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わたしたちは、
社会に信頼され、

成長し続ける企業をめざします。

経営理念

いちばんの満足をあなたに

経営ビジョン

行動指針【私たちの基本原則】

経営理念・経営ビジョン・行動指針

　サークルKサンクスでは、経営理念のもと、安全・安心で高品質なおいしい商品をご提供し、社会貢
献活動や環境保全活動にも誠実に取り組んでいます。また、法令の遵守、公正な情報開示など企業規
模に見合った社会的責任を果たします。その上で、改革や創意工夫を通じて企業価値を高め、株主、
お客様、地域社会、加盟店、お取引先様、社員など当社に関係する全ての人・組織に対して価値を提
供し続ける企業でありたいと考えています。

　いつも期待以上の満足がある。いちばんの元気を、いちばんのきれいを、いちばんの便利を、いち
ばんのおいしさを。地域一人ひとりのお客様にとって、いちばんの満足を提供できるお店になれるよう、
取り組んでまいります。

1 お客様へ
私たちは、お客様に支持をいただくため、法令を遵守し、
企業倫理や社会道徳の正義の精神を尊重するとともに、
お客様に喜ばれる商品・サービスを、安全で安心な品質を最優先に提供いたします。

2 加盟店様へ
私たちは、公平で公正な経営指導を行い、加盟店様の利益の確保に努め、
相互の信頼関係を築き、共存共栄を図ります。

3 お取引先様へ
私たちは、関連する法令等を遵守するとともに、常に対等なパートナーシップのもと、
公平で公正な取引により、堅固な信頼関係を築き、相互の繁栄をめざします。

4 地域社会の皆様へ
私たちは、社会貢献や環境保全への取り組みを自主的かつ積極的に取り組むとともに、
地域社会の発展のため、市民の一員として行動します。

5 私たちとして
私たちは、皆様の声を広く取り入れ、企業活動の最適化を継続的に行うとともに、
企業情報を積極的かつ公正に開示し、社会に信頼される企業をめざします。
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サークルKサンクス会社概要 全国のサークルKサンクスの店舗

会社概要

社 　 　 　 名

本 部 所 在 地

本 店 所 在 地
代 　 表 　 者

設 　 　 　 立

資 　 本 　 金
主 要 株 主

事 業 内 容

従 業 員 数

チェーン店舗数

株式会社サークルKサンクス

東京都中央区晴海2-5-24 晴海センタービル
TEL:03-6220-9000（代表）

愛知県稲沢市天池五反田町1番地
代表取締役社長 竹内 修一

2001年7月2日

83億8,040万円 
ユニーグループ・ホールディングス株式会社 

コンビニエンスストア「サークルK」「サンクス」のフランチャイズ事業及び
店舗経営など

1,715人
サークルK  3,273店舗
サンクス  2,969店舗
 計 6,242店舗 ※エリアフランチャイズ含む

※1984年1月26日設立のサークルケイ・ジャパン株式会社（2001年7月1日
に商号を株式会社シーアンドエスに変更し、完全持株会社となる）より、
会社分割手続きによって事業会社を新たに設立した日。
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　※2013年2月末現在

※2013年2月末現在

北海道
192店舗

東北
545店舗

関東
1,414店舗

東海
1,993店舗

近畿
908店舗

四国
249店舗

九州
164店舗

中国
185店舗

甲信越・北陸
592店舗
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　サークルKサンクスの社会・環境への取り組みを皆様にわ
かりやすくお伝えするため、報告項目をサークルKサンクス
に関わるステークホルダーごとに分類し、詳しく紹介してい
ます。
　報告ページでは、多くの方が見やすいよう、ユニバーサル
デザインフォントを採用し、配色や図表にも配慮しました。

●発行
2013年9月

●対象範囲
サークルKサンクス本部及び店舗の事業活動、並びにお取引先様にご協力いただいている商
品、物流、建設などの取り組みを中心に作成しています。

●対象期間
2012年度（2012年3月1日～ 2013年2月28日）。また、2013年3月度以降についても重
要事項と思われる内容は併せて記載しています。組織・役職名は2013年3月1日現在のも
のを記載しています。

ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に
基づき、より多くの人へ適切に情報を伝
えられるよう配慮した見やすいユニバー
サルデザインフォントを採用しています。

トップインタビュー

経営理念・経営ビジョン・行動指針 1

会社概要 2

編集方針・目次 3

トップインタビュー 4・5

特　集

ユニーグループ・ホールディングスの体制 6

いちばんの満足をあなたに 7

コーポレート・ガバナンス

ステークホルダーの皆様とともに 8

コーポレート・ガバナンス 9

お客様のために

商品の安全・安心への取り組み 10・11

お客様の利便性向上をめざして 12

お客様の声を受けとめる仕組み 13

地域社会とともに

地域と連携した取り組み 14・15

安全・安心な社会に向けての取り組み 16・17

お取引先様とともに

パートナーシップで実現する
「お客様満足」の向上 18

加盟店とともに

加盟店との共存共栄をめざして 19

社員に向けて

働きがいのある職場づくりのために 20

地球環境のために

環境マネジメントシステム 21

循環型社会への取り組み 22

低炭素社会への取り組み 23・24

店舗における環境にやさしい取り組み 25・26

環境コミュニケーションの取り組み 27

環境影響と負荷低減への取り組み 28

環境活動の実績と目標 29・30

2012年度の環境成果 31

下記URLにてアンケートを実施しています。忌憚のないご意見をいただけると幸いです。

http://www.circleksunkus.jp/company/activity/questionnaire/index.html

アンケートご協力のお願い
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――コンビニを取り巻く環境が大きく変化し

ているなか、社長に就任されました。抱負を

お聞かせください。

　東日本大震災以降、お客様のコンビニに対

するニーズが激変し、スーパーの品揃えが求

められるようになってきました。そこで、サー

クルKサンクスは地元のお客様に求められる、

小さい商圏の中で満足していただける品揃え、

接客をつくっていこうと大きく舵を取り直し、

地域に対応したミニスーパー型を標準とした

店舗スタイルを確立していきます。“コンビニ

エンス”＝ “便利”という部分を徹底的に追求

し、お客様の“マイコンビニエンス”になるこ

と、その商圏に溶け込んで喜んでいただける

店をつくっていくことが、一年目の役割、使

命だと思っています。

お客様をはじめ加盟店や社員、そしてお取引先様の
“一人ひとりのいちばんの満足”に挑戦し続ける
コンビニエンスストアでありたいと考えています。

――今年、ユニーグループ・ホールディングス

が発足、グループの一員としての考えをお聞

かせください。

　ユニー（アピタ、ピアゴ）のスーパーとして

のノウハウは非常に魅力的であり、コンビニと

してどこまで共有していけるかがポイントにな

ります。サークルKサンクスはスーパーの品揃

えやノウハウを生かし、ユニーもコンビニのデ

ザートや惣菜などを取り入れる、そのようにし

てそれぞれが生まれ変わることこそ、ホール

ディングス制にした意義だと思います。

　また、環境面でいうと、サークルKサンクス

は新店の全照明LED化や太陽光発電システム

の導入など、特に省エネルギーに取り組んで

きました。一方で、廃棄物など取り組みの進

みづらい領域では、小売業で唯一のエコ・

ファースト企業であるユニーと一緒に取り組む

ことで、これまでにも協働してきた食品リサイ

クルループをはじめ、さまざまな形でのグルー

プシナジーが期待できます。

　こうした環境活動についていえることは、社

会的な責任はもちろんのこと、経費の削減な

ど会社の直接的な利益にもつながる部分が多

いということです。東日本大震災の時、被災

地ではガソリンが不足したため、応急処置とし

て他のエリアのプラグインハイブリッド車を投

入し、いち早く状況確認ができました。こう

いった経験から、現在、社用車の多くをハイ

ブリッド車に切り替え、結果、環境負荷の低

減とガソリンの経費削減につながっています。

社会への貢献と会社の利益が表裏一体となっ

ていることを意識し、これからもコンビニとい

う業態を通してさまざまなチャレンジをしてい

きたいと思います。また、それが信頼できる

企業、グループであるというお客様の信頼に

もつながり、企業価値を高めます。社会や環

境に良いことは、結局、企業や個人にとって

も良いことにつながるのです。

――今のお話は、サークルKサンクスの経営

ビジョン「いちばんの満足をあなたに」にもつ

ながることでしょうか。

　お店があって助かった、欲しい商品がある、

気持ちよい挨拶をしてもらえる、いつもきれい

など、地域に溶け込んだお店をつくっていくこ

と、それが「いちばんの満足をあなたに」に

込められています。満足にはいろいろな形が

あります。サークルKサンクスに関係する一人

ひとりが「満足」って何だろうと考え、いちばん

の満足を提供したいと考えること、それによっ

て常に自ら動けるのです。

　企業としてお客様への接し方を変えていか

なければいけないところも多分にあります。

レジ袋は、この10年で4割以上という大きな

削減を達成していますが、過去過剰なサービ

スをしていたのではないか？　勝手に袋に入れ

てないか？ということです。例えば飲み物など

単品を買われた時、「このままでよろしいでしょ

うか？」と尋ねると、かなりのお客様がレジ袋

を辞退されます。買い物袋に入れることは、

お客様の本当の満足ではなかったわけです。

そういった取り組みにより、サークルKサンクス

ではレジ袋の大幅な削減を達成、廃棄物を減

らし、コストも削減できました。

　また、私が社員と直接対話する機会を増や

すため、専用の社内SNSを始めました。そこ

での提言に、「美しすぎるトイレプロジェクト」

があります。これは清潔なだけでなく、気持

ちよく使えるトイレを追求したもので、こう

いった提言から、新店には女性専用トイレを

設置することになりました。
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　このように、お客様一人ひとりの満足を追

