CSR REPORT 2 0 2 1
シ ン ク ラ ン グ ル ー プ C S R レ ポ ート

はじめに

CONTENTS 目次
（ページ）

当レポートの位置付け、役割
シンクラングループでは、
当社グループを支えてくださるステークホルダー
（利害関係者）
の皆様
（顧客、
お取引先様、
当社グループ従業員
および地域社会）
に私たちのCSRの取り組みをお伝えするために、
コミュニケーションツールとして
「CSRレポート」
を発行しています。
当レポートでは、
シンクラングループをより一層ご理解していただくため、
当社グループの理念体系（経営理念、使命、
ビジョン、行動規

CSRとは
Corporate Social Responsibilityの略で、
「企業が果たすべき社会的責任」
と訳されています。

トップメッセージ
シンクラングループの概要
シンクラングループ50年の歩み
シンクラングループの理念体系とCSRの重点項目
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トップメッセージ

社会および環境に及ぼす影響に対して責任を持たなければなりません。

報告内容

−CSR活動−

今日、世界では環境汚染、資源・エネルギー・食糧需給の逼迫、人権問題、
自然災害等、社会の持続を脅かす様々な要因が顕在化してい
ます。
そのような中で、企業が社会の一員として永く存続し、持続可能な成長を図るためには、社会や環境と共存し、
自社の活動により

はじめに

はじめに

範）
やCSRに対する考え方、2020年度に取り組んだCSR活動等を広くご紹介しています。
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企業は利益追求だけではなく、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーに配慮しながら企業活動を行うことが求められ
ています。

シンクラングループのCSRの取り組み
シンクラングループは、企業の社会的責任（CSR）
を経営のベースとして活動に取り組んでいます。事業を通じて社会的責任を果たし、

シンクラングループの概要

顧客、
お取引先様、従業員、地域社会等のステークホルダーの満足度を上げ、
当社グループへの信頼度を高めることで企業価値の向上
につなげることを目指しています。
CSR活動にあたっては、
シンクランの事業内容や現状の課題等に基づき、
シンクランとしての社会的責任を定義付けした上で、
「7つの
重点項目」
を設定して取り組みを行っています。

SDGsとの関係
シンクラングループは、事業を通じてCSR活動を推進することで、世界の共通課題である
「持続可能な開発目標（SDGs）」
で掲げられた

シンクラングループ 年の歩み

目標達成への取り組みも行っています。
当社グループのCSR活動とSDGsの目標との関連性を整理した上で、SDGsが描く2030年の将来に向けた社会課題の解決に貢献して
いきます。

【SDGsとは】

SDGsは、2015年に国連サミットで採択された
「持続可能な開発目標」
（Sustainable Development Goals）
のことで、社会、経済、環境といった世界的な社会
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課題の解決に向けた2030年時点における世界共通の目標です。
2030年までに達成を目指す17の目標と169のターゲット
（達成基準）から構成され、
その内容は、貧困や飢餓といった世界的な課題から、健康、教育、働きが
い、経済成長など私たちにも身近な課題まで多岐にわたっています。
これらの目標達成のために、世界各国の政府のみならず、
自治体、企業など、
あらゆる組織・

< 17の目標 >
1．貧困をなくそう

10．人や国の不平等をなくそう

2．飢餓をゼロに

11．住み続けられるまちづくりを

3．すべての人に健康と福祉を

12．
つくる責任 つかう責任

4．質の高い教育をみんなに

13．気候変動に具体的な対策を

5．ジェンダー平等を実現しよう

14．海の豊かさを守ろう

6．安全な水とトイレを世界中に

15．陸の豊かさも守ろう

7．エネルギーをみんなに そしてクリーンに

16．平和と公正をすべての人に

8．働きがいも経済成長も

17．
パートナーシップで目標を達成しよう

理念体系とCSRの重点項目

個人が協力して取り組むことが求められています。

9．産業と技術革新の基盤をつくろう

■報告対象範囲 株式会社シンクランホールディングスおよびグループ会社
■報告対象期間 2020年1月〜2020年12月

（注）
例年実施している活動の中には、
コロナ禍の影響により2020年度は中止または延期したものもあり、
当該活動については2019年度以前の内容を掲載している場合もあります。
また、報告内容には2021
年度の活動も一部含んでいます。

■発行時期
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2021年4月

このレポートに関するお問い合わせ先

アンケートのお願い

〒920-0057
石川県金沢市桜田町1丁目1番地

株式会社シンクラン

今後のCSRの取り組みや、CSRレポートの制作の参考に
させていただくため、
アンケートを実施しています。
みなさまのご感想やご意見などをお聞かせください。
下記のURLまたはQRコードよりアクセスしてください。

TEL: 076-232-5111

https://forms.gle/ydzHKogh5Kair9Ai8

FAX: 076-262-1555

CSR活動

CSRレポートの報告内容について

2020年のアンケート結果
「シンクラングループCSRレポート2020」
に対して従業員を含めたステークホル
ダーを対象としたアンケートを行いました。658名からアンケート結果を回収
し、72%が「よく理解できた」、
「理解できた」
と回答、他方で更に取り組みの強化
が必要なテーマなどの多くの改善提案も受けました。従業員をはじめ、各ス
テークホルダーの声を経営に反映させていくよう引き続き努めてまいります。

CSR R EPO RT 2021
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トップメッセージ
私どもの事業では、清涼飲料水を中心とした生活必需品を荷主様からお預かりし、
日本全国の物流センター、店舗、
自動販売機など
様々なチャネルへお届けしております。社会が自然災害やパンデミックに見舞われたとしても、消費者の皆様が安全・安心な生活を送
れるよう、必要な商品をお手元にお届けすることがシンクラングループの使命であります。私どもは社会インフラの一翼を担わせて頂
いているとの自覚を持ち、何よりも
「物流を止めてはならない」
との思いで事業に取り組んでおります。
そのためにも、
自然災害やパンデ
はじめに

ミックへの対策に加え、環境問題、資源・エネルギー問題、人権問題など社会の持続を脅かす様々な問題に対して日頃から真摯に向か
い合い、社会的な責任を果たして行きたいと考えております。

シンクラングループCSRの重点課題
社会環境、
自然環境が目まぐるしく変化していく中、単に自社の目先の利益を上げ続けることだけを考えている企業は、事業の成長
はおろか、継続すらままなりません。私どもシンクラングループは、CSRを経営の重要なテーマとして位置づけ、特に以下の7つの領域
トップメッセージ

において、重点活動を行っております。

7つの重点課題
5. 人権尊重と従業員の働きがい

2. 顧客満足

6. 地域社会との共生

3. コンプライアンス

7. 環境推進

シンクラングループの概要

1. 安全・安心

シンクラングループ 年の歩み

4. リスクマネジメント

次の50年も選ばれ続けるために
2021年10月に、
シンクラングループは創業50周年を迎えます。
この50年間、私どもが事業を続けてこられたのは、
ひとえにお客様、
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ほんのわずかな気の緩みも生活者の皆様を巻き込んだ重大事故につながりかねない、物流事業に携わる企業として何よりも優先す

