


社会の一員である企業は、社会から存続を望まれるように 
持続的な発展と貢献をすることが必要であります。 
特に我々物流に携わる企業は、生活と環境に大きく密接し 
ており、社会的責任は非常に大きく、これからの企業は社 
会に対する責任を果たしながら企業本来の役割である企業 
価値の増大や、利益の創出を図っていく必要があると考え 
ております。 
企業の社会的責任とは、コンプライアンスを前提として、 
社会のニーズに応え、目標に向かって自主的・積極的に 
行動し新しい付加価値を生み出すことにより,社会から存続 
を望まれる企業に発展していくことだと思います。 
また我々、物流企業は、企業と企業・企業とお客様と深く 
関り合いを持つ立場にありお互いの信頼関係を結ぶ立場で 
あると考えます。 
そのため我々は、すべての方とパートナーであるという考 
えが必要であり、安全・迅速・確実な物流を総合的に提案 
する企業を目指します。 
 

Proposal power 
ー提案力ー 

Human power 
ー改善力ー 

Creativity 
ー創造力ー 

お客様第一主義を貫く事 
を前提に豊富なノウハウ 
と英知を結集することで 
お客様にあった物流に提 
案 力 を 発 揮 し ま す 。 

 

当社独自のシステムと 
データ管理による問題 
点の洗い出しをもとに経 
験を庸した人材が満足 
いくまで改善を実行しま 
す. 

会社の発展は時代ととも 
に進化しつずけなくては
なりません。当社は提案
力・改善力を発揮すると
に未来を創造する力を常
に磨きつづけています。 



経営理念 

小林運輸は、人と自然を大切にし、良質な物流サービス 
を通じて豊かな社会の実現に貢献します 

経営方針 

■ 常に高い目標を持ってチャレンジし顧客の期待と信頼に応えます 
■ アイデアと創造力を生かし社会の発展に貢献できる活動をします 
■ 理解と尊重を大切にする職場環境を創ります 
■ 常に働く喜びに満ち溢れ、社員と家族が誇りの持てる企業をめざ 
     します 

株式会社小林運輸 

代表取締役社長  

小林信之 

環境方針 

株式会社小林運輸は、物流サービスを通じ、環境に配慮した事業活動を推進し環境推進 
活動の継続的な改善に努め、豊かな価値の創造と地球との共存を図ることで、持続可能な 
社会へ貢献します。 
 
     基本方針 
１） 環境への取組みを経営の最重要課題の一つに位置付け、環境活動を推進します。  
２） 内部環境監査の実施や環境マネジメントシステムのレビューにより環境経営の継続的な 
   改善を図ります。  
３） 事業活動における目標を設定して、環境活動を推進します。  
４） 環境に関する法規制及び組織が受け入れに同意した顧客要求等を遵守すると共に自主 
    管理基準を遵守し、環境保全に努めます。 
 
     行動指針 
① 輸送効率の向上により地球温暖化対策を推進します。   
② 包装材使用抑制と包装廃棄物の削減及び再使用を推進します。   
③ 事務所における省エネ活動を推進します。   
④ Co2排出量の抑制に取り組みます。   
⑤ 廃棄物の削減並びにリサイクルを推進します。   
⑥ グリーン調達を推進します。   
⑦ 従業員及び関係会社、協力会社の教育・指導を行い、遵法と環境負荷低減を推進します。 
⑧ この環境方針は、当社で働くすべての人に周知するとともに、一般に公表します。 

品質基本方針 

１） 我々は、安全の確保が事業経営の最重要課題と深く認識し、全ての業務の安全性 
    向上に努め、無事故・無災害を達成します。 
 ２） 我々は、常に最高の品質、最高のサービスを提供するために創造力を発揮し、改善 
    を積み重ねることで顧客に信頼される事業経営を行います。 
 
     行動指針 
安全と品質の確保、顧客満足度の向上を図るため、次に掲げる事項を全社員が一丸 
となって取り組みます。 
① 事業活動に関する法令並びに当社が同意するその他の要求事項を遵守します。  
② 安全・品質に関する内部監査を行い、必要な是正処置・予防処置を講じます。  
③ 安全の確保、顧客要求事項への適合を常に意識し、安全・品質マネジメントシステム 
   の継続的改善を図ります。   
④ 安全・品質に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、 
   共有します。  
⑤ 安全・品質に関する教育及び研修の具体的な計画を作成し、これを的確に実施します。  
⑥ 業務委託先の安全・品質の向上に協力するように努めます。  
⑦ この品質基本方針は、当社で働くすべての人に周知するとともに、一般に公表します。 

Partner of the Value Creation   
                     ～パートナーとして価値ある創造を～ 

株式会社小林運輸は、お客様の『ベストパートナー』として常に時代 
の変化に合った企業物流を目指すことを企業姿勢と捉えています。 
そして、提案力・改善力・創造力の３本柱を企業精神とし良質なサー 
ビ ス を 提 供 す る た め 、 こ れ か ら も 進 化 し つ づ け ま す 。 



生産から発送までコストパフォーマンスに 
         優れたサービスを提供します 

Excellent service in the cost performance from 
production to sending out is provided 

ますます多様化するなかで、製品加工をアウトソーシングすることにより『製品加工→保管 
管理→流通』という流れを一元管理できることになり、今までより無駄を排除する可能性が 
広がります。また、過去のトラブルから誤品防止システムを自社のノウハウを生かし、ソフト 
ハードの両面から開発いたしました。 