求し、私たちのお店の存在意義を再確認して

いただけるよう、さまざまなチャレンジを進め

ていきたいと思っています。

――海外戦略が具体化したそうですが…？

　マレーシアに今期中にオープンする予定で

す。サークルKサンクスの海外初出店で、日

本のノウハウを持ち込む店です。例えばLED

を導入するなど、日本の環境技術の導入も必

要だと考えています。そういった国々では、

まだまだ環境というキーワードが弱いので、

理解されにくいかもしれないですが、何年か

後には環境問題が必ず提起されます。いち早

く取り組んだ企業でありたいと思っています。

――最後に、サークルKサンクスの展望を教

えてください。

　時代はかつてないほどの変化を見せ、コン

ビニも大きなターニングポイントに立っていま

す。2000年頃に、もうすぐ飽和状態になる

といわれたコンビニ業界が、10年以上経った

今も成長し続けているのは、日々変化してい

るお客様のニーズに応え、チャレンジし続け

てきたから。サークルKサンクスは、今回の

ホールディングス発足により、グループシナ

ジーを発揮できる大きなチャンスを手にしたわ

けです。「いちばんの満足をあなたに」を合言

葉に、このチャンスを飛躍に結びつける一年

とし、新しいサークルKサンクスをつくってい

きたいと考えています。

株式会社サークルKサンクス
代表取締役社長 竹内 修一



サークルKサンクス
社会環境報告書 2013トップインタビュー 特　集 コーポレート・

ガバナンス お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 4

トップインタビュー

｜　経営理念・経営ビジョン・行動指針　｜　会社概要　｜　編集方針・目次　｜　トップインタビュー　｜　

――コンビニを取り巻く環境が大きく変化し

ているなか、社長に就任されました。抱負を

お聞かせください。

　東日本大震災以降、お客様のコンビニに対

するニーズが激変し、スーパーの品揃えが求

められるようになってきました。そこで、サー

クルKサンクスは地元のお客様に求められる、

小さい商圏の中で満足していただける品揃え、

接客をつくっていこうと大きく舵を取り直し、

地域に対応したミニスーパー型を標準とした

店舗スタイルを確立していきます。“コンビニ

エンス”＝ “便利”という部分を徹底的に追求

し、お客様の“マイコンビニエンス”になるこ

と、その商圏に溶け込んで喜んでいただける

店をつくっていくことが、一年目の役割、使

命だと思っています。

お客様をはじめ加盟店や社員、そしてお取引先様の
“一人ひとりのいちばんの満足”に挑戦し続ける
コンビニエンスストアでありたいと考えています。

――今年、ユニーグループ・ホールディングス

が発足、グループの一員としての考えをお聞

かせください。

　ユニー（アピタ、ピアゴ）のスーパーとして

のノウハウは非常に魅力的であり、コンビニと

してどこまで共有していけるかがポイントにな

ります。サークルKサンクスはスーパーの品揃

えやノウハウを生かし、ユニーもコンビニのデ

ザートや惣菜などを取り入れる、そのようにし

てそれぞれが生まれ変わることこそ、ホール

ディングス制にした意義だと思います。

　また、環境面でいうと、サークルKサンクス

は新店の全照明LED化や太陽光発電システム

の導入など、特に省エネルギーに取り組んで

きました。一方で、廃棄物など取り組みの進

みづらい領域では、小売業で唯一のエコ・

ファースト企業であるユニーと一緒に取り組む

ことで、これまでにも協働してきた食品リサイ

クルループをはじめ、さまざまな形でのグルー

プシナジーが期待できます。

　こうした環境活動についていえることは、社

会的な責任はもちろんのこと、経費の削減な

ど会社の直接的な利益にもつながる部分が多

いということです。東日本大震災の時、被災

地ではガソリンが不足したため、応急処置とし

て他のエリアのプラグインハイブリッド車を投

入し、いち早く状況確認ができました。こう

いった経験から、現在、社用車の多くをハイ

ブリッド車に切り替え、結果、環境負荷の低

減とガソリンの経費削減につながっています。

社会への貢献と会社の利益が表裏一体となっ

ていることを意識し、これからもコンビニとい

う業態を通してさまざまなチャレンジをしてい

きたいと思います。また、それが信頼できる

企業、グループであるというお客様の信頼に

もつながり、企業価値を高めます。社会や環

境に良いことは、結局、企業や個人にとって

も良いことにつながるのです。

――今のお話は、サークルKサンクスの経営

ビジョン「いちばんの満足をあなたに」にもつ

ながることでしょうか。

　お店があって助かった、欲しい商品がある、

気持ちよい挨拶をしてもらえる、いつもきれい

など、地域に溶け込んだお店をつくっていくこ

と、それが「いちばんの満足をあなたに」に

込められています。満足にはいろいろな形が

あります。サークルKサンクスに関係する一人

ひとりが「満足」って何だろうと考え、いちばん

の満足を提供したいと考えること、それによっ

て常に自ら動けるのです。

　企業としてお客様への接し方を変えていか

なければいけないところも多分にあります。

レジ袋は、この10年で4割以上という大きな

削減を達成していますが、過去過剰なサービ

スをしていたのではないか？　勝手に袋に入れ

てないか？ということです。例えば飲み物など

単品を買われた時、「このままでよろしいでしょ

うか？」と尋ねると、かなりのお客様がレジ袋

を辞退されます。買い物袋に入れることは、

お客様の本当の満足ではなかったわけです。

そういった取り組みにより、サークルKサンクス

ではレジ袋の大幅な削減を達成、廃棄物を減

らし、コストも削減できました。

　また、私が社員と直接対話する機会を増や

すため、専用の社内SNSを始めました。そこ

での提言に、「美しすぎるトイレプロジェクト」

があります。これは清潔なだけでなく、気持

ちよく使えるトイレを追求したもので、こう

いった提言から、新店には女性専用トイレを

設置することになりました。

サークルKサンクス
社会環境報告書 2013トップインタビュー 特　集 コーポレート・

ガバナンス お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 5
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　このように、お客様一人ひとりの満足を追

求し、私たちのお店の存在意義を再確認して

いただけるよう、さまざまなチャレンジを進め

ていきたいと思っています。

――海外戦略が具体化したそうですが…？

　マレーシアに今期中にオープンする予定で

す。サークルKサンクスの海外初出店で、日

本のノウハウを持ち込む店です。例えばLED

を導入するなど、日本の環境技術の導入も必

要だと考えています。そういった国々では、

まだまだ環境というキーワードが弱いので、

理解されにくいかもしれないですが、何年か

後には環境問題が必ず提起されます。いち早

く取り組んだ企業でありたいと思っています。

――最後に、サークルKサンクスの展望を教

えてください。

　時代はかつてないほどの変化を見せ、コン

ビニも大きなターニングポイントに立っていま

す。2000年頃に、もうすぐ飽和状態になる

といわれたコンビニ業界が、10年以上経った

今も成長し続けているのは、日々変化してい

るお客様のニーズに応え、チャレンジし続け

てきたから。サークルKサンクスは、今回の

ホールディングス発足により、グループシナ

ジーを発揮できる大きなチャンスを手にしたわ

けです。「いちばんの満足をあなたに」を合言

葉に、このチャンスを飛躍に結びつける一年

とし、新しいサークルKサンクスをつくってい

きたいと考えています。

株式会社サークルKサンクス
代表取締役社長 竹内 修一



サークルKサンクスは、
ユニーグループ・ホールディングスの一員です。

　ユニーグループが開発した商品は確かな品質でバリエーションを増やし、お客様のさまざまなシーンを豊かに彩ります。サークルKサン
クスはグループの一員として、これらの商品を販売するとともに商品のさらなる進化を図るため商品開発にも携わっています。

　さらなるシナジーの発揮をめざし、2013年2月21日、ユニーグルー
プ・ホールディングスが誕生しました。ユニーグループは、サークルKサン
クスをはじめ、総合小売業（GMS）や各種専門店を全国でチェーン展開す
るほか、飲食やサービス、デベロッパーなど、多彩な業態を営んでいます。

｜　ユニーグループ・ホールディングスの体制　｜　いちばんの満足をあなたに　｜　

サークルKサンクス
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ガバナンス

ユニーグループの商品戦略ユニーグループの体制

お手頃価格で
納得の品質

「スタイルワン」

ワンランク上の
素材や製法を追求

「プライムワン」

それぞれに異なる価格帯の食品や生活雑貨などを揃えることで、多様化するお客様のニーズに対応しています。

ユニーグループ
・

ホールディング
スの

体制

開発商品

わたしのお気に入り ひとつ上の、満足

商品開発体制

持株会社体制における具体的な取り組み

ユニーグループ各社のご紹介
カテゴリーにより
各事業会社のバイヤーが
サブリーダーとして参加

スタイルワン研究所
による評価

グループMD部会 
商品計画の策定

メンバー構成
（事業会社各社） 

1. コンセプト　2. 品質基準

●ユニー（アピタ・ピアゴ）
●サークルKサンクス
●ミニピアゴ

3. 管理基準

商品計画の具体化
1. 商品設計　2. 数量
3. 物流

商品開発会議

グループ商品企画部

発売の決定
ユ
ニ
ー

原
料
業
者

包
材
業
者

製
造
業
者

開発チーム
リーダー（G商品企画バイヤー）

開発チーム
リーダー（G商品企画バイヤー）

開発チーム
リーダー（G商品企画バイヤー）

原
料
業
者

包
材
業
者

製
造
業
者

原
料
業
者

包
材
業
者

製
造
業
者

サ
ー
ク
ル
K

サ
ン
ク
ス

サ
ー
ク
ル
K

サ
ン
ク
ス

●ユニー株式会社　●株式会社サークルKサンクス　●株式会社99イチバ
●UNY（HK）CO.,LTD（ユニー香港株式会社）　●株式会社さが美　
●株式会社パレモ　●株式会社モリエ　●株式会社ユーライフ　●株式会社UCS　
●株式会社サン総合メンテナンス　●株式会社ユニコム　●株式会社サンリフォーム
●株式会社マイサポート　●株式会社ユニフード　●優友（上海）商貿有限公司 

グループ協業によるシナ
ジー効果創出のための
商品開発、共同物流、共
同販促を行います。

海外戦略、規模の拡大を
目指したM&A戦略及び
新規事業の立案など、よ
り迅速な意思決定を行い
ます。

人・資金グループ最適配
分を目的とした、人材交
流、資金管理の一元化を
します。

その他
子会社

事業会社商品部ユニーグループ・ホールディングス

グループシナジーの
最大化

グループの方向性の
明確化

グループ経営資源の
最適配分



コラム 海外の店舗

お客様満足の向上をめざし、
「新しいコンビニエンスストアづくり」を進めています。

いちばんの満
足を

あなたに

｜　ユニーグループ・ホールディングスの体制　｜　いちばんの満足をあなたに　｜　

サークルKサンクス
社会環境報告書 2013トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 7コーポレート・

ガバナンス

ミニスーパー型
青果・生鮮食品などを取り扱い、
スーパーマーケットの品揃えとコン
ビニエンスストアの利便性を兼ね備
えた、ミニスーパー型店舗の展開を
進めています。

特殊・ミニタイプ
駅構内や商業施設などの特殊な立
地においても、立地条件や客層ごと
のニーズに対応した店舗展開を進め
ています。

サークルKサンクスでは、小商圏内でのお客様の多様なニーズにお応えするべく、めざすべきビジョンを「いちばん
の満足をあなたに」と定めています。地域一人ひとりのお客様に「いちばんの笑顔」「いちばんの品揃え」などさま
ざまな「いちばん」を提供し、いちばんの満足をしていただけるお店づくりに取り組んでいます。また、生活者視点
で使いやすさを追究し、幅広い層のお客様により便利にご利用いただけるお店をめざして、従来のコンビニエンス
ストアの枠を超える新しい形態の店舗の出店を進めています。

　アジア地域に多数店舗を持つ米国のCircle 
K Stores Inc.と、2013年5月に対等出資の
合弁会社「サークルKアジア」を設立。「サー
クルKアジア」は、アジア地域におけるサーク
ルKブランドのマスターライセンサーとなりま
した。今後、米国と日本のノウハウの融合と
活用を通じて、お客様のニーズにお応えする
ブランド力の高い店舗網の拡大をめざします。 ※2013年4月末現在（日本国内の店舗数は除く）

※中国（華南）、香港、マカオの467店舗は、Circle K 
Stores Inc.と直接マスターライセンス契約を締結し
て店舗を運営しています。

中国（華南）、香港、マカオ
インドネシア
ベトナム
グアム
マレーシア
フィリピン

467店舗
445店舗
49店舗
13店舗

2013年進出
2013年進出

Circle K

コーヒーカートリッジ
「Kカップ®」を店頭の
マシンにセットして一
杯ずつ淹れる、本格
派コーヒー

淹れたてコーヒー

店頭設置のホットプ
レートで“仕上げのひ
と焼き”を加えて提供
している、発売以来の
大ヒット商品

焼きとり
シェリエドルチェ立ち上げか
ら続くロングセラー商品。と
ろける食感と濃厚な味わい
が人気

オリジナルスイーツブランド
シェリエドルチェ

窯出しとろけるプリン

アイスコーヒー

もも

かわ

ホットコーヒー 店頭設置の
コーヒーマシン

カウンターフーズなどの味や素材にこだわった商品の開発に力を注いでいます。



ステークホルダーマップ

ステークホルダーの皆様とともに

　サークルKサンクスは、加盟店と本部の両輪体制によりステークホルダーの皆様とつながっています。
また、全ての人に関わる地球環境もステークホルダーの一部として考え、環境保全に取り組むととも
に、社会のニーズに応える企業へと成長していきます。

お客様のために

地域社会とともに お取引先様とともに

社員に向けて

P18

P10

P14

P20

地域社会の発展のた
め、社会貢献につな
がる取り組みを積極的
に展開し、市民の一
員として行動します。

お客様の声をさまざま
なかたちで取り入れな
がら、便利で安全な
商品・サービスを提供
していきます。

対等なパートナーシッ
プのもと、お取引先様
とゆるぎない信頼・協
力関係を築き、相互の
繁栄をめざします。

多様な人材育成制度の実施
や、働きやすい職場に向けた
取り組みを行い、従業員一人
ひとりが能力を発揮できる環
境づくりを進めています。

地球環境のために P21
美しい地球を次世代へと受け
継いでいくために、循環型社
会・低炭素社会の実現に向
け、さまざまな環境保全活
動を推進しています。

加盟店とともに P19
加盟店と本部は共存共栄を図るパートナーです。それぞれの役
割を担いながら、理念とビジョンを共有・実現することで、社
会・環境に貢献し、お客様に信頼される店舗をめざします。

フランチャイズ契約

●店舗の営業
●お客様へ対面でサービスを提供
●お客様のニーズを直接つかむ

●商品・システムの
　開発、物流管理
●チェーン全体の広告宣伝、
　価値向上の取り組み

加盟店 本部

｜　ステークホルダーの皆様とともに　｜　コーポレート・ガバナンス　｜　

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 8コーポレート・
ガバナンス

サークルKサンクス
社会環境報告書 2013



コーポレート・ガバナンスの基本方針

コーポレート・ガバナンス
｜　ステークホルダーの皆様とともに　｜　コーポレート・ガバナンス　｜　

　サークルKサンクスは、お客様、加盟店、お取引先様、地域社会、従業員などサークルKサンクスを
取り巻く全ての人・組織をいずれも重要なステークホルダーと位置づけています。積極的な情報開示に
より各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、あらゆる企業活動において法令を遵守し、コン
プライアンス・リスク管理体制を含めた透明性の高い内部統制システムを整備・確立していきます。こ
れを通じてコーポレート・ガバナンスの充実を図り、企業価値のさらなる向上に努めています。

コンプライアンス態勢※

リスクマネジメント態勢※

　サークルKサンクスは、事業活
動に関するさまざまなリスクに的
確に対応するため、リスクを定
義・分類し、それぞれのリスクご
とに所管する部を定めています。
当該所管部において継続的にリス
クを監視するとともに、未然防止
および発生時の最小化に向け、リ
スクマネジメント態勢を強化して
います。
　リスクマネジメント態勢とは、
組織全体の目標達成に向けた貢
献を阻害するリスクの把握を行
い、改善策を講じることです。
サークルKサンクスではその基準
となる「リスク管理規程」を策定
し、「リスク管理規程」に基づいて
全社的リスクと部門業務リスクの
マネジメントの効率化および最適
化を継続的に見直しながら、事業
目標を実現するための業務改善活
動を行っています。

