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サントリーグループ概要

サントリーグループのCSRの考え方

トップメッセージ

東日本大震災への対応と復興支援活動

　　　より軽く、使いやすく、環境負荷の少ない容器を目指して

　　　生物多様性に富む「天然水の森」へ

●お客様との関わり

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

アルコール関連問題への取り組み

国内グループ会社の活動

●お取引先との関わり

CSR調達／お取引先との連携

●地域社会との関わり

地域に根ざした貢献活動

文化・社会貢献活動

国内グループ会社の活動

●社員との関わり

人事の基本的な考え方／雇用・就業状況

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

●地球環境との共生

環境経営

水のサステナビリティ／生物多様性の保全

低炭素企業への挑戦

資源の有効活用

環境活動を通じた社会との共生

国内グループ会社の活動

●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

●海外グループ会社の活動

　　オランジーナ・シュウェップス・グループのCSR

ステークホルダーとの関わり

地球環境との共生

社会との対話（ステークホルダー・エンゲージメント）

「サントリーグループ CSRレポート 2012」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

2012」では、近年サントリーグループが注力してきた活動とともに、国内・海外のグループ会社の活動情報を多くご紹介していま

す。また、ISO26000（社会的責任に関する手引）の7つの中核主題に沿った社会との対話（ステークホルダー・エンゲージメント）

を実施し、その内容もご報告しています。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。今後の事業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200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）と雇用契約を結ぶ社員を
対象（P.33～38）

● 対象組織

サントリーグループ CSRレポート 2012CONTENTS

CSRレポート 2012（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2011年1月1日～2011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

冊子よりも詳細な情報については、

　　マークを記載し、CSRサイト

（下記）にてご案内しています。

※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）
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）

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活動実績と目標一覧
● 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・エンゲージメント）
● CSRレポート
● サイトレポート
● CSR用語集

水と生きるWeb http://suntory.jp/CSR/http://suntory.jp/MIZU/

「水と生きる」に基づく環境や品質への具体的な取り組

みを映像で紹介するほか、「水」に関する知識などを掲

載しています。

● GRI ※「サステナビリティ・リポーティング・
ガイドライン2006」

● 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）

2012年6月（次回は2013年6月発行予定）

参考にしたガイドライン

発行

特集1

特集2

WebサントリーグループCSRレポート 2012
Suntory Group Corporate Social Responsibility Report 2012

特集
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