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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。

「高齢者（中高年層）にやさしいコンビニエンスストア」
「WAKU WAKU」
「お客様に選ばれるお店」

経 営 ビ ジョン

経 営 理 念

コミュニケーションツールのご紹介

基本方針
サークルKサンクスの社会・環境への取り組みをステークホルダーの
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。また
本年度は、東日本大震災への対応をご報告しています。
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 日
2011年9月（次回発行2012年9月予定）

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
2010年度（2010年3月1日〜 2011年2月28日）。また、2011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2011年3月1日現在のものを記載しています。

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
の繁栄を目指します。

4.地域社会のみなさまへ
私たちは、社会貢献や環境保全への取組みを自主的かつ積極的に取
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
企業を目指します。

社　　　名
本部所在地 

本店所在地
代 表 者
設　　　立
※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。

：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
：代表取締役社長 中村元彦
：2001年7月2日

本報告書の中から、企業として特
に注力している取り組み、社会か
ら求められている取り組みを抽出
し、掲載しています。イラストや
写真を使用し、読みやすくわかり
やすい内容になっています。

サークルKサンクスでは、ステークホルダーの皆様と
コミュニケーションを図るため、さまざまなツールで
情報を発信しています。

サークル K サンクスの社会・環
境への取り組みをタイムリーに掲
載。継続している活動事項は「マ
ネジメント体制」「社会への取り組
み」「環境への取り組み」のカテゴ
リーで、広くわかりやすく発信して
います。

投資家の皆様に向けて、事業概況
や業績などの財務情報、及び経営
上の今後の戦略などを報告して
います。

編集方針行動指針【私たちの基本原則】

会社概要（2011年2月末時点） 

社会環境報告書
（ダイジェスト版）

社会・環境報告
Webサイト

アニュアルレポート
・投資家ガイドブック

誌面では、年齢や個人差に関わらず見やすいデザインを心
がけ、ユニバーサルデザインフォントを採用したほか、配色
や図表はカラーユニバーサルデザインに配慮しています。
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特別報告

東日本大震災への対応

ステークホルダーマップ

コーポレート・ガバナンス

お客様のために

安全への取り組み

高齢者にもやさしいコンビニエンスストアをめざして

お客様の声を受けとめる仕組み

地域社会とともに

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

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

加盟店と社員に向けて

加盟店との共存・共栄をめざして

働きがいのある職場作りのために

地球環境のために

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

環境配慮型店舗への取り組み

環境コミュニケーションへの取り組み

環境影響と負荷低減の取り組み

環境活動の実績と目標

2010年度の環境成果

第三者意見

http://www.circleksunkus.jp/company/activity/

株 主 の 皆 様 に 対 し て、年2回
「WAKU WAKU！ 株主通信」を

発行しています。

WAKU WAKU！ 
株主通信

資 本 金
主 要 株 主
事 業 内 容  
  
従 業 員 数  
チェーン店舗数

：83億8,040万円 
：ユニー株式会社（47.28%） 
：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 

：1,750人（単体）
：サークルK3,073店舗
 サンクス3,201店舗 
 計6,274店舗 ※エリアフランチャイズ含む
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地球環境に配慮し、地域・社会から支持される
コンビニエンスストアをめざして

株式会社サークルKサンクス
代表取締役社長

　このたび、東日本大震災により被災された皆様、
ご家族の皆様に対して心よりお見舞い申し上げま
す。震災直後より、私自身数度にわたって現地に赴
き、加盟店の被害状況の確認や必要な物資の手配
などを行いました。その中で、コンビニエンススト
アが地域・社会のライフラインとして、極めて大き
な役割と責任を担っていることを改めて認識し、使
命感を強くいたしました。今後とも、事業を通じて
社会インフラとしての責任を全うしていくことをお
誓い申し上げます。

震災で被災された皆様へ

　サークルKサンクスは創業31年目に当たる
2011年を「『新しい』コンビニの創業元年」と位置づ
け、新たな成長戦略へと舵を切ってまいります。
　当社の将来像のキーワードは、「高齢者（中高年
層）にやさしいコンビニエンスストア」です。身近で
便利なコンビニエンスストアの特性を活かし、商品
面では、台所支援として惣菜の品揃えの強化・拡
大と、店舗立地に合わせた生鮮・日配品の品揃え
の強化を進めています。サービス面では、近くの店
舗を荷物の受け取り場所としてご利用いただける
通販事業において、健康増進や介護に関連した商
品の扱いを拡充します。さらに、接客面では、高齢

化社会における「やさしい接客」を考える機会とし
て、認知症の方とその家族を見守る「認知症サポー
ター」養成講座を、店舗のスタッフなどを対象に実
施しています。これらの取り組みを通し、現在ご利
用いただいているお客様にも、これからの消費の主
役でもある中高年以上のお客様にも、これまで以上
にご支持いただけるコンビニエンスストア作りを進
めてまいります。

　地球環境への取り組みでは、地球温暖化防止に
向けたCO2 排出量削減目標を設定し、2014年度
までに2007年度対比で、1店舗当たり8％の削
減に向けて取り組んでいます。この目標を達成す

高齢者にやさしい
コンビニエンスストア

地球環境への取り組み

るための具体的な取り組みとして、2011年1月に
は、神奈川県内に最新鋭の省エネ・エコ店舗を開
店しました。ここで導入した各種設備の検証デー
タを踏まえ、2011年秋以降の新店には、店内外の
全照明にLEDを導入します。既存の店舗において
も、今夏の節電要請を受けて、店内照明のLED導
入を6月より順次進めています。
　また、循環型社会への取り組みとして、食品リサ
イクルループでは、他社との連携による取り組み拡
大を積極的に推進しています。2011年3月には、
ユニー（株）や山崎製パン（株）などの小売・食品企
業7社で再生利用事業計画の認定を受け、6月に
その取り組みで飼育した豚を食材とした惣菜パン
を販売しました。
　レジ袋削減の取り組みについても、「2000年度
対比2010年度までに1店舗当たり使用重量35％
削減」の目標を大きく上回る、42.1％の削減を達成
することができました。
　今後もできる限りの努力をして取り組んでまい
りますが、一つひとつの目標を達成していくために
は、お客様や地域の方々、またお取引先の方々のご
理解とご協力が不可欠と考えます。これからも皆
様のご協力をいただきながら、積極的に取り組んで
まいりますので、よろしくお願い申し上げます。　

　これらの取り組みの基本にあるのは、「お客様に
WAKUWAKU（ワクワク）していただける、そしてお
客様に選ばれるお店を作りたい」という強い思いで
す。これからもその目標に向かって邁進してまいり
ますので、本報告書を通して、当社の取り組みをよ
り身近に感じていただくことができればうれしく思
います。また、忌憚のないご意見、ご感想をいただ
ければ幸いです。

最後に
めざすべき方向性

当社では、「高齢者（中高年層）にやさしいコンビ
ニエンスストア」をめざし、「新しいコンビニエンス
ストア」を創造していきます。

❶通販の活用や店舗での留め置きサービスの拡大により、介護・ 
 看護商品などの提供を視野に入れていきます。

❷生鮮・日配品強化型の店舗の拡大と、ドラッグストアや外食な 
 どの他業種とのコラボレーションによる新業態店舗の開発に 
 取り組んでいきます。

❸ 駅構内や病院などの狭小物件でも、設備投資や運営コストを 
 極力抑制した「ミニ店舗」として出店を強化していきます。

❹チェーン店舗網拡大のため、国内の他企業との資本・業務提 
 携を推進するほか、新興国を中心として海外出店を検討してい 
 きます。

新サービス
（通販・留め置き） M&A海外出店

キーワード

高齢者（中高年層）にやさしい
コンビニエンスストア

標準店舗

ミニ店舗

生鮮食品を扱った
コンビニエンスストア

コラボ店舗

サンクス

サークルKサンクスの将来像

トップメッセージ
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東日本大震災への対応

初期対応

商品供給・物流の構築

支援活動

今後に向けて

全国の店舗（2011年7月〜9月実施）

サークルKサンクス本部

店舗の状況
　当社は東日本大震災の発生後、社内規定に基づき、直ち
に社長の中村を本部長とする災害対策本部を設置しまし
た。携帯電話安否確認メールを活用して被災地の全社員
の安否を確認するとともに、緊急用衛星電話による被災状
況の把握に努めました。
　衛星電話は大規模災害の発生に備えて全国の各事務所
に1台ずつ配備されており、固定電話や携帯電話がつなが
りにくい状況下でも、現地との連絡手段として有効に機能し
ました。
　3月14日には中村対策本部長が被災地に入り、安否が不
明な店舗関係者の捜索をしたほか、被害状況や必要な物資
を把握し対策を指示。その後も数回にわたって自ら被災地
の状況を確認の上、支援や対策を検討・指示しました。

　この度の震災で、東北地方の米飯工場・食材メーカー・
配送センター等も甚大な被害を受けました。さらに、燃料不
足や計画停電等により、関東地方においても欠品・遅配が
あり、震災の影響は広範囲に及びました。当社では被災し
た工場・センターの復旧に取り組むとともに、被災地の深刻
な物資不足に対し、食品、水を中心に継続的な供給を行い、
店舗の営業を維持しました。
　さらに東北地方への商品供給受注システムの早期復旧に
努めました。東北地区における電子発注システムについて
は3月31日より順次再開され、4月11日には東北地区全地
区で復旧しています。
　また、ユニー（株）の協力を得て東海地方と北陸地方から
の商品供給体制を構築。その結果、震災発生の翌日から1
カ月間における関東以西から東北地方への商品特別便は、
4トントラック換算で333台分となりました。