※サークルKサンクスでは、コーポレート・ガバナンスにおいて、確実に守ることを表現するために
「遵守」、仕組みがあるということではなく、仕組みが正しく機能している状況を表現するために
「態勢」という文字で表記しています。

　サークルKサンクスでは、業務の中でコンプライアンスを実践していくために、職場環境の整備や従
業員の教育を推進しています。
　サークルKサンクスのコンプライアンスに対する考え方は、法令遵守はもちろんのこと社内規程の遵
守、関係官庁の指導や企業倫理、社会道徳に照らし、ステークホルダーより支持を得られる判断と行
動を選択するものです。そのため、従業員のコンプライアンスに関する教育を実施しています。

　2006年4月「公益通報者保護
法」に対応して、法律、企業倫理
違反や社会道徳の欠如に対する
社内通報制度として「社内通報規
程」を整備するとともに、社内通
報窓口「ESコール」を設置し運用
しています。また、サークルKサン
クスの委託先食品工場には「CS
コール」窓口の案内ステッカーを
掲示、食品の安全と安心につい
ての情報を得られるように監視し
ています。これらによって、通報
者の保護と組織の職場環境の最
適化に努めています。

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 9コーポレート・
ガバナンス

●ESコールとは
　社内で法令、行動指針、規程違反および倫理、道徳に対する判断ミ
スや職場環境の悪化が顕在化した場合に連絡する窓口。伝達機能や判
断ミスの機能改善を図っています。

●CSコールとは
　サークルKサンクスのオリジナル商品を製造している工場より、食品の
「安全」・「安心」に関する情報を収集する窓口。

サークルKサンクス
社会環境報告書 2013

①自部署チェック（1次チェック）

②法務部内部統制（2次チェック）

③監査室（3次チェック）

取締役会

●リスクマネジメント態勢図

全社的リスク

営業本部 商品本部
システム

サービス本部

Plan

ActionCheck

Do
リスクの洗い出し

リスクの分類

リスクの評価

優先順位付け

部署ごとにリスク管理
態勢を構築・運用

報告 事務局チェック

モニタリング
管理・運用状況の
報告

確認 モニタリング結果の報告 指示

監査 報告 報告

④監査役会 代表取締役社長 リスクマネジメント委員会

相談 相談職場内で解決 社内で解決　

結果報告

ESコール CSコール

部署責任者

本部従業員

賞罰委員会（人事部） 代表取締役社長 監査役

雇用先

委託先食品工場の従業員

結果報告ES・CSコール窓口（第三者機関）

法務部内部統制

●「ES・CSコール」フロー

社内報への
「コンプライアンスニュース」

連載

1.
入社時社内研修時に

「ESコール」窓口の案内

2.
部署内

コンプライアンス教育の
実施

3.
『コンプライアンス
ケースブック』の発行

4.

主要リスク
コンプ
ライアンス

財務の
信頼性

部 門 業 務 リ ス ク

統制活動
（対応策）実施

自部署での
確認・チェック

リスクの優先
順位付け

見直し
是正・改善



食材の品質を厳格にチェック

商品の安全・安心への取り組み
｜　商品の安全・安心への取り組み　｜　お客様の利便性向上をめざして　｜　お客様の声を受けとめる仕組み　｜　

原材料から製品まで一貫して品質を管理

異物混入を防ぐ工場内の取り組み
　食材を調理する専用工場内では、従業員の
清潔を保ち、異物などが混入しないように細心
の注意を払うことで、安全・安心な商品をつ
くっています。また設備機器は定期的に洗浄さ
れ、チェックを受けています。
　さらに米飯・調理パン・惣菜・調理麺につい
ては、毎年項目が更新されるチェック表に沿っ
て、厳密な調査を実施しています。

　サークルKサンクスの全ての専用工
場では、原材料の産地や洗浄・カッ
ト・調理等の各工程の時間・温度を
管理し、さまざまな食材の危害要因か
ら食品を守っています。
　厳重な管理下で製造された商品は、
工場から出荷された後も、店舗までの
配送、店舗での陳列・販売の一連の
流れの中で常に最適な温度で保たれ、
安全性が確保されています。さらに、
でき上がった商品は全て金属探知機を
通し、誤って金属が混入していないか
チェックされます。

トレーサビリティシステムの導入
　食品の安全性向上のため、生産から流通、店頭まで商品の流れを記録し、消費者が流通経路を遡る
ことができる「トレーサビリティシステム」を導入しています。この仕組みにより、お客様の知る権利を
保護し、商品購入時の選択の便宜を提供していることに加え、食品事故など不測の事態が発生した際
の原因究明や被害の拡大防止に対応しています。

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 10コーポレート・
ガバナンス

　サークルKサンクスでは、食品の安全性向上のために、商品開発時に使用する食材の安全性を一つひ
とつ確認しています。使用する食材は原料メーカーの規格書をもとに厳格なチェックを実施（2012年度
は約3,500種類）。商品化の際は安全が確認された食材のみを使用するよう徹底しています。今後も引
き続き、食材の厳格な品質管理を全ての専用工場で実施し、食の安全・安心を守ります。

サークルKサンクス
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●清潔を保つための工場入場手順

●品質と安全管理のイメージ

清潔な作業服・マスク・帽子を着用する

専用の道具や機械で、
作業の前に作業服の付着物を入念に取り除く

再度、全身を確認する

食材に触れる時には必ず専用手袋を着用する

ブラシなどを使って、爪の間から手のひらまで
入念に洗い、アルコールなどで殺菌・消毒する

危害要因排除
帳票管理・情報開示ラベル

原材料から製品まで一貫した品質管理

温度管理・鮮度管理 配送

店舗
商品 商品

食品の主な危害要因

販売する商品の安
全性は厳格な品質
管理の傘で守られ
ています。
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栄養成分

アレルゲン

容器の材質識別

1包装あたりの熱量・蛋白
質・脂質・炭水化物・ナト
リウム原材料量を表示。

食品衛生法に定められた
「義務表示の食品」7品目と
「任意表示の食品」18品目
をもれなく表示。

原材料

商品に使用されている
原材料を重量の割合
が大きい順に表示。

食品添加物

お客様の分別を容易にして
容器包装のリサイクルを進め
るための材質識別表示。

安全・安心に召し上がって
いただくための食品衛生法
の規定に基づく使用添加物
を表示。

保存料・合成着色料の排除

商品の安全・安心への取り組み

｜　商品の安全・安心への取り組み　｜　お客様の利便性向上をめざして　｜　お客様の声を受けとめる仕組み　｜　

「食の安全」への意思統一を図る品質管理部会議
　サークルKサンクスでは、商品を製造する全国の専用工場や製造業者の責任者などが参加する「品質
管理部会議」を定期的に実施しています。また、100人以上が参加する品質管理部会議は、年4回開
催しています。会議では、食品表示関連法令に基づく商品情報表示や、地区ごとの食品製造課題など
の内容を確認し合い、安全・安心な商品づくりに向けた意思統一を図っています。

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 11コーポレート・
ガバナンス

　食の安全・安心を追求するために、2005年10
月よりオリジナル商品の弁当・おにぎり・サンド
イッチ・惣菜・調理麺には「保存料」「合成着色料」
を一切使用していません。またオリジナル商品以外
についても、厳格な基準で精査した食材を使用し
ているので安心です。

ラベルでの商品情報表示
　お客様に安心してお買い求めいただけるよう、店頭での商品管理を徹底しています。それぞれの商品
ラベルには、商品名やバーコードのほかに、消費者の皆様にお知らせすべき情報をわかりやすく記載し
ています。また、弁当・惣菜などの商品のラベルには、｢食品衛生法｣｢JAS法｣｢健康増進法｣｢景品表示
法｣といったさまざまな法律に準拠した、｢栄養成分｣｢原材料｣｢アレルゲン※｣｢容器の材質識別」「食品添加
物」を表示しています。特に、アレルゲンでは｢義務表示7品目｣及び｢任意表示18品目｣を漏れなく記載
し、増え続ける食品アレルギー問題にも対応しています。
※食品衛生法により、消費者の健康被害発生を防止する観点から、アレルゲンを含む食品には、これらを含む表示をすることが義務づけ
られています。

製品ラベルの拡大図

コラム 「からだにいいこと始めよう」

　お客様が自分に合ったバランスの良い食事を選びやすいよう、商品の栄養素などの情報をわかりやすく表
示する取り組み「からだにいいこと始めよう」を、2013年6月より開始しました。
　近年の健康志向の高まりに応え、赤堀博美管理栄養士の監修のもと、商品のカロリーや含まれている栄
養素、積極的に摂取していただきたい食材などをわかりやすく表示しました。お客様一人ひとりのバランス
の良い食生活の一助となることをめざしています。サラダ類全品にて開始し、今後他の分類へも順次取り
組みを拡大していく予定です。

バランスの良い食事を摂るための目安となるよう ①カロリー数 ②食塩相当量 ③野菜摂取量 ④脂質量 ⑤その他こだわりポイ
ント の5項目から、商品ごとに特筆する項目を2～ 3項目選定し商品ラベルに表示します。

サークルKサンクス
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　「カルワザステーション」は、サークルKサンクス
のマルチメディア端末です。コンサートや映画など
の各種チケット、バス乗車券・航空券などの受け取
りや、各種検定試験の受付・支払いなど、幅広い
サービスをお客様に提供しています。当サービスを
ご利用いただくことで、インターネット環境が身近
にない方でも、24時間いつでも簡単にオンライン
での各種手続きが可能になります。また、操作方法
がわからない場合などは、端末についている電話で
オペレーターに相談できるので、どなたでも安心し
てご利用いただけます。

24時間
サービスセンター

対応

幅広いサービスを提供する「カルワザステーション」

お客様の利便性向上をめざして
｜　商品の安全・安心への取り組み　｜　お客様の利便性向上をめざして　｜　お客様の声を受けとめる仕組み　｜　

各種電子マネーなどに対応
　電子マネーの普及などにより、お客様の代金
お支払い方法へのご要望は多様化しています。
サークルKサンクスでは、「楽天Edy」や各種交
通系の電子マネーに加え、主要クレジットカード
や「QUOカード」などの商品券によるお支払い
にも対応し、お客様の利便性を高めています。

Wi-Fi接続サービスを提供
　スマートフォンの普及が進む中、外出先でもインターネット
接続環境を確保したいと望まれるお客様が増加しています。
こうしたニーズにお応えするため、サークルKサンクスでは店
舗で快適なインターネット通信を楽しめる公衆無線LANサー
ビスを導入。スマートフォンユーザーをはじめとするお客様の
利便性向上に努めています。

「行政サービス（住民票などの交付）」
を開始

　店舗に設置しているマルチコ
ピー機を利用して「住民票の写
し」や「印鑑登録証明書」など
を交付する「行政サービス」を、
2013年4月から全国の店舗に
順次導入しています。導入店舗
では、マルチコピー機に専用
カードリーダーを設置しており、
参加自治体にて交付された住民
基本台帳カードをかざすこと
で、サービスを受けることがで
きます。

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 12コーポレート・
ガバナンス

通販サービスによる商品販売

カルワザステーション

カルワザオンライン（※画面はイメージです）

Wi-Fi 接続可能エリアを示すマーク

マルチコピー機

専用カードリーダー

　マルチメディア端末「カルワザステー
ション」を利用した通販サービス「おみ
せdeツーハン」では、店頭設置の通販
カタログを見て選んだ商品を、店舗で
注文することが可能です。また、Web
サイトでの通販サービス「カルワザオン
ライン」では、インターネットを通じて
さまざまな商品をお買い求めいただけま
す。なお、両サービスとも、後日店頭
で24時間いつでも都合のよい時間に、
商品を受け取ることができます。

サークルKサンクス
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バークレー ヴァウチャーズ社の
食事券

JCB/VJA/三菱UFJニコス/
UCのギフト券

ユニーグループ商品券

クレジット

電子マネー

その他のお支払い



　サークルKサンクスでは、「Facebook」「Twitter」「YouTube」
の公式アカウントを運営しています。これらのソーシャルメディ
アでは、一方的な情報発信だけではなく、発信者側のキャラ
クター自身がサークルKサンクスファンの一員、コンビニ好きの
一員として、お客様と仲間同士のコミュニティを築いていくこと
をめざしています。
　また、こうしたソーシャルメディアを通じて得られたお客様の
声は、商品開発にも活用しています。

お客様のご意見等を
お客様窓口が
うかがいます

担当部署へ
問い合わせます

担当部署が
現状の確認をします

お客様へ
回答いたします

ご意見等と改善策を
社内で共有化します

●お客様からいただいたご意見等の対応の流れ

●環境に関するご意見数 ●環境に関するご意見数

484

556
515

5.0
5.85.5

貴重なご意見を改善へとつなげる「お客様相談窓口」

お客様の声を受けとめる仕組み
｜　商品の安全・安心への取り組み　｜　お客様の利便性向上をめざして　｜　お客様の声を受けとめる仕組み　｜　

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 13コーポレート・
ガバナンス

ソーシャルメディアによるコミュニケーション

ソーシャルメディア（Facebook・Twitter）を活用したキャンペーン

　サークルKサンクスでは、「お客様相談窓口」を設置し、お客様からのお問い合わせやご意見・ご要
望を、電話またはメールで承っています。いただいた貴重なご意見は、速やかに担当部門へと伝達し、
担当者と店舗・お取引先様などと連携しながら改善のためのマニュアルやシステムづくりに反映するな
ど、全ての部署でお客様のご意見を共有する仕組みづくりに取り組んでいます。2012年度に寄せられ
たご意見は合計9,539件、そのうち、環境に関わるご意見は556件でした。内訳は下記のとおりです。

