
内部統制システムの強化

サントリーホールディングス（株）の取締役会で決議した「内部統

制システムの基本方針」に基づき、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目指しています。

サントリー食品インターナショナル（株）の

コーポレート・ガバナンス

東京証券取引所市場第一部に上場しているサントリー食品インター

ナショナル（株）は、2015年5月に施行された改正会社法に基づき、

監査等委員会設置会社に移行しました。取締役会を構成する取締

役11名（監査等委員である取締役を含む）のうち3名は社外取締役

（2015年5月現在）であり、監査を担う監査等委員にも取締役会に

おける議決権を付与することで監査の実効性を高め、より透明性

の高いガバナンスを維持する体制を整えています。

また、「内部統制システムの基本方針」を策定した上で、「リスクマ

ネジメントコミッティ」や「品質保証委員会」を設置し、グループ経

営上重要なリスクを網羅的・総括的に管理しています。

お客様や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。

CSRマネジメント

コーポレート・ガバナンス

サントリーグループのコーポレート・ガバナンス

サントリーグループは、「グループ経営」と「業務執行」を分離させ

る純粋持株会社制を導入しています。地域社会やお客様、ビジネス

パートナーなどすべてのステークホルダーと良好な関係を保ち、

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各種会議体

サントリーホールディングス（株）の取締役会は、社外取締役1名

を含む11名（2015年4月現在）の取締役で構成されています。取締

役会では、グループ全体の経営課題について具体的な検討・協議・

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、執行役員制度の導入により、経営の意思

決定と業務執行を分離し、機動的な意思決定を実現しています。

経営を監査する体制

サントリーホールディングス（株）の監査役会は、社外監査役2名

を含む4名（2015年4月現在）の監査役で構成され、業務の執行状

況や内部統制システムの整備状況などを監査しています。加えて、

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設けています。また、外部監査法人が会計

監査を実施し、会計や会計に関わる内部統制の適正性や適法性に

ついて、客観的な立場から検証しています。

■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）

選任・解任

会計
監査人

選任・解任

内部監査部門
（グループ監査部）

監査役会

国内・海外グループ会社

リスク
マネジメント

各委員会
取締役会

株主総会
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CSRマネジメント

コンプライアンス

推進する責任者を配置し、各社の課題に対応した独自の行動指針

を策定・周知するなど、主体的な推進活動を行っています。

問題の早期発見・解決のためにホットラインを強化

サントリーグループでは「企業倫理綱領」に反する行為があること

を従業員が知った場合、まず上司に報告・相談することを基本と

しています。しかし、そうした報告・相談が適さない場合に問題を

早期に発見し解決するため、グループ全体の共通窓口としてコン

プライアンス室と、社外の法律事務所の2カ所に「コンプライアンス・

ホットライン」を設置しています。さらに、国内グループ10社が社

内に独自の窓口を設けて運営しており、コンプライアンス室では

独自窓口担当者の対応力向上を目的に毎年研修を行っています。

また、コンプライアンスに関するプログラムの適用対象を、グルー