　災害物資支援協定に基づいて、飲料水やパン、カップ麺な
ど緊急支援物資を被災地にお届けしました。主な緊急支援
物資は下表のとおりです。
　また、3月12日より全国の「サークルK」「サンクス」「ユ
ニーグループ」店頭で被災者支援募金を開始。8月31日ま
でに下表のとおり募金をお預かりしました。さらに5月9日
〜 5月22日には、復興応援企画（ドネーション企画）として
東北地区を除く全国のサークルKサンクスでおにぎり等、約
100アイテムの対象商品販売1個につき売上金1円を義援
金として寄付するキャンペーンを実施。寄付金は、日本赤十
字社を通じて被災地の復興支援にあてられます。

　今回の震災を通じ、コンビニエンスストアは地域・社会
のライフラインの役割と責任を担っていることを再確認し
ました。また、店頭募金等を通じ、全国のお客様にもご協
力いただくことによって、より大きな支援をお届けするこ
とができました。今後も被災地の一日も早い復興に向け
て、継続的な支援・対応を行っていきます。

・店舗スタッフの「クールビズ（ノーネクタイ）」を導入

・店舗の空調、照明、その他の電気機器・冷機の
	「節電オペレーション」徹底

・節電ポスターの掲示
　※地区によりポスター内容が異なる

・社員の「クールビズ」を前倒しで導入
	 実施地区：東京電力・東北電力管内の事務所
	 実施期間：5月2日〜9月30日
	 ※上記地区以外の事務所は	5月21日〜9月30日	

・社内照明の50％減灯の実施（本社）
	 実施期間：6月13日〜9月30日

被災地域の加盟店オーナー
サンクス小野駅前店　千葉雄二オーナー（中央）

　地震による津波が発生した時、店
内には60〜70人のお客様がいまし
た。店舗前の道路はもちろん、店内
も浸水するような状況の中、お客様
には梯子で店の屋根に避難していた

だき、皆無事でした。その後たくさんのお客様から、感謝と店舗
を必要とする言葉をいただき、使命感でいっぱいになりました。
これからも身体の続く限り営業していきます。

Interview

■主な緊急支援物資 ※ユニー（株）との共同便も含む

■被災者支援募金金額（2011年8月31日時点）

412,781,713円

266,790,773円

募金額

（株）サークルKサンクス店頭募金

ユニー（株）店頭募金

募金

岩手県

宮城県

福島県

千葉県

新潟県

発送日 主な支援物資

3月12日（土）
〜13日（日）

3月13日（日）

3月12日（土）

3月14日（月）

3月14日（月）
〜18日（金）

菓子（チョコレート・スナックなど）39,420個

ミネラルウォーター 500mℓ	8,064本、パン4,008個

缶コーヒー	3,600本、紅茶500mℓ	2,688本、カイロ7,416個

お茶500mℓ	36,000本、カップ麺86,000個、
レトルト食品	30,000個、毛布	1,000枚、マスク907,200枚

ミネラルウォーター 500mℓ	14,400本

ミネラルウォーター 1ℓ 9,000本

おにぎり	18,800個

22,392,709円「ユニーグループ」従業員募金　

701,965,195円ユニーグループ募金合計

5月18日に保冷車と仮設テントで営業を
再開した「サンクス仙台港入口店」

仮設テントで生活用品の販売や携帯充電
器チャリティー販売を行った「サンクス岩
手一関インター店」

社会のインフラの一端を担うことが期待されるコンビニエンスストア。
未曾有の大震災を受け、事業を通じて地域に貢献する思いをますます強くし、
地域の皆様により一層信頼していただけるコンビニエンスストアをめざします。

特別報告

サークルKサンクスでは、東日本大震災に伴う電力不
足問題に対し、節電対応強化の自主行動計画を策定
し、節電対策を行っています。

節電ポスター

●2011年3月11日（金）
東日本大震災発生

中村社長を本部長とする災害対策本部を設置
被災地の全社員の安否・被災状況を確認

●2011年3月12日（土）
災害時物資支援協定に基づき、岩手県・福島県へ物資を発送

●2011年3月13日（日）
全国の「サークルＫ」「サンクス」6,274店舗にて、
節電対応として、店舗ファサード看板の消灯を実施
災害時物資支援協定に基づき、宮城県へ物資を発送

●2011年3月14日（月）
中村対策本部長が被災地に入り、
安否不明の店舗関係者の捜索
被害状況、必要な物資を把握し、以後の対策を指示

地震発生後の初動対応

節電の取り組み

※1	LEDの導入または調光システムの活用
※2	店内空調の温度設定変更（25℃を28℃に変更）／事務所・倉庫の空調停止
※3	冷蔵・冷凍ケースの照明消灯
※4	フィルタ掃除による冷機の電力使用効率向上など

■エリア別削減目標値

東京電力・東北電力管内の店舗 約3％ 約6％ 約5％ 約7％

約3％

約3％

—

約6％

—

—

—

約2％

中部電力管内の店舗

関西電力管内の店舗

店内照明※1 空調※2 冷機照明※3 その他※4実施店舗

　震災発生当初、建物損傷などによる休業店舗は約200店
舗ありましたが、被災地及び他地区からの応援社員に加え、
お取引先様のご協力もいただいて段階的に営業を再開しま
した。また、プラグインハイブリッド車を使用し、燃料不足が
深刻化していた地域への商品配送を行いました。
　4月27日には被災地の新規出店再開1号店として、「サン
クス岩手一関インター店」が開店するなど、地域のライフラ
イン回復に向けた取り組みを進めています。

■復興応援企画（ドネーション企画）（2011年5月9日〜22日実施）

19,952,480円

募金額

関東以西および北海道

実施地域　
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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）

内部統制・環境統括室

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、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。

■コーポレート・ガバナンス体制（2011年5月26日時点）

ステークホルダーマップ

加盟店と本部は共存共栄を図るパートナー。
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、お客様に信頼される店舗をめざします。

加盟店と本部が一体となって

P17

加盟店 本部

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

アニュアルレポートや株主通信
などを通じて、株主・投資家の
皆様に向けた広報活動を実施し
ています。

多様な人材育成制度や働きやす
い職場への取り組みにより、従業
員一人ひとりが能力を発揮でき
る環境作りを行っています。

美しい地球を次世代に受け継いでいくため
に、循環型社会・低炭素社会の
実現に向けて、さまざまな面から
環境保全に取り組んでいます。

社員との取り組み

P18

P19

お客様に信頼いただくため、法
令を遵守し、お客様の声を取り
入れながら、安全・安心な商品・
サービスを提供していきます。

地域社会の発展のため、積極的
に社会貢献に取り組み、市民の
一員として行動します。

対等なパートナーシップのもと、
ゆるぎない信頼関係・協力関係
を築き、相互の繁栄をめざします。

お客様のために
地域社会とともに

お取引先様とともに

P9
P14

P16

地球環境のために

株主・投資家の
皆様に向けて

※当社では、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

　当社は、お客様、加盟店、お取引先様、株主様、地域社会、
従業員など当社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ることを基本とし、企業価値のさ
らなる向上に努めています。

　当社は、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、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、未然防止及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。
　そして、大規模災害や新型インフルエンザなどの災害リス
クに備えて、組織全体の統制のため「災害対策マニュアル」
を各事業所に設置し、従業員の安
否の確認のため「災害時緊急連絡
ガイド」を全従業員が携帯していま
す。また、事業の継続に重大な支
障が発生した際に、各部署で重要
業務を継続して行うための対応を
まとめた「業務継続計画」を作成し
ています。

　当社では、コンプライアンス意識向上のため「行動指針」の
中で「私の行動基準」を掲げています。また、当社およびエリ
ア子会社、関係会社を含め、法律・企業倫理違反に対する
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、運用しています。さらに

委託先食品工場には「CSコール」窓口を設置し、食品の安
全と安心に関する情報を得られるように対策を取っていま
す。さらに、コンプライアンス態勢の理解浸透を目的として、
さまざまな研修を実施しています。

コーポレート・ガバナンスの基本方針

リスクマネジメント態勢※

コンプライアンス態勢※

教育事例
❶ eラーニングによる全本部
	 従業員への啓蒙活動
❷社内報での
	 「コンプライアンスニュース」連載
❸部門ごとの専門法令に関する研修
❹入社時研修での
	 社内通報窓口の案内

災害対策マニュアルと
災害時緊急連絡ガイド

eラーニング

■「ES・CSコール」フロー

コーポレート・ガバナンス あらゆる企業活動において法令を遵守
し、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。

経営会議
代表取締役社長
常務取締役
取締役
執行役員
常勤監査役

取締役会
代表取締役社長
常務取締役
取締役
社外取締役
常勤監査役
社外監査役

監査役会
常勤監査役
社外監査役

内部統制委員会
代表取締役社長
常務取締役
取締役
執行役員
常勤監査役

監査室

付議　報告

意見・助言

会計監査

選任・解任 選任・解任

報告

報告監査

選任・解任

リスク
マネジメント管理

コンプライアンス

内部統制・
環境統括室

社内各部署
店舗（自営店）助言

報
告
・
提
案

会
計
監
査
人

顧
問
税
理
士

顧
問
弁
護
士

株主総会
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　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精査
した上で、第三者による微生物検査を実施（2010年度は約
1,300種類）。商品化の際はこれらの手順を経て安全が確
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、食の安心・安全を守ります。

