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No ジャンル 関連設問番号 Q A

1 回答方法 - 回答は複数提出しても良いですか。
1社につき1回、代表回答を作成のうえで提出をお願い致します。
もし同一事業者（同一の法人番号）から複数回提出された場合は、最新の回答のみが有効回答となりま
す

2 回答方法 - 社内の複数人で分担して一つの回答を作成しても良いですか。 各設問に対して、社内の複数部門に分担して確認頂くことは問題ありません。
回答については、1社につき1回、代表回答を作成のうえで提出をお願い致します。

3 回答方法 - アンケート提出後の、内容の確認や修正は可能でしょうか。

アンケート提出後は回答内容の確認・修正ができません。必要に応じて保存するなどして対応をお願いしま
す。
回答内容を修正する場合は、お手数ですが新たにご回答の提出をお願い致します。その際は更新する設問
だけでなく、全設問に対して回答をお願い致します。

4 回答方法 - WEBフォームが、社内のセキュリティの問題で開けません。どうすれば良いですか WEB回答が難しい方向けの回答フォーム（Excel）上でご回答を作成頂き、「JP-FMKC-info-
sustainable-logistics@jp.kpmg.com」まで電子メールにて送付をお願い致します。

5 回答方法 - アンケートを送信するを選択すると、「エラー」が表示されます。エラーの解決方法を教えてください。 エラーとなっている設問に対してエラーの内容を示すメッセージボックスが表示されますので、その指示に従った修
正のうえ、再度送信の選択をお願い致します。

6 回答方法 - 回答内容はExcelやWord等への書き出しは可能ですか。 本アンケートでは、ファイルへの書き出しへは対応しておりません。アンケートフォームをテキストコピーなどして頂
き、任意のファイルに保存対応をお願い致します。

7 回答方法 - アンケートの保存方法を教えて下さい。

各アンケートフォームの右上に「入力内容保存/読込」というボタンがあります。そこを押下頂き、「現在の入力
内容を保存」を選択すると、その時点での入力内容の保存ができます。その状態であればブラウザを閉じた場
合でも、新たに同一ブラウザ（Chromeで保存していればChromeで開いた場合のみ。Edgeなどには非対
応）で同一アンケートフォーム（入荷のみのフォームで保存していれば、入荷と出荷の両方及び出荷のみの
フォームでは非対応）を開き、同様に「入力内容保存/読込」から「保存したデータ読込」を選択して頂けれ
ば、それまでに保存していたデータが読み込まれます。

8 設問 問1 会社名の㈱や有限会社などの表記は必要ですか。また、略称や記号を使っても良いですか。 省略せず、正式表記での記載をお願い致します。
9 設問 問3 依頼元の業界団体が複数ある場合は、複数回の回答が必要でしょうか 回答は１回のみで問題ありません。
10 設問 問4 該当業種が複数当てはまる場合はどうすれば良いですか。 最も当てはまる業種の選択をお願い致します。

11 設問 問7 売上高等の数値はいつの時点の数値を基に選択すれば良いですか。
令和３年４月から令和４年３月までの１年間をベースに、最新の決算資料での数値を基に選択をお願い
致します。上記と異なる集計方法（会計年度ごとに把握している、暦年ごとに把握している等）を採用して
いる場合は、直近の１年間の内容についてご回答ください。

12 設問 問9 従業員数はいつの時点の数値を基に選択すれば良いですか。 令和４年３月末時点での数値での回答をお願い致します。上記と異なる集計方法（会計年度ごとに把握
している、暦年ごとに把握している等）を採用している場合は、最新の数値で選択をお願い致します。

13 設問 問9 従業員数に業務委託先の人数は含めますか。 含めずに、貴社単体での回答をお願い致します。正社員の他、パートやアルバイトは含めてください。
14 設問 問10 自社は上場していないが、親会社が上場している場合でも、非上場を選択する認識で良いですか。 認識相違ありません。貴社単体での上場有無の回答をお願い致します。

15 設問 問13 「バース予約システム」の導入はしていないが、電話やメール等を用いたアナログな方法でバース予約を行ってい
る場合は、どう回答すれば良いですか。 「導入されていない」としての回答をお願い致します。

16 設問 問14～27 部署や役職により、情報を把握できる人とできない人がいる場合、「把握できるかどうか」は、どう回答すれば良
いですか。 企業としてそれぞれの担当部門等において把握可能であれば、「把握可能」と回答ください。

