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●内部統制システムの強化

新体制発足にあたり、サントリーホールディングス（株）の
取締役会で「内部統制システムに関する基本方針」を決
議。コンプライアンスや情報管理、リスクマネジメントな
どの取り組みを強化することで、より実効性のあるガバナ
ンス体制の構築をめざしています。

●ＣＳＲ経営を推進

サントリーグループのCSR経営を推進するために、2005
年3月から専門部署（現・CSR推進部）を設置しています。
CSR推進部では「水と生きる」をCSRビジョンと位置づけ、
環境保全や文化・社会貢献などの取り組みを推進するほ
か、グループ社員一人ひとりの意識向上に向けた取り組
みを展開しています。また、「品質保証」「グループリスク
マネジメント」といったCSRにおける重要課題について
は、グループ全体で組織的に推進、強化していくことを目
的に専門委員会を設置し、課題解決に取り組んでいます。

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
品質保証

サントリーホールディングス（株）の監査役会は4名の監査
役で構成されており、うち2名が社外監査役です。監査役
会は、取締役の職務執行をはじめ、内部統制システムの整
備状況、グループ経営全般に関わる職務執行状況につい
て監査しています。これに加え、外部監査法人が会計監査

●2009年4月純粋持株会社制に移行

コーポレート・ガバナンス
社会から信頼される企業であり続けるために、
コーポレート・ガバナンスの充実に努めています。

サントリーグループは、さらなる持続的成長とグループ全
体の企業価値の最大化を図るため、“グループ経営”と
“事業執行”を分離させる純粋持株会社制に移行しまし
た。新体制のもと、グループ企業理念「人と自然と響きあ
う」の実現をめざし、地域社会、お客様、お取引先などの
各ステークホルダーとの良好な関係を保ちながら企業と
しての社会的責任を果たすため、コーポレート・ガバナン
スの充実に努めています。

グループ経営を担う取締役会とグループ経営戦略会議
サントリーホールディングス（株）の取締役会は、7名で構
成され、グループ経営に関わる課題の意思決定を行うと
ともに、グループ各社の業務執行を監督する役割を担っ
ています。また、取締役会のもとにトップマネジメント層
から構成される「グループ経営戦略会議」をおき、グルー
プ全体の経営課題を具体的に検討・協議することで、効
率的かつ効果的なグループ経営を運営しています。また、
執行役員制度を導入し、迅速な意思決定と業務執行を実
現する体制を実現しています。

経営を監視・監督する監査体制

○コーポレート・ガバナンス体制

サントリーホールディングス（株）

株主総会

選任・解任 選任・解任

監査役会監査役 4名
（うち社外監査役 2名）

内部監査部門

外食・スポーツ・花・サービス関連会社 機能会社酒類関連会社食品関連会社

グループ会社

委員会

グループリスク
マネジメント委員会

取締役会 7名
品質保証委員会

会計監査人

を実施し、会計や会計に係る内部統制の適正および適法
性について、第三者の立場から検証しています。また、グル
ープ各社の業務執行状況などを監査・検証する内部監査
部門として「グループ監査部」をおき、社内規定に基づい
て、業務執行の適正および健全性の維持に努めています。

グループ経営戦略会議
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●トータルリスクマネジメント体制を強化

サントリーグループのリスクマネジメントは、グループ各
社の業務執行レベルでの自己管理を原則としています。
また、全社横断的な委員会を設置し、課題解決に取り組
んでいます。

●コンプライアンス推進活動を強化

各種階層別研修やｅ-ラーニングの実施、小冊子の配布、
イントラネットを通じた定期的な情報発信など、従業員へ
のさまざまな浸透活動を行っています。また、グループ全
従業員を対象とした「コンプライアンス浸透度調査」を隔
年で実施し（2008年実施）、その定着状況を測り施策の
充実に努めるほか、全
社および各部・各部門
ごとの個別課題を把握
し、今後の取り組み改
善につなげています。