厳格な品質チェックにより
食材の安心・安全を確保

商品 商品

店　舗

食
材
の
主
な
危
害
要
因

ア
レ
ル
ギ
ー
物
質
な
ど

虫
・
異
物
な
ど

細
菌
な
ど

薬
品
な
ど

金
属
・
ガ
ラ
ス
な
ど

危害要因排除
帳票管理・情報開示ラベル 販売する

商品の安全性は
厳格な

品質管理の傘で
守られています温度管理・鮮度管理　配送

HACCPによる管理・調理

　サークルKサンクスの全ての専用工場では、さまざまな
食材の危害要因から食品を守るため、宇宙食の開発から生
まれた食品の衛生管理手法｢HACCP（Hazard Analysis 

and Critical Control Points：危害分析重要管理点）｣を
取り入れ、HACCP手法に基づいて、原材料の洗浄・カッ
ト・調理等の各工程で、時間と温度を管理しています。
　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。当社はお客
様に安心してご利用いただける品質をめざして、開発から製
造まで、食の安全への追求を続けています。

　お客様に安心してお買い求めいただけるよう、店頭での
商品管理も徹底しており、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、消費者の皆様に知らせるべき情
報をわかりやすく記載しています。

　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はらうことで、安
心・安全な商品を作っています。また設備機器は定期的に
洗浄され、第三者による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サンクスでは、食の安心・安全を追求するた
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。さらに、商品原材料の規格まで遡って確認できる「ト
レーサビリティシステム※」を導入し、体制の強化を図ってい
ます。
※トレーサビリティシステム

（生産流通履歴情報による追跡可能
性）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
遡及できる仕組みのことで、消費者
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ます。

　店舗内では、温度管理表を活
用した1日4回の温度チェック
を実施し、商品ごとに適正な温
度で販売されているかを確認し
ています。さらに、第三者による
商品買取検査を行い、品質の確
認を行いながら、商品の陳列什
器の清掃を定期的に実施し、清
潔な状態を心がけています。

　安心して商品を選んでいただけるよう、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。

工場内でも細心の注意で
異物の混入を防止

安心・安全を担保する
トレーサビリティシステム

店舗内での安全性向上

25品目のアレルゲン表示で
目に見える安心を提供

お客様のために お客様に信頼いただくため、法令を遵守し、お客様の声
を取り入れながら、安全・安心な商品・サービスを提供
していきます。

安全への取り組み 0％

4回

7＋18品目

店舗内の温度表示

■品質と安全管理のイメージ
義務表示 任意表示

❶栄養成分
 1包装当たりの熱量・タンパク質・脂質・炭水化物・ナトリウム量を表示。

❷容器の材質識別
 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。

❸原材料
 商品に使用されている原材料を重量の割合が多い順に表示。

❹アレルゲン
 JAS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品目を表示。

❺食品添加物
 安心・安全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。

5

4

3

2

厳重な品質管理の傘
「HACCP手法」

食品情報をわかりやすく明記した
商品ラベル表示

1

保存料・
合成着色料
使用量

アレルゲン表示
品目数

一日の
温度チェック
回数

製品ラベルの拡大図

■清潔を保つための工場入場手順

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

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

約1,300種類

第三者による
微生物検査
実施食材数

再度、全身を確認（鏡、第三者）する

食材に触れる時には必ずゴム手袋を着用する

※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。
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　2009年12月に当社はドラッグストアチェーン「セガミ」及
び「セイジョー」を全国展開している株式会社ココカラファイ
ンと業務提携を行い、2010年5月には、コンビニエンススト
ア・ドラッグストア・調剤薬局が融合したサンクス多摩セン
ター落合店を出店しました。ほかにも、地域の特性に合わ
せた生鮮食品を多く取り揃えた店舗など、地域の皆様の快
適な生活を身近な場所からサポートしていきます。
　また新たに、地下鉄の駅構内や病院など、今までより小さ
なスペースにも対応した「ミニ店舗」の開発を進めています。

　当社では、2004年度以降の新店の標準仕様として、トイ
レを男女別にし、女性用スペースを拡大して手すりを設置、
また、入口には引き戸を導入するなど、使いやすい仕様とし
ています。そのほか、店舗ごとに地域の行政などの指導のも
と、どなたにも使いやすい店舗となるよう取り組みを進めて
います。

コンビニエンスストアとドラッグストアを融合
高齢者にやさしい店舗を展開

バリアフリーの店舗作り

高齢者・単身者に便利な
惣菜の拡充

電子マネーの取り扱いを拡大

　高齢化・単身世帯の増加から家事の手間が省ける惣菜
の需要は高まりを見せています。既に取り扱っているユニー
グループPB「Style ONE」のロングライフスタンドパック惣
菜とともに、2011年8月からお手頃価格（130円～198円）・
お手頃サイズで、ハンバーグやトマトペンネなどの惣菜を発
売しています。さらに、カウンターフーズでも夕食のおかず
惣菜として食卓での人気が高い単品のメニューを発売する
など、高齢者・単身者の身近な購入場所として、惣菜の品揃
えを拡充しています。

　代金支払い方法へのお客様のご要望の多様化にお応え
し、サークルKサンクスでは、「Edy」、「iD」、「QUICPay」をは
じめとする各種電子マネーに加え、2010年度より「Kitaca」
や「Suica」、「manaca」、「TOICA」、「ICOCA」、「SUGOCA」と
いった各種交通系電子マネーの取り扱いを開始しました。
これらの電子マネーはサークルKサンクスの会員組織「カル
ワザクラブ」とも連動し、お客様の利便性を高めています。
※各種交通系電子マネーは、地域により使用制限がありますが、2013年春に相互利用
サービスの実施を予定

　「おみせdeツーハン」の発行カタログは累計で20冊以上
（2011年9月時点）。商品は、2011年4月より開始した
ネット通販サイト「KARUWAZA ONLINE」でも購入が可
能。自分の都合に合わせて店頭で受け取ることができるの
で便利です。売場スペースに左右されな
い豊富な品揃えで、高齢のお客様にも便
利にご利用いただけるコンビニエンススト
アをめざすとともに、今後もさらに便利な
商品やサービスの開発を進めていきます。　「カルワザステーション」は、サークルKサンクスの店頭マ

ルチメディア端末で、24時間いつでも簡単に、コンサートや
映画のチケット、バス乗車券・航空券などの受け取り、各種
検定試験の受付・支払いなどを行うことができます。
　当サービスの利用により、イン
ターネット環境が身近にない方で
も、オンラインでの手続きが可能で
す。また、操作方法がわからない
場合は、端末についている電話で
オペレーターにつなぐこともでき
ます。
　高齢者の方にも安心してお使い
いただけるサービスを提供し、ます
ます暮らしを快適にするコンビニ
エンスストアをめざしていきます。

　2011年4月・5月の2カ月間、「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、介護用品取
り扱いのトライアルを実施しました。
　店頭設置の無料通販カタログ
を見て、「カルワザステーション」で
商品を注文すると、後日店頭で24
時間いつでも商品を受け取ること
ができます。注文は電話番号で管
理され、住所や名前を入力する必
要がないので、個人情報の入力に
抵抗がある方でも安心してご利用
いただけます。

「カルワザステーション」の
サービスを拡大

「おみせdeツーハン」で
介護用品の取り扱いを実施

高齢者にもやさしいコンビニエンスストアをめざして

24時間

20冊以上

「サンクス」「セイジョー薬局」
多摩センター落合店

「Style ONE」ロングライフスタンドパック惣菜

献立や人数に合わせて組み合わせやすい低価格惣菜

名古屋市営地下鉄のミニ店舗
「サークルK」ミニ名古屋久屋大通店

カルワザ
ステーション
サービスセンター
対応時間

発行
カタログ

　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、2011年8月末までに、2,225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。
　安心してご来店いただける高齢
者にやさしい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。

「認知症サポーター100万人キャラバン」に
賛同

2,184名
養成講座の
受講者数

2011年春にトライアルとして展開した、「軽量シルバーカー」。
ほかにもショッピングカート、ステッキ、薬入れなどの介護系
グッズを取り扱いました。

お客様のために

認知症サポーター 
100万人キャラバンのマーク

介護用品を多く扱った
通販カタログ

約2,400店

バリアフリー対応型店舗数（2011年2月末時点）

カルワザステーション

P23でも詳しく紹介しています。

店舗設備については
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■お客様からいただいたご意見等の対応の流れ

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

Interview

大町市役所のブランド振興ご担当者様
大町市 産業観光部 商工労政課 ブランド振興担当　
松澤秀樹係長

　長野県大町市が黒部ダムの玄関口であるこ
とをPRするために開始した「黒部ダムカレー」
を2年続けて商品化していただきました。特に
2011年は関東、静岡、北陸にまで販売エリアが
拡大されたので、「黒部ダムカレー」は確実にお

