
事業種別売上構成（2005年度連結）

酒類
（ビール、洋酒、焼酎、
RTD、ワイン） 
5,109 億円

その他
（花苗、外食、スポーツ、レジャー他）

1,171 億円

食品
（飲料、健康食品、加工食品）

7,457 億円 日本 12,131 億円

アジア・オセアニア
805 億円

欧州 87 億円

米州 714 億円

連結売上高（億円） グループ（人） サントリー（人）連結経常利益（億円） 単体売上高（億円） 単体経常利益（億円）
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会社概要

サントリーグループ 

グループ会社   172社（2005年12月31日現在）

従業員数   19,462名（2005年12月31日現在）

連結売上高   13,737億円（2005年1月1日～2005年12月31日）

連結経常利益   585億円（2005年1月1日～2005年12月31日）

サントリー株式会社 

本社所在地   大阪府大阪市北区堂島浜2-1-40

サントリーワールドヘッドクォーターズ所在地 東京都港区台場2-3-3

創 業   1899年 

設 立   1921年12月1日 

資本金   300億円 

従業員数  4,615名（2005年12月31日現在）

売上高   7,856億円（2005年1月1日～2005年12月31日）

経常利益   244億円（2005年1月1日～2005年12月31日）

連結売上高・経常利益 単体売上高・経常利益 従業員数

地域別売上構成（2005年度連結）

事業活動の概要
サントリーグループは、企業理念「人と自然と響きあう」のもと、

世界の人々、人々を取り巻くさまざまな自然環境と響きあいながら、

お客様のニーズに的確にお応えする商品・サービスを提供すべく、

事業経営を推進しています。

事業活動の概要

サントリーグループの概要
サントリーは、酒類、食品、健康食品、外食、花など
幅広い分野で活動を展開しています

事
業
活
動
の
概
要

サ
ン
ト
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●モリソンボウモア ディスティラーズ［イギリス］ 
●サントリーヨーロッパ［イギリス］ 
●サントリーロンドン支店［イギリス］ 
●ロバートヴァイル醸造所［ドイツ］ 
●トカイ ヒツル［ハンガリー］ 
●サントリーフランス［フランス］ 
●シャトー ラグランジュ［フランス］ 
●グラン ミレジム ド フランス［フランス］ 
●シャトー ベイシュヴェル［フランス］ 
●シャトー ボーモン［フランス］ 
●バリエール［フランス］ 
●ルイ ロワイエ［フランス］ 
●ルジェ ラグート［フランス］ 

●上海サントリー梅林北京 ［中国］ 
●江蘇サントリー ［中国］
●サントリーワールドヘッドクォーターズ ［日本・東京］
●サントリー本社 ［日本・大阪］
●ソンボ ［韓国］
●サントリー台湾 ［台湾］
●サントリー台北事務所 ［台湾］
●レストランサントリー台北店 ［台湾］
●サントリー上海支店 ［中国］
●サントリー中国投資 ［中国］
●サントリービール （上海） ［中国］
●サントリービール （昆山） ［中国］
●サントリー （上海） 販売 ［中国］
●上海サントリー梅林食品 ［中国］
●サントリー上海食品 ［中国］
●東海ビール ［中国］
●レストランサントリー上海店 ［中国］
●ゴールド ノール［香港］ 
●セレボ ス・ パシフィック ［シンガポール］ 

●サントリーオースト ［オーストラリア］
●フロリジン ［オーストラリア］

●オフィス
●レストラン
●関係会社、ワイナリー、その他工場

事業系統図
サントリーグループは、サントリー（株）、子会社140社および関連会社32社より構成されています。
主要な会社は次のとおりです。

サントリーフーズ（株）
ハーゲンダッツジャパン（株）
PEPSI BOTTLING VENTURES LLC.
CEREBOS PACIFIC LTD.
上海三得利梅林食品有限公司
三得利（上海）食品有限公司

サントリー（株）

サントリーアライド（株）
モンテ物産（株）
MORRISON BOWMORE DISTILLERS LTD.
CHATEAU LAGRANGE S.A.S.
WEINGUT ROBERT WEIL KG
三得利 酒（上海）有限公司
三得利 酒（昆山）有限公司
上海東海 酒有限公司
中国江蘇三得利食品有限公司
SUNTORY （AUST.） PTY.LTD.