グループリスクマネジメント委員会を設置
2009年4月の新体制移行を機に「グループリスクマネジ
メント委員会」を設置しました。同委員会は、コンプライ
アンス・情報セキュリティ・その他全社的な重要課題につ
いて、グループ全体でのリスクの分析・評価を行い、全社
最適の観点から予防策を講じるとともに、その強化を図
っています。

品質リスクへの対応を強化
安全・安心な商品･サービスを提供することが最も基本
的な責務であると認識し、「品質保証委員会」を設けて、
専門的な見地から活動を強化しています。同委員会で
は、グループにおける品質リスクの抽出・低減を図るとと
もに、情報開示の推進に取り組んでいます。（Ｐ.19参照）
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店舗で働く従業員一人ひとりが自社ブ
ランドへの理解を深め、コンプライア
ンスを実践していくために独自の啓発
ツールを配布しています。

グループ各社の啓発活動

企業が行うプロモーションの支援や、酒
類関連備品の販売を行う同社では、お客
様情報の紛失や漏洩を防ぐため、個人情
報入力時の暗号化システムを独自に開
発、セキュリティの高いしくみを構築して
います。また、プライバシーマークを取得
し、JIS Q 15001に準拠した厳格な個人
情報の管理を行っています。

（株）サントリーショッピングクラブの取り組み

ティップネス、ハーゲンダッツ　ジャパン、
日本サブウェイの啓発ツール

●コンプライアンス推進体制を整備

サントリーグループの全従業員が共通の価値、行動の基
準で業務を推進できるよう、「企業倫理綱領」を制定。こ
の綱領に基づき、グループ横断的な視点からコンプライ
アンス体制を構築・運用していくために、コンプライアン
ス室が国内外グループ各社の推進責任者と連携を図り
ながら、現場に根ざした活動を推進しています。

コンプライアンス・ホットライン
企業倫理綱領に抵触する行為を早期に発見し解決する
ため、グループ共通窓口としてコンプライアンス室と社外
法律事務所に「コンプライアンス・ホットライン（内部通
報制度）」を設置しています。2008年は、労務・人事に関
する相談内容など、グループ全体で82件の通報がありま
した。通報案件に対しては、プライバシーに配慮した調査
のもと是正勧告などの対応を行うとともに、問題の改善
や再発防止策が徹底されていることを確認しています。

コンプライアンス／リスクマネジメント
お客様や社会の期待に応え、
事業を継続的に営んでいくための組織・風土づくりを進めています。

I 企業倫理憲章

II 企業行動規範

1. 誠実であること
2. 公平で公正であること
3. 透明であること
4. 社会的な責任をはたすこと
5. 多様な価値観の存在を受け入れること
6. 信頼と思いやりをもって接すること

1. お客様の喜びと幸せに貢献できるよう、安全で安心な質の高い商
　　品やサービスを提供するとともに、誠実で透明なコミュニケーショ
　　ンに努めます。
2. 法令を遵守し社会的倫理に則った活動を進めます。
3. 公正で透明な事業活動を展開します。
4. よき企業市民として積極的に社会貢献活動を行います。
5. 「水と生きる」企業グループとして、地球環境の保全・保護に取り組
　　みます。
6. すべての人がいきいきと働くことができる安全で風通しのよい職場
　　づくりに努めます。
7. 会社財産や情報等は、適切な保全・管理に努め有効に活用するとと
　　もに、第三者の権利を尊重します。

お客様、お得意様、それをとりまく世界全体に対して、

「OUR VISION」（日・英・中・仏）を全従業員に配布

web 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」

サントリーグループ企業倫理網領（抜粋）（2003年制定・2008年改定）



●グループ全体の品質保証を推進 ●すべてのプロセスで品質保証を徹底

外食事業を展開する同社では、食材
の産地証明書の取得を確実に実施す
るなど、食の安全・安心への取り組み
を強化しています。他の外食グループ
会社各社も同様の取り組みを行って
います。