プ各社の従業員だけでなく、派遣社員および請負会社の従業員へ

拡大し、サントリーグループのコンプライアンス・ホットライン

窓口を周知するとともに、「企業倫理綱領」に反する行為や問題発

生のおそれがある場合について通報を促しています。さらに、一部

のお取引先従業員にも順次適用を進めていきます。2014年の通報

件数は116件（国内グループ各社独自の窓口受付分を含む）で、そ

のうち約3分の2は労務・人事な

らびにマネジメントに関するも

のでした。それぞれの通報案件に

対しては、コンプライアンス室や

グループ各社担当部署が当該案

件関係者すべてのプライバシー

保護に配慮した調査のもと、是正・

勧告などの対応を行い、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。

お客様や社会からの期待に応え、責任を果たしていくために、コンプライアンスを最優先する組織・風土づくりを進めています。

コンプライアンス推進体制

全従業員共通の価値を示した「企業倫理綱領」

サントリーグループの全従業員が共通の価値観をもち、共通の基

準で行動できるよう、2003年に「サントリーグループ企業倫理綱領」

を制定しました。この綱領に基づき、グループ横断的な視点からコ

ンプライアンス推進体制を整備しています。また、2012年にはこ

の綱領を、従業員の「考動」を促すための指針とするため、社会的責

任に関する国際規格ISO26000を参照して内容を改定し、企業理

念の実現のための土台を担う行動原則（Our Principles）と位置づ

けました。

サントリーグループ企業倫理綱領

（2003年制定、2012年4月改定）

I．企業倫理憲章

私たちが関わるすべてのステークホルダーに対して、

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.社会的な責任を果たすこと

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

II．企業行動規範

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.法令を遵守し高い倫理観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.地球環境の保全に真剣に取り組み、自然と調和し生物多様

性に富んだ持続可能な社会を次世代に引き継ぎます。

6.すべての人々の人権を尊重するとともに、働きがいのある

企業グループの実現を目指します。

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。

現場に根ざした推進体制

グループ横断的な視点からコンプライアンスを推進するために、

コンプライアンス経営に関わる全体方針をグループリスクマネジ

メント委員会が決定し、推進の専門組織としてコンプライアンス

室を設置しています。

コンプライアンス室では、方針に沿った具体的な諸施策の立案・

実施や各職場での実践状況の把握、課題に対する提言・助言のほか、

「コンプライアンス・ホットライン（内部通報制度）」を設け、公平・

公正に対応しています。

また、国内外のグループ各社ではそれぞれにコンプライアンスを

推進体制

企業倫理綱領

コンプライアンス・ホットライン
（内部通報制度）

グループリスクマネジメント委員会

コンプライアンス室

企業倫理憲章・企業行動規範

状況把握
・浸透度調査

周知・啓発
・各種研修
・職場勉強会
・情報発信

実行

組織・風土づくり

活動サイクル

規範策定
・企業倫理綱領
・グループ共通
　行動指針
・各部門・各社
　行動指針

■コンプライアンス推進のしくみ

「コンプライアンス・ホットライン」
周知ポスター
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インサイダー取引防止体制の整備と社内啓発