※2013年8月末現在

　「窯出しとろけるプリン」を『好き
な理由』について投稿してくれた方
の中から、抽選で10名様に「窯出
しとろけるプリン」を365個プレゼン
トする企画を実施しました。窯出しと
ろけるプリンファンのお客様によるリ
アルな口コミがSNS上で広く拡散
し、盛り上がりをみせました。

サークルKサンクス公式 Facebook ページ

●Facebookファン数：28万人　
●Twitterフォロワー数：6万人

　とろけるような食感の「窯出しとろ
けるプリン」と、卵のコクとしっかり
食感の「窯出し卵たっぷりプリン」
のどちらが好きかを投票していただく
企画を実施しました。どちらのプリン
についてもたくさんの投稿をいただき
ました。応募の際にアンケートをとっ
た「食べてみたい窯出しプリンの
フレーバー」について、今後の商品
開発に役立てる予定です。

　メイン食材や隠し味などを選択肢
の中から選び、一度は食べてみた
いカレーパンを決定しました。キャン
ペーン終了後に最も人気の高かっ
た組み合わせのカレーパンを商品化
した、ブラックカレーパンを販売。
SNS企画から商品発売につながる
初企画となりました。

窯出しとろ
けるプリン

365個プレ
ゼント窯出しとろ
けるプリン

365個プレ
ゼント 窯出しプリ

ン 

あなたはど
っち派？窯出しプリ
ン 

あなたはど
っち派？ 一度は食

べてみたい
！

おもしろカ
レーパン一度は食
べてみたい

！

おもしろカ
レーパン

店内の異臭

店内外が汚い

たまり場（騒音）

配送者の運転マナー・
態度が悪い

配送車の騒音・駐車場所

合計

107

137

125

61

85

515

81

133

118

74

78
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69

144

160

86

97

556

その他

店舗環境
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●地産地消の仕組み

四国地域
愛知県
岐阜県
三重県

北海道地域
北海道

九州地域

中京地域

瀬戸内地域

関西地域

新潟地域
新潟県

静岡地域
静岡県

北陸地域
石川県・富山県・福井県

信州地域
長野県

関東地域

福岡県
鹿児島県
熊本県

香川県・愛媛県
徳島県・高知県

岡山県
広島県

大阪府・京都府
滋賀県・奈良県
兵庫県・和歌山県

茨城県・栃木県
群馬県・埼玉県
千葉県・東京都
神奈川県

東北地域
青森県・秋田県・岩手県
山形県・宮城県・福島県

「MOTプロジェクト」を全出店エリアで展開

地域と連携した取り組み
｜　地域と連携した取り組み　｜　安全・安心な社会に向けての取り組み　｜　

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 14コーポレート・
ガバナンス

　「MOTプロジェクト」は、JIMOTO（地元）・MOTTO（もっと）・
MOTTAINAI（もったいない）をコンセプトにした地産地消企画です。
現在、12地域38都道府県でプロジェクトを展開し、全ての出店エリ
アをカバーしています。各エリアにおいて地元食材を使用した地域密
着型商品を地元の方々とともに開発・販売し、地域活性化への貢献
に努めています。

サークルKサンクス
商品開発・販売

地元の生産者が
つくった食材が
原材料

1.

行政機関と連携した
情報発信

3.

地元の加工業者で、
地域らしさを活かし

商品化

2.
地元の

消費者の方へ
提供

4.

サークルKサンクス
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四国地域

15品目の幕の内

能登ワイン入りデミソースをかけた
ハンバーグ丼

なみえ焼きそば

北陸地域 福島県

千葉県

千葉県

埼玉県

埼玉県

まんまるぽてと

ダブルクリームの
クレープオムレット

辛（カラ）フル豚焼肉弁当

ばくだんむすび（ロールキャベツ風）

地域と連携した取り組み  P15へつづく

※2013年2月末現在の展開地域



なみえ焼きそば

　福島県双葉郡浪江町のご当地焼そばを
商品化した「浪江焼麺太国監修なみえ焼そ
ば」を2012年10月18日～11月14日の
期間限定で、東北・北海道の店舗にて販
売しました。同商品は2011年に東北6県
にて販売し、多くの方からご好評いただい
たため、2012年には北海道地区まで拡大
しました。監修団体の「浪江焼麺太国」は、
福島県の浪江町で昔から親しまれている「なみえ焼きそば」をまちお
こし事業にしようと、2008年に浪江町商工会青年部が中心となっ
て設立し、震災後も全国各地のイベントや「B-1グランプリ」への出
展を続けています。
　「浪江焼麺太国監修なみえ焼そば」発売には、現在も復興に向け
て励んでいる方々に、少しでも元気と笑顔をお届けできれば、とい
う思いが込められています。

　埼玉県立新座総合技術高等学校と
埼玉県立杉戸農業高等学校の生徒と
共同開発した、埼玉県産食材を使用し
たデザート2アイテムを、2012年10月
23日（火）～11月19日（月）の期間限
定で、関東地区の店舗で販売しまし
た。この企画は、埼玉県教育委員会が
推進する「実践的職業教育推進プロ
ジェクト」にサークルKサンクスが協力
したもので、両校の生徒が埼玉県産食
材を使用する事をテーマに、商品企
画・開発から商品パッケージに至るま
で考案した商品です。
　同プロジェクトの第二弾として、埼玉県立秩父農工科学高等学
校と埼玉県立皆野高等学校の生徒と共同開発した「冷やして食べ
るデニッシュコロネ」を2013年8月より発売いたしました。

　千葉県立農業系高等学校14校と
千葉県産食材を使用した商品13アイ
テムを共同開発し、第1弾（2012年
6月5日～6月18日）に7アイテム、
第2弾（2012年6月19日～7月2日）
に6アイテムを、関東地区の店舗で
発売しました。「千葉県を元気にす
る」をテーマに、13校の各高校が千
葉県産食材を使用して同世代をター
ゲットにしたメニューを開発。また、
商品に関連する告知物のデザインや
商品パッケージを1校が担当し、高
校生の地元に対する想いがぎっしり詰まった企画になりました。
　この企画は、食育や地域活性化などが評価され、フード・アク
ション・ニッポン アワード2012において審査委員特別賞を受賞
しました。

｜　地域と連携した取り組み　｜　安全・安心な社会に向けての取り組み　｜　

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 15コーポレート・
ガバナンス
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地域と連携した取り組み

まんまるぽてと

ダブルクリームの
クレープオムレット

辛（カラ）フル豚焼肉弁当

ばくだんむすび（ロールキャベツ風）

福島県双葉郡浪江町のご当地焼そばを商品化

「浪江焼麺太国監修なみえ焼そば」

埼玉県の高校生と共同開発

「埼玉県産食材使用のデザート」

千葉県立農業系高等学校 14高校と共同開発

「地元食材を使用した商品13品」

　震災直後になみえ焼そば商品化のお話をいただき、浪江町
で昔から親しまれてきた「なみえ焼そば」をまちおこし事業とし、
浪江町を情報発信していきたいという私たちの活動趣旨を理
解いただき、商品化が実現しました。「もちもち」な麺の太さ・
形状、「シャキシャキ」なもやしの食感・量、「こってり」なラード
の量を実現するために、何度も打ち合わせに足を運んでいた
だき、試行を重ね、非常に完成度の高いものができました。
　発売中は青森から「なみえ焼そば売ってたね」という声が届
くなど、各地に避難している浪江町の方々から反響がありまし
た。明るく前に進んでいくきっかけづくりとして、今後も地域に
密着した企画を発案していただきたいと思います。

なみえ焼きそば商品化にあたり
「なみえ焼そば」監修団体　浪江焼麺太国太王　八島貞之 様 埼玉県実践的職業教育推進

プロジェクト事業への参加
埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課　
産業教育担当 指導主事　奥千加 様

サークルKサンクスとの
産官学連携の取り組みについて
千葉県農林水産部 生産販売振興課 販売流通対策室　豊田芳仁 様

浪江焼麺太国太王
八島貞之 様

　埼玉県では、実践的職業教育推進プロジェクト事業を実施し、県立の専門高
校が取り組んでいます。このプロジェクトにおいて、新座総合技術高等学校（食
物調理科、国際ビジネス科、デザイン科）と杉戸農業高等学校（食品流通科）
の生徒が、埼玉県産の食材を使ったスイーツを開発しました。企画・開発から商
品のパッケージ、ポスターにいたるまで、サークルKサンクス様から御助言をいただ
き、8万食を売り上げることができました。生徒は、商品開発の実際を体験するこ
とができ、大変勉強になりました。

　提案を受けた時、できるだけ大きな仕掛けにしようとの思いから、当初の提案か
ら発売まで、実に1年以上もかかってしまいました。それは、これまでの産官学連
携というと単発の取り組みは散見するが、それでは生徒側も自己満足に止まり学
習効果が多面的に検証できないことから、できれば正規のカリキュラムに組み込ん
で、これからの実業高校の取り組みのモデル事例にしたかったからです。
　今回の取り組みは人に恵まれ、関係者全員が本当によくしてくださいました。
サークルKサンクスをはじめ商品化にご尽力いただいた企業の皆さん、販売体験
用に快くいろいろご協力してくださったユニーの関係者の皆さん、本当にありがとう
ございました。



●包括協定を結んでいる地域一覧

●2012年度店頭通常募金結果（募金額は、〈 〉内のカルワザポイント交換分を含む）

自治体との包括協定を締結

安全・安心な社会に向けての取り組み
｜　地域と連携した取り組み　｜　安全・安心な社会に向けての取り組み　｜　

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 16コーポレート・
ガバナンス

　「コンビニエンスストアは地域社会の
重要なライフラインの1つである」という
考えのもと、地産地消や子育て・高齢
者支援、観光振興、環境活動などの多
項目にわたる包括協定を各自治体と締結
し、連携を図っています。2012年6月に
富山県との協定を新たに結び、2013年
2月末現在、26道府県1市と包括協定を
締結しています。

被災した子どもたちの進学支援
　サークルKサンクスは、ユニー株式会社と共同で、2012年3月より「公益財団法人みちのく未来基金」
への寄付を行っています。この組織は、東日本大震災で親を亡くした子どもたちが将来の夢をあきらめ
ず進学できるように設立された奨学基金です。サークルKサンクスとユニーは、2021年まで寄付を継
続し、10年間にわたり被災地の子どもたちの進学を支援していきます。

「セーフティステーション活動」への参加
　コンビニエンスストアの社会的責任として、「安全・安心なまちづくり」並
びに「青少年環境の健全化」をめざし、一般社団法人日本フランチャイズ
チェーン協会の「コンビニエンスストア・セーフティステーション活動」に、
全国の店舗で取り組んでいます。2012年度は、3,164店舗において、駆け
込み対応を行いました。
　また、未成年者への酒類・タバコ販売禁止のためのお声がけや、成人雑
誌の陳列配慮、たまり場化防止などの取り組みも積極的に実施しています。

「認知症サポーター100万人キャラバン」に賛同
　厚生労働省の「認知症サポーター 100万人キャラバン」に賛同し、一人ひ
とりが認知症に関する正しい知識をもって対応できるよう、「認知症サポー
ター養成講座」の受講を進めています。2010年4月からは本部社員だけで
なく加盟店も受講できる体制を整え、2013年2月末までに、2,245名の加
盟店オーナー・スタッフや、本部社員が受講しました。高齢者のお客様にも
安心してご利用いただけるコンビニエンスストアをめざして、これからも活
動に取り組んでいきます。

全店舗で募金活動を実施

NPO団体の活動を支援

　全店舗に募金箱を設置し、お客様が
身近な場所で気軽にできる社会貢献活
動のお手伝いをしています。募金につい
ては「カルワザクラブ」のポイントとの
交換でも受け付けています。

　企業の社会的責任として、NPO団体への支援も行っています。現在、人
道支援を目的に企業活動から得られる利益の一部を2つのNPO団体へ寄託
し、その活動を支援しています。「JHP・学校をつくる会」への支援により建
設された小中学校9校では、2013年2月末現在、約7,306名の生徒が通い、
学習しています。

石川県、岐阜県、青森県、埼玉県、三重県、千葉県、長野県

大阪府、山形県、奈良県、香川県、兵庫県

京都府

富山県

神奈川県、北海道、静岡県、鹿児島県、愛媛県、秋田県、
愛知県、岩手県、岡山県、宮城県、高知県、新潟県、名古屋市

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

自治体

22,259,948円〈88,400円〉

19,824,223円〈40,500円〉

31,052,931円〈153,000円〉

全国盲導犬普及キャンペーン

緑の募金

ユニセフ募金

金額募金名

■JHP・学校をつくる会……カンボジアを中心に学校建設や修復・教育支援のボランティア活動を展開。
■ファミリーハウス…………小児がんなど難病と闘う子どもたちとその家族のために宿泊施設を提供。