外食事業の衛生管理を支援

「品質保証推進部」では、国内外の外
食グループ各社に対し、衛生管理の体
制づくりや現地での検査方法の指導
を行うなど活動を支援しています。

（株）ミュープランニング＆オペレーターズの取り組み

品質保証
安全で心に響く商品・サービスをお届けするために、
商品企画・開発から、原材料の調達、製造、流通・販売まで、徹底した品質保証に取り組んでいます。

マーケティングから研究開発、商品企画・開発、原材料調
達、製造、流通、販売・サービスに至るすべてのプロセス
で、全社員が常に品質の確保・向上に取り組んでいます。

サントリーでは、2004年、品質に対する姿勢を明文化し
たグループ品質方針「All for the Quality」を制定してい
ます。また、グループ全体の品質保証を牽引する「品質戦
略部」担当役員を委員長とし、関連部署長で構成する「品
質保証委員会」を設置。グループにおける品質に関する
重大リスクの抽出とその低減を図るとともに、品質に関
する重要戦略課題の推進に取り組んでいます。委員会で
の討議内容は「グループ経営戦略会議」に適宜報告する
ことで、品質に関わる問題をグループの経営課題として
共有・解決しています。

グループ会社への品質マネジメント監査
外食事業や開発事業関連のグループ会社や中国の飲料
製造会社、ビール製造会社など国内・海外のグループ会
社に対し、「品質保証本部」が品質マネジメント監査を実
施。品質保証システムの運用状況を確認するとともに、改
善が必要な箇所については指導を行っています。また、
商品の表示に関連するリスク低減のために、グループ会
社に対し勉強会を実施しています。2009年は、活動を強
化するため、マネジメントシステムの再構築やモニタリン
グ指標の見直しを進める計画です。

トレーサビリティシステムによる管理体制の強化
原材料から製造・流通工程に至る履歴を追跡(トレース)
できるようにQRコード※(2次元コード)を利用したトレー
サビリティシステムの全工場への展開を進めています。
これにより、お客様のもとに届いた商品に関する履歴を
必要に応じて即座に確認することが可能となります。ま
た、万一、商品を出荷した後に原料・容器・表示などに何ら
かの問題がありうると判明した場合にも、出荷先を速やか
に特定して対処をとることができる体制を整えています。

グループ内の分析機関による品質保証
科学的根拠に基づいた安全性保証を担う部門として「安
全性科学センター」を設置しています。同センターでは、
原料や商品、容器包装、加工助剤、商品の中味に接触する
生産設備の材質などに至るまでの検査・分析を行い、関
連法規より厳格な独自の規格に基づいてそれぞれの安全
性を確認しています。また、残留農薬、食品添加物、アレ
ルゲン、遺伝子組み換え食品などについても検査を行う
ほか、それらに関する情報を収集し、最新の評価技術や
手法の開発・導入にも努めています。

サントリーグループ品質方針（2004年制定）

All for the Quality

1. サントリーグループの一人一人が、お客様の立場に立って、誠実
　 に商品・サービスをお届けします。
2. お客様に正確で分かりやすい情報をお届けし、お客様の声に
　真摯に耳を傾け、商品・サービスに活かします。
3. 法令を遵守します。
4. 安全性は全てに優先して徹底します。
5. 21世紀、グローバルな時代に、国際標準の考え方を活かして最
　 高の品質を追求し続けます。

わたしたちは、安全で心に響く商品・サービスをお届けし、
お客様の夢と信頼に応え続けます。

◯トレーサビリティシステム

原材料メーカー

輸送 出荷

サントリー 流通 お客様

一時
保管
倉庫

原料 包材

流通履歴、出荷先を追跡原材料、生産履歴を遡及

トレースバック トレースフォワード

「JAPANESE DINING SUN」
（シンガポール）での自主衛生検査

品質担当者が食材を確認

※「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です
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●わかりやすい表示

