
サントリーグループの人事制度は、従業員一人ひとりの

能力の開発・発揮に主眼をおき、それぞれの能力の発展段

階と、発揮した成果に応じた公正で納得性の高い処遇を理

念としています。その基本的な考え方は、以下の3点です。

● 従業員一人ひとりが向上心をもってより高い目標にチャ

レンジすること

● 会社は従業員に対して能力・キャリア開発の場を提供し、

自己実現を支援すること

● 役割と成果に見合った、公正でメリハリのある処遇をする

こと

年4回実施する上司と部下の面接を通して、従業員一人

ひとりが納得できる評価に努めています。年初に設定した「業

務計画書」に基づき、業務実績や取り組みのプロセスを振り

返って評価します。上司が「フィードバック面接」で評価結果を

伝えるとともに、期待している点や不足している点を話し合

い、評価への理解とさらなる能力開発・成長を促しています。

面接後は、労働組合が組合員にアンケートを実施し、納得性

を調査しています。結果は経営陣にも伝えられ、人事制度の運

用や改定に役立てています。また、面談内容が不十分であった

場合には、評価者である上司にヒアリングや指導も行っています。

「チャレンジ目標」の導入
2013年から「チャレンジ目標」を導入しています。通常業

務に加えて、より難易度の高い、意欲的な目標を各自が設

定することで、サントリーグループのDNA「やってみなはれ」

の風土をより強化していきます。

「キャリアビジョン」の導入
2013年秋に、一人ひとりの育成と適材適所の配置を目的

とした「キャリアビジョン」を新設しました。従業員が記入した

「キャリアビジョンシート」を元に、長期的な「なりたい姿」とそ

の実現に向けた取り組みについて、マネジャーと話し合います。

サントリーグループが真のグローバル企業として飛躍する

ためには、従業員一人ひとりがグローバルに活躍できる人材

公正で納得性の高い人事制度を基本に、
能力を開発・発揮しやすい環境づくりに努めています。

人材育成

人材育成を主眼に評価・処遇制度を構築

公正で納得性の高い評価を実施

グローバル人材の育成

従業員数
SHD SBF 合計

男性 37 17 54

女性 2 0 2

役員 39 17 56

男性 1,309 634 1,943

女性 132 29 161

マネジャー相当職 1,441 663 2,104

男性 2,393 704 3,097

女性 931 151 1,082

メンバー相当職 3,324 855 4,179

社員 4,765 1,518 6,283

男性 389 54 443

女性 93 15 108

契約社員等※ 482 69 551

派遣社員 566 44 610

平均年齢・平均勤続年数
平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

男性 女性 男性 女性
SHD 38.8 37.1 15.7 14.2
SBF 41.3 34.0 17.7 11.3

事由別退職者数・離職率
SHD＋SBF

定年 47
自己都合 33
会社都合 0
役員就任ほか 19

合計 99
離職率 0.53%

新卒採用者在職率
通過年 SHD

0 100
1 100
2 99
3 98
4 97
5 96

（名・%） （％）

採用人数
新卒 経験者

男性 女性 男性 女性
SHD 66 45 23 15
SBF 22 10 1 12

（名）

※ 契約社員等：嘱託社員およびアルバイト
※ SHD：サントリーホールディングス（株）
※ SBF：サントリー食品インターナショナル（株）

※ 2006〜2008年新卒者を対象に
計算

（名）

雇用・就業状況データ（2013年）
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に成長することが重要です。そのため、まずは国内で働く従

業員を対象とした制度を整えています。

グローバル人材の育成制度の充実
2010年よりグローバル人材の育成を目的とした制度を

導入しています。2013年は、97名の応募があり、現在21名

がそれぞれのプログラムを習得しています。

育成制度の1つ「キャリアチャレンジ」では、1年間の学びを

アウトプットする場として海外研修を実施。2013年には、「事

業展開の提案」を題材としてミャンマーに赴き、8日間のフィー

ルドワークを行いました。

海外からのインターンシップ受け入れ
2013年から、海外の学生を対象としたインターンシップ

の受け入れを実施しています。

初年度はインドの学生を受け

入れ、工場での生産現場体験

や課題分析による改善提案を

実施しました。

サントリーグループは「日本で、世界で、従業員がもっとも

成長できるグループへ」をメッセージに掲げ、「人が人を育て

るプロセスの中で成長する」という人材育成の連鎖を重視し、

現場での育成を大切にしています。また、入社から退職まで

のステージごとに「求められる姿」「発揮してほしい力」「従業員

としてのVALUE」を明示し、そのステージに合わせた基本研

修プログラムを整備。営業・生産など各部門での実務研修も

実施しています。

一人ひとりのキャリア開発をサポート
キャリアサポート室を設置し、専門のアドバイザーによる個

別相談やワークショップなどを実施しています。入社4年次・10

年次は全員に、40代は応募型でキャリアワークショップを実施。

65歳定年制のもと、50代でのメニューも充実させています。

適材適所の実現に向けた取り組み
「キャリアビジョン」での上司との面談（年1回）をはじめ、

「社内公募制度」や「キャリアチャレンジ」を通じて、従業員の

自律的なキャリア形成を支援しています。また、入社後の10

年間で3部署を経験するジョブローテーションを実施するほ

か、4年次、9年次の従業員に対しては人事部との個別面談

も行っています。

自己啓発支援プログラムを整備
従業員の自己啓発を支援する約390種類のプログラム

「SDP（Suntory Self-Development Program）」を用意してい

ます。国内グループ会社の従業員は、誰でも共通のプログラ

ムを受講することができます。

キャリア支援企業表彰を受賞
従業員のキャリア形成を積極的に支援する企業をたたえ

る「キャリア支援企業表彰2013」（主催・厚生労働省）におい

て、サントリーホールディングス（株）が厚生労働大臣表彰企

業に選定されました。

従業員の意識や会社の風土を調査
「キャリアビジョン」での面談では、従業員の現状や仕事

に対する意識も確認しています。また、「従業員意識調査」

でも、職場で働く従業員の意識を継続的にモニタリングし、

経営施策に活かしています。
従業員のキャリア開発を支援

育成制度
名称 内容

グローバルリーダー
シップ研修

サントリーグループのグローバルな成長
を牽引する人材の育成

キャリアチャレンジ
グローバル業務遂行に必要なスキルの
習得

ビジネススクール留学
国内・海外のビジネススクールで経営
管理学修士（MBA）を習得

トレーニー

グループ会社や未進出エリア（新興国等）
の「外部機関プログラム」または「学校へ
の派遣」を実施し、語学力・コミュニケー
ション力および異文化理解力を習得

2013年度の仕事に対する意識

仕事への
やりがい

仕事への満足

感じる
45.6％

比較的感じる
34.3％

感じない
0.7％

ない
1.2％

あまりない
4.3％

普通
25.3％

普通
16.7％

ある
23.6％

比較的ある
45.6％

あまり
感じない
  2.7％

インターンシップでの様子

「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
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