通販
（株）サントリーショッピングクラブ

物流
サントリーロジスティクス（株）

その他事業

食品事業 酒類事業

花
サントリーフラワーズ（株）

外食
（株）ダイナック／ファーストキッチン（株）

スポーツ・レジャー
（株）ティップネス

製品・サービスの流れ

サントリーグループの主な会社一覧（2006年4月現在）

●サントリーインターナショナル［アメリカ］ 
●ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ［アメリカ］ 
●レストランサントリーグアダハラ店［メキシコ］
●サントリーメヒカーナ［メキシコ］ 
●レストランサントリーメキシコ デル・バージェ店［メキシコ］ 
●レストランサントリーメキシコ ローマス店［メキシコ］ 
●SHU［メキシコ］ 
●レストランサントリーアカプルコ店［メキシコ］ 
●レストランサントリーホノルル店［アメリカ］ 

アメリカ事業展開

ヨーロッパ事業展開

アジア／オセアニア事業展開

国内
グループ会社名 事業概要
酒類
サントリーアライド（株） ウイスキー・ブランデーなどの輸入・販売
サンリーブ（株）  サントリーグループ製品の店頭販売促進活動
サングレイン（株）  グレンウイスキー（原酒）・スピリッツなどの製造
カンバク（株）  ウイスキー・ビール用麦芽の製造・保管および倉庫業

（株）ファインズ  ファインワインの輸入・販売 
（株）岩の原葡萄園 ぶどうの栽培およびワインの製造・販売
九州サントリーテクノプロダクツ（株）  九州熊本工場における酒類・清涼飲料の製造作業請負
食品
サントリーフーズ（株）  サントリー飲料の販売、ミネラルウォーターの宅配事業
サントリー食品工業（株）  サントリーの清涼飲料の製造
日本ペプシコーラ製造（株）  サントリーの清涼飲料の製造
北海道ペプシコーラ販売（株） 

自動販売機チャネルを主とする清涼飲料の販売

東北ペプシコーラ販売（株）
信越ペプシコーラ販売（株）
日本ペプシコーラ販売（株）
東海ペプシコーラ販売（株）
北陸ペプシコーラ販売（株）  
近畿ペプシコーラ販売（株）
中国ペプシコーラ販売（株）
南九州ペプシコーラ販売（株）
沖縄ペプシビバレッジ（株）  清涼飲料・食品の販売
ハーゲンダッツジャパン（株）  アイスクリームの輸入・製造・販売、ショップの展開
サンカフェ（株）  コーヒー豆の焙煎加工およびコーヒー・茶類のエキス製造
外食

（株）ダイナック 「響」「膳丸」「鳥どり」などの多業態飲食店の経営
ファーストキッチン（株）  ファーストフード「ファーストキッチン」の展開
日本サブウェイ（株）  サンドイッチチェーン「サブウェイ」の展開

（株）プロントコーポレーション 「プロント」の経営・フランチャイズ展開
（株）ミュープランニング＆オペレーターズ  外食に関する企画・設計・経営の総合コンサルティングほか
（株）H.B.I  多店舗展開をめざす外食企業の事業推進を幅広く支援
（株）レストランサントリーコンサルタンツ 世界で展開する「レストランサントリー」の運営および経営コンサルティング
花
サントリーフラワーズ（株）  花苗の品種開発・販売および園芸資材等の販売
スポーツ

（株）ティップネス フィットネスクラブ展開、指定管理者として公共施設運営ほか
（株）昇仙峡カントリークラブ ゴルフ場「昇仙峡カントリークラブ」の経営
榛名スポーツ開発（株）  ゴルフ場「響の森カントリークラブ」の経営
通販・広告・サービス・情報

（株）サントリーショッピングクラブ 通信販売、法人販促活動請負
（株）サン・アド 広告・宣伝・販促の企画・制作
（株）アドギア 広告・PR事務を取扱う総合広告代理店
サントリーパブリシティサービス（株） サントリー工場での案内、セミナー・イベント企画運営ほか

（株）サンモアテック システム開発、業務パッケージ開発、情報インフラ設計・構築ほか
流通
サントリーサービス（株）  ワインの店「カーヴ・ド・ヴァン」ほかの経営

サントリーコーポレートビジネス（株）  交通、法人等を対象としたサントリー製品の販売ほか
沖縄サントリー（株）  沖縄県におけるサントリー製品の販売ほか
モンテ物産（株）  イタリアワイン・食品の専門商社
物流
サントリーロジスティクス（株） サントリーグループの物流機能の中核会社。サントリー製品の輸送・保管
不動産
サントリー興産（株）  不動産賃貸・管理