■管理のソフト化と生産作業の請け負い 

マフラー溶接をはじめ、 
パイプ曲げや油洗浄など 
様々な設備加工を行っ 
ています。 

溶接/設備加工 

バンパー/スポイラー等 
樹脂部品から鉄製品ま 
で隔週多様な梱包を実 
施しています。 

梱包作業 

製品の出荷前に全商品
の検査を行いユーザー
への不具合品流出を未
然に防いでいます。 

製品検査 

自動車部品の内装/外 
装製品に部品をアッセン 
ブリーし生産効率を上げ 
るサービスを提供してい 
ます。 

アッセンブリー 

樹脂製品の簡易塗装を 
専用ブースで実施し外観 
の仕上げを行っています。 

簡易塗装 



物流管理をソフトから追及し優れた 
    オペレーションサービスを提供します 

The physical distribution management is 
pursued from software and excellent 
operation service is provided 

従来、物流の最適化をベテラン配車係の経験とノウハウに頼ってきたオペレーションを 
K-TOPS(Kobayashi Transport Operation Planning System）に変更することでシステム化 
を図り精度の高い物流最適化を実施することができます。 

■物流オペレーション  

 
 

受注 
 
 

生産 
 
 

出荷 

サプライヤー 
 
 
 
 
 
 
 
 

荷受 

ユーザー 
受注データ入力 

自動荷量計算 

空車実車稼働照会 

配車指示書/製品リスト印刷 

リスト照合 

DB 

■K-TOPS （Kobayashi Transport Operation Planning System）  



『充実した、物流サポート体制』 
■多様な物流に対応した管理と提案 

多様性のある近代物流においては、生産から納品までを一元管理することでコス 
トパフォーマンスに優れた物流形態を提案し実行することが可能となります。 
当社では、製品にまつわる、部品発注・部品入荷・作業実績・出荷実績を入力す 
ることで面倒な実績管理を効率化し、ネットワークにより一元管理を実施すること 
で、最適な在庫数の設定から、製品のロケーション管理を実施し入出庫作業の 
効率化をはかり、製品アッセンブリー→保管→納品まで一元管理することで物流 
コストの削減を実施いたしております。また、様々な在庫設定が可能なため受注 
の変動に即時対応し、無駄な在庫を削減し、最適な物流を目指しています。 

コンテナ専用ホームを備えつけた自社倉庫での
デバン作業とバンニング作業を実施。製品管理
も随時強化しています。 

デバン / バンニング● 

安濃物流センター（２３１７坪） 
天名物流センター（３０８６坪） 
その他倉庫（１７００坪） 

●物流センター 

倉庫内での在庫管理をデータ化しロ
ケーション管理することで、製品の先入
れ先出しを確実に実施しています。 

●ピッキング 



『率先的/先進的に 
   安全を最優先しています』 車社会における安全性に対して、関心と注目が非常に高まって 

いる中、我々のように物流社会で営んでいる企業は、『安全』 
に対し率先的・先進的な努力と改善に取り組んでいかなくて 
はなりません。 
当社は、教育マネジメントの導入により教育の専門職 
を養成し、教育のプログラム化を行うことで自社 
独自の教育システムを確立することでマネジメントを行っています。 

■当社独自の教育マネジメントの導入 

■事故０をめざして、安全への取り組み 

当社では、年間の事故件 
数を０件にするために人の 
教育以外にも安全意識の 
向上やモチベーションの維 
持を目的にした道具や、安 
全性に優れた安全機器の 
導入を検討するとともに管 
理の精度を上げるための 
ハードとソフト設置しており 
ます。 

▲高精度アルコールチェッカー ▲バックモニター装着 ▲エコナビゲーション装着 

●輪留め/輪留めチェーンの実施    ●安全ミーティング実施 
●安全パトロールの実施          ● 安全ベストの着用 
●適正診断3年/回 

▲デジタルタコグラフシステム 

平成14年にアナログのタコグラフからデジタルタコグラフに全車輌切り替え、平成21 
年に最新のアルコールチェッカーを設置し安全に対する強化をおこなってきました。
また、車輌入れ替え時には安全を考慮しバックモニターを取り付け視界の確保を広 
げることを推進しております 



環境への取り組みは、強い意志を持って 
            全員参加で活動します 

地球温暖化がニュースや新聞でさけばれていますが、我々 
物流企業の社会的責任は非常に高く、トラックのディーゼル 
エンジンから排出されるＣｏ2が地球温暖化に拍車をかけて 
いることを重く受け止め、環境問題への取組みが最重要課 
題であると考えています。 
当社は、平成１４年度から本格的に活動を始め使用燃料を 
低減させることによりCo2の排出を抑えかなりの効果を創出し 
てまいりましたが、現状に満足することなく、さらに活動を強化 
し環境問題へのチャレンジを永遠のテーマと捉えてまいりま 
す。 
 
The social responsibility we of distribution enterprises is  
thought that the approach on environmental problems is  
the high-priority issues by heavily catching giving impetus 
of Co2 that is very high, and exhausted by the diesel 
engine of the track to global warming though avoids by 
global warming in news and the newspaper and comes to 
 light.  
It strengthens one's drive in addition without satisfying it 
with the current state and the challenge to environmental 
problems is caught with an eternal theme though our 
company suppresses the exhaust of Co2 by starting up 
activity in full scale in 2002 fiscal year and decreasing 
the use fuel and has created the appreciable effect 

当社は環境マネジメントシステムと教育マネジメントシステムを併用し、ゴミの排
出量削減に取り組むとともに、エコドライブ技術者を選任しエコドライブ技術の向
上を目指すことで燃料使用量の削減に取り組んでいます。 

環境マネジメントシステムの導入により 
       Co２の削減に取り組んでいます 

国土交通大臣認定 
社団法人全日本トラック協会 
財団法人交通エコロジーモビリティー財団 
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