グループ会社であるサントリー食品インターナショナル（株）が東

京証券取引所市場第一部に上場していることから、サントリーホー

ルディングス（株）法務部およびサントリー食品インターナショナ

ル（株）管理本部総務部が東京証券取引所提供のコンテンツをベー

スとしたe-ラーニングを実施し、インサイダー取引防止の徹底に

取り組みました。

事業活動における「企業倫理綱領」の実践

「企業倫理綱領」に定める「企業行動規範」の中で「3. 公正で透明な

事業活動を展開します」とし、コンプライアンスを重視することを

明記しています。事業活動においては、さまざまなコンプライアン

ス上の課題について、各部門や専門チームが自主基準を設定・運

用しています。

公正な事業活動を徹底

サントリーグループは「独占禁止法」をはじめとする各種法令を遵

守し、公正な事業活動を行うことを事業の大前提としています。

1992年に「独占禁止法遵守指針」を定めて以来、法改正や環境変化

に合わせて指針を改定、運用しています。

「キャンペーンに関する景表法上の留意事項」「下請法遵守マニュ

アル」のイントラネットへの掲載や、各部門・グループ会社向けの

定期的な説明会の実施など「独占禁止法」および関連法規の周知と

遵守徹底を図っています。

また、お取引先やお客様に対する日々の活動において公正さを確

保するべく、商品開発、販売、マーケティングの企画段階から専門

部署が積極的に関わり、法令遵守の観点から関係部署の対応方針

や活動を検証しています。

コンプライアンス意識の状況把握のため

従業員意識調査を実施

コンプライアンス実践の状況および個別課題の有無をグループ全

体にわたって把握するため、グループ国内全従業員を対象とした

意識調査を実施しています（2014年6月実施）。その調査結果から、

全社および各部・各部門の個別課題を把握し、各社幹部とその課

題を共有し、施策の充実を推進するなど、課題解決につなげています。

コンプライアンス実践のための活動

「企業倫理綱領」をグループ全体へ周知

サントリーグループの全役員･従業員が「企業倫理綱領」を理解し、

日々の行動の中で実践していけるよう、サントリーグループの理

念や「企業倫理綱領」をまとめた小冊子「SUNTORY SPIRIT〜私た

ちが大切にしていること」を配布しています。

毎年、年初には新たな気持ちで「企業倫理綱領」の内容を再確認す

るために、国内サントリーグループ全従業員が冊子巻末の「コン

プライアンス宣言書」にサインをしています。同時に、世の中で起

きているコンプライアンス事例や、全社・各社それぞれの課題と

認識している内容など、さまざまなテーマで職場ディスカッショ

ンを実施し、コンプライアンス

の基本についてリマインドし、

倫理観の醸成を図っています。

また、海外グループ従業員にも

「SUNTORY SPIRIT」を配布し、

周知に取り組んでいます。

継続的な情報発信でコンプライアンス意識の啓発活動

コンプライアンスを実践するために、社内イントラネット内の「コ

ンプライアンス・ネット」で定期的に情報を発信しています。

「コンプライアンス・ネット」ではその時々に取り組んでいる活動

と連動したテーマ、世の中の事例を通してコンプライアンスの本

質を理解するコンテンツなどを発信しており、各社のコンプライ

アンス推進リーダーが中心となって、全従業員へ周知しています。

さらに「コンプライアンス・ネット」には、いつでも学習できるよ

うにコンプライアンスの基礎知識やハラスメントチェックなど、

セルフラーニング集なども掲載しています。

また、2014年はサントリーホー

ルディングス（株）人事部と連

携し、事業会社のマネジャー層

を対象にコンプライアンス研

修（ハラスメントとメンタルリ

スクについて）を実施しました。

グループ会社の推進活動を支援

グループ各社はそれぞれの会社の推進責任者が中心となって活動

を行っています。コンプライアンス室では、各社の課題に応じた施

策の提案やツールの提供、集合研修の実施など推進活動を支援し

ています。また、国内グループ会社へ新たに着任する役員・管理職

を対象に、コンプライアンス経営の牽引役としての役割をより深

く認識するための研修を実施しています。

また、サントリーグループがグローバルな成長を目指していく中

で、2014年はビームサントリーとのコンプライアンス体制につい

て検討を進めるなど、グローバルスタンダードの策定に取組んで

います。

小冊子「SUNTORY SPIRIT」
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人権課題に対する取り組みに向けて

