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「私だけのスターバックス」という愛着。
愛着が深まるほど、期待も膨らみます。

お客様が望むこと — それは、居心地のいい場所とおいしいコーヒーです。パートナーと呼ばれる 

当社従業員が望むこと — それは、胸を張って、自分の仕事を友人や家族に話すことです。 

生産農家のみなさんが望むこと — それは、生計を当社に長期的に依存できるか確かめることです。

それらの望みを思うとき、世界中で多くの人々が当社とのつながりを感じてくださっていることに

感謝せずにはいられません。皆様の スターバックスであることは光栄であり、義務でもあります。

当社にとって、CSR（企業の社会的責任）は単なるプログラムや寄付、あるいはマスコミ向けの 

発表ではありません。日々の業務を進めるやり方なのです。

このレポートは、責任を持って業務を行うための当社の取り組み、決意、意気込みを、率直に、真摯 

にお伝えする方法の 1 つです。今後とも皆様の スターバックスであることができますよう、努めて 

参ります。スターバックスのミッション宣言および
企業理念

当社の原則を一貫して守りつつ事業を拡大し、世界 

の最高級コーヒーの加工から小売まで一貫して 

扱う一流コーヒー専門会社としてのスターバックス

を築いていく。

当社の意思決定が適切であることは、以下の企業

理念 6 か条に照らして判断する。

• お互いに尊敬と威厳をもって接し、働きやすい 

環境をつくる。

• 事業運営上での不可欠な要素として多様性を 

受け入れる。

• コーヒーの調達や焙煎、新鮮なコーヒーの 

販売において、常に最高級のレベルを目指す。

• 顧客が心から満足するサービスを常に提供する。

• 地域社会や環境保護に積極的に貢献する。

• 将来の繁栄には利益性が不可欠であることを 

認識する。
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ステークホルダーの皆様へ

1971 年に 1 軒のコーヒー ショップだったスターバックスが、どうやって今日の最もよく知られ、認められているグローバル ブランド

になったのかとよく尋ねられます。味わい深いコーヒー、優れたサービス、心躍るパーソナルなカスタマー エクスペリエンスを提供

することすべてが、当社の成功に寄与してきました。それらに勝るとも劣らない成功の要因として、社会的、環境的に責任を持って

ビジネスを行うという当社の取り組み、つまり当社のミッション宣言および企業理念に由来する取り組みが挙げられます。

当社のストア パートナー（従業員）は、日々お客様とのつながりを持ち、関係を築いています。当社が働きやすい職場であり、 

しかも、自らに対する福利に留まらず、私たちが住む世界にも配慮する会社であるとパートナーが感じることは大いに重要である

と考えます。よいコミュニケーションはこのすべての鍵になり、パートナーが、自分たちが働く会社、スターバックスで果たす重要

な役割、おもてなしをするお客様について認識する手助けになります。世界中に 145,000 名以上のパートナーがいることを思え

ば、当社が良き企業であるための取り組みを、要点を絞りながらも一人一人に語りかけるように、効果的に、熱意を持って伝えるこ

とができることは、当社にとってきわめて重要であり、最優先事項です。

より良い世界を作ろうという当社の取り組みと熱意、そしてそれを実践する方法を重点的にお伝えしてい

くことで、外部ステークホルダーの皆様との結びつきが一層強まるものと考えています。たとえば、当社が

生産農家やサプライヤーとどのように協力して、高品質なコーヒー生産に対する持続可能なアプローチを生

み出しているかについて、お客様、株主様、地域社会の皆様のご理解を得たいと思っています。また、地域 

社会に積極的に貢献し、環境への影響を最小限に抑え、お客様の健康上のニーズに応えるための取り組

み、および業界内で、また国連グローバル コンパクトなどへの参加を通じて、国際社会において当社が果

たしているリーダーとしての役割についてもお伝えしたいと思います。

今年度の CSR アニュアルレポートの作成に当たっては、重点事項が浮き彫りに 

なるよう心がけました。2006 年度レポートの要約版では、すべての課題を取り上げ

るのではなく、ステークホルダーの皆様および当社にとって最も重要なトピックを

決定する重要性評価を実施しました。この重要性評価については、次ページに説

明されています。つまりこの要約版では、当社からお伝えしたい数多くのことのな

かからステークホルダーの皆様および当社にとって最も重要な項目だけを取り上げることにしたのです。 

このレポート、またはオンライン上の 2006 年度完全版レポートが、当社の CSR に関する取り組みをご理解 

いただくための一助となれば幸いです。当社では、皆様のご意見をお待ちしています。そのためのオンライン

サーベイを用意しています。このレポートの最終ページをご覧ください。

当社を代表して、当社独自のビジネスの進め方についてご紹介する機会を頂いたことにお礼申し上げます。

ハワード・シュルツ 

会長

ジム・ドナルド 

社長兼最高経営責任者（CEO）

ジム・ドナルド

ハワード・シュルツ
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重要性評価
このレポートは、当社の 6 年度目の CSR レポートです。今年度は、印刷