●適切な情報開示と公正なコミュニケーション

商品の表示や宣伝・広告表現については、「品質保証推進
部」が遵法性・妥当性を審査・確認するほか、関連各部と連
携し、正確な表示とわかりやすい表現を推進しています。

輸入商品の品質保証強化
輸入商品固有のリスクに対応するため、部門横断のプロ
ジェクトを組織し、サプライヤーの現地工場における品質
保証レベルの確認や技術指導の徹底、国内受け入れ時検
査や新たな取引開始におけるリスク評価のしくみとルー
ルなどを強化しています。さらに、万一のトラブル発生時
に向けてトレーサビリティのしくみを強化する活動を推進
しています。2008年は、輸入焼酎の主要商品について導
入を完了、輸入洋酒については一部商品へのテスト導入
を実施し、2009年に本格導入する体制を整えました。

原料の産地・品種保証強化
原料の産地や品種を確認するため、直接原料メーカーを
訪問し、品質保証体制や調達経路の調査などを行ってい
ます。

工程使用材の安全性保証強化
工場で商品を製造するときに用いる活性炭、イオン交換
樹脂、珪藻土などの加工助剤やろ過フィルター紙など、商
品の中味に接触する生産設備（工程使用材）の安全性を
保証するしくみを強化しています。それぞれの工程使用
材ごと、使用する商品ごとに安全性評価の基準を設け、
その評価結果を一元的に登録・管理できるデータベース
システムを新たに構築。これにより、すべての工程使用材
の管理を徹底しています。

飲用時品質の向上に向けた取り組み
最高の品質をお客様にお届けできるよう、協力運送会社に
対して、品質を保つための輸送や保管方法などの啓発活動
を行うほか、商品保管倉庫へ直接出向き、倉庫内の設備、
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販売店や卸店の担当者を対象に、温
度管理の方法や、商品の取り扱い方
法について、営業担当者が説明する
「品質キャラバン」活動を実施してい
ます。

ハーゲンダッツ　ジャパン（株）の取り組み

フィットネスクラブの安全のために、
避難訓練を実施するほか、怪我・疾病
発生時の応急対応、AEDの取り扱い
について社員教育を徹底しています。

（株）ティップネスの取り組み

ソフトドリンクと誤飲
することがないよう、
缶ぶたに「おさけで
す」と表示

目の不自由な方が誤
飲されないよう、缶
ぶたに点字で「おさ
けです」と表示

ソフトドリンクと誤飲
することがないよう、
「酒マーク」を表示

リサイクル推進の
ための「リサイク
ルマーク」を表示

お客様からお問い合わせの多い商品の原材料や栄養成
分、賞味期間について、商品やホームページでの開示を強
化しています。
品質保証の徹底に努めながらも発生してしまった問題に
ついては、適切な情報開示を行っています。2008年3月、
モンテ物産輸入による「モントルシ非加熱ハム・サラミ」
でリステリア菌が検出され自主回収を実施しました。新
聞への社告掲載、ホームページへの掲示によりお客様に
お知らせするとともに、徹底した原因追及のもと再発防
止に向けた品質保証体制のいっそうの強化を行いまし
た。お客様・お取引先・関係先の皆様に、多大なご迷惑を
おかけしましたことを深くお詫びいたします。

救命講習
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参考 関連情報をホームページでご覧いただけます。
●サントリーの安全・安心への取り組み　http://suntory.jp/QUALITY/

web 「品質保証」

現地工場での技術指導

温度、安全衛生面などの管理状況を確認しています。
また、樽生ビールをお取り扱いの飲食店様などを対象に、お
客様においしく飲んでいただくためのセミナーを実施して
います。そのほか、定期的に飲食店様を訪問し、衛生管理
や品質管理をサポートするなど、商品の流通・販売、飲用時
までの品質を保証するための活動を展開しています。