サントリーグループは、2013年から、人権課題により一層取り組

んでいくために、企業倫理綱領など既存の枠組みだけでなく、人権

リスクマップの作成や調達先のモニタリングを開始しています。

人権方針の策定

サントリーグループは、人権についての活動方針を定め、その遵守

に努めています。

CSRマネジメント

人権の尊重

企業活動のグローバル化が進み、企業の人権への取り組みに対して、社会からの関心が高まっています。また、サントリーグループにとっても、

CSR重点課題への取り組みにあたり、ステークホルダーの人権を尊重していくことが極めて重要だと考えています。人権に配慮した活動

を推進するため、人権リスクマップを作成し現状を整理するとともに、従業員やサプライチェーンに対する働きかけを行うなど、従来の

取り組みを一層強化しています。

人権リスクマップの作成と評価

サントリーグループは、2013年10月にCSR推進部・人事本部・コ

ンプライアンス室が中心となり、人権リスクマップを作成しました。

また、作成したマップをデンマーク人権研究所「DIHR（The Danish 

Institute for Human Rights）」に送り、グローバルな総合酒類食品

企業として留意すべき事項についてアドバイスをもらいました。

従業員の意識向上に向けた取り組み

人権意識の向上や人権尊重の企業風土づくりを組織全体で実践し

ていくため、啓発・教育活動を推進しています。

社内人権研修・啓発活動の積極的推進

新任役員・新任管理者・生産工場リーダー・新入社員などの階層

別研修で継続的に人権教育を実施しています。

また、社外講師による人権講演会も継続して実施しています。

2014〜2015年の2年間は、「職場を元

気にする人権」がテーマです。

各事業所にも人事部が訪問し、DVD視聴

によるセミナーを実施しています。

ハラスメントe-ラーニングの実施

2013年に引き続き、2014年も国内グループ会社の従業員を対象に、

ハラスメントへの正しい理解を深めるためのe-ラーニングを実施

し、意識の醸成を図りました。

サプライヤーとのCSR調達

アンケートによる確認

サントリーグループは、2012年から原料部と包材開発部の主要取

引先を対象に、CSR調達アンケートを実施しています。アンケート

では、基本的人権を尊重し、労働環境や安全衛生に配慮しているか

を中心に確認しています。

児童労働・強制労働に関するモニタリングを開始

サントリーグループでは、2014年から、児童労働・強制労働など

の人権課題に関して、海外の調達先を訪問してヒアリングを開始。

2014年は、ビールの主要原料である麦芽・ホップの生産者を対象

に実施しました。

人権講演会

サントリーグループ 企業倫理綱領（抜粋）

（2003年制定、2012年4月改定）

II. 企業行動規範

6.すべての人々の人権を尊重するとともに、働きがいのある

企業グループの実現を目指します。

ア.あらゆる企業活動において、児童労働や不当な労働の強制

を認めません。

イ.個人の人権と人格を尊重し、不当な差別やハラスメント等

を排除して、公正な処遇がされる職場環境をつくります。

人権侵害が発覚した場合には、当事者のプライバシーを守

りつつ、再発防止を含め速やかに適切な対応をとります。

ウ.心身ともに健康で、安全かつ安心していきいきと働くこと

ができる職場環境を築きます。

エ.多様な個性を持つ、すべての人が率直に意見や行動を示せ

るよう、互いの考え方や立場を尊重し、自由闊達で風通し

の良い職場風土の醸成に努めます。

オ.一人ひとりが仕事に誇りと責任を持ち、個性を発揮しなが

ら自律的に目標にチャレンジし、自身の成長とともに、ゆ

とりと豊かさを実現できる活力ある企業グループを目指

します。

サントリーグループCSR調達基本方針（抜粋）

（2011年制定）
サントリーグループは、企業理念「人と自然と響きあう」と企

業倫理綱領に基づき、安全・安心で高品質な商品・サービスを

お届けするために、公正・公平な取引を実施し、サプライチェー

ンのお取引先とともに、人権・労働基準・環境などの社会的

責任にも配慮した調達活動を推進します。

お取引先との良好なパートナーシップを構築し、真に豊かで

持続可能な社会の実現に貢献します。

2.人権・労働・安全衛生への配慮
基本的人権を尊重し、労働環境や安全衛生に配慮した調達活

動を推進します。
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クライシスマネジメント体制を整備

企業が直面するリスクは、ますます複雑化・多様化・巨大化し、リ

スクマネジメントの強化は避けて通れない経営課題となっていま