客様に認知いただくことができ、大変うれしく思います。また、商
品にQRコードを付けていただいたところ、黒部ダムホームペー
ジのアクセスも1.6倍になり、お褒めの言葉をいただきました。

環境に関する
ご意見数

ご意見全体に
対する割合

　サークルKサンクスでは、「お客様・オーナー相談室（以
下、「お客様窓口」）」を設置し、お問い合わせやご意見・ご
要望を、お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
ュアルやシステム作りに反映しています。また、「お客様に
WAKUWAKU（ワクワク）していただける、そしてお客様に
選ばれるお店を作りたい」という思いを共有するため、全て
の部署でお客様のご意見を共有する仕組み作りにも取り組
んでいます。2010年度に寄せられたご意見は合計9,348
件、そのうち、環境に関わるご意見は515件でした。内訳は
下記のとおりです。

貴重なご意見を改善に活かす
お客様・オーナー相談室 　取り組みの中で、お客様からいただいた貴重なご意見の

一部を紹介します。これからも地域の皆様に支持されるコ
ンビニエンスストアをめざして、お客様からのご意見を真摯
に受け取り、改善につなげていきます。 　サークルKサンクスでは、地域の生産者や企業、行政、教

育機関と連携し、地産地消や食育をテーマに商品の開発に
取り組んでいます。
　2010年6月に「信州MOTプロジェクト」の一環として、
長野県大町市、国立大学法人信州大学と「黒部ダムカレー」
を共同開発し、長野県の店舗で販売しました。「黒部ダムカ
レー」は、長野県産トマトを使用したケチャップと長野県産
コシヒカリを使用。ご飯をダムの堰

えんてい

堤に見立てて盛り付け、
ダム湖を力レールーで表現していま
す。大変ご好評いただき、2011年
6月には販売地域を拡大して第2弾
を発売しました。

お客様の声を受けて

地域と連携した商品開発

お客様のために

　「MOTプロジェクト」は、JIMOTO（地元）・MOTTO（もっ
と）・MOTTAINAI（もったいない）をキーワードにした、地
元の食材を地域で加工し消費する「地産地消」の取り組みで
す。現在は12地域・38都道府県、12ブランドに拡大。「地
域の活性化」をめざし、地元の方 と々ともにオリジナルの商品
の開発・販売を進めています。

地産地消の考えに基づいた
「MOT（もっと）プロジェクト」を実施

地域社会とともに 地域社会の一員として、皆様のニーズに応え、地域活性
につながる商品の開発・事業展開を行っています。

地域と連携した取り組み

12地域・38都道府県

MOTプロジェクト実施地域

地元の生産者が作った
食材が原材料

地元の加工業者で、
地域らしさを活かし
商品化

2

行政機関と
連携した情報発信

3

地元の消費者の
方へ提供

4

1

サークルKサンクス
商品開発・販売

サンクス

中京
愛知県・岐阜県・三重県

北海道
北海道

九州
福岡県
鹿児島県
熊本県

四国
香川県・愛媛県・徳島県・高知県

瀬戸内
岡山県
広島県

関西
大阪府・京都府
滋賀県・奈良県
兵庫県・和歌山県

新潟
新潟県

静岡
静岡県

北陸
石川県・富山県
福井県

東北
青森県・秋田県
岩手県・山形県
宮城県・福島県

信州
長野県

■地産地消の仕組み

■全国に広がる各地のMOTプロジェクト

■環境に関するご意見件数の推移
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■環境に関するご意見件数
2010年度

107

137

125

85

515

2009年度

83

136

167

72

518

2008年度

79

105

128

87 60 61

106

505

店内環境

その他

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

お客様の声を受けとめる仕組み

フード・アクション・ニッポン アワード 2010
「コミュニケーション啓発部門」3商品が入賞

Close Up

関東
茨城県・栃木県
群馬県・埼玉県・千葉県
東京都・神奈川県

　2011年2月、「FOOD ACTION NIPPON アワード 2010」
（共催：農林水産省）の「コミュニケーション・

啓発部門」において、信州・中京・九州MOT
プロジェクトが入賞しました。今後も食料自給
率向上、地産地消の推進、地域活性に努めてい
きます。

「黒部ダムカレー」

私が購入するタバコが、毎回自動販売機で品切れに
なっていて、その都度店内で購入する羽目になっていま

す。せめて朝、昼、夜の１回ずつぐらいは確認して補充するよう
に心がけてください。

CASE

1

　その後、利用させていただいたところ、あれからは毎回品切れ
になっておらずちゃんと購入することができました。「やれば、で
きるじゃない！」と、感謝しております。

朝いた店員は、「いらっしゃいませ」も言わない。「おは
ようございます」と声をかけても無視。タバコをお願い

したら「何箱？」と聞かれた。レシートも渡してくれませんでした。

買ったジャンボフランクが袋に入っていませんでした。

CASE

2

CASE

3

　その後、オーナーが研修か何かしたらしく、すごく接客良くな
りましたね！明るいいらっしゃいませの挨拶と笑顔ですごく良い
です。前はタバコだけだったんですけど、お弁当も買うようにな
りました！オーナーさんにこの言葉を伝えてください！

　店の方が汗だくで来てくれました。結構距離があったのに
走ってきてくれたようです。あの店でよくお昼を買います。頑
張ってください。

お客様からいただいたご意見の一例

お客様からいただいたご意見と、改善・対応に対し同じお客様
からいただいたうれしいお便りをご紹介します。
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　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、人道支援を目的として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」
に支援をして建設された小中学校8校では、2011年1月現
在、約7,600名の生徒が学習をしています。

ジャヤバルマンⅦ中学校を訪問する中村社長

　サークルKサンクスがコンビニエンスストアとしての「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
力を欠かすことができません。
　商品やサービスの提供だけでなく、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って実現しています。

　ステークホルダーとの関係を、常に透明性の高い信頼に
基づいたものにしていくために、当社では社員一人ひとりの

「基本原則」「行動基準」を定めています。

❶私は公平で公正な取引を厳守します。
❷私は最適な品質及び価格を追求します。
❸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。
❹私は私的な利益供与を受け取りません。

豊かな社会作りに貢献するために
NPO団体への支援を実施

お取引先様とサークルKサンクスの
パートナーシップ体制

信頼し、ともに発展する関係作りのために

お取引先様に対する行動基準

地域社会とともに

　サークルKサンクスは、「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一つである」と考え、各自治体と、地
域の活性化や災害時の物資供給や防災活動に関する協定
を結び、連携を図っています。協定の内容は、「地産地消の
推進」、「観光振興」、「子育て・高齢者支援」、「地域の安心・
安全」など多岐にわたり、これまでに25道府県1市と協定を
結んでいます。
　2011年7月には、京都府と「地域活性化包括連携協定」
を締結しました。これにより、災害時における応急生活物資
の調達や安定供給への協力など、より一層緊密な連携を図
り、自治体と協同で地域を応援していきます。

　全店舗に募金箱を設置して、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。2010年度
の募金結果は以下のとおりです。

自治体との包括協定を締結

全店舗で募金活動を実施

お取引先様とともに 「常に対等なパートナーシップを築く」というチェーン全
体の方針をお取引先様と共有し、各種活動に取り組んで
います。

パートナーシップで実現する「お客様満足」の向上

25道府県＋1市（2011年7月現在）

包括協定を結んでいる地域

■包括協定を結んでいる地域一覧（2011年7月現在）

■お取引先様とのパートナーシップ体制イメージ

　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、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。
　未成年者への酒類・タバコ販売禁止
のためのお声がけ実施や成人雑誌の陳
列配慮、たまり場化防止などの取り組み
を行っています。2010年度は、サーク
ルKサンクス店舗への駆け込み対応が
3,162件ありました。

安全・安心なまち作りのために
「セーフティステーション活動」に参加

3,162件

駆け込み
対応件数

2008年

2009年

2010年

2011年

自治体

石川県、岐阜県、青森県、埼玉県、三重県、千葉県、長野県

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

大阪府、山形県、奈良県、香川県、兵庫県

京都府

安全・安心な社会に向けての取り組み

募　金

全国盲導犬普及キャンペーン

緑の募金

ユニセフ募金

募金額

25,598,100円

14,651,261円

15,352,415円

※募金額には、（　）内のカルワザポイント交換分を含む

（25,800円）

（81,200円）

（101,700円）

■2010年度 店頭通常募金結果

■支援したNPO団体
団体名

JHP・学校をつくる会

活動内容

カンボジアを中心に学校建設や修復のボランティア
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

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、相互の繁栄を目指します。

私たちの基本原則（一部抜粋）

Interview

デザートブランド「シェリエドルチェ」開発に
ブランド立ち上げから参加しているメーカー
株式会社ロピア 常務取締役　河合一様

　コンビニスイーツの激戦状態に勝ち残るた
めには、「息の長い商品」が決め手ですが、開発
者たる者としても「息の長い発想力」こそが、そ
れを生み出す原資だと思っています。“物を生
み出す“ということを、心からWAKUWAKU楽

しみ、努力すれば必ずヒット商品につながると信じて、日 ア々ンテ
ナを高くしてきました。常に「開発者」としての志をもち、楽しく仕
事をして、これからもお客様の期待に応えていきたいです！