「カルワザクラブ」については
P27で詳しく紹介しています。

カンボジアの学校の子どもたち

セーフティステーション活動
宣言ポスター

認知症サポーター
100万人キャラバンのマーク

支援したNPO団体
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　※2013年2月末現在



安全・安心な社会に向けての取り組み

｜　地域と連携した取り組み　｜　安全・安心な社会に向けての取り組み　｜　

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 17コーポレート・
ガバナンス

大規模災害への対策
　東日本大震災の教訓を踏まえ、サークルKサンクスでは、大規模災害に向けた対策を強化していま
す。今後も加盟店と本部が連携し、災害時に迅速かつ適切な対応をとれるよう、防災の意識向上に努
めます。

　サークルKサンクスでは、2011年11月より、「警報勧告システム」を各店舗に導入しています。これは、
大津波警報や土砂災害警戒情報、大雨・洪水・暴風などの各種警報の発令を、店内のお客様や従業
員にお知らせするシステムです。警報発令時には該当する地域の店舗において、店頭レジのお客様側・
従業員側の両画面に警報情報を表示し、大津波警報と土砂災害警戒情報については、警告音・音声
案内での通知も行います。このシステムを活用し、各種災害発生時に警告情報をお客様や店舗従業員
に周知することで、速やかな避難行動を促します。

セーフティステーションの
JFAの統一ポスターを店頭に掲示

海抜 10ｍ以下の店舗の店頭に掲示
（名古屋市との包括協定、静岡市　等）

春の防災訓練の様子

災害時帰宅支援
ステーション

海抜表示シール

警報勧告システムの導入

　2012年度より、毎年3月と9月を「防災月間」と定め、2013年3月
19日には、加盟店も含めた全店一斉の総合災害訓練を実施しました。
　スーパーバイザーによる「店舗被害チェックリスト」を使った店舗の被
害状況確認訓練を実施。また、店内BGMを利用し、「警報勧告システム」
の警告音と「防災特別プログラム」の店内放送テストを、店舗スタッフ向
けに行いました。
　さらに本部では、携帯電話を利用した専用応答システムによる全従業
員の安否確認テストを実施したほか、事務所ごとにハザードチェック表
の作成や防災備品などの確認を行いました。今後も定期的に災害訓練
を実施し、防災意識の向上を図っていきます。

総合災害訓練の実施

　JFA（日本フランチャイズチェーン協会）セーフティステーション活動の一環で、災害時帰宅支援ステー
ションとして災害時帰宅困難者支援を行っています。また、愛知県名古屋市・静岡県静岡市内の店舗
では、行政との協力により「海抜表示」を店頭に掲示し、地域社会の防災意識の向上や安全・安心に
貢献しています。

災害対策

サークルKサンクス
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警報勧告システム（お客様側表示画面）



　ユニーグループのプライベートブランド（PB＝自主企
画）商品「スタイルワン」は、サークルKサンクスのさま
ざまな商品分野において、年々取り扱いを拡大してい
ます。そのなかでも、特に冷凍食品の幅広い品揃え
がお客様に求められるようになり、取り扱いアイテム
数や売場スペースの拡大が進んでいます。
　どちらかというと大容量の商品が多い冷凍食品です
が、コンビニエンスストアでは、小分けや一食完結型
の商品が求められる傾向にあります。そこで、「スタイルワン」立ち上げから協働している株式会社ニチ
レイフーズとともに、個食、ご飯とおかずのセットなど、コンビニエンスストアで求められる多くの商品
を共同開発しています。
　今後も両社のコラボレーションにより、お客様満足の向上やお客様への新たな価値の提供に努めて
いきます。

私は公平で公正な取引を厳守します。1.

私は最適な品質及び価格を追求します。2.

私は取引上のトラブルは誠意と責任を持って解決します。3.

私は私的な利益供与を受け取りません。4.

●「私の行動基準」の中のお取引先様に対する行動基準

お取引先様とのパートナーシップ体制

パートナーシップで実現する「お客様満足」の向上
｜　パートナーシップで実現する「お客様満足」の向上　｜　

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 18コーポレート・
ガバナンス

　サークルKサンクスが、「新しいコンビニエンスストアづくり」を推進し、お客様満足の向上を実現して
いくためには、お取引先様のご協力も欠かすことができません。商品やサービスの提供はもとより、お
客様のニーズを満たす売場を実現するためのマーケティングも、お取引先様とのパートナーシップにより
実現しています。

株式会社ニチレイフーズとのコラボレーション

パートナーとの信頼関係を維持するために
　お取引先様をはじめとするステークホ
ルダーの皆様と、常に透明性が高く信
頼に基づいた関係であり続けるために、
社員一人ひとりの「私たちの基本原則」
「私の行動基準」を定めています。

お取引先様方針発表会がユニーグループ会に統合

ユニーグループ会

　ホールディングス体制が発足したことを受け、サークルKサンクス
で従来実施していた「お取引先様方針発表会」がユニーグループ各
社とそのお取引先様により構成される「ユニーグループ会」に統合さ
れました。2013年度定時総会は、4月に会員会社750社約1,500
名様のご出席により開催され、ユニーグループ各社とユニーグルー
プ会の会員会社のさらなる結束の場となりました。

サークルKサンクス
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コラム 新しい市場にチャレンジ

株式会社ニチレイフーズ
中部支社

家庭用グループ　
島本雅嗣 様

　冷凍食品業界は、「簡便性」をキーワードとして、さまざまなメニューを商品化し成
長してきた業界でしたが、近年ではある程度メニューが出尽くし、ヒット商品が出に
くい時代となっています。そんななか、「スタイルワン」はナショナルブランドがカバー
しきれていない「個食」「食卓惣菜」「ご飯＋おかずセット」等の新しい市場にチャレン
ジし続けています。我々メーカーも「スタイルワン」を通して、お客様のご意見をしっ
かりと汲み上げられるように頑張っていきます！



　店舗経営者を支援するため、本部のスーパーバイザーが各店舗
を担当し、立地・地域特性に合った店舗づくりをサポートしてい
ます。また春には、「加盟店セミナー」（加盟店向けの研修会・商
品展示会）を開催し、全社方針・地域方針の共有や、新商品・
新サービスの紹介、店舗における課題解決策の共有など、さま
ざまな最新情報をご案内しています。また、秋には加盟店との対
話を目的とした「地域政策発表会」を全国19会場で43回開催し、
地域ごとの方針や重点施策の確認などをしました。
　また、加盟店のご意見やご要望を経営陣に伝え、迅速に業務
改善につなげるための「聞く耳施策」では、2012年度中に130
件の加盟店の声が寄せられました。いただいたご意見は、物流面
での改善などお客様満足につながるさまざまな取り組みに反映し
ています。

フランチャイズシステムによる共存共栄

加盟店との共存共栄をめざして
｜　加盟店との共存共栄をめざして　｜　

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 19コーポレート・
ガバナンス

　加盟店と本部は共存共栄を図るため、フランチャイズ契約による役割分担を行っています。投資を伴う
システム構築や商品開発・物流管理・会計代行などについては本部が実施。加盟店はこれらのフラン
チャイズシステムを活用して店舗を運営し、商品やスタッフ、売上や経費の管理を実施しています。加盟
店と本部がそれぞれの役割をしっかりと果たすことで、お客様にご満足いただける店舗が実現され、相
互の事業発展につながります。

店舗スタッフの育成をバックアップ
　直接お客様と接する店舗スタッフに対しては、「フレンドリー研
修」などの集合研修や、店舗に出向いて実地教育をする「派遣型
OJT研修」、オペレーションの理解度、習熟度を測る「認定サブ
マネージャー検定」などの育成サポートを実施しています。2012
年度は本部支援研修に11,775名が参加。派遣型OJT研修には延
べ696店舗が参加しました。また認定サブマネージャーには、
912名が新たに認定されています。
　そのほかにも、全国の店舗スタッフを対象に、接客スキルを競
う「フレンドリーコンクール」を開催し、優秀なスタッフについて
は表彰を行いました。このように本部が加盟店のスタッフ育成を
バックアップすることで、サークルKサンクス全体の「お客様満足」
の向上につなげています。

加盟店のサポート体制を強化
　加盟店の休日取得や人材不足時のサポートを目的とする「加盟店ヘルパー制度」を導入しています。
また、「サークルKサンクス共済会」では、店舗経営者の福利厚生活動や各種保険制度を充実させてお
り、今後も加盟店と本部の信頼関係の構築、強いサポート体制づくりに継続して取り組んでいきます。

セミナーと地域政策発表会を開催

地域政策発表会

フレンドリー研修の様子

認定サブマネージャーバッジ

サークルKサンクス
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従業員の人材育成を実施

働きがいのある職場づくりのために
｜　働きがいのある職場づくりのために　｜　

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 20コーポレート・
ガバナンス

　個人の多様性に対応しながら組織の生産性を高めるために、人材の育成は不可欠です。本部社員に
は、フランチャイズチェーン本部の社員として必要な知識・技術の習得や、個人のキャリアを向上させ
るための機会を提供。①階層別教育、②目的別教育、③部門別教育、④自己啓発支援などの教育体系に加
え、加盟店と本部のパイプ役を務めるスーパーバイザーについては、常に最新の情報や店舗経営のノウ
ハウを共有できる機会を設けています。

従業員の士気を高める取り組み
　サークルKサンクスでは、年度内に優れた成果を上げた社員など
を表彰する「優秀社員表彰制度」を設けており、2012年度には20
名が優秀社員として表彰されました。優秀社員については新年度の
方針発表会において社長による表彰を行い、表彰事例は社内で紹介
しています。本制度は、数値実績に優れた者だけではなく、日頃の
業務への取り組み姿勢などを通して周囲の社員に対しポジティブな
影響を与えた者を表彰することで、従業員の士気向上につなげると
ともに、優れた成果や成功事例を全社的に共有する機会となってい
ます。

社員のMBA取得をサポート
　サークルKサンクスでは、社員の能力向上を目的として「MBA取得支援制度」を実施しています。制
度利用者は通常の業務を続けながら指定の国内大学院に2年間就学することができ、学費などの費用
は会社が負担します。この制度を通じて、自己成長を望み、高い学習意欲をもつ社員のMBA取得をサ
ポートしています。
　2010年度よりスタートした本制度でMBAを取得した社員は4名。取得後の社員は、海外事業発足
時にはメンバーとして現地に赴任し中核的な役割を果たすなど、さまざまな業務で活躍しています。

社内SNS
　2013年4月より、社内SNS「SMILE」の運用を開始しました。このSNSは、竹内社長からの投げか
けに対して全社員がレスポンスできるため、社長と全社員のダイレクトコミュニケーションを可能にし、
一つの議題に対して直接トップに意見ができる仕組みとなっています。さらにリアルタイムでのアンケー
ト集計も随時行い全社員の意見を収集、このSNSからの意見や提案は、既にたくさんのサービスや商
品となって実現し、社員のモチベーション向上にも寄与しています。

従業員の健康を保つための取り組み 優秀社員表彰

　従業員が心身ともに健康に過ごせるよう、定期健康診断やがん検診に加え、メンタルヘルスケアにも力
を注いでいます。3月から8月を心と体の測定時期と位置づけ、それぞれ定期健診を実施。9月から2月は
診断結果に基づき、特定保健指導および産業医による「こころとからだの保健指導」を行っています。
「こころの定期健康診断」については、個人結果をすぐに本人へフィードバックし、ストレスへの気づきを
促すとともに、上司へは組織としての結果もフィードバックし、個人では対応が難しい職場のストレスを、
早期に発見・対応できるよう努めています。

社員数
管理職者数
平均年齢
平均勤続年数
地域社員数
定年退職者の再雇用数
離職率
障害者雇用人数（率）
採用者数
育児・介護休業取得人数
有給休暇取得率
健康診断受診率
労働災害発生件数

1,783名（男性1,678名、女性105名）
335名（男性326名、女性9名）
41.1歳
14.7年
66名
12名中10名　※2012年度の1年間
36名（2.02%）　※2012年度の1年間退職人数÷2013年2月末人員数
25名（1.52%）　※2013年6月1日時点
11名　※2013年4月1日入社
社員4名／サン社員1名／パートタイマー2名　※2012年度実績
11.60%　※2012年度実績
100%　※2012年度実績
25件　※2012年度実績

人事データ（注釈のないものは2013年3月1日時点）
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　本部を11、地区事務所を28、エリア会社を9の
単位にまとめ、単位ごとに目標を定めて環境活動を
推進しています。内部環境監査も単位ごとに実施
し、運用状況を確認。本部、地区事務所、エリア
会社を担当する各進捗管理者や内部環境監査員に
対しては、毎年度フォロー研修を実施しており、
2012年度は合計9回78人が受講しています。
　なお、2012年11月から12月に実施されたISO14001更新審査では、地域美化活動への積極的な参
加や優れた取り組みの水平展開が評価されました。