された要約版とオンラインでご覧になれる完全版の 2 種類のレポート

をご用意しました。 

2006 年度のレポート作成プロセスは、内容に関してグローバル レポー 

ティング イニシアチブ（GRI）の重要性原則に従うために、重要性評価

を実施することから開始しました。特に、CSR レポートで取り上げるト

ピックおよび指標は、当社の経済、環境および社会に対する重大な影

響を反映する、すなわちステークホルダーの皆様の評価および意思決

定に実質的に影響を及ぼすものである必要があります。このため、重要

性評価の一環として、社内外のさまざまなソースを調べました。

対象としたソースは、以下のとおりです。 

• 会社の目標、戦略、方針、プログラムおよびリスク要因 

• パートナー（従業員）の調査、およびさまざまなフィードバック方法

で収集されたその他の意見

• お客様への対応からのフィードバック

• 株主決議と個別の事例からのフィードバック

• ステークホルダーの皆様との対話から収集された意見

• コーヒー サプライヤーからの非公式の意見 

• 課題に関するマスコミ報道とブログでの議論

• 当社 2005 年度  CSR レポートに関する 

ステークホルダーの皆様からのフィードバック

• グローバル レポーティング イニシアチブ（GRI）推奨の 

トピックとデータ

これらのソースを検討した後、課題のリストをまとめ、以下の基準に 

従ってそれぞれの優先順位を設定しました。

• 当社にとっての課題の重要性および潜在的影響

• 外部ステークホルダー様にとっての課題の重要性および潜在的 

影響

• 特定の課題に対する当社の適切な管理の度合い

当社の評価に基づいて、当社が適切に管理できる、当社およびステーク 

ホルダーの皆様にとって最も重要な課題を特定しました。これらの重要 

課題は、以下の右上のボックス内で強調されている 5 つの分野に分類 

されます。この要約版レポートでは、これらの課題のみを対象とし 

ます。オンライン上の 2006 年度完全版レポートでは、以下のマトリッ

クスに示されている多くのトピックを取り上げています。

当社にとっての重要性または潜在的影響

外
部
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
様
に
と
っ
て
の
重
要
性

非
常
に
重
要

重
要

オンライン版の内容 印刷版の内容

コーヒー購買プラクティス
•	 Fair Trade Certified™（フェアトレード認証）コーヒー

コーヒー購買プラクティス
•	 コーヒー生産農家およびサプライヤーへの支払価格
•	 労働者の人権尊重
•	 長期にわたる高品質コーヒーの入手可能性

成長と拡大
•	 地域社会への影響

環境への影響
•	 気候の変動
•	 エネルギー消費
•	 紙コップ

健康
•	 製品
•	 栄養情報

職場のプラクティス
•	 文化と福利厚生
•	 満足度と帰属意識

コーヒー購買プラクティス
• 有機栽培と環境保護

環境に関するプラクティス
• 水の使用
•	 廃棄物とリサイクル
•	 環境に配慮した包装
•	 輸送	/	物流に関する影響

お客様の関心
• rBGH（牛の遺伝子組換え成長	
ホルモン）を使用した乳製品

• 青少年を対象としたマーケティング
• カフェイン

ガバナンス
• 役員報酬
• 取締役会の多数決
• 透明性

ステークホルダー様の帰属意識

地域社会への帰属意識
• 寄付
•	 パートナーシップ
•	 パートナー（従業員）の	
ボランティア活動

多様性
• 職場
•	 サプライヤー
•	 地域社会

持続可能な調達
• サプライヤーの行動規範
•	 人権	/	労働条件
•	 茶
•	 紙製品
• Ethos™	ウォーター

責任あるマーケティング
• Starbucks™	リキュール