お取引先様をはじめとした数多くのステークホルダーの皆様から、
シンクラングループの様々な企業活動に対してご理解、
ご支援、
ご協

べき責務である
「安全」。
そして消費者の皆様が直接口にし、手に触れる製品を扱う上でお約束しなければならない
「安心」。
シンクラン

力を頂いた賜物であると、
心から感謝申し上げます。

グループは、
この
「安全・安心」
をCSR活動の一丁目一番地と位置づけております。社外の専門家も巻き込んだコラボレーション体制を

1971年、株式会社シンクランの前身である北陸サービス株式会社が石川県金沢市で事業を開始したのが、
シンクラングループの始
まりです。創業当初は清涼飲料水の自動販売機の修理、整備を行っておりましたが、1974年には北陸コカ・コーラボトリング株式会社

また、
「安全・安心」
の前提となる安定した事業活動を脅かしかねない、災害リスク、疫病リスク、
コンプライアンスリスクなど社内外の

から製品輸送の受託を開始しました。現在では、全国37都道府県に亘ってコカ・コーラボトラー社の物流業務を幅広く担わせて頂くと

様々なリスク要因に対して、事前の予防、発生時の迅速な対応などを含むリスクマネジメント活動を適切に推進すべく、全社リスク管理

共に、
コカ・コーラ社製品以外の輸配送業務にも事業領域を拡大しております。

体制の構築にも取り組んでおります。

また、全世界的に新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中でも、
タイの現地合弁会社「BEVPRO ASIA Co., Ltd.」
では、
引き続
き自動販売機の修理、整備事業に取り組むなど、
グローバルビジネスへの挑戦も続けております。

CSRの重要性は世界中の数多くの企業でも盛んに叫ばれてきましたが、昨年は改めてこの重要性を見つめ直す大きな機会となりま
した。2020年初頭に新型コロナウイルス感染症が日本に上陸したのち、4月上旬には全国的な緊急事態宣言が発出され、
日本において
も外出自粛やリモートワーク等により、社会活動に大きな制約を受けることになりました。
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CSRの取り組みは、決してシンクラングループ単独で成し遂げることはできません。
これからもステークホルダーの皆様と連携を深
め、
さらに信頼を高めることにより、次の50年も選ばれ続けるシンクラングループを目指して事業活動に邁進してまいります。

株式会社シンクランホールディングス

CSR活動

CSR（企業の社会的責任）
の重要性

理念体系とCSRの重点項目

構築し、
デジタル化、IT化も推進しながら、
自社の経験則だけに頼らない科学的・客観的な手法も適切に取り入れ、
「安全・安心」
の実現
に取り組んでおります。

代表取締役社長 兼 COO

株式会社シンクラン
代表取締役社長

鶴賀 大輔
CSR R EPO RT 2021
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シンクラングループの概要

（2021年4月1日現在）

事業概要
3PL（サードパーティ・ロジスティクス）事業

会社概要（株式会社シンクランホールディングス、株式会社シンクラン）

荷主でも運輸会社でもない第三の事業主体として、顧客企業に物流改革の提案・運営、
サプライチェーン全体の機能向上を実現。

名

称

株式会社シンクランホールディングス

株式会社シンクラン

設

立

2016年3月18日

1971年10月28日

算

期

12月

12月

資

本

金

1,000万円

1億円

代

表

者

代表取締役会長 兼 CEO
代表取締役社長 兼 COO

鶴賀 裕行
鶴賀 大輔

代表取締役社長

鶴賀 大輔

本社所在地

石川県金沢市桜田町1丁目1番地

石川県金沢市桜田町1丁目1番地

主な事業

グループに係る事業方針・戦略の立案および推進ならびに
グループの業績管理

貨物自動車運送事業

株式会社シンクラン
ホールディングス

大型物流倉庫運営を中心に、迅速で
正確な入出庫業務を提供しています。
物流拠点の統廃合や再配置などに対
し、
ソリューション提案を行い、
コスト
削減を実施します。

ピッキング時間、
荷下ろし、
品出し時間を
大幅に削減し、
生産性を高めたサービス
を提供しています。また、荷主の拠点集
約や事業環境の変化に合わせた物流戦
略の策定にも積極的に参画しています。

大型輸送

販売物流

入出庫業務と連動して、配車業務を総
括して手がけ、365日を通して安定した
輸送業務を提供しています。自社大型車
両を保有しており、また多くの輸送協力
会社と連携し、全国津々浦々まで輸送で
きるネットワークを構築しています。

ご注文いただいた製品を安全、正確、
迅速、丁寧に店舗へお届けするサー
ビスです。
この分野において国内トッ
プシェアを誇っています。

トップメッセージ

グループ体制図

カート配送

はじめに

決

保管／荷役

RTS（リテールサポート）事業
自動販売機のオペレーションをはじめ、顧客の業務を一括して請け負い、課題を解決。

株式会社
ONE MISSION

株式会社
ティーアールネット

貨物自動車運送事業

グローバルベンディングマシーン事業

人材派遣事業

グループ内シェアードサービス事業

さわやかリテール
サポート株式会社

株式会社ケーエルシー

ボトラー営業所一括管理事業

ロジスティクスコンサルティング事業

BEVPRO ASIA
Co.,Ltd.

株式会社
エル・コーポレーション

タイでの清涼飲料水の販売機器
メンテナンス事業

グループ車両管理事業/保険代理店事業

ホールディングス体制への移行

自動販売機オペレーション

営業事務・内勤

国内最大規模を誇る自動販売機オペ
レーションサプライヤーとして、製品
補充、空容器回収、売上金の管理、品
質管理、
メンテナンスなど自動販売機
に関する業務全般を行います。

営業所の製品および備品管理から営
業に関わる伝票作成等、営業所運営
に関わる業務全般を行い、効率と効
果の最大化を図ります。

シンクラングループの概要

株式会社TEAMS

株式会社シンクラン

商流（受注・マーチャンダイジング）

2021年1月、
シンクラングループはホールディングス体制へ移行しました。
グループ全体の成長戦略や統括機能を担う株式会社シンクラン
ホールディングスを稼働し、各事業会社は顧客や事業カテゴリー毎に独立した会社として、更に業績拡大に取り組みます。
また、
グループ各社の間接機能は、株式会社ティーアールネットへ集約を進め、効率化を図ります。
加速する事業環境の変化の中、私たちが更なる成長を実現するため、グループ各社の機動力と専門性を高め、それぞれの強みを活かした
コラボレーションを通じ、
より高い成果を生み出す経営を目指します。

シンクラングループ 年の歩み

販売エリアの一部を一括して請け負
い、受注業務、大型・小型陳列の製作、
製品補充、販促活動のサポート、製品
の品質チェック等の商流業務を行い
ます。

役員
海外事業

株式会社シンクランホールディングス
代表取締役会長 兼 CEO
代表取締役社長 兼 COO
取締役 兼 CSO
取締役 兼 CFO

鶴賀
鶴賀
吉野
貞許

裕行
大輔
直樹
健治

取締役
（非常勤）
取締役
（非常勤）
監査役
（非常勤）
監査役
（非常勤）

タイ、
バンコクでのメンテナンス事業会社の設立をはじめ、国内で培かった知識と技
術を活かし、世界の国々、顧客のニーズに合わせたサービスを展開しています。国内
サポート、人材教育、
さらには、販売支援活動に及びます。