17 設問 問14～27 輸送重量や輸送距離の数値を記載する際、桁区切りのカンマは必要ですか 「カンマ区切りなし」での記載をお願い致します。
18 設問 問14～27 輸送重量や輸送距離を記載する場合は、小数点以下の記載は必要ですか 小数点以下の記載は不要です。四捨五入の上で整数部分のみご回答ください。
19 設問 問20、27 入出荷を同時に行う場合、荷待ち時間は入荷と出荷のどちらに含めれば良いですか 入荷と出荷の荷役時間の比率で按分してください。按分が難しい場合、半々でも構いません。
20 設問 問20、27 入出荷を同時に行う場合、荷役時間を入荷と出荷に明確に分けられない場合はどうすれば良いですか 概算数値で按分してください。按分が難しい場合、半々でも構いません。
21 設問 問9～27 近い将来で回答内容が変更することが確定している場合でも、令和４年３月末時点の回答で良いですか。 はい。回答時点での内容をご回答下さい。

22 設問 問14～27 輸送重量や輸送距離の実数を回答する際に、一部しか把握していない場合は、分かる範囲での回答で良い
ですか。 はい。把握されている範囲の内容をご回答ください。

23 設問 問14～27 輸送重量や輸送距離の実数を回答する際に、正確な数値がない場合、概算で回答しても良いですか。 はい。把握されている範囲の内容をご回答ください。

24 調査概要 - 弊社にアンケートの依頼が届いた理由を教えてください。 本アンケートは経済産業省、国土交通省、農林水産省より業界団体を経由して、皆様にご依頼させて頂い
ております。そのため貴社が参加している業界団体から貴社に依頼が届いたと思われます。

25 調査概要 - アンケートに回答する義務はありますか。 義務はありませんが、物流の現状把握及び課題改善のため、ご協力いただけますと幸甚です。
26 調査概要 - アンケートに回答しないことによる不利益はありますか。 未回答による不利益はありませんが、物流の現状把握及び課題改善のため、ご協力いただけますと幸甚で

27 調査概要 アンケートに回答した内容は公表されますか 本アンケートの回答結果は、個別の企業名が特定されない形式で、施策立案に当たり活用するとともに、アン
ケート報告書としてのとりまとめを予定しています。

28 調査概要 - 入出荷業務は物流会社に全て委託していますが、回答する必要はありますか？ ご回答をお願い致します。第三者（3PL事業者・物流子会社など）に対し、自社貨物の入出荷業務等を
委託して運営している施設は自社の拠点として扱うため、本アンケートの対象となります。

29 調査概要 - アンケートの提出が出来ているか確認する方法はありますか。 各事業者様が確認する方法はありません。提出が完了しているかが不安な場合は、お手数をお掛け致します
が、再度アンケートを提出頂ければと思います。

30 調査概要 - アンケートの実施元はどこになりますか。 経済産業省、国土交通省、農林水産省が主催している「持続可能な物流の実現に向けた検討会」の中で
実施しているアンケートになります。

31 調査概要 - 情報の漏洩が心配なのですが、どのような対策を取られておりますでしょうか。
経済産業省が利用している「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度」に基づいて評価された、クラウ
ドサービスを利用しているため、漏洩等の心配はありません。また、情報の閲覧ができるのは限られた担当者の
みであり、各担当者には守秘義務があります。

32 調査概要 - アンケートへの回答期限はいつになりますでしょうか。 令和５年の２月２４日の１７時を予定しております。
→令和５年３月３日の１７時に延長いたしました（２月２０日）

33 調査概要 - アンケートの目的は何でしょうか。 発荷主企業・着荷主企業における貨物の入出荷状況の把握状況や、把握可能性、把握するに当たっての
課題を調査し、今後の物流施策検討に活用することを目的としています。

34 調査対象 建設中の建物への貨物の入荷は対象になりますか。 対象になります。含めた数値でのご回答をお願い致します。

35 定義 問14～27 本アンケートで定義する「発荷主」「着荷主」は、省エネ法で定義されている「荷主」や「準荷主」「着荷主」とは
別のものですか

別の定義です。そのため、省エネ法では「荷主」に該当しない事業者様でも、本アンケートにおいては「荷主」に
該当する可能性があります。
詳細は「回答の手引き」の5ページをご参照ください。

36 定義 問14、21 「輸送重量」とはどのような意味ですか。 入荷または出荷する貨物の実重量（単位：トン）を示します。
37 定義 問15、22 「輸送距離」とはどのような意味ですか。 入荷または出荷する貨物の、輸送する拠点間の距離（単位：キロメートル）を示します。