お客様 お取引先様サークルK
サンクス

P14でも詳しく紹介しています。

地産地消の取り組みについては

セーフティステーション
活動宣言ポスター

「シェリエドルチェ」の開発を担当
商品本部 日配部 マーチャンダイザー　横山達也

　まだ「コンビニスイーツ」という言葉が世に
登場していなかった4年前、メーカー様の多大
なるご協力をいただきながら立ち上げたのが

「シェリエドルチェ」です。「たかがコンビニの
デザート」というイメージを脱却し、「おいしさ・

品質のよさ」をお伝えするために加盟店様には社内展示会等を
行い、お客様向けにはあらゆる販促活動を実施。同時に「さらな
る品質の向上」を地道に続けました。今後も「お客様に愛される
デザート」を発売できるよう、メーカー様とともに頑張ります。

「シェリエドルチェ 天使のチーズケーキ」
モンドセレクション金賞受賞

世界的な食品のコンテスト「2011年度 モン
ドセレクション」の製菓部門で「シェリエドル
チェ 天使のチーズケーキ」の高い品質が評価
され、金賞を受賞しました。

「シェリエドルチェを毎週楽しみにしています」
　シェリエドルチェのバラエティーの豊富さはコンビニの中で
1番なので毎週の楽しみです。これからも、たくさんのバラエ
ティー豊富なスイーツの揃う、充実した商品の開発・販売をどう
ぞよろしくお願いします。

（20代・女性）

お客様からいただいたご意見

お取引先様

お取引先様
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　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。本部は、投資を伴うシ
ステム構築や商品開発・物流管理・会計代行などを実施
し、加盟店は、本部が提供する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。両社がそれぞれの役割を果たす
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。

　お客様満足度の向上をめざし、直接お客様と接する店舗
スタッフに対しては、「スタッフ育成研修（ステップアップ研
修・認定サブマネージャー研修）※」を実施しており、2010
年度のスタッフ研修は、全国で計1,000回以上行いました。
また、同様に全国の店舗スタッフを対象に、接客レベルを競う
「フレンドリーコンクール」を実施しています。2010年度に
は、36地域でコンクールを実施し、優秀なスタッフの表彰を
行いました。また、2011年2月には、サークルKサンクス誕
生30周年を記念して、全国のコンクールグランプリ受賞者
による意見交換会「フレンドリーサミット」を開催し、さらなる
接客レベルの向上に取り組んでいます。
※2010年度までの名称。2011年度より、フレンドリー研修・認定サブマネージャー検	
　定等に変更

フランチャイズシステムによる共存・共栄 フレンドリーコンクールを実施

　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、強いサポート体制作りに継続して取り組んでいき
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（経
営指導員）が各店舗を担当し、地域に合った店舗作りのサ
ポートをしています。また、春には加盟店向けのセミナー（商
品展示会）、秋には加盟店との対話を目的としたフォーラム
を開催し、新商品や新サービスなどの紹介、店舗運営に関す
る課題の解決策など、さまざまな最新情報をご案内していま
す。「2010年度サークルKサンクスフォーラム」は、9月3日
から全国44会場で開催し、加盟店と役員の質疑応答などに
より、さまざまなご意見をスピーディーに改善につなげるこ
とができました。
　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夢WAKUWAKUプロジェクト「聞
く耳施策」において、2010年度は加盟店より131件の声が
寄せられ、お客様への案内表示の改善や、事務用品の削減に
より環境配慮・経費
削減につながる提案
を実現するなど、さま
ざまな改善に取り組
んでいます。

加盟店と社員に向けて 加盟店と本部がそれぞれの役割を担い、活動の
両輪となってWAKUWAKUのある商品・サー
ビスを発信していきます。

加盟店との共存・共栄をめざして

加盟店のサポート体制を強化

セミナーとフォーラムを毎年開催

サークルKサンクスフォーラムの様子

　当社では、働きがいのある職場作り、組織の生産性向上を図
ることをめざし、2011年3月より、新人事制度を導入しました。

　当社では、お客様に愛されるお店作りのためには人材育成
も必要不可欠であると考えます。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スタンスや知識、技術
習得のため、①階層別教育、②目的別教育、③部門別教育、④
自己啓発支援を実施しています。加盟店と本部の重要なパ
イプ役を務めるスーパーバイザーに関しては、店舗経営のノウ
ハウを熟知するための教育・研修を徹底して行っています。

新人事制度を導入

きめ細かいスーパーバイザー教育を実施

働きがいのある職場作りのために

　当社は従業員が心身ともに健康で過ごせるように、定期
健康診断の受診徹底とともに、従業員のメンタルヘルスケア
にも力を入れています。上期を心と身体の測定時期と位置
づけ、それぞれ定期健診を行い、下期はその結果に基づき、
特定保健指導及び、産業医による「こころとからだの保健指
導」を実施しています。「こころの定期健診」については、組
織結果のフィードバックを行い、職場のストレスを早期発見
対応できるよう努めています。

　介護や看護等の一定の事情による勤務地変更希望に対応す
るため、本制度を導入することで、一定期間の転勤リスクを軽減
し、安心して働けることを目的とする。
　全国を13地域（エリア）に区分し、異動はその地域内のみと
する。
※北海道・北東北・南東北・北関東・南関東・信越・北陸・静岡・東海・	
	 関西・中国・四国・九州の13地域

従業員の健康管理
「こころの定期健診」を実施

人事データ（注釈のないものは2011年3月1日時点のデータ）

フレンドリーサミットの様子

地域社員制度（新人事制度の中の一制度：一例として）

Interview

2011 年度 3月の人事で、
初の女性部長が誕生しました
総務人事本部 総務部 部長　中村幸恵

まだまだ大き過ぎる靴を履いて仕事をしている
気分ですが、開かれた扉を再び閉めることがな
いよう、これからも前進あるのみです！　女性
社員の皆さん、頑張りましょう！

正社員1,843名（男1,727名、女116名）	

全管理職333名（男327名、女6名）	

39.5歳	

13.1年

社員9名、パートタイマー6名
（2010年度の1年間の総数）

11.37%（2010年度の1年間）

社員数（男女別）

管理職者数

平均年齢

平均勤続年数
育児・介護
休業取得者数
有給休暇取得率

6名中5名（2010年度の1年間）

31名（1.72%）（2010年度の1年間）

1.74%（目標1.8%）

25件（2010年度の1年間）

定年退職者の
再雇用数
離職率

障碍者雇用者数（率）

労働災害発生件数

52名	（2011年9月1日時点）地域社員数

（会社が従業員に対して要望
すること）
　

●「お客様」への挑戦　
●「チーム」としての挑戦　
●「自身」への挑戦

（会社が従業員に対して約束
すること）
　
●「安心」の実現　
●「挑戦」の実現　
●「公正」の実現

夢を持って楽しく仕事をする会社に向けて、個人の多様性に
対応しながら、組織の生産性を向上させる

❶個人の働き方やキャリアを多様化すると同時に、組織とし	
　ての生産性を向上させる

❷組織の方針に理解・共感し、自ら成長する個人に対して、	
　挑戦の機会を提供する

❸役割・職務に求められる行動や仕事、成果をより明確に	
　し、個人の働きぶりや貢献を公正に評価・処遇する

基本理念「やった人が報われる制度」

求める人材像 あるべき組織・
マネージメント像

　社員一人ひとりが自ら積極的に力を発揮し成長することで、
組織の永続的な成長を実現することをめざす
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　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を見直すだけでなく、
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。

環境マネジメント推進体制
　「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。

環境活動を推進する理念・方針

内部環境監査の実施と外部審査の報告

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。

　環境理念・環境方針の周知徹底及び日常業務との関わ
りを意識するため、本部従業員向けに環境教育を月1回開
催しています。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を実施しています。
　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し、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実施して
います。

加盟店・従業員への
継続的な環境教育を実施

地球環境のために 持続可能な社会の実現に向けて、CO2排出量の削減、食
品リサイクルなど、さまざまな面から環境保全に努めてい
ます。

環境マネジメントシステム

環境理念

❶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。
❷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。
❸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。
❹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。

環境方針
■環境マネジメント推進体制図

　当社は「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と株式会
社D.I.Dとともにシステムの構築に取り組み、「再生利用事
業計画（食品リサイクルループ）」の認定を受けました。また、
それに続いて、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
の飼料等で飼育した豚肉を使用した商品の販売について、
親会社のユニーなど7社共同で、食品リサイクルループの
認定を受けました。その取り組みの第一弾として2011年6
月には、この再生利用事業で作り上げた「てりやきそぼろ＆
ハンバーグパン」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、対応した廃棄物処理委託業者との取引を順次拡
大しています。2010年度は、発生抑制を含まない単純な食
品リサイクル率は19.5％、また発生抑制も含めた再生利用
等実施率は49.5％となりました。今後も対応業者との取引
拡大をめざしていきます。

　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。

環境省より認定「再生利用事業計画」 食品リサイクル進捗状況

その他の取り組み

循環型社会への取り組み

■食品リサイクルループの概要図

廃油を利用したハンドソープ

食品残渣飼料で育てた豚を使った
「てりやきそぼろ＆ハンバーグパン」

　本部を14、地区事務所を31、エリア会社を12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内部環境監査員に対し
ては、毎年、年度はじめにフォロー研修を実施しています。
　2010年12月の外部審査の結果、2008年より連続で発
生していた「軽微な不適合（書面での改善案の提出が必要）」
が、2010年度は0件となりました。