鶴賀 大輔
吉野 直樹
貞許 健治
鶴賀 美佐子
五十嵐 光由
石田 貴英
中野 宗夫
冨田 義広
井上 充洋
平元
猛
今井 俊明
前野 将彰
小島 竜也

株式会社TEAMS

代表取締役社長
取締役
取締役
取締役
取締役
（非常勤）
監査役
（非常勤）

代表取締役社長
取締役
取締役
監査役
（非常勤）
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大輔
裕行
由利
健治
恵子
充洋

業界のサプライチェーン全体を競争力のある仕組みへと変革しています。

ロジスティクスオペレーションチーム統括部長
GAチーム統括部長
レイバーマネジメントチーム部長
ファイナンスチーム統括部長
ERMチーム統括部長
ヒューマンリソースチーム統括部長 兼 インナーコミュニケーションチーム部長
3PL事業統括チーム統括部長
リテールベンディングチーム統括部長

株式会社ティーアールネット
鶴賀
鶴賀
田中
貞許
北
井上

また、
現地事業化等、
戦略的なBusiness Process Outsourcingとして顧客と共同で、
飲料

ヒューマンリソースチーム・ERMチーム・CSRチーム担当役員
ロジスティクスオペレーションチーム・セールスデベロップメントチーム・リテールベンディングチーム担当役員
ファイナンスチーム・GAチーム担当役員

主なお客様（五十音順）

株式会社ONE MISSION
楢舘
鶴賀
吉野
井上

直行
大輔
直樹
充洋

代表取締役社長
取締役
取締役
監査役
（非常勤）
常務執行役員

齋門
吉野
貞許
井上
佐藤

正範
直樹
健治
充洋
浩文

従業員数等（株式会社シンクラン単体）

コカ・コーラシステム関連

一般輸送関連

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社
北陸コカ・コーラボトリング株式会社
北海道コカ・コーラボトリング株式会社
Coca-Cola Singapore Beverages Pte.Ltd.
Coca-Cola Bevarages Philippines,Inc.
Coca-Cola ThaiNamthip Ltd.
SWIRE Coca-Cola Beverages Ltd.

アサヒロジ株式会社
エフピコ物流株式会社
花王ロジスティクス株式会社
株式会社ビーイングホールディングス
株式会社フードレック
カメイ物流サービス株式会社
九州センコーロジ株式会社
キリングループロジスティクス株式会社
日通・NPロジスティクス株式会社
ユニバーサル製缶株式会社

2020年12月現在

従業員

3,185 人

CSR活動

5

理念体系とCSRの重点項目

での販売機器の調達、
メンテナンス、輸出から現地での設置、
オペレーション設計と

株式会社シンクラン
代表取締役社長
専務取締役
専務取締役
監査役
（非常勤）
監査役
（非常勤）
常務執行役員
常務執行役員
上席執行役員
上席執行役員
上席執行役員
執行役員
執行役員
執行役員

50

海外における飲料自動販売機の販売・メンテンスのソリューション事業を展開。

滝澤 てつや
石橋 達成
鶴賀 美佐子
五十嵐 光由

貨物車両

1,610 台
営業拠点

148 拠点
営業エリア
（国内）

37 都道府県

CSR R EPO RT 2021
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シンクラングループの歩み

シンクラングループ 50年の歩み

世の中の主な出来事

2001年（平成13年）

2001年（平成13年）

四国コカ・コーラボトリング株式会社と取引開始
沖縄コカ・コーラボトリング株式会社と取引開始

シンクラングループは、2021年10月に創業50周年を迎えます。長きにわたり当社グループを支えていただいたお客様をはじめ、
お取引
先様、地域の皆様のおかげであり、関係する皆様に心より感謝いたします。

アメリカ同時多発テロが発生
2002年（平成14年）

当社グループの歴史は、株式会社シンクランの前身である北陸サービス株式会社が、1971年、石川県金沢市で事業を開始したことに

FIFAワールドカップ日韓大会が開催

2004年（平成16年）

始まります。当初は、清涼飲料水の自動販売機の修理、整備を主な事業としていましたが、1974年、富山県、石川県、福井県において

北海道コカ・コーラボトリング株式会社と取引開始

地にあるコカ・コーラボトラー社の業務を担うようになり、現在では、37の都道府県において事業を行っています。

2005年（平成17年）

2007年（平成19年）

一方、
コカ・コーラボトラー社以外のお客様との取引も広めており、
グループ全体で業容の拡大を図っています。

個人情報保護法施行

三国コカ・コーラボトリング株式会社と取引開始

また、近年は海外にも事業を展開しており、東南アジアへの清涼飲料水自動販売機の輸出をはじめとして、現地で設立した合弁会社
「BEVPRO ASIA Co., Ltd.」
において自動販売機の修理、整備事業に取り組むなど、
グローバル企業として幅広く展開しています。

2006年（平成18年）

2008年（平成20年）

侍ジャパン第1回WBCで優勝

F&N Coca-Cola（シンガポール）
と取引開始

シンクラングループの歩み

北陸サービス株式会社設立

北陸コカ・コーラボトリング株式会社と取引開始

南九州コカ・コーラボトリング株式会社と取引開始
香港太古清涼飲料会社と取引開始

1970年（昭和45年）
大阪万博が開幕

1985年（昭和60年）

台湾コカ・コーラボトリング株式会社と取引開始

札幌オリンピック冬季大会開催
1973年（昭和48年）

三笠コカ・コーラボトリング株式会社と取引開始

アトム運輸株式会社から株式会社シンクランへ社名変更

東日本大震災
2016年（平成28年）

新東京国際空港（成田国際空港）
が開港

テレホンカード発売開始

中京コカ・コーラボトリング株式会社と取引開始

2016年（平成28年）

CQベンチャーズ株式会社と共同出資で
『株式会社TEAMS』設立（2019年に100％子会社化）

国鉄分割民営化し
「JR」
に
バブル景気始まる

1998年（平成10年）
利根コカ・コーラボトリング株式会社と取引開始
2000年（平成12年）
仙台コカ・コーラボトリング株式会社と取引開始

7
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2018年（平成30年）
西日本で記録的豪雨

2019年（平成31年）

50

2019年（平成31年）

人材派遣事業会社『株式会社ONE MISSION』設立

消費税（3％）導入

ラグビーワールドカップ日本大会が開催

2021年（令和3年）

1991年（平成3年）

2020年（令和2年）

『株式会社シンクランホールディングス』
を
稼働し、持株会社体制に移行
創業50周年を迎える

1993年（平成5年）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
の世界的感染拡大

サッカー「Jリーグ」
が開幕

阪神・淡路大震災
地下鉄サリン事件発生
1997年（平成9年）
消費税が5%へ
山一證券が破綻
1998年（平成10年）
長野オリンピック冬季大会が開催
2000年（平成12年）
BSデジタル放送開始