コーヒー購買プラクティス
•	 検証と透明性
•	 資金調達
•	 社会投資

環境への影響
•	 店舗の設計と運営

職場のプラクティス
•	 トレーニングと育成
•	 団結権
•	 健康管理
•	 健康と安全性

企業の社会的責任
•	 ビジョンと優先順位設定
•	 倫理とガバナンス

カカオ調達プラクティス

パブリック ポリシー

グローバル フィランソロピー プログラム

非常に重要重要



� �

このレポートについて

報告範囲

当社の	2006	年度	CSR	レポートの完全版は、オンライン	

でご覧いただけます。完全版は、この要約版の内容に	

加えて、米国およびカナダの直営店舗とグローバル	サプ

ライ	チェーンの運営、つまり当社の経済、環境および社

会に対する影響の大半を示す分野も対象にしています。

当社の信頼できる社会、環境、経済面の業績データの収

集および報告システムは、当社の事業のすべてを網羅し

ていません。入手可能な場合、インターナショナル	マー

ケットおよびライセンス店の個別の情報が含まれてい	

ます。コーヒーの購買については、スターバックス	コー

ヒー	カンパニーとシアトル	コーヒー	カンパニーの両方

の情報が含まれています。	

報告年度

特に記載がない限り、2006 年度	

（2005	年 	10	月 	3	日～ 	2006	年 	10	月 	1	日）	

通貨

特に記載がない限り、米ドル

スターバックス 2006 年度 CSR レポートおよび
以前のレポート

www.starbucks.com/csrannualreport

情報の完全性

当社の経営陣は、このレポートの情報の作成および完

全性に対する責任を負います。対象項目についての社内

専門家が参加する総合的な検証プロセスなどの内部統

制のシステムを通じて、このレポートは、2006	年	10	月		

1	日で終わる事業年度の当社の	CSR	活動および業績を

公正に表したものであることを確信しています。なお、

外部検証は、Moss Adams 会計事務所が実施します。

24	ページをご覧ください。

グローバル レポーティング イニシアチブ

当社の報告において、このレポートに含める内容および	

業績の評価指標の決定は、グローバル	レポーティング	

イニシアチブ（GRI）の	2002 	年版持続可能性報告	

ガイドラインに準拠しています。オンライン上の完全版

レポートには、本年度当社が対象とするすべての該当	

する	GRI	指標の一覧が記載されています。GRI	に関する	

詳細は、www.globalreporting.org	をご参照ください。
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スターバックス CSR

2006 年度主要業績評価指標の概要とハイライト

指標 2005 年度 2006 年度 2007 年度目標 2005 年度に設定した目標 2006 年度の実績 自己 
評価 詳細

コーヒー
(C.A.F.E.) プラクティス C.A.F.E. プラクティス認定サプライヤーからの 

生（焙煎されていない）コーヒーの購入量（ポンド）
7700 万ポンド 
 （目標： 7500 万ポンド）

1 億 5,500 万ポンド 
 （目標： 1 億 5,000 万 
ポンド） 

2 億 2,500 万ポンド • アジア太平洋地域にファーマー サポート センターを開設し、 
現地サプライヤーに対して C.A.F.E. プラクティスの導入を 
開始することを検討する。

• アジア太平洋地域にファーマー サポート センターを開設する機会の検討を開始しました。 
インドネシアとパプア ニューギニアで、アジア太平洋地域諸国の小規模、大規模サプライヤーを 
対象にサプライヤー向け講習会を開催しました。