環境委員長（＝社長）

環境副委員長（＝常務）

環境管理責任者

A内部環境監査員 ISO推進事務局
（内部統制・環境統括室）

各部署 事務所 エリア会社

店舗 サンクス

生物多様性に配慮した環境保全米を使用

Close Up

　2010年4月にリニューアルした高付加価値のおにぎりシリー
ズ「本むすび」では、「みやぎの環境保全米ひとめぼれ」を使用し
ています。このお米は、農薬と化学肥料の使用を宮城県慣行栽
培基準の半分以下に抑えて作られており、「美味しさ」と「環境配
慮」を両立したお米です。

店舗から発生する
未利用食料等

認証エコフィード
22認証第8～12号

ユニー（株）・
（株）サークルKサンクスの

関東店舗にて販売

エコフィードの製造
認証エコフィードで肥育

惣菜パン等の
製品製造

パンの耳も
リサイクル

ハム等の
加工品製造

環境委員

環境委員会
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地球環境のために

低炭素社会への取り組み

　環境省が推進している地球温暖化防止のための国民運動
「チャレンジ25キャンペーン」に登録参加し、温室効果ガス

削減に取り組んでいます。そこで、店舗で発生するCO2の大
部分は電気エネルギーの使用によるものであることから、電
力の使用量削減について、2008年から2012年の店舗の電
気エネルギー消費原単位（1㎡、1時間当たりの電気使用量）
の平均値を1990年度対比で23%削減することを目標とし
ました。2010年度は、1990年度対比
で25.1%削減し、2008 〜2010年度の
平均ではマイナス24.9％と、目標を達成
することができました。

　商品の配送にあたっては、1台の車輌に温度帯の異なる
二室を設けた「二室式二温度管理車輌」による配送を行って
います。そのほかにも、効率のよい配送ルートの選定、「サー
クルK」、「サンクス」の両ブランドの商品を分けずに1台に積
載して配送することで、環境負荷の低減を図っています。
　また、2011年度からは、常温商品の配送について適時適
量物量の考え方による大幅な見直しを実施し、1店舗当た
りの配送車輌削減と、それによる環境負荷の低減を進めて
います。CNG（天然ガス）車・ハイブリッド車による配送や
アイドリングストップの啓発も行い、環境負荷の低減を図っ
ています。

　大都市における車輌の排気ガスを規制する自動車NOx 
・PM法などの遵守はもちろんですが、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。2010年度の使用台数は、CNG車
は31台、ハイブリッド車は20台です（2011年2月末時点）。
また、一部の車輌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
するほか、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。

　上記の目標達成を受け、さらなる削減目標を設定しまし
た。現在、2014年度までに2007年度対比で1店舗当たり
のCO2 排出量8％削減に取り組んでいます。これは全店舗
の総量で約25,000tのCO2 削減に相当し、1店舗当たりの
使用電力量は約13,600kWhの削減となります。単年での
削減目標は1.14％ですが、2010年度は猛暑の影響などか
ら1.42％増の実績で、累計削減率は0.32％と厳しい進捗状
況です。そのため、さらなる節電強化策として、各地域で既
存店へのLEDの導入を実施しています。また2011年秋以
降の新店では全照明LED化を標準仕様とするなど、目標の
達成に向け取り組みを進めています。

　素材へのこだわりと同様に、容器素材においても従来の
容器から環境にやさしい容器への転換を2010年より実施
しています。
　パスタシリーズ「rubetta（ルベッタ）」の容器は、ナノハイ
ブリッドカプセル入りの容器を導入し、容器焼却時のCO2 排
出量を平均20%削減することができました。寿司の「初代
シャリの銀次」では、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
た環境配慮型の容器を採用しています。

チャレンジ25キャンペーンに参加

温度帯別共同配送と合同配送を実施 CNG（天然ガス）車と
ハイブリッド車を積極的に導入

新削減目標に向けた取り組みを実施

環境にやさしい容器を使用8％

1店舗当たりの
CO2削減目標

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

2007年度

63.3

170

CNG・ハイブリッド車の使用台数

P23、24でも詳しく紹介しています。

31台 20台

CNG車 ハイブリット車

■温度帯別共同配送の分別

エコ印刷大賞を受賞

　印刷物の環境配慮に着目したエコ印刷研究会が主催する『第
4回 エコ印刷大賞＜環境報告書・CSRレポート2010＞』にお
いて、2010年7月に発行した「社会環境報告書2010」が、大賞
を受賞しました。揮発性有機化合物（VOC）を含まないインキ
による水なし印刷の採用や「グリーンプリンティング」認定工場
での印刷などを導入し、制作に伴う環境負荷の低減に努めた活
動が高く評価されました。

Close Up

裏表紙：環境に配慮した点を記載

店舗での取り組みは

2007年度全店 169,736kWh /年（63.31t /年）
2011年秋以降の新店 139,149kWh /年（51.9t /年）

店舗仕様による1店当たり電力使用量対比

-20℃
以下

3~
7℃

16~
20℃ 常温

共同配送センター

温度帯別配送

サンクス

店舗

　2009年以降、スーパーバイザーが店舗巡回に使用する
車輌に、CO2 排出量の少ないPHV（プラグインハイブリッ
ド）車を導入しています。また、主に導入地域内の一部店舗
には充電スタンドを設置し、一般のお客様にも開放していま
す。今後もCO2 排出削減に向けさまざまな取り組みを進め
ていきます。

PHV（プラグインハイブリッド）車
電気スタンドの導入

アイスクリーム、
冷凍食品

加工食品、
雑貨、飲料など

3〜7℃
サンドイッチなど
16〜20℃
弁当、おにぎりなど

■1店舗当たりのCO2排出量の推移
（t） （千kWh）

64.0

63.0

62.0

61.0

60.0

59.0

58.0

57.0

56.0

55.0

175

170

165

160

155

150

CO2排出量 電気使用量

2008年度

62.5

168

2009年度

62.2

167

2014年度目標

58.2

156

2010年度

63.1

169

※ CO2 削減量は、電気使用量（kWh）×0.000373t/kWh
　（2009年電気事業連合会の排出係数）で算出

■LED導入によるCO2削減量（2011年秋以降の新店：2009年度新店との比較）

店内

冷機

看板

合計

△1.67t/年（△4,479kWh/年）

△1.47t/年（△3,947kWh/年）

△1.62t/年（△4,343kWh/年）

△4.76t/年（△12,769kWh/年）
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29万4,860本

蛍光灯の回収本数

地球環境のために

環境配慮型店舗への取り組み

　店舗の設備仕様についても、環境に配慮した地球にやさ
しい店舗作りに努めています。2010年度は蛍光灯灯数の
削減や、より細かい照度設定の調整を進め、電気使用量の
削減を図りました。店内の天井照明では、売場ゾーン別・
時間帯別による調光と、店外照度を感知する調光を組み合

わせています。さらに、ポール看板の蛍光灯灯数削減、ファ
サード看板へのLED使用実験などに取り組みました。
　2011年度は、既存の調光システム未導入店舗の店内照
明LED化を進め、さらに秋以降の新店では、看板・冷凍冷
蔵設備も含めた全照明LEDを標準仕様として、環境にやさ
しい店舗作りを進めていきます。
※一部該当しない店舗があります

　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。2010年度は、29万4,860本の蛍光灯を回収しま
した。その後、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。

環境にやさしい店舗設計

蛍光灯のリサイクルを実施

1 店頭・駐車場
・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

2 看板
・ソーラータイマー、自動点滅器による自動点灯
・LED照明導入

3 空調設備及び内装材
・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

4 店内照明
・LED照明導入
・照度の自動調整による電気使用量の削減

5 冷凍・冷蔵設備
・低圧制御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

6トイレ
・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

店舗の建築方法での取り組み
　一部店舗では、工場生産を主としたユニット工法※を導入。工期が短縮
され現場で発生するCO2を削減できるほか、ユニットの再利用も可能にな
り、資源の有効活用に貢献。環境負荷を低減することができます。
※ユニット工法：工場で仕上げに近い段階まで生産された壁面、屋根など（ユニット）を、
店舗予定地で組み立てて建設する工法

3

1

2

4

5

6

　店舗で使用している冷蔵・冷凍・空調設備では、フロン
ガスを使用しています。そのため、オゾン層破壊の原因物質
であるフロンを大気に放出しないように、改正フロン回収・
破壊法に基づき工程管理表をチェックしているほか、年3
回、冷蔵・ 冷凍設備の点検を実施。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に2回行い、管理の徹底
に努めています。2010年度の回収量は、6,739kgで、うち
6,061kgを破壊し、678kgを再利用しました。

フロンの回収・破壊処理を実施

枚数

重量

■1店舗当たりのレジ袋使用量推移
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（千枚）

2010年度2008年度

684

227,611

2009年度

619

207,305

（kg）

573

208,237

レジ袋削減でCO2排出量を低減

省エネ・エコ店舗
「サンクス厚木岡津古久店」をオープン

Close Up

　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。「2000年度対比で1店舗当たり使用重量マイナス35％」
の目標に対して、2010年度はマイナス42.1％と、目標を達成す
ることができました。レジ袋の要不要のお声がけなどにより、お
客様にご協力いただいた結果が着実に実を結んでいます。今
後もお客様のご協力のもと、積極的に環境への取り組みを推進
していきます。