従業員数の推移（2000年以降）

単位：人

営業エリア
（国内）
の拡大
1974年（昭和49年）
3県

3500
3000

2021年（令和3年）
37都道府県
CSR活動

北九州コカ・コーラボトリング株式会社と取引開始
東京コカ・コーラボトリング株式会社と取引開始
富士コカ・コーラボトリング株式会社と取引開始

マイナンバー制度がスタート
熊本地震

2017年（平成29年）

1987年（昭和62年）

1995年（平成7年）
1996年（平成8年）

消費税が8%に

1985年（昭和60年）

長崎県の雲仙普賢岳で大火砕流発生
1994年（平成6年）

2014年（平成26年）

タイのLOGISTICS ASIA 社と共同出資で
『BEVPRO ASIA Co., Ltd.』設立
『株式会社ティーアールネット』設立

1982年（昭和57年）

理念体系とCSRの重点項目

近畿コカ・コーラボトリング株式会社と取引開始

2011年（平成23年）

1978年（昭和53年）

1989年（平成元年）
1989年（平成元年）

東北新幹線が全線開通

2015年（平成27年）

NTT、
日本たばこ産業が発足
1988年（昭和63年）

2010年（平成22年）

シンクラングループ 年の歩み

長野コカ・コーラボトリング株式会社と取引開始

リーマン・ブラザースが破綻
（リーマンショック）

シンクラングループの概要

北陸サービス株式会社より分社、
アトム運輸株式会社設立

2008年（平成20年）

2011年（平成23年）

第1次オイルショック
1984年（昭和59年）

郵政民営化スタート

2010年（平成22年）

1972年（昭和47年）
1974年（昭和49年）

2007年（平成19年）
トップメッセージ

1971年（昭和46年）

世の中の主な出来事

はじめに

コカ・コーラ社製品の製造、販売を行っていた北陸コカ・コーラボトリング株式会社の製品輸送を受託いたしました。
それ以降、全国各

2500
2000
1500
1000
500
0

2000年

2005年

2010年

2015年

2020年
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シンクラングループの理念体系とCSRの重点項目

います。
さらに、SDGsへの取り組みを加えた上で、CSRの重点項目を設定しています。重点項目は、
シンクラングループの事業範囲・事

1．
安全・安心
《運輸安全》

⑤安全運転啓発情報の発信

1．
安全・安心
《労働安全衛生》

会の発展に貢献するため、顧客、お取引先様、従

②健康経営の推進

②顧客活動への貢献

2．
顧客満足
《国内事業》

③価値ある営業の実践
④新ビジネスの開発
⑤ご指摘への迅速な対応

従業員とともに

2．
顧客満足
《海外事業》

②海外ボトラー社の自動販売機チャネル拡大
③グローバル推進

地域社会とともに

①コンプライアンス意識の醸成
②公正な購買取引の推進

地域社会の発展
に貢献する活動
を推進します。

③社内自浄作用の向上

3．
コンプライアンス

ビジョン

④規程の整備

シンクラングループ 年の歩み

従 業 員 が 安 全・
安心で働きがい
のある環 境づく
りを目指します。

①海外プロジェクトの遂行

シンクラングループの概要

使命

P14〜
P15

⑥オペレーション品質の向上

顧客・お取引先様とともに
顧客、
お取引先様に、
ご満足いただける
行動をします。

トップメッセージ

「シンクラングループは、事業を通じて、健全な社

①労働災害発生抑止

①顧客接点の強化

シンクラングループCSR方針

業員、地域社会に対しての責任を果たします。」

P16

⑤規程・社内ルールの運用状況確認
⑥業務の合法性・合理性の確保

飲料業界の
挑戦的 BPO イノベーターを目指す

50

⑦規程・ルールの実効性向上

※BPO：Business Process Outsourcing

4．
リスクマネジメント

SDGsへの取り組み
「シンクラングループは、事業を通じて、SDGsの
実現に貢献します。」

①危機発生時の迅速な対応
②情報セキュリティに関するリスク管理の整備

P17〜
P18

理念体系とCSRの重点項目

行動規範

P11〜
P13
はじめに

業内容に基づき、
「安全・安心」、
「顧客満足」、
「コンプライアンス」、
「リスクマネジメント」、
「人権尊重と従業員の働きがい」
、
「地域社会と

私たちは知恵と技術で、
革新的オペレーション
エクセレンスを追求し、
顧客の企業価値向上に貢献する

③安全運転技術の向上
④階層別安全運転教育の実施

の共生」、
「環境推進」
の7項目を設定しています。

飲料業界を
もっと競争力のある仕組みに進化させ、
世界の人々を幸せにする

掲載
ページ

②安全運転の推進

シンクラングループの理念体系は、経営理念、使命、
ビジョン、行動規範の4つからなり、
この理念体系をもとに、CSR方針がつくられて

経営理念

関連するSDGs

①運輸安全マネジメントの着実な運用

CSRの取り組みの考え方

シンクラングループ理念体系

活動テーマ

重点項目

①人権意識の啓発
②ダイバーシティの推進

5．
人権尊重と従業員
の働きがい

③生産性向上に資する賃金制度の構築

P19〜
P20

④ワークライフバランスの推進
⑤人財の開発
①スポーツ活動の支援
②地域安全活動の推進

P21

CSR活動

6．
地域社会との共生

①使用燃料の削減

7．
環境推進

P22
②地域美化活動への参加

9
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重点項目1

安全・安心《運輸安全》
安全運転技術の向上

基本方針

社内ドライバーコンテストの開催

私たちは、
「安全はすべてに優先する」
をスローガンに、交通事故防止活動を推進します。
かつ継続的に改善することにより、交通事故防止を図ります。

はじめに

トラックによる輸送を行う事業活動が地域社会、地球環境に与える影響を正しく認識し、安全マネジメントを構築し、

安全運転技術を競い合う場を通して無事故運転の浸透を目的と
した、社内ドライバーコンテストを毎年開催しています。
コンテス

これらを推進するため、交通事故防止の目的・目標を設定し、定期的な見直しを図ることにより、

トでは、
「学科」、
「点検」、
「運転」
の3項目で運転技術や知識などを

全従業員で交通事故防止活動に取り組みます。

競います。2020年度は、
コロナ禍により予選大会のみの実施とな
りましたが、2021年度は実施に向けて準備をしています。
2019年の社内ドライバーコンテスト

運輸安全マネジメントの着実な運用

全日本トラック協会ドライバーコンテストへの参加
トップメッセージ

全日本トラック協会が毎年開催する、全国トラックドライバーコン

Gマーク
（安全性優良事業所）
の取得

テストに参加しています。同コンテストは、高度な運転技能と、関

Gマークとは、輸送の安全の確保に積極的に取り組んでいる事業
所を認定する制度です。国が指定した機関である全日本トラック

「Gマーク」は高評価を得た事業所に
のみ与えられる安全性の証です。

協会が38の評価項目を設定し、評価・認定します。

Gの由来はGood「よい」、Glory「繁栄」

シンクランでは、
対象115拠点中49拠点がGマークを取得しています。

の頭文字「G」
を取ったものです。

安全運転の推進

係法令及び車両構造等に係る専門的な知識を競い合うことで、
安全意識の高揚と交通事故防止活動の推進に資することを目的
としています。2020年度は、
コロナ禍により中止となりましたが、
今後も引き続き参加を継続していきます。