11 ページ

生（焙煎されていない）コーヒーの総購入量に対する割合 25% 53% • アフリカ野生動物基金（AWF）と協力して、ケニアの協同組合に 
対してコーヒーの品質についての教育を提供し、コーヒーに関する 
持続可能なプラクティスの採用を勧める。

• 引き続き AWF と協力して、品質に関する教育および知識や技術を提供し、コーヒーに関する 
持続可能なプラクティスの採用を勧めました。また、当社がコーヒーを購入する東アフリカの大半の
国のコーヒー生産農家、協同組合、輸出者を対象に、ケニアでトレーニングを実施しました。

11 ページ

Fair Trade 
Certified™ 
 （フェアトレード認証） 
コーヒー

Fair Trade Certified™ 協同組合からの 
生（焙煎されていない）コーヒーの購入量（ポンド）

1100 万ポンド 
 （目標： 1000 万ポンド）

1800 万ポンド 
 （目標： 1200 万ポンド）

売上予測に基づいた Fair Trade Certified™ 
生（焙煎されていない）コーヒー購入

• Fair Trade Certified™ コーヒー ブレンドの販売促進を行い、
当該商品に対するお客様の需要および売上を増加させる。

• 2005 年 10 月のフェア トレード月間を支援しました。米国とカナダの店舗で、当社の最新  
Fair Trade Certified™ ブレンドである Café Estima Blend™（カフェ エスティマ ブレンド）
を「今週のコーヒー」として販売しました。Fair Trade Certified™ の袋詰めコーヒーの販売が 
世界的に増加しました。また、米国とカナダのコストコで、カークランド シグネチャー  
Fair Trade Certified™ コーヒーの販売を開始しました。

2 
Web

生（焙煎されていない）コーヒーの総購入量に対する割合 4% 6% • 地域のフェア トレード団体との協力を継続して、世界的に新たな
Fair Trade Certified™ コーヒー商品を投入する。

• フェアトレード表示機関および全米フェアトレード イニシアチブ 20 のうち 10 との取り組みを 
世界的に継続し、24 の市場で Fair Trade Certified™ 商品の販売を拡大しました。

2 
Web

社会貢献
寄付 現金および現物の寄付総額 3,030 万ドル 3,610 万ドル 今後の寄付については、現在目標は 

設定されていません。
• 地域社会への投資に焦点を当てて、世界的な水問題と教育に 

対応する。
• インドネシアとエチオピアで水道事業を開始しました。両事業には、スターバックス基金の 

エトス ウォーター ファンドを通じてサポートしています。また、500 万ドルを投資する 
5 か年計画のスターバックス中国教育プロジェクトの 1 年目を終了しました。 

2 
Web

税引前利益に対する割合 3.8% 4.0%

ボランティア活動 
 （メイク ユア マーク）

米国およびカナダのパートナーとお客様による 
ボランティア活動の時間数

299,000 383,000  
（目標： 375,000）

421,000 • パートナーのボランティア活動を増やす。 • メイク ユア マーク プログラムを通じてパートナーのボランティア活動活用を促進しました。 2 
Web

環境*

電気 1 か月当たりの店舗 1 平方フィート当たりキロワット時 6.40 6.57 目標は設定されていません。 • 再生可能エネルギー証書を購入して、米国およびカナダの直営店舗
で使用するエネルギーの 20% を補う。

• 再生可能エネルギーの購入を 4 倍に増やしました。これは、米国とカナダの直営店舗で使用する 
エネルギーの 20% に相当します。

17 ページ

水 1 か月当たりの店舗 1 平方フィート当たりガロン数 24 26 目標は設定されていません。 • 特定の環境プラクティスを店舗運営基準に織り込み、省エネ、節水、
リサイクル、ごみ減量に対する店舗レベルでの説明責任を 
向上させる。

• 店舗運営の環境面の管理の重要性、およびストア マネージャーの行動が利益に及ぼすプラスまたは
マイナスの影響を強調するために、ストア マネージャーのパフォーマンス ツールを更新しました。