　2011年1月にオープンしたサンクス厚木岡津古久店では、最
新型の省エネルギー設備・機器を多数導入し、省エネに取り組
んでいます。
　省エネ・エコ店舗という名前の通り、店内照明をはじめ各種
看板、冷機照明にはLEDを使用。さらに、最新型単結晶太陽光
発電システムを採用し、売場照明に効率よく電力を供給するこ
とで、年間の消費電力の約23％削減に成功しました。今後は同
店での各種設備データを収集し、早期に他店舗にも普及させて
いきます。

導入設備
・太陽光発電システム
・オールLED化
・店内電力モニタ
・自然冷媒の
　ノンフロン冷凍機
　　　　　　　 など

サンクス厚木岡津古久店

各種設備をご案内する店頭パネル

太陽光発電の発電量と消費量を
表示する店内モニタ

最新型単結晶太陽光発電システム

看板などLEDを使用

省エネ・エコ店舗の導入推進担当
営業本部 建設部 部長　藤浪 均

　サンクス厚木岡津古久店は、最新型の高効
率太陽光発電システムを設置し、看板照明、店
内照明、冷機ショーケースの照明にLEDを使
用。冷機設備は自然冷媒の冷凍機を採用し、
新設店比で、年間消費電力を約23.4％削減で

きる見込みです。そこで得た省エネデータは収集・分析を行
い、さらなる省エネ・エコ店舗に活用していきます。

Interview
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地球環境のために

環境コミュニケーションへの取り組み
環境影響と負荷低減の取り組み

　サークルKサンクス30周年記念企画として、「親子で行く
WAKUWAKU稲刈り体験ツアー」を2010年10月2日、3
日の2日間にわたり開催しました。
　本ツアーの参加人数は、親子30組60名。オリジナル商品
「本むすび（おにぎり）」に使用している、環境保全米「ひとめ
ぼれ」の産地である宮城県石巻市で、参加した小学生が稲
刈りを体験しました。体験後のアンケートでは、「はじめて
の経験でたいへんだったけど、またやりたい」「食べ物の大切
さを再度、実感することができました」などの感想が寄せら
れ、お米の大切さとサークルKサンクスの社会・環境への取
り組みを知っていただくよい機会となりました。

　2011年6月4日にナゴヤドームで行われた「イイことエ
コナイター」に、ユニー株式会社とともに協賛しました。「イ
イことエコナイター」は、中日新聞社・中日ドラゴンズが主
催し、シーズンを通して試合時間短縮による省エネを行うほ
か、イベント当日は来場者にグリーンの限定クリアファイル
を配布するなど、地域とともにエコについて考える機会とな
りました。

　2008年12月より、「カルワザクラブ」のポイントを使って、
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
ビスを開始しています。これは、国連の承認を受けた排出権
を三菱UFJ信託銀行から購入し、お客様からお預かりした
ポイント分の排出権を、サークルKサンクスが月ごとにまと
めて日本の償却口座に移動する、というシステムです。2010
年度は41トン分のCO2排出権が償却されました。

食育「親子で行くWAKUWAKU
稲刈り体験ツアー」開催

「イイことエコナイター」に協賛
地域とともにエコ意識を啓発

「　　　　　　」のポイントを
CO2の排出権と交換

60名

稲刈り体験の
参加人数

　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
して行っているボランティア活
動で、2010年度は延べ144回
（エリア会社含む）、3,694名
の参加がありました。

「クリーンアップキャンペーン」を実施

クリーンアップの様子

稲刈りを楽しむ参加者

「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。

受付のお知らせ ポイント交換 償却

購入
購入

信託
受益権

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等と交換

サークルKサンクス
排出権購入資金

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

三菱UFJ信託銀行
排出権

排出権保有者

証明書

■カルワザクラブのCO2排出権の仕組み

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。

本

　部

製
造
工
場

配
送
セ
ン
タ
ー
・
物
流

店

　舗

電気

事務用品

廃棄物（紙ごみ）

排水

騒音・振動

排気ガス

廃棄物

排水

騒音・振動

排気ガス

騒音・
振動
排気ガス・
臭気

廃棄物

排水

騒音・振動

排気ガス

廃棄物（生ごみ、紙ごみ、
ビン、缶、ペットボトルなど）

騒音

食品廃棄物の一部

騒音・
振動
排気ガス・
臭気

排水

ガソリン

紙

電気 食材

電気

ガソリン

ガソリン

水

電気

水

水

ガソリン

ガス

※

製
造
工
場
と

　配
送
セ
ン
タ
ー
一
体
の

　生
鮮
セ
ン
タ
ー
も
あ
り

お客様
容器・
包装

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

●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

●合同配送の推進
●温度帯別共同配送の推進
●環境配慮型車輌の導入　
●アイドリングストップの励行

●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
●食品衛生管理
 （HACCP手法）
 （生ごみ、ダンボールなど）
●食品添加物の安全性

●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
●環境配慮型車輌導入

車輌（納品）

車輌（納品）

車輌（巡回）

サンクス

サークルKサンクス本部

製造工場

配送センター
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2010年度の環境成果環境活動の実績と目標

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。
2010年度の環境目標に対する進捗を踏まえ、2011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。

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。

　2010年度も省資源・省エネルギーに取り組みました。
コピー用紙購入量は、パソコンを活用した業務の徹底により
削減しました。また電気使用量も事務所の統合により削減
しました。店舗で使用する容器包装については、本部の省
資源化施策と、店舗でのお声がけ徹底の効果が現れ、削減
傾向となっています。

2010年度の環境会計

2010年度の省資源化の取り組みについて

■2010年度の実績と2011年度の目標

■環境保全コスト

※環境会計ガイドブックを参考にして算出　※対象期間：2010年3月1日～2011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

単位：千円

※2010年度数値下の（　）は、2009年度比の値（小数点以下第二位を四捨五入）

※1 2010年は猛暑の影響により夏場の電力需要は増加したが、年間では昨年より0.6％削減
※2 事務所の購入枚数は若干増えたが、本部購入数の減少により、全体の数値は減少した

（kWh）
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■全社電気使用量推移※1

2008年度 2009年度 2010年度

本部 事務所

2,565,501

1,443,381

1,122,120

2,426,263

1,375,427

1,050,836

2,411,479
（99.4%）

1,367,137
（99.4%）

1,044,342
（99.4%）
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■全社コピー紙購入量推移※2

本部 事務所

2008年度 2009年度 2010年度

15,264,100

8,910,100

6,354,000

13,666,500 
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5,215,000

13,543,200 
（99.1%）

8,482,200
（100.4%）

5,061,000
（97.0%）
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■1店舗当たりの容器包装使用量推移

2008年度 2009年度 2010年度

プラスチック

813.6
73.5

740.1

739.9
72.1

667.8

717.6
（97.0%）

83.9
（116.4%）

633.7
（94.9%）

■1店舗1日当たりのごみの排出量 （合計：54.2kg）
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対象

目標・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（0.161 
kWh/㎡・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～2009年 
度で達成している△24.8%（0.12099 
kWh/㎡・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

本部(本社・事務所)電気の適正使用
目標前年比96.2％（本社95.0％、事務所
97.2％）

店舗におけるCO2 削減／ライトダウン
キャンペーンの取り組みの実施
ライトダウン実施率80%以上

配送の効率化と環境配慮型車輌の推奨
を継続

商品製造工程における環境配慮型原材
料導入の推進

化学物質が低減され、環境負荷が少な
い水性インクをPB商品の包装材に継
続使用

レジ袋の１店舗当たり使用重量の削減
削減目標　2000年度対比△37.4%

コピー用紙の適正使用　目標前年比
97.8％（本社95.0％、事務所99.7％）

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のため、
食品製造ベンダーの製造状況を確認

改装・閉店時の廃棄物の適正処理とリサ
イクル推進のため、解体業者の作業状況
を確認

廃棄物の分別・適正処理とリサイクル
の推進

店舗の食品廃棄物リサイクルの推進
目標実施率26%

環境配慮型サービスの提供

地域貢献活動の参加

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

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

割りばしの適正使用

2010年度の達成状況
結果並びに進捗状況

2008・2009年度に引き続き、2010年度の店
舗電気エネルギー消費原単位も目標を超える△
25.1%（0.12062kWh/㎡・h）を達成
2008年度～ 2010年度の平均値は1990年度
対比△24.9％（0.12086kWh/㎡・h）を達成

2010年度は2007年度に対し0.32％の削減実
績
LEDをはじめ省エネに貢献できる機器の実験を
定期的に実施しており、拡大導入に向けて検討

実績前年比 99.4%
（本社99.4%、事務所99.4%）

6月21日 実施店舗5,242店／実施率84.2%
7月7日 実施店舗5,449店／実施率87.4%
平均実施店舗5,345店／実施率85.8%

実績　1店舗当たり7.3台
CNG（天然ガス）車31台　ハイブリッド車20台
※環境配慮型車輌は、1613台中

寿司容器について、植物資源から製造されるバ
イオマス・プラスチックを使った環境配慮型容
器の導入を推進
43アイテム

PB商品である「ほがら菓たいむ」で、環境への負
荷が少ない水性インクを使用

レジ袋を強度を変えず薄くすること、また小型
化することにより、使用重量をさらに削減し、△
42.1%を達成

実績前年比　
99.1%（本社97.0%、事務所100.4%）

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

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

食品廃棄物リサイクル実施率　
19.5%（2011年2月時点）で未達成（2009年度
16.2%）
※発生抑制を含まないリサイクル率
※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、49.5%（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%は達成）フライヤーの廃油については、
100%リサイクルを実施