す。とりわけ、影響が広範囲に及ぶ危機に対しては、あらかじめ被

害を想定した事業継続計画（BCP）の策定が不可欠です。サントリー

グループでは、「リスク・クライシス初動対応マニュアル」（2011

年策定）をはじめ、クライシスへの対応基盤を構築しています。重

大な危機が発生した際には、迅速な意思決定と情報伝達を行い、適

切に対処することで、災害による影響および被害を極小化し、グルー

プの社会的信頼を保持することを目指しています。

このように、クライシスマネジメントのさらなる強化を図る中で、

お客様をはじめステークホルダーの皆様の安全・安心を最優先と

すること、適切な情報開示を行うこと、全従業員が当事者意識をもっ

て速やかに誠実に対処する姿勢をさらに高めています。

事業継続計画（BCP）の策定と実施

近年、自然災害（大規模地震、台風や集中豪雨による洪水・土砂災害、

雪害、火山噴火など）や、インフルエンザ・ノロウイルスをはじめ

とする感染症など、経済・社会活動の継続を脅かすリスクが多発

しています。

サントリーグループでは、こうしたリスク発生時にも事業をでき

る限り中断せず、減災してお客様に高品質な商品・サービスを安

定的に供給するために、事業継続計画（BCP）を策定し、供給責任を

果たすための対策を実施しています。また、サントリーグループ内

の工場における生産活動だけでなく、原材料調達や物流、営業活動

での事業継続計画を策定するとともに、有事の際の本部機能、イン

フラの分散など有事対応体制の強化を継続的に図っています。

情報セキュリティの強化

サントリーグループでは「セキュリティ」「個人情報保護」「情報の

活用」「事業継続性の維持」の観点から「サントリーグループ情報セ

キュリティガバナンス基本方針」を定めています。また、ソーシャ

ルメディアでの情報漏洩などのリスクに備え、利用姿勢を定めた「サ

ントリーグループソーシャルメディアポリシー」を制定しています。

CSRマネジメント

リスクマネジメント

リスクマネジメント

サントリーグループのリスクマネジメントは、グループ各社におけ

る業務執行レベルでの自社管理・実行を原則としており、サントリー

食品インターナショナル(株)に「リスクマネジメントコミッティ」を、

ビームサントリーに「グローバルリスク＆コンプライアンスコミッ

ティ」をそれぞれ設置しています。また、グループ全体のリスクに関

する課題解決に取り組むため、サントリーホールディングス（株）に

「グループリスクマネジメント委員会」を設置しています。さらに、

グローバルな事業拡大に伴い、海外グループ会社を含めたグループ

全体のグローバルリスクマネジメントを強化するため、2015年4月

に「グローバルリスクマネジメント委員会」を新設しました。これら

の委員会を通じて、リスクの把握や対策実行、クライシスマネジメ

ント体制の整備などの活動を行い、お客様をはじめとしたステーク

ホルダーの皆様に対する責任を果たすことを目指しています。

リスクの把握と特定

経済のグローバル化や情報化、企業の社会的責任に対する意識の

高まりなどにより、企業を取り巻くリスクはますます多様化・複

雑化しています。サントリーグループでは、毎年グループ全社を対

象としたリスクの棚卸しを行い、ステークホルダーの皆様に大き

な影響を及ぼすおそれのあるリスクを特定し、対策を講じていま

す。個々のリスクは、発生頻度と影響度、対策状況を評価し、グルー

プ全体として取り組むべき重要リスクを特定しています。リスク

対応主管部署や各リスクマネジメント委員会でモニタリングを行

い、グループ全体でリスクの低減活動を推進しています。

国内における2014年の最重要リスク（＝定常リスク）は以下の7項

目です。

最重要リスク（＝定常リスク）

・大規模自然災害

・感染症（新型インフルエンザほか）

・情報漏洩

・メンタルヘルス

・長時間労働・サービス残業

・適正飲酒（飲酒運転・飲酒時トラブル）

・セクハラ・パワハラ

国内グループ会社のリスクマネジメント体制

基盤構築・強化

国内グループ会社のリスクマネジメント体制基盤の構築・強化を

目的に、グループ会社各社とサントリーホールディングス（株）リ

スク対応主管部署による「リスクマネジメントステアリング会議」

を継続的に実施しています。双方向のディスカッションを通じて、

各社固有のリスク課題の共有、課題の解決に向けた対応策の検討

を行っています。

事業を継続して社会に貢献していくために、グループ全体のリスクを把握・分析し、課題解決に向けた取り組みを行っています。
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