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トップメッセージ

サントリーグループの概要

サントリーグループの理念とCSR

特集1 “2050年のあるべき姿”を実現していくために
特集2 被災地のニーズをふまえた復興支援活動を継続

CSR重点課題への取り組み     6 Issues

重点課題1
お客様第一に安全・安心で健康に貢献する
高品質な商品・サービスの提供

安全・安心への取り組み
お客様コミュニケーション
健康で豊かな生活への取り組み

重点課題2
「水のサステナビリティ」と
環境負荷低減による自然との共生の実現

環境経営
「天然水の森」（水源涵養・生物多様性の保全）

バリューチェーン全体での環境負荷低減

重点課題3
「利益三分主義」に基づく生活文化の
豊かな発展と次世代育成への貢献

地域に根ざした貢献活動
文化・社会貢献活動

重点課題4
「やってみなはれ」を発揮できる人材育成と
ダイバーシティ推進

人材育成
ダイバーシティの推進
ワークライフバランスの推進
働きやすい職場づくり

重点課題5
サプライチェーンを通じたCSR活動の推進

CSR調達／ビジネスパートナーとの連携

　   人権の尊重

重点課題6
酒類を扱う企業として責任ある適正飲酒の普及と啓発

アルコール関連問題への取り組み

CSRマネジメント
コーポレート・ガバナンス／コンプライアンス／リスクマネジメント

グループ会社のCSR活動紹介
地域社会貢献
次世代育成
環境保全

第三者意見

「サントリーグループ CSRレポート 2014」を
お読みいただく皆様へ

　サントリーグループは、持続可能な社会の実現に向けて、当社が果たすべきCSR（企業の社会的責任）に関する考え方や活動

をステークホルダーの皆様にご理解いただくために、毎年「CSRレポート」を発行しています。「サントリーグループ CSRレポート

2014」では、2013年に定めた６つのCSR重点課題についての主な取り組みと進捗、国内・海外のグループ会社の活動を紹介して

います。また、「環境ビジョン2050の策定」「被災地支援活動」を特集として取り上げました。

　巻末では、本報告書およびサントリーグループのCSR活動に対して、経済人コー円卓会議日本委員会専務理事兼事務局長の

石田寛氏からの第三者意見を掲載しています。本冊子は当社が社会、自然と共生するために、サントリーグループ全体でどのよう

に考え、どのような活動を推進しているかを、わかりやすくお伝えすることを目指して作成しました。今後の活動の参考とさせて

いただくため、添付のアンケート用紙または当社Webサイトから皆様のご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

サントリーホールディングス（株）含む国内・海
外グループ会社228社

● 環境データについては、国内生産グループ
会社（全24工場）を対象

● 人事データについては、サントリーホール
ディングス（株）・サントリー食品インターナ
ショナル（株）と雇用契約を結ぶ社員を
対象（P.37～42）

● 対象組織

サントリーグループ CSRレポート 2014CONTENTS

CSRレポート 2014（本冊子）

● サントリーグループのCSRに関する情報は、以下の媒体で公開しています
データは2013年1月1日～2013年12月31日
の実績です。活動については、直近のものも
含みます。

● 対象期間

対象範囲

編集方針

2013年度に進捗があった活動など

を中心にサントリーグループのCSR

活動の全体像をわかりやすくまと

めています。

※GRI（Global Reporting Initiative）：環境面だ
けでなく、社会・経済面も含めた報告書の世界
的なガイドラインを作成している国際団体

サントリーホールディングス（株）
コーポレートコミュニケーション本部
CSR推進部
〒135-8631 東京都港区台場2-3-3
TEL：03-5579-1536
FAX：03-5579-1755
発行責任者：北桝 武次

CSRレポートに関するお問い合わせ先

サントリーグループの責任

社
会
か
ら
の
期
待

大きい

大きい

冊子で報告

Webサイトで報告

CSRサイト（Web）

● GRI ※「サステナビリティ・リポーティング・
ガイドライン第3版」「第4版」

● 環境省「環境報告ガイドライン（2007年版）」
● ISO26000（社会的責任に関する手引）

※P7～8「世界に広がるサントリーグループ」の
グループ組織図・グループ会社名は最新情報に
更新しています。

2014年6月（次回は2015年6月発行予定）※

参考にしたガイドライン

発行

特 集

自然環境の保全・再生

環境負荷低減

かんよう

より詳細な情報はこちらから

サントリーグループ CSRサイト

http://suntory.jp/CSR/

サントリーグループのCSR 検索検索

Webサイトでは、本冊子よりも詳細

な報告に加え、さまざまな情報を掲

載しています。

● 最新トピックス
● CSR活動の詳細報告
● グループ各社のCSR活動
● 社会との対話
  （ステークホルダー・ダイアログ）
● CSRレポート2014（本冊子）PDF
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