38 定義 問16、23 「輸送トンキロ」とはどのような意味ですか。 輸送1回ごとの、輸送重量（トン）に、輸送距離（キロメートル）を掛け合わせた数値を示します。

39 定義 問17、24 「輸送回数」とはどのような意味ですか。 入荷または出荷する貨物を輸送事業者に引き渡した、または輸送事業者から受け取った回数（単位：
回）を示します。

40 定義 問19、26 「荷待ち時間」とはどのような意味ですか。 入荷、出荷のためにトラックが事業所敷地に入った時（待機開始）から、荷役作業の開始（待機終了）ま
での時間を示します。詳細は回答の手引きの14ページをご参照ください。

41 定義 問20、27 「荷役時間」とはどのような意味ですか。 荷役作業（荷積み、荷降ろし）の開始から終了までの時間を示します。詳細は回答の手引きの14ページを
ご参照ください。

42 定義 問18、25 「輸送時間」とはどのような意味ですか。 貨物が出荷されてから届先地に到着するまでのおよその所要時間を示します。詳細は回答の手引きの14ペー
ジをご参照ください。

43 定義 - 「貨物輸送事業者に引き渡す」とはどのような意味ですか。 貨物輸送事業者に出荷業務を委託している場合に、自らの事業に関する貨物を委託先事業者に渡すことを
示します。

44 定義 - 「貨物輸送事業者から貨物を受け取る」とはどのような意味ですか。 調達元の事業者が貨物輸送事業者に出荷業務を委託している場合に、その貨物輸送事業者から、自らの
事業に関する貨物を自社拠点で受け取ることを示します。

45 定義 問14～27 「集計可能な形」とはどのような意味ですか。 例えば、各輸送の伝票に数字が掲載されているが、紙で保管しており集計作業等を行う事ができない場合は
含まないです。



46 定義 問6 BtoCとはどのような意味でしょうか。 Business to Consumerの略称になります。法人（事業者）から消費者（個人）への商取引を示してお
ります

47 発着荷主区分 - 「発荷主」とはどのような事業者ですか

①自らの事業（貨物輸送事業を除く。）に関して、
②自社の拠点で
③貨物輸送事業者に貨物の引渡しを行う事業者
（第三者に拠点の管理・運営を委託している場合を含む。）
です。
詳細は回答の手引きの5ページをご参照ください

48 発着荷主区分 - 「着荷主」とはどのような事業者ですか

①自らの事業（貨物輸送事業を除く。）に関して、
②自社の拠点で
③貨物輸送事業者から貨物を受け取る事業者
（第三者に拠点の管理・運営を委託している場合を含む。）
です。
詳細は回答の手引きの5ページをご参照ください

49 発着荷主区分 - 「自社の拠点」にはどのような拠点を含みますか。

・自社が所有・賃借して事業を行う施設
・第三者（3PL事業者・物流子会社など）に対し、自社貨物の入出荷業務等を委託して運営している施
設
※工場、倉庫、店舗など、事業所の機能は問いません
※回答者がフランチャイズチェーン本部の場合、統一ブランドで運営される加盟店等を自社の事業所に含んで
ご回答ください。

50 発着荷主区分 - 自社の事業に関係ない、他の事業者から預かった貨物を出荷する場合も「発荷主」に該当するか。 出荷を行う場合でも、自らの事業に関する貨物ではない場合は、「発荷主」には該当しません。
51 発着荷主区分 - 自社の事業に関係ない、他の事業者のために預かる貨物を入荷する場合も「着荷主」に該当するか。 入荷を行う場合でも、自らの事業に関する貨物ではない場合は、「着荷主」には該当しません。
52 発着荷主区分 - 一部の取引では出荷のみを行い、別の取引では入荷のみを行っている場合は、どの区分になるのか。 発荷主と着荷主のどちらにも該当します。

53 発着荷主区分 - 出荷する貨物の受け取り手が個人の場合も、「発荷主」に該当するか。 出荷する貨物が、自らの事業に関する貨物である場合は、受け取り手が個人であっても「発荷主」に該当しま
す。

54 発着荷主区分 - 商品の販売はしているが、販売する貨物の輸送は第三者に業務委託をしている場合も「発荷主」に該当する
か。

販売する貨物が、自らの事業に関する貨物である場合は、出荷を担当するのが貴社以外であっても「発荷
主」に該当します。
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