カルワザクラブのポイントでCO2の排出権をオ
フセットできるサービスを提供し、2010年度実
績41トン（前年比54.9%）

2010年度は5府県と新たに包括協定を締結し、
計25道府県1市と締結済み

144会場3,694名参加　前年比106.7%

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

加盟店広報誌などにより、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がけやポスター、店
内放送、レジ画面を活用し、啓発活動を実施

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

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、本部従業員及び加盟店に対し、
環境への全般教育を実施

割りばしの使用感を保ちつつ、従来より小さいサ
イズに規格変更し、1膳当たり木材消費量を約
16％削減、年間約4,930万膳相当の木材使用量
を削減、また1膳当たりの個包装フィルム使用量
を約28％削減、年間約29トンのフィルム使用量
を削減
割りばしの購入量前年対比△1.2％を達成

パスタの容器について、ナノハイブリッド入りの
容器の導入を推進
43アイテム

関東地区で地産地消のMOTプロジェクトを開始
食品廃棄物をリサイクルした飼料等で豚肉を飼
育、それを使用した商品の販売について、再生利
用事業計画を申請
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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に
つ い て、2008年 度 ～ 2010年 度
で達成している店舗電気エネル
ギー原単位1990年度比△24.9%

（0.12086kWh/ ㎡・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

社有車に環境配慮型車輌を導入

配送の効率化と環境配慮型車輌
の推奨を継続

レジ袋の適正使用

割りばしの適正使用

コピー用紙の適正使用

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

廃棄物の分別・適正処理とリサイ
クルの推進

店舗の食品廃棄物リサイクルの推
進

環境配慮型サービスの提供

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

地域貢献活動の参加

クリーンアップキャンペーンの実施

商品製造工程における環境配慮型
原材料導入の推進

店舗電気エネルギー消費原単位1990年
度対比△23%（2008年度～2012年度
平均目標）
2008年度～2010年度の平均値は1990
年度対比△24.9%（0.12086kWh ／㎡・
h）のため、削減率の維持継続の推進

照度調整の設定、照明のLED化の推進を
中心にCO2の削減を図る（LED導入目標
店舗数 1,000店）

前年比　
96.0%（本社96.0%、事務所96.0%）

2011年度末までに、社有車にハイブリッド
車を23台導入

1店 舗当たり配 送 車 輌7.3台/1日の維
持・継続

お客様へのお声がけ等によるレジ袋の使
用量削減

お客様へのお声がけ等による割りばしの
購入量削減

前年比　
96.0%（本社96.0%、事務所96.0%）

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

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

廃棄物の発生抑制と分別の徹底、及びリ
サイクルを継続

再生利用等実施率49.5%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2010年度実績+2%以上

カルワザクラブのポイントでCO2の排出権
をオフセットできるサービスの推進

包括協定の進捗管理・締結促進

参加者前年比　100%以上

寿司容器について、植物資源から製造され
るバイオマス・プラスチックを使った環境
配慮型容器の導入を推進
寿司のブランド拡大に合わせ、容器の使用
も拡大

パスタの容器について、ナノハイブリッドカ
プセル入りの容器の導入を推進

物流にかかるエネルギーを削減できる地
元食材、食品廃棄物をリサイクルした堆肥、
飼料を使用して生産された農産物、豚肉の
導入の推進

（１）－１
公害防止
コスト

（２）上流・下流コスト

（４）研究開発コスト

（３）管理活動コスト

（５）社会活動コスト

（１）－２
地球環境保全
コスト

（１）－３
資源循環コスト

浄化槽点検・整備 容器包装リサイクル法関連費用

環境報告書関連

募金活動

小計

環境配慮型店舗低公害車の導入

店頭分別ごみ箱の設置

室外機防音工事

省エネ店舗照明システム導入

廃棄物関連費用

駐車場遮音・遮光工事

冷機省エネシステム

（１）－１から（１）－３までの合計

合計

0

0

0

0

9,457

42,071

156,932

42,129

241,132

94,894

15,216

110,135

169,649

0

33,600

512,702

1,878,086

2,424,388

そのほかの環境対策工事

（
１
）事
業
エ
リ
ア
内
コ
ス
ト

環境マネジメントシステム関連

クリーンアップキャンペーン
（清掃活動）

0 241

NPO団体への寄付 0 15,000

分類 分類取り組み内容 取り組み内容
コスト コスト

投資 投資費用 費用

食品廃棄物
7.8kg（14.4%）

ダンボール
11.6kg（21.4%）

ペットボトル
2.8kg（5.2%）

カン
5.2kg（9.6%）

ビン
1.8kg（3.3%）

可燃物
23.2kg（42.8%）

不燃物
1.8kg（3.3%）

評価の見方：◎達成　○継続実施　△未達成

250,589 2,719,388

廃
棄
物
の
適
正
処
理
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の
取
り
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み
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第 三 者 意 見

　2011年3月11日に起きた東日本大震災は、日本の社会
と経済に対して大きな打撃を与えました。本報告書内でも
報告されていますが、サークルKサンクスは平常時からの行
政との包括協定などに基づき、緊急物資の搬送と物流の確
保などについて迅速な対応を行いました。その取り組みに
心から敬意を表します。震災当日の帰宅困難者への支援な
ども含めて、緊急時におけるコンビニエンスストアの社会的
役割には大きなものがあることが、社会にも再認識されたと
感じています。
　また、2011年度から経営ビジョンに「高齢者（中高年層）
にやさしいコンビニエンスストア」という項目が含まれ、医療
品、介護用品などの提供、店舗のバリアフリー化などが進め
られています。社会的な課題を把握して、機敏に取り組ん
でいる点が高く評価できます。
　微生物検査をはじめとする各種検査の実施やトレーサビ
リティの確保など、食材の安心・安全の確保については、従
来から確実な取り組みが行われています。東日本大震災よ

り半年が経った2011年9月現在、福島第一原発の事故に
伴って、消費者においては、放射性物質への懸念がますます
高まっています。この観点からも食材の安心・安全の確保
にさらに努めていただきたいと考えます。
　サークルKサンクスの社会環境報告書に対する第三者意
見は、本年度で3年続けて書かせていただいておりますが、
本年度は詳細版とダイジェスト版の2種類で発行されまし
た。ダイジェスト版では、読者に伝えたい点を絞り、マンガや
イラストを用いてわかりやすく伝える工夫が行われました。
今後とも読み手を意識したわかりやすい報告書をめざして
いただければと思います。
　この詳細版では、環境目標の評価において達成できな
かった項目を明確に示しており、本報告書の信頼性を高め
ています。これまで2年連続で達成されなかった「店舗の
CO2削減／ライトダウンキャンペーンの取り組み」の項目
が2010年度は達成できました。残念ながら今回も未達成
となった「店舗の食品廃棄物リサイクルの推進」の項目を含
め、残る未達成項目についての努力を確実に行うことが求め
られます。
　今後とも、サークルKサンクスが、コンビニエンスストアの
社会的責任を認識し、地域コミュニティに根ざした社会イン
フラの役割を着実に果たしていくことを期待します。

千葉大学大学院
人文社会科学研究科教授

倉阪秀史氏

専門は、環境政策論、環境経済論。環境庁において環
境基本法や環境影響評価法の制定、企業の環境対策
促進などを手がけた後、1998年に大学に移り、2011
年から現職。大学の環境管理責任者も務める。著書に

『環境政策論』（信山社）など。

編 集 後 記

アンケートご協力のお願い
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

　この度は、『サークルKサンクス 社会環境報告書 2011』をご覧いただ
き、誠にありがとうございます。
　2011年は東日本大震災という未曾有の災害が起こり、当社の店舗や
物流網も大きな被害を受けました。被災地の方々の心情を考えると、本
報告書に震災について掲載するべきかとても迷いましたが、当社の状況や
対応を知っていただこうという結論に達し、今回特設ページにてご報告し
ております。
　本報告書は、2011年より発行方法を大きく変更しており、2010年ま
でと同様の詳細版と、その中で特に重要な内容をわかりやすくまとめたダ
イジェスト版の2種類を、当社ホームページに掲示しました（ダイジェスト
版は冊子としても発行）。以前より、環境用語やデータなどが難しく、わか

りづらいというご意見をいただくことがあったため、新しい試みとして、初
めての方もお読みいただきやすいダイジェスト版を発行しています。ぜ
ひ、併せてご一読いただければと思います。
　なお、本報告書につきまして、2009年、2010年に続き千葉大学の倉
阪教授に第三者ご意見をいただきました。倉阪教授からは、継続的な取
り組みのほか、高齢者対応など新たな取り組みにも評価のお言葉をいた
だきました。一方で、「食品廃棄物リサイクルの推進」など、未達成の項目
については、課題としてご指摘いただいています。2012年は、達成に向け
て取り組みを強化してまいります。
　最後に、本報告書の発行に当たっては、社内外の多くの方にご協力をい
ただきました。この場をお借りして御礼を申し上げます。