●環境マネジメント推進体制図

環境委員会（経営層）
環境委員長（＝社長）

環境委員

環境管理責任者

A内部環境監査員

各部署 事務所

店舗

エリア会社

ISO推進事務局
（UGHD G環境社会貢献部）

環境活動を推進する理念・方針

環境マネジメントシステム
｜　環境マネジメントシステム　｜　循環型社会への取り組み　｜　低炭素社会への取り組み　｜　店舗における環境にやさしい取り組み　｜　
｜　環境コミュニケーションの取り組み　｜　環境影響と負荷低減への取り組み　｜　環境活動の実績と目標　｜　2012年度の環境成果　｜　

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 21コーポレート・
ガバナンス

　「私たち」を主語とし、環境に対する取り組みの基本的な考え方を環境理念・環境方針として制定し
ています。

内部環境監査の実施と外部審査の報告

環境マネジメント推進体制
　サークルKサンクスは、代表取締役社長を委員長とする環境委員会を年2回開催しています。必要に
応じて臨時会議も開催し、環境マネジメントシステムの見直しとともに、コンビニエンスストアの社会的
責任遂行の視点から挙がるさまざまな課題について報告・提案・審議を行っています。
　また、ISO14001認証を取得し、年度ごとにPlan（計画）、Do（実施）、Check（確認）、Action（見
直し）のPDCAサイクルを活用することで、取り組みの推進を図っています。

加盟店・従業員への継続的な環境教育
　本部従業員向けに環境教育を月1回開催し、環境理念・環境方針の周知徹底及び日常業務との関わ
りを意識する機会を定期的に設けています。また、入社時研修やスーパーバイザー登用前研修など、
業務に密接した内容の教育も実施しています。
　店舗経営者に対しては、開業前研修時に、コンビニエンスストアに関連する法律を中心とする店舗業
務に関わる内容に特化した教育を実施。開店後も、加盟店セミナー、広報誌、本部からの連絡などを
通して継続的な教育を行っています。

環境理念

環境方針

私たちは、企業活動にともなって発生する環境負荷を可能な限り減少させ、
大切な地球環境を守り、豊かな自然を次世代に引き継ぐよう行動します。

私たちは、省資源、省エネルギー、廃棄物の削減及び分別に取り組み、資源の有効活用
に努めます。

1

私たちは、地域社会の一員として、法律及び同意したその他の要求事項を順守し、汚染
の予防と環境負荷の低減に努めます。

2

私たちは、環境マネジメントシステムを活用し、年度毎の目的、目標を定めると共に、環
境施策の継続的改善を実施します。

3

私たちは、環境への取り組み、地域美化活動への参加、セーフティステーション活動など
を通じ、地域貢献に努めます。また、取り組み内容を広く内外に公開し、その評価を継
続的改善に生かします。

4

サークルKサンクス
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店舗

●食品残渣を回収●弁当などの加工

●買う・食べる

●再生利用製品（堆肥や飼料）を
　使って農畜産物を生産

●食品残渣を
　堆肥や飼料に加工

消費者

処理業者
農業
生産者

●販売

●食品リサイクルループの仕組み

環境省認定の「再生利用事業計画」

循環型社会への取り組み

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 22コーポレート・
ガバナンス

　サークルKサンクスでは、「食品リサイクル法」に基づき、食品循環資源の再生利用事業促進に取り
組んでいます。
　2008年には、ユニーグループとして愛知県経済農業協同組合連合会及び株式会社D.I.Dとともに、
環境省より「再生利用事業計画（食品リサイクルループ）」の認定を受け、2010年1月より、活動の一環
として収穫したニンジンを一部のお弁当に使用し、中京地区の店舗で継続的に販売しています。
　また、2011年3月には、東京都のサークルKサンクス店舗のうち、56店舗で発生した消費期限の切
れた弁当やサンドイッチなどの食品残渣を飼料として再生利用。その飼料などで飼育した豚肉を使用し
た商品の販売について、グループ会社のユニーなどとともに食品リサイクルループの認定を受けました。
2011年6月には、この再生利用事業でつくり上げた惣菜パンを関東地区の店舗で発売しました。

　食品廃棄物の飼料・肥料へのリサイクルを積極的
に推進するため、廃棄物処理委託業者との取引を順
次拡大しています。2012年度は、発生抑制も含め
た再生利用等実施率は47.7％、発生抑制を含まない
単純な食品リサイクル率は23.8％となりました。今
後も対応業者との取引拡大を進め、食品のリサイク
ルに努めていきます。
　また、2012年4月より設定された食品廃棄物等
の発生抑制の目標値「44.1kg/売上高百万円あたり」
に対し、2012年度実績では「20.2kg/売上高百万
円あたり」となっています。

●食品リサイクル実施率と店舗数の推移
（t）
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（年度）
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食品リサイクルを積極的に推進

　より一層の環境負荷低減をめざして、店舗のフライヤーから出る廃油
リサイクルにも取り組んでいます。フライヤー設置店舗から回収された
廃油は処理業者で加工され、店舗内で使用するハンドソープにリサイク
ル。ハンドソープの原料とならない廃油は、飼料などにリサイクルするこ
とで、店舗から発生した廃油は100％リサイクルしています。

廃油を利用した
ハンドソープ

店舗から発生する廃油のリサイクル

｜　環境マネジメントシステム　｜　循環型社会への取り組み　｜　低炭素社会への取り組み　｜　店舗における環境にやさしい取り組み　｜　
｜　環境コミュニケーションの取り組み　｜　環境影響と負荷低減への取り組み　｜　環境活動の実績と目標　｜　2012年度の環境成果　｜　
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コラム ラップレス弁当の販売

ビーフハンバーグの
チーズ焼GOZEN

　2013年8月より順次販売開始している弁当「GOZEN 
deli」は、味と見た目の彩りにこだわって開発したシリーズで
す。このシリーズは、商品の見やすさと環境への配慮を考慮
してラップレス包装で提供しています。従来の弁当類に使用
していた外装ラップを外しテープ止めにしたことで、包装ラッ
プを1食につき約2g削減することができ、廃棄物の削減につ
ながっています。

677

784
861 867

947
1,029

10.5 12.5 15.2 19.1 20.9 23.8



　サークルKサンクスではさらなる温室効果ガス削減を実現するため、1店舗あたりのCO2排出量の削
減目標を「2014年度までに2007年度対比で8%削減」と定めています。これは店舗での電気エネル
ギー使用削減によるCO2削減をめざした目標で、2012年度の電気使用量は、各種省エネ設備の導入
や節電対策の徹底により、大幅に削減した2011年度から+0.12%の増加に抑えることができました。
これにより電気使用量の累計削減率は7.00%となりましたが、電気使用に伴うCO2排出係数が大幅に
増加したことから、CO2排出量は累計で7.98%の増加となっています。

太陽光パネル
（サークルK福島下野寺店）

使用電力量表示モニター
（サンクス西千葉駅前店）

●全社CO2排出量の内訳（2012年度）

●1店舗あたり電気使用量推移
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※電気使用に伴うCO2排出係数は、減少傾向であったことから毎年度固定の数値を使用してきましたが、2011年度同係数の大幅な増加を受け、算出係数
を電気事業連合会の年度ごとの係数と連動させました。

　商品においても環境に配慮するため、サークルKサン
クスでは環境にやさしい容器を採用しています。パス
タシリーズ「rubbeta（ルベッタ）」の容器には、ナノ
ハイブリッドカプセル入り容器を導入、容器焼却時の
CO2排出量を従来の容器と比較して平均20％削減し
ています。また、寿司の容器には、石油由来のプラ
スチックの代わりに植物資源から製造されるバイオマ
ス・プラスチックを30％使用した環境配慮型容器を
採用しています。

温室効果ガス削減に向けた取り組み

低炭素社会への取り組み

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 23コーポレート・
ガバナンス

　サークルKサンクスでは、温室効果ガス削減に取り組んでい
ます。右記のグラフのとおり、企業活動を通じて発生するCO2
の大部分が店舗での電気エネルギーの使用によるものであるこ
とから、2008年から2012年の店舗の電気エネルギー消費原
単位（1㎡、1時間あたりの電気使用量）の平均値を1990年度
対比で23%削減することを目標に、店舗での節電対策に力を
注いできました。その結果、2012年度は1990年度対比で
31.6%削減し、2008～2012年度の平均ではマイナス27.2%
と、目標を達成することができました。

店舗節電オペレーションの検証実験
　「サンクス西千葉駅前店」において使用電力量の「見える化」を実施す
るとともに、店舗節電オペレーションや各種省エネ機器の検証実験を
行っています。小型設備を含め、電力を使用するほぼ全ての設備にセン
サーを取り付けて使用電力量を測定（見える化）、電力使用量の5～
8％削減を目標に検証を実施しています。

太陽光発電システムによる売電事業
　2013年5月より、日照効率の高い店舗を約400店舗選定して「太陽
光発電システム」の導入を進めています。太陽光発電による自給エネル
ギー確保に事業化で貢献するため、再生可能エネルギー固定買取制度
を適用。発電した電力は全量売電し、売電収益は店舗が節電対策に取
り組むための省エネ設備の投資などにつなげています。

新削減目標に向けた取り組み

ナノハイブリッドカプセル入りの
パスタ容器

バイオマス・プラスチック
使用の寿司容器

環境にやさしい容器の使用

店舗での具体的な
節電対策を

P25で
詳しく紹介しています。

｜　環境マネジメントシステム　｜　循環型社会への取り組み　｜　低炭素社会への取り組み　｜　店舗における環境にやさしい取り組み　｜　
｜　環境コミュニケーションの取り組み　｜　環境影響と負荷低減への取り組み　｜　環境活動の実績と目標　｜　2012年度の環境成果　｜　
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店舗（電気）
383,560t
（89.4%）

物流 41,097t
（9.6%）

社用車 3,466t
（0.8%）

本部・事務所
947t（0.2%）

全体
429,070t

※エリア会社の店舗を除く数値



●温度帯別共同配送の仕組み

共同配送センター

アイスクリーム・
冷凍食品

-20℃以下

加工食品・雑貨・
飲料など

常温

弁当・おにぎり
など

チルド飲料・
調理パンなど

二室式二温度
管理車両

16～
20℃

3～
7℃

温度帯
別配送

店舗

環境に配慮した商品配送

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 24

低炭素社会への取り組み

コーポレート・
ガバナンス

　環境にやさしい商品の配送をめ
ざし、1台の車両に温度帯の異な
る二室を設けた「二室式二温度管
理車両」での配送や、温度帯別の
効率的な配送を行っているほか、
サークルK、サンクスの両ブランド
の商品を1台にまとめて積載してい
ます。
　また、常温商品の配送について
適時適量物流の考え方による大幅
な見直しを実施。その結果、2012
年度の1店舗あたりの配送車両台
数（1日）は7.0台となり、削減が
進んでいます。今後も商品配送の
効率化により、環境負荷の低減に
努めていきます。

CNG車・ハイブリッド車の導入

ハイブリッド車 アクア（左）とプリウス（右）

エコカーによる店舗巡回

　大都市における車両の排気ガスを規制する自動車NOx・PM法などの遵守はもとより、法律対象外
の地域でも排気ガスの少ない、CNG（天然ガス）車とハイブリッド車を積極的に導入しています。
　また、一部の車両では燃費が向上する省エネタイヤを採用しています。さらに、店舗に商品を毎日配
送する全国の日配センターでは、所属する全ドライバーに対し、アイドリングストップや店舗納品時の騒
音などについて、マニュアルに基づいた啓発活動を実施しています。半年に1度開催される日配セン
ターの責任者会議では、啓発教育や環境問題の情報を共有しているほか、定期的な確認・啓発を行
い、ドライバー教育にも力を注いでいます。

　スーパーバイザーが店舗巡回に使用する社用車についても、CO2排出量の少ないエコカーの導入を進
めています。2009年度には、一部地域にPHV（プラグインハイブリッド）車を導入し、2011年度には
それに加えて、ハイブリッド車の導入を開始。2012年度中に計300台のハイブリッド車を導入するな
ど、最終的には降雪地域を除いて全ての車両をハイブリッド車に入れ替える予定です。また、PHV車
導入地域を中心に、電気自動車用倍速充電器21台、電気自動車用急速充電器6台を設置。来店され
たお客様にも開放しています。

コラム レンタサイクル「カルチャリ」

　エコビジネスとして注目されているレンタサイクルを、「カルチャリ」という名
称で2010年9月より展開しています。「カルチャリ」の特徴は3時間400円～
と借りやすい価格設定と、24時間対応で貸し出し・返却が可能なことです。
現在は一部の店舗での実験運用に留まっていますが、大変ご好評をいただい
ていることから、2013年度中に20店舗、2年後に50店舗、3年後に100店
舗体制を目標にしています。

｜　環境マネジメントシステム　｜　循環型社会への取り組み　｜　低炭素社会への取り組み　｜　店舗における環境にやさしい取り組み　｜　
｜　環境コミュニケーションの取り組み　｜　環境影響と負荷低減への取り組み　｜　環境活動の実績と目標　｜　2012年度の環境成果　｜　
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倍速充電器