（株）辻長 不動産賃貸および倉庫業
海外
グループ会社名 事業概要
SUNTORY INTERNATIONAL CORP.  米国関係グループ会社のホールディングカンパニー
PEPSI BOTTLING VENTURES LLC.  ペプシ系ボトラー
SUNTORY MEXICANA, S.A.DE C.V.  酒類（ミドリ）製造・販売
SUNTORY EUROPE PLC  資金調達および欧州グループ会社への貸付
MORRISON BOWMORE DISTILLERS LTD.  ウイスキーの製造・販売
SUNTORY FRANCE S.A.S.  フランスグループ会社のホールディングカンパニー
LOUIS ROYER S.A.S.  ブランデー・リキュールの製造・販売
LEJEY LAGOUTE S.A.S.  リキュールの製造・販売
CHÂTEAU LAGRANGE S.A.S. 

ワインの製造・販売

GRANDS MILLÉSIMES DE FRANCE S.A.
CHÂTEAU BEYCHEVELLE
CHÂTEAU BEAUMONT 
A.& R. BARRIÈRE FRÈRES S.A.
TOKAJ HÉTSZÖLÖ R.T.
WEINGUT ROBERT WEIL
SUNTORY (CHINA) HOLDING CO., LTD.  中国グループ会社のホールディングカンパニー
SUNTORY (SHANGHAI) MARKETING CO., LTD.  ビールの販売
SUNTORY BREWING (SHANGHAI) CO., LTD.  ビールの製造
SUNTORY BREWING (KUNSHAN) CO., LTD.  ビールの製造
SHANGHAI DANGHAI BREWERY CO., LTD.  ビールの製造・販売
CHINA JIANGSU SUNTORY FOODS CO., LTD.  ビール・麦芽の製造・販売
SHANGHAI SUNTORY-MALING FOODS CO., LTD.  清涼飲料の製造・販売

SHANGHAI SUNTORY-MALING FOODS CO., LTD.  清涼飲料の販売BEIJING BRANCH

GOLD KNOLL LTD.  原料の購入・輸出およびサントリー製品の香港総代理店業務
SUNBO LIQUOR TRADING CO.,LTD  酒類の輸入・販売
SUNTORY TAIWAN LTD.  サントリー製品の輸入・販売
CEREBOS PACIFIC LTD.  健康食品および加工食品の製造・販売
SUNTORY (AUST) PTY.LTD.  サントリー製品およびバーボン・リキュール類の輸入・販売
FLORIGENE PTY.LTD.  バイオテクノロジー技術による植物の新品種開発
レストランサントリーホノルル店 

海外レストラン（和食）

レストランサントリーグアダハラ店
レストランサントリーメキシコデル・バジェ店
レストランサントリーメキシコローマス店
SHU
レストランサントリーアカプルコ店
レストランサントリー台北店 
レストランサントリー上海店

サントリーグループの概要

世界に広がるサントリーグループ（2006年4月現在）
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●モリソンボウモア ディスティラーズ［イギリス］ 
●サントリーヨーロッパ［イギリス］ 
●サントリーロンドン支店［イギリス］ 
●ロバートヴァイル醸造所［ドイツ］ 
●トカイ ヒツル［ハンガリー］ 
●サントリーフランス［フランス］ 
●シャトー ラグランジュ［フランス］ 
●グラン ミレジム ド フランス［フランス］ 
●シャトー ベイシュヴェル［フランス］ 
●シャトー ボーモン［フランス］ 
●バリエール［フランス］ 
●ルイ ロワイエ［フランス］ 
●ルジェ ラグート［フランス］ 

●上海サントリー梅林北京 ［中国］ 
●江蘇サントリー ［中国］
●サントリーワールドヘッドクォーターズ ［日本・東京］
●サントリー本社 ［日本・大阪］
●ソンボ ［韓国］
●サントリー台湾 ［台湾］
●サントリー台北事務所 ［台湾］
●レストランサントリー台北店 ［台湾］
●サントリー上海支店 ［中国］
●サントリー中国投資 ［中国］
●サントリービール （上海） ［中国］
●サントリービール （昆山） ［中国］
●サントリー （上海） 販売 ［中国］
●上海サントリー梅林食品 ［中国］
●サントリー上海食品 ［中国］
●東海ビール ［中国］
●レストランサントリー上海店 ［中国］
●ゴールド ノール［香港］ 
●セレボ ス・ パシフィック ［シンガポール］ 