2019年の全国トラックドライバーコンテスト

シンクラングループの概要

社内フォークリフトコンテストの開催
フォークリフトの基本操作の徹底を図り、
フォークリフトに関わる

オブジェ
（運転技能自動評価システム）研修の実施

労災事故の撲滅を目的として、毎年、開催しています。2日間にわ
たって、
「学科」、
「点検」、
「運転」
の3項目を競い合います。
同コンテ

ドライバーの運転における安全行動・意識の改善を図り、事故撲

ストも2020年度は、
コロナ禍により開催を見合わせましたが、今

滅につなげることを目的に、全国の自動車学校と連携してオブ

年度、実施に向けて取り組みます。

ジェ研修を展開しています。オブジェとは、
ドライバーの頭、足お

2019年の社内フォークリフトコンテスト

よび車にセンサーを装着し、運転行動を定量化する運転技能自
動評価システムで、診断結果から運転の「クセ」
を把握、客観的な

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社が毎年開催するフォーク

2020年度は、七尾自動車学校（石川県）
とテクノ自動車学校（広

リフト選手権に参加し、
運転技術や知識の向上を図っています。
昨

島県）
の2校において実施しました。

年度は、10月14日に決勝大会が行われ、各エリア予選を勝ち上
がった30名（協力会社含む）
が技術・知識を競い合いました。
シン

無事故表彰の実施

クランからは、
4名が出場しました。

無事故・無違反運転者を賞賛するとともに、全社の安全に対する

初任運転者教育の実施

・10年間 無事故・無違反ドライバー
・ 5年間 無事故・無違反ドライバー
・ 1年間 無事故拠点

新入社員研修にてトラックの特性等、
法令に基づき実施しています。
2020年度は、145名が受講しました。

10年間 無事故・無違反ドライバー（2021年表彰）

中京支店／津RS

まず、運 転する前
に周囲に危険がな
いか確認すること
を特に意識してい
ます。

南関東VM支店／山梨VM

運転中は、気持ち
を楽 にして、周 囲
に気を配りスムー
ズな運転を実施し
ています。

関西VM支店／竜野VM

運転中は、車間距
離を十分すぎるほ
どとるようにして
います。

井上 直哉

選任運転者登録前研修

中国リテール支店／新見VM

ハンドルを握った
ら絶対に事故を起
こさないという意
識と危険予測を常
にしています。

中国リテール支店／新見VM

周囲の状況を確認
し、
「 かもしれない
運転」を心掛けて
います。

波賀 勝義

新入社員が独り立ちする前に、現場管理者による20時間以上の
同乗指導教育を実施しています。

安全運転支援システムの導入
高機能デジタコデータの活用

下﨑 悠

松浦 毅

初任運転者研修

CSR活動

関東支店／海老名RS

自分の運転が上手
いと過 信 せず、ど
んな時も安全確認
をする癖がついて
います。

t hi nkru n g ro u p

理念体系とCSRの重点項目

《表彰対象》

11

点検審査

階層別安全運転教育の実施

事故表彰を実施しています。

小崎 真司

50
運転審査

意識を浸透させ、交通事故撲滅につなげることを目的に、毎年、無

佐藤 慎平

シンクラングループ 年の歩み

コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社フォークリフト選手権への参加

安全指導を実施します。

データをブラウザー
で確認

安全運転のレベルアップを図るため、
ドライブレコーダー機能付
デジタルタコグラフ
（高機能デジタコ）の装着を進めています。車
両の走行データを分析し、安全運転指導に活用しています。
《高機能デジタコの装着状況》
対象車両907台中 装着830台 装着率92％
（2020年12月現在）
CSR R EPO RT 2021
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重点項目1

重点項目2

安全・安心《労働安全衛生》

顧客満足
基本方針

私たちは、「従業員の健康と安全は経営の基盤である」という認識のもと、職場における従業員の健康と安全を確保し、

私たちは、顧客の要望・期待は何かということを常に考え続け、オペレーションエクセレンス（スピード・柔軟性・生産性）を

健全で活気ある職場環境づくりを推進します。健康管理は身体だけではなく、心も含めた健康の保持・増進に努めます。

追求することにより、顧客のご満足度を高め続けます。

はじめに

基本方針

安全においては、「不安全行動の排除」「不安全状態の除去」という 2 つの視点から取り組みます。

顧客接点の強化

労働災害発生抑止

顧客とのコミュニケーション

安全衛生委員会

めの
「活動振り返りミーティング」
を実施しています。
ミーティング

開催しています。委員会では、従業員の安全と健康を保持するた

では、2020年度の主な活動結果と成果、次年度に向けての課題

めの対策等を検討し、実行しています。

等を共有し、
お互いの今後のさらなる成長を確認しました。

労働災害発生事例の共有による注意喚起

新しい事業への挑戦

労働災害発生の際、発生事象、原因、再発防止策等を社内掲示板

活動振り返りミーティング

オンラインでの安全衛生委員会

で共有・周知することで、労働災害の発生抑止を図っています。

シンクラングループの概要

混載配送事業の拡大
配送効率の向上を目指し、複数のメーカーの製品を同一車両で

健康経営の推進

小売店へ配送する混載配送事業の拡大に取り組んでいます。
2020年度は、4月に石川県の能登エリアで、7月には北海道の札

新しい時間管理

コミュニケーション

時間を創り、従業員の仕事とプライベートを充実させ、健康的な

・社内コミュニケーションの充実
・顧客やお得意様とのコミュニケーション

年、全社統一の新しい勤怠管理システムを導入しました。
スマー
トフォンでも操作・管理でき、従業員の労働時間、休日、有給休暇
取得状況等をリアルタイムで可視化することにより、
チーム全体

家族
・効果的/計画的な有給休暇取得の促進
・家族旅行やイベントなどへの時間

自己成長

での時間平準化等、更なる時間管理を推進しています。
スマートフォンの画面

・社会福祉活動などのボランティア活動
・災害復興支援や環境保全活動

中症や食中毒に対する正しい知識を持ち、適正に対応するため

メーカーの垣根を越えた小売店への混載配送

二室式二温度管理車両による配送効率化
常温商品とチルド商品など異なる温度帯で管理する商品を間仕
切りによって1台の配送車で運ぶことのできる
「二室式二温度管
理車両」
を展開し、配送効率化を図っています。

・社内研修や自己啓発への時間
・資格や様々な免許取得

社会貢献

最盛期である夏場は、熱中症や食中毒のリスクが高まります。熱

幌エリアで新たに開始しました。

シンクラングループ 年の歩み

時間創出

生活を送ることを目指した新しい時間管理の取り組みとして、昨

健康管理に関する動画配信

トップメッセージ

毎年、顧客とともに活動を振り返り、次年度の活動につなげるた

安全衛生管理活動の円滑な推進を図ることを目的として、毎月、
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二室式二温度管理車両

オペレーション品質の向上

した。

理念体系とCSRの重点項目

教育ツールの作成

に、内容を解説した動画教材を作成・配信し、健康管理を図りま

所属長が主体となり、
メンバー育成を継続的に行う際に不可欠な
基本行動を収録した
「教育ムービー」
を作成しました。内容として
は、出社/お得意様での活動/退社までを3部構成、20チャプター
で作成しています。今後、
この教育ツールを繰り返し活用し、基本