　サークルKサンクスでは、店舗の設備仕様についても、環境に配慮した地球にやさしい店舗づくりに努
めています。特に節電に対する社会的関心の高まりを受け、サークルKサンクスでは各店舗において使用
電力削減につながる取り組みを推進しています。
　2012年度は、新店における全照明LED化をはじめとした省エネ設備の導入をさらに進め、電力使用量
の削減を図りました。2013年度は、既存店で既に実施した店内照明LED化に加え、ファサード看板も
LED照明への変更や灯数削減等の省エネ化を進めていきます。また、実験店舗において店舗設備の電力
使用状況を計測し、さらなる省エネ化を検討するな
ど、今後も全店を挙げて節電対策に取り組み、電
力問題の課題解決への貢献をめざしていきます。 冷凍・冷蔵設備6

●冷凍機の自動最適化制御シ
ステムによる電気使用量削減
●低騒音型室外機による騒音
の削減
●LED照明導入
●定時の温度管理の実施によ
る異常事態の早期発見

●冷凍、冷蔵機器の定期清掃実施による電気使用量削減
●ウォークインクリアカーテンの設置

環境に配慮した店舗設計

店舗における環境にやさしい取り組み

｜　環境マネジメントシステム　｜　循環型社会への取り組み　｜　低炭素社会への取り組み　｜　店舗における環境にやさしい取り組み　｜　
｜　環境コミュニケーションの取り組み　｜　環境影響と負荷低減への取り組み　｜　環境活動の実績と目標　｜　2012年度の環境成果　｜　

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 25コーポレート・
ガバナンス

店頭・駐車場

3

3

●ペットボトル店頭回収
拠点として協力（東京
23区、名古屋市など）
●お客様への騒音防止な
ど協力依頼看板の設置

空調設備及び内装4

●空調フィルター、換気
扇の定期清掃実施によ
る電気使用量削減

店内照明5

●LED照明導入
●照度の自動調整に
よる電気使用量の
削減（調光システ
ムの導入）

トイレ7

●節水タイプの設備機器に
よる水道水使用量削減

●男女別、バリアフリー対応
●人感センサーによる照明
自動点灯
●LED照明導入

看板2

●LED照明導入
●ソーラータイマー、
自動点滅器による
自動点灯

服装1

●店舗従業員のクールビズ導入
2012年度より、夏期における従業員
の暑さ軽減のため、ユニフォームを着
用せず、推奨インナーシャツのみの服
装で勤務するクールビズを導入してい
ます。
※クールビズの導入は、店舗ごとに設定しています。

4

1

2

5

6

7

店舗の建築方法

一部店舗の建築方法に、工場で加工し
たパネルを現地で組み立てる「パネル工
法」を採用しています。これらの建築方
法の導入が工期短縮や資材削減につな
がり、その結果、CO2発生量削減や省
資源化に結びついています。

サークルKサンクス
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　容器包装ごみを削減するため、レジ
袋の削減に取り組んでいます。お客
様へのお声がけや、ポスター掲示・
店内放送での啓発を行うとともに、
レジ袋自体の薄肉化やサイズ変更も
実施した結果、2012年度には、
2000年度の1店舗あたりのレジ袋
使用量989kgに対して4割以上のレジ袋削減（重量換
算）を達成しました。今後もお客様のご協力のもと、
レジ袋削減に向けた取り組みを推進していきます。

●蛍光灯リサイクル処理フロー

酸洗
・
乾燥

水銀
・
蒸留
・
回収

破砕
・
回収

水銀

蛍光粉

鉄

アルミ・
プラスチック

ガラス

　店舗内外で使用した蛍光灯は、回収してリサイクルをしています。2012年度
は、367,381本の蛍光灯を回収しました。回収後は、ガラス、金属、水銀などに
分別し、ガラス再生品などへ、100％のリサイクル率を実現しています。

お客様とともに行うレジ袋削減への取り組み

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 26コーポレート・
ガバナンス

蛍光灯のリサイクルを実施

店舗における環境にやさしい取り組み

（千枚） （kg）

（年度）
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0
2009 2010 2011 2012

枚数 重量

●1店舗あたりのレジ袋使用量推移

蛍光灯処理機

CO2冷媒冷凍機

フロンの回収・破壊処理を実施
　店舗で使用する冷蔵・冷凍・空調設備には、オゾン層破壊係数ゼロの代替フ
ロンを使用しています。フロンの大気放出防止等の環境配慮として、サークルK
サンクスでは改正フロン回収・破壊法に基づく工程管理を行っているほか、冷
蔵・冷凍設備の点検を年3回実施しています。さらに、設備を廃棄する際のフロン
回収業者への監査も年2回行い、管理の徹底に努めています。2012年度の回収
量は5,363kg、うち4,496kgを破壊し、809kgを再利用、残りを一時保管しま
した。なお、一部の店舗では、代替フロンと比較して温暖化係数が非常に低い
CO2を冷媒とした最新機器も実験導入しています。

｜　環境マネジメントシステム　｜　循環型社会への取り組み　｜　低炭素社会への取り組み　｜　店舗における環境にやさしい取り組み　｜　
｜　環境コミュニケーションの取り組み　｜　環境影響と負荷低減への取り組み　｜　環境活動の実績と目標　｜　2012年度の環境成果　｜　
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コラム コンビニエンスストアでの無料配布として初
「バイオマスポリエチレン」素材を含むレジ袋の導入

　サークルKサンクスでは、環境にやさしい植物由来の素材「バイオマスポリエチレン」を10%使用したレジ
袋を、2013年5月より中部地区、関西地区の一部、約1,400 店舗へ導入しています。「バイオマスポリエ
チレン」はサトウキビ由来の植物プラスチックで、本来なら廃棄される砂糖製造後のサトウキビ残液からつ
くられたものです。そのため食料とは競合せず、強度も従来のものと同等なうえ、導入店舗では、従来の
石油由来のプラスチック「ポリエチレン」と比べ、年間のレジ袋使用に伴うCO2排出量の約7%※を削減する
ことが可能です。　※導入店舗における2012 年度の年間出荷数より算出

リサイクル原料

分解
・

特殊ブロー
・

水銀除去

蛍光灯



●カルワザクラブのCO2排出権の仕組み

償却

日本政府（償却口座）
償却されることで

京都議定書の目標に算入

受付のお知らせ ポイント交換

お客様
カルワザクラブのポイントで排出権や
排出権付きEdyギフト等と交換

サークルKサンクス
排出権

東北復興応援ツアーを開催

環境コミュニケーションの取り組み

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 27コーポレート・
ガバナンス

　サークルKサンクスでは、JA全農みやぎと共同で、小学生親子を対象とした「行こうよ！みやぎ♪稲刈り
体験＆観光地ツアー」を2012年9月29日・30日の2日間にわたり開催し、20組40名の親子を無料で
招待しました。
　また、2013年5月11日・12日には、20組40名の親子を無料招待した「行こうよ！みやぎ♪田植え体
験＆観光地ツアー」を開催。これらのツアーは、親子で楽しく農業を体験し、食育を学んでいただくと
ともに、宮城県の観光を通して、東北地方の復興に貢献することを目的としています。参加した小学生
のアンケートでは、「鎌を使うのが難しかったけど、丁寧に教えてもらえた」「稲を刈る音が気持ち良かっ
た」「泥んこになったけど楽しかった」などといった稲刈り体験及び田植え体験の感想のほか、東北の
方々への応援メッセージが多数寄せられました。

「いしかわ版里山づくりISO」に参加
　サークルKサンクスは石川県との包括協定に基づき、2009年4月に、石川県河北郡内灘町と「内灘
の森づくり」協定を締結。内灘町や河北郡森づくりの会の方々などとともに、3年計画で植樹、下刈り、
遊歩道整備などの森づくり活動を行ってきました。「内灘の森づくり」活動は2011年度をもって完了とな
りましたが、その後も「いしかわ版里山づくりISO」に参加し、継続して森林整備などを行っています。

京都まち美化大作戦
　京都市では「クリーンアップキャンペーン」の一環として、「世界の京都・まちの美化市民総行動」実行
委員が主催する「京都まち美化大作戦」に毎年参加しています。2012年度は、6月3日及び11月4日に
開催された京都市内の清掃活動・美化活動に参加しました。

「カルワザクラブ」のポイントをCO2排出権と交換
　2008年12月より、「カルワザクラブ」のポイントを利用し、お客様が気軽に日本の温室効果ガス削
減に貢献できるサービスを実施しています。これは、サークルKサンクスが国連の承認を受けたCO2排
出権を購入し、お客様からお預かりしたポイント分の排出権を、3カ月ごとにまとめて日本の償却口座
に移動するというシステムです。2012年度は17.3トン分のCO2排出権が償却されました。

「クリーンアップキャンペーン」を全国で展開

クリーンアップキャンペーンの様子

　サークルKサンクスでは、春と秋の年2回、
「クリーンアップキャンペーン」を全国で展開し
ています。このキャンペーンは、従業員の環境
に対する意識向上と、環境活動への理解、地
域社会の一員として地域貢献に取り組むことを
目的としたボランティアの清掃活動です。
2012年度の開催回数は延べ132回（エリア会
社含む）で、3,519名の参加がありました。

稲刈り体験の様子 田植え体験の様子

森林整備の様子

●「カルワザクラブ」とは
　サークルKサンクスのおトクな会員クラブです。
登録された電子マネーのご利用によってポイント獲
得や、会員限定クーポンの発行などのサービスが
受けられます。会員登録は、店頭のカルワザス
テーションやホームページ（http://karuwaza.jp/）
からどうぞ。

●「いしかわ版里山づくりISO」とは
　企業団体等が石川県内の豊かな里山里海づくりの環境を次世代
につなげていくために、地域・自治体、NPO等と連携して、石川県
の里山里海の保全活動に取り組むことを宣言し登録するものです。

｜　環境マネジメントシステム　｜　循環型社会への取り組み　｜　低炭素社会への取り組み　｜　店舗における環境にやさしい取り組み　｜　
｜　環境コミュニケーションの取り組み　｜　環境影響と負荷低減への取り組み　｜　環境活動の実績と目標　｜　2012年度の環境成果　｜　

サークルKサンクス
社会環境報告書 2013



本
部
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流

電気

ガソリン

水 ガソリン

店
舗

電気

水

廃棄物（紙ごみ）

騒音・振動

排水

排気ガス
車両（巡回）

車両（納品）

●電気使用量の削減
●コピー用紙使用量の削減
●グリーン事務用品の購入

●グリーン商品の開発・選定
●廃棄物のリサイクルの推進
●環境配慮型車両導入

●電気・水使用量の削減
●ペーパーレス化の推進
●廃棄物のリサイクルの推進

●合同配送の推進
●温度帯別共同配送の推進

●省エネルギー機器の導入
●レジ袋、割りばしなどのお声がけ
●廃棄物の分別
●レジ袋の軽量化

●食品衛生管理
●食品添加物の安全性

●環境配慮型車両の導入
●アイドリングストップの
　励行

サークルKサンクス本部

製造工場

配送センター

廃棄物

騒音・振動 排気ガス

騒音・振動

排水

排気ガス

食品廃棄物の一部

容器・包装

車両（納品）

お客様

※製造工場と配
送センター一体
の生鮮センター
もあり

一部地域ではペットボトルは行政の回収拠点として協力

一部地域では飼料・肥料などとしてリサイクルを実施

騒音・振動

排気ガス・臭気

廃棄物（生ごみ、紙ごみ、ビン、カン、ペットボトルなど）

廃棄物

排水
騒音・振動

排気ガス・臭気

騒音 排水

環境影響と負荷低減への取り組み

環境影響と負荷低減への取り組み

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 28コーポレート・
ガバナンス

　販売だけでなく、原材料の調達、製造、配送など、事業活動の全てにおける環境影響を把握し、
お取引先様や加盟店とともに一致協力して環境負荷低減の活動を続けています。

｜　環境マネジメントシステム　｜　循環型社会への取り組み　｜　低炭素社会への取り組み　｜　店舗における環境にやさしい取り組み　｜　
｜　環境コミュニケーションの取り組み　｜　環境影響と負荷低減への取り組み　｜　環境活動の実績と目標　｜　2012年度の環境成果　｜　

サークルKサンクス
社会環境報告書 2013



評価の見方：◎達成　○継続実施　△未達成●2012年度の実績と2013年度の目標

環境活動の実績と目標

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 29コーポレート・
ガバナンス

サークルKサンクスでは、毎年、環境活動の取り組み目標を設定し、環境活動を積極的に展開しています。
2012年度の環境目標に対する進捗を踏まえ、2013年度の環境目標を設定しました。引き続き着実な改善活動を進めていきます。

｜　環境マネジメントシステム　｜　循環型社会への取り組み　｜　低炭素社会への取り組み　｜　店舗における環境にやさしい取り組み　｜　
｜　環境コミュニケーションの取り組み　｜　環境影響と負荷低減への取り組み　｜　環境活動の実績と目標　｜　2012年度の環境成果　｜　