●サントリーオースト ［オーストラリア］
●フロリジン ［オーストラリア］

●オフィス
●レストラン
●関係会社、ワイナリー、その他工場

事業系統図
サントリーグループは、サントリー（株）、子会社140社および関連会社32社より構成されています。
主要な会社は次のとおりです。

サントリーフーズ（株）
ハーゲンダッツジャパン（株）
PEPSI BOTTLING VENTURES LLC.
CEREBOS PACIFIC LTD.
上海三得利梅林食品有限公司
三得利（上海）食品有限公司

サントリー（株）

サントリーアライド（株）
モンテ物産（株）
MORRISON BOWMORE DISTILLERS LTD.
CHATEAU LAGRANGE S.A.S.
WEINGUT ROBERT WEIL KG
三得利 酒（上海）有限公司
三得利 酒（昆山）有限公司
上海東海 酒有限公司
中国江蘇三得利食品有限公司
SUNTORY （AUST.） PTY.LTD.

通販
（株）サントリーショッピングクラブ

物流
サントリーロジスティクス（株）

その他事業

食品事業 酒類事業

花
サントリーフラワーズ（株）

外食
（株）ダイナック／ファーストキッチン（株）

スポーツ・レジャー
（株）ティップネス

製品・サービスの流れ

サントリーグループの主な会社一覧（2006年4月現在）

●サントリーインターナショナル［アメリカ］ 
●ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ［アメリカ］ 
●レストランサントリーグアダハラ店［メキシコ］
●サントリーメヒカーナ［メキシコ］ 
●レストランサントリーメキシコ デル・バージェ店［メキシコ］ 
●レストランサントリーメキシコ ローマス店［メキシコ］ 
●SHU［メキシコ］ 
●レストランサントリーアカプルコ店［メキシコ］ 
●レストランサントリーホノルル店［アメリカ］ 

アメリカ事業展開

ヨーロッパ事業展開

アジア／オセアニア事業展開

国内
グループ会社名 事業概要
酒類
サントリーアライド（株） ウイスキー・ブランデーなどの輸入・販売
サンリーブ（株）  サントリーグループ製品の店頭販売促進活動
サングレイン（株）  グレンウイスキー（原酒）・スピリッツなどの製造
カンバク（株）  ウイスキー・ビール用麦芽の製造・保管および倉庫業

（株）ファインズ  ファインワインの輸入・販売 
（株）岩の原葡萄園 ぶどうの栽培およびワインの製造・販売
九州サントリーテクノプロダクツ（株）  九州熊本工場における酒類・清涼飲料の製造作業請負
食品
サントリーフーズ（株）  サントリー飲料の販売、ミネラルウォーターの宅配事業
サントリー食品工業（株）  サントリーの清涼飲料の製造
日本ペプシコーラ製造（株）  サントリーの清涼飲料の製造
北海道ペプシコーラ販売（株） 

自動販売機チャネルを主とする清涼飲料の販売

東北ペプシコーラ販売（株）
信越ペプシコーラ販売（株）
日本ペプシコーラ販売（株）
東海ペプシコーラ販売（株）
北陸ペプシコーラ販売（株）  
近畿ペプシコーラ販売（株）
中国ペプシコーラ販売（株）
南九州ペプシコーラ販売（株）
沖縄ペプシビバレッジ（株）  清涼飲料・食品の販売
ハーゲンダッツジャパン（株）  アイスクリームの輸入・製造・販売、ショップの展開
サンカフェ（株）  コーヒー豆の焙煎加工およびコーヒー・茶類のエキス製造
外食

（株）ダイナック 「響」「膳丸」「鳥どり」などの多業態飲食店の経営
ファーストキッチン（株）  ファーストフード「ファーストキッチン」の展開
日本サブウェイ（株）  サンドイッチチェーン「サブウェイ」の展開

（株）プロントコーポレーション 「プロント」の経営・フランチャイズ展開
（株）ミュープランニング＆オペレーターズ  外食に関する企画・設計・経営の総合コンサルティングほか
（株）H.B.I  多店舗展開をめざす外食企業の事業推進を幅広く支援
（株）レストランサントリーコンサルタンツ 世界で展開する「レストランサントリー」の運営および経営コンサルティング
花
サントリーフラワーズ（株）  花苗の品種開発・販売および園芸資材等の販売
スポーツ