安全衛生施策の推進
ストレスチェック

全従業員は、毎年1回、
また、特定業務従事者は、6ヵ月に1回、健

従業員50名以上の事業所を対象に、毎年、ストレスチェックを実

康診断を受診し、健康状態の把握を行うとともに、健康管理の意

施。必要に応じて産業医による面接指導を実施しています。

熱中症対策ツールの配付
コロナ禍における夏場最盛期のオペレーション業務は、
マスク着
用から熱中症発症のリスクが例年に増して懸念されました。
そこ
で、熱中症対策の一環として、
「夏用マスク」、
「冷感タオル」、
「塩分
補給タブレット」
を各営業拠点に配付しました。
t hi nkru n g ro u p

の徹底およびオペレーションエクセレンスを追求していきます。

お客様満足の向上
お客様から寄せられたご意見やご要望、
ご指摘などの情報は、各
拠点においてミーティングで従業員に共有し、今後の業務改善と
品質向上に活かすようにしています。

CSR活動

健康診断

識向上を図っています。
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健康管理に関する動画教材

実施時期：2020年11月〜12月
実施事業所：札幌、宇都宮、前橋、板橋、海老名、千里丘

改善提案活動
従業員の一人ひとりが日々、問題意識を持って業務に取り組み、
自ら考えて工夫する姿勢が業務効率と品質向上にも役立ちます。
2020年度は、全体で211件の改善提案がありました。小さなこと
でも改善の積み重ねで、業務効率の向上につなげていきます。

教育ムービー

CSR R EPO RT 2021
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重点項目3

コンプライアンス
コカ・コーラ ボトラーズジャパンベンディング株式会社
オペレーション№1選手権への参加

基本方針
私たちは、
コンプライアンスを事業活動の要諦と位置づけ、
あらゆる法令と企業倫理を遵守し、社会的責任の観点から
良識・誠実さをもって行動します。
また、
コンプライアンスを推進するための仕組み・体制づくりをより強化します。

はじめに

セールスパーソンの挑戦意欲とモチベーションを向上させ、将来
をリードするセールスパーソンを発掘・育成することを目的とし
て、
コカ・コーラ ボトラーズジャパンベンディング株式会社が毎年
開 催するオペレーション№1 選 手 権に参 加しています。競 技
はセールスパーソンの業務に必要な「オペレーションスキル」
・

コンプライアンス意識の醸成

「コミュニケーション」
・
「好事例」
を競い合います。
2019年のオペレーション№1選手権
（昨年は、
コロナ禍により中止）

海外事業（株式会社TEAMS）

コンプライアンス便りの配信

ビジネスの対象領域
株式会社TEAMSは、
日本で培った高いサービス品質を活かし、海外での飲料水自動販売機ビジネスの成長に貢献しています。
自動販

ています。2020年度は、
ハラスメント、人権、
ダイバーシティなどを

売機ビジネスの企画、
自動販売機の調達、営業開拓、
自動販売機オペレーション、現地での自動販売機整備・修理事業等、海外顧客に
対して自動販売機ビジネスをトータルサポートしています。

コンサルティング／サポート
自動販売機
調達

営業開拓

自動販売機
整備・修理

オペレーション

これまでの展開
2016年に、
タイのLOGISTICS ASIA 社と共同出資で自動販売機のメンテナンス事業会社、
『BEVPRO ASIA Co., Ltd.』
を設立しました。

中国

杭州の現地ボトラー社と自動販売機チャネルの拡大を目指し、2019年4月から6月まで
プロジェクト活動を展開しました。

フィリピン

2019年7月、Coca-Cola Bevarages Philippines,Inc. のCFOとミーティングを実施。

アルゼンチン

南米アルゼンチンのボトラー社と取引を開始し、
日本の自動販売機を現地600mlPETボトル対応
仕様に変更し、2019年6月にプロトタイプ(試作機)として３台輸出しました。

テーマに、合計10回にわたって配信を行いました。
第1回： 嫌なことは、すべてハラスメント？
と
「パワハラ」は何が違うの？
第2回：「適切な指導」
第3回：「人権」について考えてみよう
第4回：「タバコ休憩」は不公平？
第5回： 自分が納得していれば、サービス残業してもよい？
第6回： 相談窓口に相談しよう
第7回： 自分の「におい」に気づかないでいたら…
第8回： 国籍や文化の異なる人とのコミュニケーション
第9回： 外見を褒めただけなのに…
第10回： SNSは多数の人に見られています
コンプライアンス便り

社内自浄作用の向上

シンクラングループ 年の歩み

タイ

内容を解説した
「コンプライアンス便り」
を定期的に社内に発信し

シンクラングループの概要

自動販売機
ビジネス企画

トップメッセージ

従業員のコンプライアンス意識の向上および現場への浸透を図
ることを目的に、
コンプライアンスに関するテーマを設定し、
その

内部通報制度（企業倫理ホットライン）
の運用
業務上の法令違反や社内規程違反の未然防止と早期発見による
是正を図るため、内部通報制度（企業倫理ホットライン）
を設けて
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います。違反またはその疑いを発見した者が通常の方法で上司な
どに相談しづらい場合、
「内部通報窓口」に通報・相談することが
できます。

理念体系とCSRの重点項目

通報に際しては、通報者のプライバシーの保護を厳守するととも
に、不利益な取り扱いを受けることのないように適正に対応して
います。窓口は、社内の担当部門と社外の顧問弁護士事務所の2
箇所に設置しており、
シンクラングループにおけるすべての役員・
従業員が利用できるようにしています。

タイ BEVPRO ASIA Co., Ltd.

中国

内部通報制度を周知させるため、従業員に配付しているカード

業務の合法性・合理性の確保
内部監査の実施

CSR活動

会社の健全かつ継続的発展に資することを目的として、内部監査
部門による監査を行っています。監査では、合法性、合理性の観点
から、法令および社内規程等の諸基準への準拠性、管理の妥当
性・有効性の検証等を行い、公正かつ独立した立場で経営諸活動
を評価し、助言・勧告・支援を実施しています。

フィリピン
15

t hi nkru n g ro u p

アルゼンチン

事業所に対する内部監査

CSR R EPO RT 2021
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重点項目4

リスクマネジメント
オンラインでの会議・研修の推進

在宅勤務（リモートワーク）、時差勤務の推奨

基本方針

出張を削減し、会議や研修は、Web

間接部門を中心に在宅勤務（リモートワーク）
を推奨し、実施

私たちは、一人ひとりが様々なリスクに対して意識をもち、
日頃からリスク予防・対応活動を着実に実行することにより、

会議システム等を活用した、
リモー

しています。感染予防の他、通勤時間の削減による時間の有

Web会議システムによる研修

新型コロナウイルス
（COVID-19）
への対応について
新型コロナウイルスの脅威が広がっている中、
当社グループは飲料をはじめとした日常生活に必要不可欠な製品をお客様にお届けす