サークルKサンクス
社会環境報告書 2013

2012年度の達成状況 評価
店舗

◎

△

◎

◎

◎

◎

本部

△

△

◯

◯

結果並びに進捗状況目標・取り組み項目
対象

省エネルギー・
CO2削減への取り
組み

省エネルギー・
CO2削減への取り
組み

省資源への
取り組み

省資源への
取り組み

●社団法人日本フランチャイズチェーン協会の
自主行動計画で掲げる「1990年度店舗電気エ
ネルギー消費原単位（0.161kwh/㎡・h）に対
して、2008～ 2012年度の平均値で△23%
（0.12397kwh/㎡・h）」について、2008年
度～ 2011年 度で達成している△26.1%
（0.11905kwh/㎡・h）の維持・継続

●電気使用量の削減によるCO2排出量の削減
として、1店舗当たりのCO2排出量を2014年
度までに2007年度対比8%削減

●2012年度は2007年度に対し電気使用量
△7.00％の削減実績
●新店の全照明LED化など設備面と空調の温
度設定変更など店舗オペレーション面の両面で
の削減効果
●新店399店で全照明LED化
●ウォークインクリアカーテンを1,198店に導入
●CO2排出量は係数の変更により2007年度に
対し7.98%の増加

●本部（本社・事務所）電気の適正使用
目標前年比 96.8％（東京電力・東北電力管内 
99.0%、その他の地域 95.0％）

●実績前年比 99.8%
（本社 97.6%、事務所 101.8%）

●商品製造工程における環境配慮型原材料導
入の推進

●弁当容器について、従来のものから約60%
軽量化した容器を使用した商品を常時3アイテ
ム以上展開
●地産地消のMOTプロジェクトを、店舗のあ
る全ての地域で展開

●レジ袋の適正使用
●お客様の声掛けを中心に買い物1回当りのレ
ジ袋使用重量を2011年度1.98g⇒2012年度
2.00gと2.00g以下を維持

●割り箸の適正使用 ●割り箸の購入量実績　前年比 93.8%

●コピー用紙の適正使用
目標前年比 98.0％
（本社 98.0％、事務所 98.0％）

●実績前年比 101.0%
（本社 88.1%、事務所 108.1%） ●コピー用紙の適正使用 ●前年比 98.5%

（本社 98.5%、事務所 98.5%）

●配送の効率化と環境配慮型車輌の推奨を継続
※1店舗当たり配送車輌7.0台/1日の維持・継続

●実績　1店舗当たり7.0台／ 1日
●CNG（天然ガス）車　26台
●ハイブリッド車　29台

●社用車に環境配慮型車輌を導入
※社用車にハイブリッド車を300台新規導入

●前年度までに導入した33台（PHV10台、ハ
イブリッド車23台）に加え、309台導入し、合
計３４２台導入済み

●2010年度までに引き続き、2012年度の店舗
電気エネルギー消費原単位も目標を超える△
31.6%（0.11017kwh/㎡・h）を達成
●2008年度～2012年度の平均値は1990年
度対比△27.2％（0.11717kwh/㎡・h）を達成

2013年度環境目的・目標
店舗本部目標値及び取り組み内容目標・取り組み予定項目

対象

●電気使用量の削減によるCO2排出量の削減
として、1店舗当たりのCO2排出量を2014年
度までに2007年度対比8%削減に向けた取り
組みの実施

●本部（本社・事務所）電気の適正使用、ノー
残業デー等による空調・照明の不要時停止

●前年比 97.2%
（本社・事務所ごとに95.0%～99.0%の範囲内
で目標設定）

●商品製造工程における環境配慮型原材料導
入の推進

●一部の弁当容器について、外装のラップを外
しテープ止めにしたラップレス包装で提供し、
廃棄物を削減
●物流に係るエネルギーを削減できる地元食材
の導入推進

●レジ袋の適正使用 ●買い物1回あたりのレジ袋使用重量2.0g以下
を維持

●割り箸の適正使用 ●お客様へのお声がけ等による割り箸の購入量
削減

●配送の効率化と環境配慮型車輌の推奨を継
続

●1店舗あたり配送車輌7.0台/1日の維持・継
続

●社用車に環境配慮型車輌を導入 ●社用車にハイブリッド車導入を継続

●新店の全照明LED化に加え、既存店の看板
照明省エネ化（照明LED化、灯数削減）など省
エネ設備の導入を中心にCO2の削減を図る



評価の見方：◎達成　○継続実施　△未達成●2012年度の実績と2013年度の目標

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 30コーポレート・
ガバナンス

｜　環境マネジメントシステム　｜　循環型社会への取り組み　｜　低炭素社会への取り組み　｜　店舗における環境にやさしい取り組み　｜　
｜　環境コミュニケーションの取り組み　｜　環境影響と負荷低減への取り組み　｜　環境活動の実績と目標　｜　2012年度の環境成果　｜　
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環境活動の実績と目標

2012年度の達成状況 評価
店舗

△

本部

△

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◎

◯

結果並びに進捗状況目標・取り組み項目
対象

廃棄物の
適正処理への
取り組み

廃棄物の
適正処理への
取り組み

環境貢献活動の
推進

環境への
教育啓発活動

環境への
教育啓発活動

環境貢献活動の
推進

●商品製造過程における廃棄物の発生抑制、
分別、食品リサイクルの推進

●改装・閉店時の廃棄物の適正処理とリサイク
ルを推進

●解体業者の廃棄物処理状況と、転用可能な
機器のリサイクル実施状況の確認を実施

●分別の徹底と契約書・許可証・フロー図を定
期的に確認し、法令順守状況を把握

●店舗の食品廃棄物等発生抑制の推進
※「17.6kg/売上高百万円あたり」維持継続

●食品小売業の目標数値「44.1kg/売上高百万
円あたり」に対し、2012年度実績「20.2kg/売
上高百万円あたり」

●店舗の食品廃棄物リサイクルの推進
※再生利用等実施率52.5%の維持・継続
※発生抑制を含まない食品廃棄物リサイクル実
施率2011年度実績（20.9%）+2%以上

●食品リサイクル法における発生抑制も含めた
再生利用等実施率は、47.7%（法令で定めら
れた2012年度までの食品小売業の目標数値
45%を達成）
●発生抑制を含まない食品廃棄物リサイクル実
施率は、23.8%で前年（20.9%）+2%を達成
※フライヤーの廃油については、100%リサイ
クルを実施

●食品製造ベンダーの食品廃棄物発生抑制、食
品廃棄物の処理状況の確認を実施

2013年度環境目的・目標
店舗本部目標値及び取り組み内容目標・取り組み予定項目

対象

●商品製造過程における廃棄物の発生抑制、
分別、食品リサイクルの推進

●改装・閉店時の廃棄物の適正処理とリサイク
ルを推進

●改装・閉店時のマニフェスト管理の実施確認と
解体業者の廃棄物の処理状況と転用可能な機
器のリサイクル実施状況の確認の継続

●店舗の食品廃棄物等発生抑制の推進

●2012年4月より設 定された目 標 数 値
「44.1kg/売上高百万円あたり」に対し、2012
年度実績「20.2kg/売上高百万円あたり」の維
持・継続

●地域貢献活動の参加 ●2012年度は新たに1県と締結し、計26道府
県1市と締結済み ●地域貢献活動の参加 ●包括協定の進捗管理・締結促進

●クリーンアップキャンペーンの実施
目標参加者前年比 100%以上

●132会場　3,519名参加　
前年比 105.0%

●食品リサイクル法の店舗への教育啓発活動を
実施

●新たに食品リサイクル対応となった地域にお
いて、加盟店への食品リサイクルの説明と対応
業者の案内を実施

●クリーンアップキャンペーンの実施

●食品リサイクル法の店舗への教育啓発活動を実施する

●レジ袋削減に向けた店舗への教育啓発活動を
実施

●加盟店への案内文書などにより、店舗に対し
レジ袋削減の啓発活動を実施。また、お客様に
対してもお声掛けやポスター、店内放送、レジ
画面を活用し、啓発活動を実施

●車輌における環境負荷低減のためのアイドリ
ングストップや省エネ運転を推進

●本部従業員に対して、全体教育を通して環境
教育を実施
●物流会議において、ハイブリッド車の導入促
進活動実施

●レジ袋削減に向けた店舗への教育啓発活動を実施する

●車輌における環境負荷低減のためのアイドリングストップや省エネ運転の推進を図る

●本部従業員に対する環境教育を継続実施 ●本部従業員に対して、全体教育を通して環境
教育を実施

●社内報、加盟店広報誌、社会環境報告書、
セミナーなどを通じ、環境への全般教育を継続
実施

●社内報、加盟店広報誌、社会環境報告書、
セミナーなどを通じ、本部従業員及び加盟店に
対し、環境への全般教育を実施

●本部従業員に対する環境教育を継続実施する

●社内報、加盟店広報誌、社会環境報告書、セミナーなどを通じ、環境への全般教育を継続実
施する

●参加者前年比　100%以上

●店舗の食品廃棄物リサイクルの推進
●再生利用等実施率45%以上の維持・継続
●発生抑制を含まない食品廃棄物リサイクル実
施率2012年度実績（23.8%）+2%以上

●廃棄物の分別・適正処理とリサイクルの推進 ●廃棄物の発生抑制と分別の徹底、およびリサ
イクルを継続

●食品製造ベンダーの食品リサイクル実施状況
の確認の継続

◯

●廃棄物の分別・適正処理とリサイクルを推進



●全社電気使用量の推移

●環境保全コスト
1,885,485

1,881,851
(99.8%)

1,003,501
(101.8%)

878,350
(97.6%)

2,241,181

1,196,839
985,501

899,9841,044,342

●全社コピー紙購入量の推移

5,372,900

●1店舗あたりの容器包装使用量の推移

740.1717.6
83.9 105.8

634.3

633.7

13,543,200

8,482,200

5,061,000

15,188,900

9,816,000

780.6
(105.5%)

●1店舗1日あたりの廃棄物排出量の推移

52.354.2
48.7

●1店舗1日あたりの廃棄物の排出量の内訳
　（2012年度）

15,344,050
(101.0%)

10,608,600
(108.1%)

4,735,450
(88.1%)

137.9
(130.3%)

642.7
(101.3%)

2012年度の環境会計

2012年度の環境成果

｜　環境マネジメントシステム　｜　循環型社会への取り組み　｜　低炭素社会への取り組み　｜　店舗における環境にやさしい取り組み　｜　
｜　環境コミュニケーションの取り組み　｜　環境影響と負荷低減への取り組み　｜　環境活動の実績と目標　｜　2012年度の環境成果　｜　

トップインタビュー 特　集 お客様のために 地域社会とともに お取引先様とともに 加盟店とともに 社員に向けて 地球環境のために 31コーポレート・
ガバナンス

　サークルKサンクスでは、環境保全にかかった費用とその活動による効果を定量的に把握するため、
「環境会計ガイドブック」を参考に環境会計を導入し、年度ごとの環境保全活動における収支を明らか
にしています。

2012年度の省資源化の取り組みについて
　2012年度も省資源・省エネルギーに取り組
みました。電気使用量は、2011年度に引き続
き節電を進めることにより、2010年度比で
16%の削減を達成しています。店舗で使用する
容器包装については、カウンターフーズなどの
売上増加・取扱拡大に伴い、増加しています。

事業エリア内コスト

分　類 取り組み内容
コスト

投資

上流・下流コスト

管理活動コスト

社会活動コスト

合　計

公害防止コスト 84,211

地球環境保全コスト

資源循環コスト

事業エリア内コストの小計

● 浄化槽点検・整備

● 室外機防音工事

● 駐車場遮音・遮光工事

● 低公害車の導入

● 省エネ店舗照明システム導入

● 冷機省エネシステム

● 店舗売場照明 LED工事、新店 省エネパック

● 看板照明 LED工事、新店 省エネパック

● 冷機照明 LED工事、新店 省エネパック

● そのほかの環境対策工事

● 店頭分別ごみ箱の設置

● 廃棄物関連費用

● 容器包装リサイクル法関連費用

● 環境マネジメントシステム関連

● 環境報告書関連

● クリーンアップキャンペーン（清掃活動）

● 募金活動

● NPO団体への寄付

費用

34,170

0 99,647

422,257 520,868

27,346 1,957,633

0 14,484

533,814 2,512,671

0 137,628

※環境会計ガイドブックを参考にして算出　※対象期間：2012年3月1日～2013年2月28日　※加盟店及び本部の費用について、明確に把握できるもののみ記載

※2012年度数値の下にある（ ）は、2011年度比の値
　（小数点以下第二位を四捨五入）

※データ抽出条件
　● 抽出期間／前年度の平均月間排出量　
　● 対象店舗／BSS経由で一般廃棄物委託処理契約を締結している店舗
　　　　　　  （エリア会社を含む）　
　● 店舗数／ 1,407店舗
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533,814 2,764,430

合計
48.7kg

食品廃棄物
8.0kg（16.4%）

不燃
0.2kg（0.5%）

カン
4.7kg（9.7%）

ペットボトル
3.1kg（6.4%）

ダンボール
9.6kg（19.7%）

ビン
1.3kg（2.8%）

可燃物
21.7kg（44.6%）

本部は削減が進んだものの、事務所の増加傾向は変わ
らず、全社でもコピー用紙購入量が微増。

節電が定着し、年間で昨年より微減。