（株）ティップネス フィットネスクラブ展開、指定管理者として公共施設運営ほか
（株）昇仙峡カントリークラブ ゴルフ場「昇仙峡カントリークラブ」の経営
榛名スポーツ開発（株）  ゴルフ場「響の森カントリークラブ」の経営
通販・広告・サービス・情報

（株）サントリーショッピングクラブ 通信販売、法人販促活動請負
（株）サン・アド 広告・宣伝・販促の企画・制作
（株）アドギア 広告・PR事務を取扱う総合広告代理店
サントリーパブリシティサービス（株） サントリー工場での案内、セミナー・イベント企画運営ほか

（株）サンモアテック システム開発、業務パッケージ開発、情報インフラ設計・構築ほか
流通
サントリーサービス（株）  ワインの店「カーヴ・ド・ヴァン」ほかの経営

サントリーコーポレートビジネス（株）  交通、法人等を対象としたサントリー製品の販売ほか
沖縄サントリー（株）  沖縄県におけるサントリー製品の販売ほか
モンテ物産（株）  イタリアワイン・食品の専門商社
物流
サントリーロジスティクス（株） サントリーグループの物流機能の中核会社。サントリー製品の輸送・保管
不動産
サントリー興産（株）  不動産賃貸・管理

（株）辻長 不動産賃貸および倉庫業
海外
グループ会社名 事業概要
SUNTORY INTERNATIONAL CORP.  米国関係グループ会社のホールディングカンパニー
PEPSI BOTTLING VENTURES LLC.  ペプシ系ボトラー
SUNTORY MEXICANA, S.A.DE C.V.  酒類（ミドリ）製造・販売
SUNTORY EUROPE PLC  資金調達および欧州グループ会社への貸付
MORRISON BOWMORE DISTILLERS LTD.  ウイスキーの製造・販売
SUNTORY FRANCE S.A.S.  フランスグループ会社のホールディングカンパニー
LOUIS ROYER S.A.S.  ブランデー・リキュールの製造・販売
LEJEY LAGOUTE S.A.S.  リキュールの製造・販売
CHÂTEAU LAGRANGE S.A.S. 

ワインの製造・販売

GRANDS MILLÉSIMES DE FRANCE S.A.
CHÂTEAU BEYCHEVELLE
CHÂTEAU BEAUMONT 
A.& R. BARRIÈRE FRÈRES S.A.
TOKAJ HÉTSZÖLÖ R.T.
WEINGUT ROBERT WEIL
SUNTORY (CHINA) HOLDING CO., LTD.  中国グループ会社のホールディングカンパニー
SUNTORY (SHANGHAI) MARKETING CO., LTD.  ビールの販売
SUNTORY BREWING (SHANGHAI) CO., LTD.  ビールの製造
SUNTORY BREWING (KUNSHAN) CO., LTD.  ビールの製造
SHANGHAI DANGHAI BREWERY CO., LTD.  ビールの製造・販売
CHINA JIANGSU SUNTORY FOODS CO., LTD.  ビール・麦芽の製造・販売
SHANGHAI SUNTORY-MALING FOODS CO., LTD.  清涼飲料の製造・販売

SHANGHAI SUNTORY-MALING FOODS CO., LTD.  清涼飲料の販売BEIJING BRANCH

GOLD KNOLL LTD.  原料の購入・輸出およびサントリー製品の香港総代理店業務
SUNBO LIQUOR TRADING CO.,LTD  酒類の輸入・販売
SUNTORY TAIWAN LTD.  サントリー製品の輸入・販売
CEREBOS PACIFIC LTD.  健康食品および加工食品の製造・販売
SUNTORY (AUST) PTY.LTD.  サントリー製品およびバーボン・リキュール類の輸入・販売
FLORIGENE PTY.LTD.  バイオテクノロジー技術による植物の新品種開発
レストランサントリーホノルル店 

海外レストラン（和食）

レストランサントリーグアダハラ店
レストランサントリーメキシコデル・バジェ店
レストランサントリーメキシコローマス店
SHU
レストランサントリーアカプルコ店
レストランサントリー台北店 
レストランサントリー上海店
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