパクト推進委員会
当社グループにおけるGCの推進と人権侵害の調査・.
対応を目的として、2010年にグローバル・コンパク
ト推進委員会を設置し毎年委員会を開催しています。.
本委員会は、人事グループおよびESG経営推進グループ
で構成され、「人権」および「労働基準」に関するGC原則
1から6に対する取り組みを推進しています。2011年度.

から、国内外のグループ会社に対し、毎年研修とHRサー
ベイを実施し、この分野での理解促進を図っています。
なお、GCの「環境」分野への取り組みは環境グループ、
「腐敗防止」分野への取り組みは法務・フェアトレード
推進グループが中心になって推進しています。

▲

国連グローバル・コンパクト支持

国連グローバル・コンパクト支持

当社は、2006年5月9日付で国連グローバル・コンパクト.
（以下GC）に賛同、支持表明をいたしました。日本では、.
地方自治体を含め43社目の参加となります。また、
2009年1月には、気候変動に関するイニシアチブ
「Caring.for.Climate」にも賛同し、署名しました。

GCの提唱する考え方は、当社グループの企業理念、方向
性と合致しています。真のグローバル企業を目指す当社
グループは、世界に通じる国際的なCSRガイドラインで
あるGCを実践することで、社会の持続可能な成長を実現
することができると考えています。

【情報管理の徹底】
（１）情報セキュリティに関する法規制を遵守し、情報管理を徹底する。
（２）個人情報の取り扱いは特に留意し、漏洩・流出を防止するための適正な体制構築を行う。

お取引先さまにおける取り組み状況に対して、アンケート調査や聞き取りなどモニタリングを
させていただくことや、改善をお願いすることもございます。
このガイドラインは必要に応じて改訂致します。

以上
2010年　4月制定
2017年　2月改正
2020年　1月改正

1999年、コフィー・アナン国連事務総長が提唱、翌2000年
7月、正式に発足したもので、参加する世界の企業に対して
人権、労働、環境、腐敗防止の4分野での10原則を支持し、

実践することを求めています。各企業がGCに賛同、支持し
社会のよき一員として自発的に行動することによって、
社会の持続可能な成長を実現しようというものです。

▲

国連グローバル・コンパクトとは
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重要課題とSDGsへの貢献

▲

当社グループの重要課題について

2017年度、GRIなどの報告ガイドラインやDJSI、FTSE、
MSCI、Sustainalyticsなどの評価項目を基に当社
グループのリスクや課題を洗い出し、ステークホルダー
に与える影響度の観点から重要課題を見直し、「安全」
「環境」「人材」は、今後も変わることのない普遍的な
テーマであることをあらためて確認しました。

当社グループは、船や飛行機、トラックなどを動かして
貨物を運ぶため、事故ゼロを目指した安全への取り組み
は最優先事項です。また、グローバルに事業を展開する
当社グループにとって、国際的な課題である環境問題への
対応は不可欠です。持続可能な社会のために、環境に
対するステークホルダーの要請は強まっており、安全・
環境への対応は、引き続き一体となって進めていく活動
であると認識しています。さらに、安全・環境の担い手は
人材であり、企業競争力向上にも欠かせないことから、
優秀な人材の確保・育成と生産性向上に注力してい
ます。

日本郵船グループのマテリアリティ

当社グループは、「安全」「環境」「人材」をマテリアリティ
（＝重要課題）と位置づけ競争力の向上に努めています。
また、当社グループの企業価値と社会価値の創出を追求す

ることで、SDGs（Sustainable.Development.Goals）
の達成に貢献していきます。

Bringing value to life.
企業・社会価値の
持続的な創出
経営戦略

NYKグループの
マテリアリティ（重要課題）

収益
最大化

持続可能な
社会・環境

安全 環境 人材

ガバナンス

事業活動を通じて
貢献するSDGs

▲

重要課題とSDGsへの貢献

環境

安全

人材

高

高当社グループの評価

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
の
評
価

３つの重要課題に含まれる主なテーマ
安全 •事故（衝突、機関、人的） •自然災害
 •戦争、テロ、サイバー攻撃 •海賊 •船質の維持
環境 •気候変動 •脱炭素 •海洋保全
 •規制対応 •燃費向上 •大気汚染防止
人材 •人材の確保・維持　•人材育成
 •働き方改革 •健康経営
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ESG経営の推進体制
責任と体制

社内浸透

▲

ESG経営の推進体制
当社グループが取り組むESG課題を抽出し、具体的な
目標を掲げ、より一層の行動を促すために2020年4月
に社長をトップとするESG経営推進体制を整えました。
2021年1月にはESG経営推進グループを新設。同年4月、
社長をトップとするESG経営推進委員会を設置。委員会
のメンバーは、各本部を代表する執行役員と外部有識者
で構成します。委員会では、全社方針や目標の設定と
ともに、各本部が策定するアクションプランの進捗確認
など、ESGに関わる幅広いテーマの討議・審議を行い、
経営会議や取締役会へ報告していきます。

当社グループは、本社にESG経営推進グループを置き、
本社の各グループおよび国内主要グループ会社53社
および海外の４拠点（北米、欧州、東アジア、南アジア）に
担当者を配置、ESG思考の浸透を図っています。
ESG経営推進グループでは、国内外グループ会社への
ESG経営の浸透、統合報告書やWebサイトでの情報発信、.
ESG格付対応のほか、当社グループ内の各種活動の.
とりまとめ、研修の実施による理解促進などに努めてい
ます。
さまざまなステークホルダーからの要請を把握し、これ
からも社会から必要とされる企業グループであり続ける
ために社内変革を推進していきます。

当社グループでは、ESGに関する当社グループ内の意識向上を目的として、主に以下のような各種研修や講演会を実施
しています。

● eラーニング（環境、CSR、独占禁止法、贈収賄禁止法 など）
● 新入社員研修
● ESG研修
● 社内報“YUSEN”等へのトピック掲載
● 当社グループ社員を対象としたイベントの実施（テーマ：統合報告書）
● 外部有識者講演会の実施（テーマ：ESG）

本社

42部署

国内グループ会社

主要53社

海外グループ会社

4拠点

ESG経営
推進グループ

担当役員

社長

グローバル・
コンパクト
推進委員会

（人事グループと共同設置）

推進体制（2021年4月1日現在）

本社各部門

経営会議

取締役会

ESG経営推進体制図（2021年4月1日現在）
NYK本社

ESGのモノサシを反映

各本部執行役員 ESG経営推進委員会
NEW

ESG経営推進グループ参照： NYKグループESGストーリー
. https://www.nyk.com/esg/esg-story/

▲

当社グループの経営推進体制
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