用した従業員を中心に時差勤務も推奨し、実施しています。

学校休校への対応

インフルエンザ予防接種費用の一部負担

感染拡大防止策として臨時休校した小学校や特別支援学校に通

冬季には新型コロナウイルスとインフルエンザの同時対応が

う子を持つ従業員などを対象に、
「休校特別休暇」の取得を認め

必要となることから、従業員のインフルエンザ予防接種を推

ることとし、従業員の日常生活へのサポートも行いました。

奨するため、接種費用の一部を会社で負担しました。

トップメッセージ

るエッセンシャルワーカーとして、
すべてのステークホルダーの皆様の安全と健康を確保することを最優先に事業に取り組んでいま

はじめに

効活用という効果もあります。
また、通勤に公共交通機関を利

トでの開催を推進しています。

リスクの顕在化を防ぎ、発生してもスピードをモットーに損害を最小化し、顧客や地域社会から信頼される会社を目指します。

す。物流という社会のインフラの一翼を担っている私たちは、物流を止めない、社会を止めないという思いで、新型コロナウイルスへの
様々な対応を行っています。

危機発生時の迅速な対応

コロナアクションプロジェクトの立ち上げ
新型コロナウイルスの感染拡大により、事業環境の変化、
日々のオペレーションへの負荷、業績への影響等が懸念されます。
そこで、新

リスク管理計画の策定

型コロナウイルスに対応するために、社内で
「コロナアクションプロジェクト」
を立ち上げました。
プロジェクトでは、社長をプロジェクト

各部門を対象にリスクアセスメントを実施し、全社的リスク管理計画を策定しました。洗い出されたリスクの項目ごとに発生頻度、影響

リーダーとして、
カテゴリーごとにチームを編成し、様々な対策を推進しています。

シンクラングループの概要

度を軸にリスク分析を行い、優先対応リスク、管理対応リスクに分類し、
それぞれ未然防止策、対応策を策定しています。
リスク管理計
画に基づく活動を行い、
リスクに備える体制を構築しています。

基本行動の徹底

防災用品の配備

マスクの着用、消毒による感染予防の基本行動を徹底していま
す。従業員は毎日、検温を行い、
その結果を上長に報告するなどし

災害発生時に安全を確保するため、収納時にかさばらず、省ス

て健康状態の把握・確認も行っています。

ペースで備蓄できる折り畳みタイプをはじめとした防災ヘルメッ
トを全拠点に配備しました。

3密の回避

マスク着用

車両に配備した消毒液

台風や集中豪雨などの自然災害に備えるため、関連する情報を解

どして、3密回避を徹底しています。

説した動画教材を作成・配信し、注意喚起を図りました。

BCPの取り組み
会議室のパーテーション

シンクラングループ 年の歩み

自然災害に対する注意喚起の動画配信

人と人が対面する場所ではアクリル板や透明ビニールシート、
パーテーションを設置しています。
また、朝礼を屋外で実施するな

折り畳み式ヘルメット

第1回：大雨による洪水、浸水、土砂災害への備えについて
第2回：警戒レベルと防災気象情報について
第3回：危険度分布について
第4回：コロナ禍での避難について
第5回：台風に備える
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不測の事態が発生した際にも、早期に事業活動を復帰し、事業継
続を可能とする強い企業体質の構築を目指した施策を展開して

理念体系とCSRの重点項目

います。
大規模災害、感染症などの緊急事態発生時に、従業員やその家族
の安全を最優先に確保するとともに、
お客様へ製品をお届けする
責任を果たすことが社会的責任であると考え、BCP（事業継続計
画）
を策定しています。
アクリル板、透明シート

営業所のパーテーション

屋外での朝礼

BCP（事業継続計画）
の一部抜粋

ガイドライン、
ポスター

感染予防に欠かせないマス

感 染 予 防 啓 発 、感 染 疑 い

クとアルコール消毒液を全

時の行 動 基 準 等のガイド

従業員に配付しました。最

ラインやポスター を 配 付

盛期の夏場には熱中症対

不織布マスク

策も併せて、夏用マスクお

情報セキュリティの取り組み
情報セキュリティ基本方針

し、社内での周知徹底を図
りました。

よび冷感タオルの配付も行
いました。
携帯タイプの消毒液

17

t hi nkru n g ro u p

ガイドライン

ポスター

CSR活動

マスク、消毒液等の配付

災害等に備えた対策の実施

適切な情報管理を行うため、
すべての情報資産に対する機密性、

地震や風水害などの災害発生時にデータを安全に確保でき

完全性、可用性の維持・向上に努め、
お取引先様を含む社会全体

るよう、
サーバー安全対策の仕組みを確立しています。
システ

の信用・信頼に応えられるよう、
「 情報セキュリティ基本方針」を

ム全体のバックアップ、バックアップデータのクラウドへの

定めています。
また、同時に、
「情報セキュリティ管理規程」
を整備

アップデート等の作業を継続。サーバーへのリモートアクセ

し、社内における情報管理の周知徹底も図っています。

スについては、
アクセス状況のモニタリングを行っています。

CSR R EPO RT 2021
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重点項目5

人権尊重と従業員の働きがい
ワークライフバランスの推進

基本方針

有給休暇取得状況の管理とタイムリーな情報共有

新しい働き方の調査

すべてのステークホルダーの人権を尊重します。
また、人財育成・活用の促進と安全・安心な職場環境づくりを行うことで、

昨年導入した新しい勤怠管理システムは、従業員の有給休暇取

コロナ禍における職場環境や会社としての対応、今後の新し

得状況もリアルタイムで視える化できるようになりました。
これに

い働き方に向けてより良い環境を構築することを目的に、7

より、関係者間で取得計画、取得実績をタイムリーに共有し、有給

月、全従業員を対象にアンケート調査を実施しました。
回答率

休暇取得の促進につなげ、充実した仕事とプライベートの両立を

は、73.6％で、今後の新しい働き方構築に向けての課題も抽

図ります。

出できました。

従業員が生き生きと働き、誇りを感じる会社を目指します。

人権意識の啓発
ハラスメント防止啓発ポスター

多様な人財の人権に関するトレーニングを管理職が行うことに

従業員のハラスメントに関する知

より、従業員と管理職の信頼関係を深めることを目的に、eラーニ

識を深め、意識を高めることを目

ング（情報システムを活用した学習）による研修を実施していま

的に、
ハラスメントの内容を解説し

す。2020年は、全管理職を対象に、
「人権問題について」、「ハラス

たポスターを各職場に掲示するこ

メントについて」
などをテーマにして、計3回実施しました。

とで啓発を行っています。

人財の開発
トップメッセージ

eラーニングの実施

はじめに

私たちは、
「飲料業界をもっと競争力のある仕組みに進化させ、世界の人々を幸せにする」
という経営理念のもと、

管理職研修
今後取り組もうとする組織運営・業務運営・マネジメントを考察す
ることを目的に、全管理職を対象とした研修を実施しました。研
修は、
オンラインで行い、
「新型コロナウイルス感染拡大への対応
の実践振り返り」、
「組織運営上の固定観念の取捨選択」、
「組織運
営・業務運営・マネジメントにおいて今後取り組みたいこと」を
オンラインでの研修

新入社員研修

女性活躍、障がい者雇用、外国人雇用

会社を知る、仕事を知る、相手を知ることを目的に、新たにシンク

経済のグローバル化や少子高齢化が進む中で、企業競争力の強

ラングループの一員となった新入社員を対象に研修を行いまし

化を図るためには、女性、外国人、高齢者、障がい者を含め、多様

た。
オンラインで行った研修では、
だれでも、
どのお店や消費者の

な人材を活かすことが重要です。

方々に対しても標準化された高いレベルのサービスを提供するこ

シンクラングループでは、
それぞれの能力が最大限に発揮できる

転」
「
、グッドウィル」
「
、プランドコール」
の6つの基本を学びました。

14.4%

障がい者雇用率（2020年4月〜2021年3月）

3.2%

外国人雇用率（2020年12月15日現在）

1.9%

シンクラングループ 年の歩み

とができるよう、
「会社概要」、
「顧客」、
「さわやかマナー」、
「安全運

機会を提供できるよう努めています。
女性従業員比率（2020年12月15日現在）

シンクラングループの概要

ダイバーシティの推進

テーマに議論を交わしました。

資格取得支援制度
「運行管理者」、
「安全管理者」
などの業務遂行に不可欠な資格取
女性MD（マーチャンダイザー）

外国人留学生

生産性向上に資する制度の構築

従業員の業績への貢献度合いをしっかり評価し、個人の努力に報いる
「できる人がもっとできるように、
できない人ができるように」
を

プ、
自己のスキルアップを図るための資格・免許取得に対しても会
社は全額負担し、従業員を支援しています。

理念体系とCSRの重点項目

人事評価制度
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得費用は全額会社にて負担しています。また、業務のレベルアッ

従業員の状況

目指して、成果評価制度を運用しています。管理職については、1年間のコミットメントシート(業績目標)を作成し、上期、通期の成果で
評価されます。一般職、監督職については、
それぞれの資格に求められる行動を評価する
「行動評価」
と、業務の効率性を評価する
「効
※2020年12月15日現在（株式会社シンクラン単体）

率評価」
による評価を行います。
人財育成と業績目標達成のために期初、期中、期末に上位者による面談を実施しています。評価結果は各従業員にフィードバックさ

人数

正社員

当社グループが進めているデジタルシフトの一環として、
グループ

148

38.5

計

2,119

37.9

60歳以上

男性

755

42.8

29歳以下

1,066

41.4

より業務やスタッフ間交流等に関する連絡・報告・お知らせなど

男性

2,726

39.2

女性

459

38.2

計

3,185

39.1

t hi nkru n g ro u p

211

女性

計

感や生産性向上を実現していきます。

60

37.8

ニケーションプラットフォームを導入しました。本社及び各拠点
合計

外国人

1,971

38.0

用できます。今後、
このツールを活用して、
より一層、組織の一体

1

男性

311

の情報共有を円滑に行うためのツールで、
スマートフォンでも利

19

パートナー社員

介護休業取得者数

（単位:歳）

女性

内のコミュニケーションの活性化を図ることを目的としたコミュ

12

（注）
（注）

CSR活動

コミュニケーションプラットフォームの導入

育児休業取得者数

（単位:人）

れ、処遇、異動等人事戦略に活用しています。

コミュニケーションの活性化

平均年齢

（単位：人）

719
（注） 2020年4月〜2021年3月
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重点項目6

重点項目7

地域社会との共生

環境推進
基本方針

私たちは、
良き企業市民として、地域のスポーツ、文化、安全、福祉などの活動を積極的に支援し、地域社会から信頼される

私たちは、
「飲料業界をもっと競争力のある仕組みに進化させ、世界の人々を幸せにする」
という経営理念のもと、

企業を目指します。

地球環境保全、地域環境推進活動に積極的に取り組み、持続可能な社会の発展に貢献します。

はじめに

基本方針

使用燃料の削減

スポーツ活動の支援
「東京山九フェニックス」
への支援

トップランナー基準車の導入
省エネ法に基づく燃費基準（トップランナー基準）を充たした車
両を積極的に導入しています。燃費向上による使用燃料の削減を

りプレミアムパートナーとして積極的に支援しています。

図ることで、温室効果ガスのCO2の削減を目指しています。
女子ラグビーチーム
「東京山九フェニックス」

地域安全活動の推進

トップメッセージ

東京山九フェニックスは、2002年に発足した女子ラグビーチーム
です。
スポーツ振興、女性活躍推進の2つの視点から、2018年よ

［2020年12月末現在］
車両台数（1.1トン以上）
： 1,610台

トップランナー基準車

トップランナー基準車： 1,125台 70％

シンクラングループの概要

交通安全教室の開催
地域の安全を推進することを目的に、交通安全教室を開催してい
ます。2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響から開催
を見合わせましたが、今後も継続してまいります。

環境の保全
一昨年、金沢市で実施した交通安全教室

社会貢献・スポーツ振興事業への協力

地域美化活動への参加
プラスチックごみによる海洋汚染等、
ごみ問題による地球環境、健康等へ影響が懸念される中、環境推進活動の取り組みとして、
自治

シンクラングループ 年の歩み

体等が主催する地域清掃活動に参加しています。
（昨年は、
コロナ禍により各地の地域清掃活動は多くが中止となりました。）

インクルージョンボール事業への協力
（北海道地区）
糸がほつれて使用できないまま各学校やチームに保管されている

例年参加している地域清掃活動

硬式野球ボールを回収し、障がい者就労支援施設で補修して、
ボールを循環させて再利用する事業に協力しています。

事業所

“障がい者の就労支援”と“ボールのリサイクル”を両立する社会貢
献・スポーツ振興であるこの事業は、NPO法人北海道野球協議会
に加盟するプロ野球の北海道日本ハムファイターズや社会人、大学、高校野球チームと障がい者就労支援施設、企業等が協働して取り
シンクランは、地域社会貢献活動の一環として、
ボールの集荷および保管場所までの輸送を無償で行っています。

＜インクルージョンボール事業に
協力しているシンクランの事業所＞
野球部など
旭川営業所

北見営業所

清掃活動

時期

札幌西営業所（北海道）

札幌大通公園清掃活動

6月

函館営業所（北海道）

クリーングリーン作戦

9月

仙台営業所（宮城県）

梅田川清掃活動

7月、8月

大山営業所（鳥取県）

大山一斉清掃活動

4月、10月

東出雲営業所（島根県）

中海干拓地クリーン作戦

春・秋

広島東営業所（広島県）

芦田川一斉清掃

6月、10月

三次営業所（広島県）

尾関山公園ボランティア清掃作業

3月末

本郷輸送、本郷業務（広島県）

沼田川クリーンキャンペーン

4月

50

理念体系とCSRの重点項目

組んでいます。
2020年度は、
北海道高等学校野球連盟に対して、
修繕済みの硬式ボール4,393球の納品が行われました。

障がい者
就労支援施設

燃費基準達成ステッカー

CSR活動

札幌営業所
札幌西営業所

釧路営業所
滝川営業所
室蘭登別営業所
函館営業所
21
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社名の由来
シンクランという社名は、
think
「考える、
頭をつかう、
知恵をだす」
と、
run
「走る、
実行する、
広がる」
に由来します。

ロ ゴ タ イプ
ロゴタイプは、
あらゆるステークホルダーに対してシンクランのアイ
デンティティを表すアイコンとして、知性、
スマートさ、誠実さを表
すブルーを使用しています。
視覚的な心地よさ、親しみやすさを意識した書体に合わせ青空の
ような明るい配色にしています。