2 
Web

紙製品 リサイクル繊維の割合（ホット ドリンク用カップを除く） 49.5% 
 （目標： 48%）

66.4% 
 （目標： 50%）

66.9% • 米国の直営店舗およびライセンス店で、リサイクル繊維が 10%  
含まれた新しいホット ドリンク用カップを導入する。

• 米国とカナダの店舗で、ホットドリンクのカップをすべてリサイクル繊維が 10% 含まれたものに 
変更しました。

19 ページ

無漂白繊維の割合（ホット ドリンク用カップを除く） 85.9% 
 （目標： 90%）

86.3% 
 （目標： 86.5%）

87.1%

職場
パートナーの満足度 満足している、非常に満足しているパートナーの割合 87% 86% 今後とも、当社が働きやすい職場となるように職場の

プラクティスを強化するために努力して参ります。
• 約 1 年半から 2 年に 1 度パートナーの意見調査を実施する。 

前回の調査は 2004 年 10 月に実施。
• 2006 年 3月に実施したパートナーの意見調査では、その対象を拡大して、世界各国の直営店舗の

パートナーも含めました。回答率は最高の 84% でした。
22 ページ

パートナーの帰属意識 帰属意識の高いパートナーの割合 73% 69%

健康と安全性 勤務 20 万時間あたりの負傷率 – 小売 7.051 5.46  
 （目標： 6.5）

5 • 北米の直営店舗への滑り止めマットの導入を完了する。 • 北米の 3,400 以上の既存および新規店舗でマットの取替えを終了しました。 2 
Web

多様性
女性 米国の役員（バイス プレジデント以上） 34% 33% 当社は多様性の受容を重んじていますが、現在人種

および性別を明示した目標は設定されていません。
• CEO および上級役員に多様性の受容スコアカードを紹介する。 • 多様性の受容スコアカードを完成し、当社 CEO とその直属の部下に提供しました。スコアカードに

は、従業員の多様性、多様性の受容に関する個々人のリーダーシップ パフォーマンス、サプライヤー
の多様性とお客様の購買層に関するデータが含まれています。 

2 
Web米国の従業員 65% 66%

人種 米国の役員（バイス プレジデント以上） 14% 15%

米国の従業員 30% 30%

サプライヤー 米国の認定マイノリティおよび女性所有事業に費やした金額 1 億 6,600 万ドル 
 （目標： 1 億 4,000 万 
ドル）

2 億 1,300 万ドル 
 （目標： 2 億 600 万 
ドル）

2 億 5,000 万ドル • 当社のバイヤーや調達ディレクターがさまざまなサプライヤーと 
ビジネスを行う機会を増やす。

• 全米マイノリティ サプライヤー開発評議会や女性経営者企業評議会
などの組織への参加度合いを高める。

• 全米マイノリティ請負業者協会に参加、全米マイノリティ ビジネス評議会の年次オポチュニティ 
フェアなどのイベントに参加、女性経営者企業評議会の年次大会に出席、サプライ マネージメント
協会 C.P.M. 資格のサプライヤーの多様性に関するトレーニングに参加、全米マイノリティ  
サプライヤー開発評議会の地元北西支部の委員長を務めました。

2 
Web

* 2003 年度以降、温室効果ガスの排出量を測定していないため、この指標は表から削除されました。当社の地球温暖化の緩和戦略については、16 ページをご参照ください。
1 2005 年度の情報は、事業年度終了後に提出された新たな報告を反映させるために、さかのぼって調整されています。
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社会的責任および企業理念に対する当社のコミットメントを維持するための取り組みを測定するために、当社業務の評価指標として以下の主要業績評価指標を選択しました。毎年、これらの評価指標および新しく
追加された指標に対する実績を報告します。業績評価指標に対する前向きな目標を入れるように努力して参ります。しかし、場合によっては情報が入手できないことや、その他の理由により情報を提供できない 
ことがあります。

指標 2005 年度 2006 年度 2007 年度目標 2005 年度に設定した目標 2006 年度の実績 自己 
評価 詳細

コーヒー
(C.A.F.E.) プラクティス C.A.F.E. プラクティス認定サプライヤーからの 

生（焙煎されていない）コーヒーの購入量（ポンド）
7700 万ポンド 
 （目標： 7500 万ポンド）

1 億 5,500 万ポンド 
 （目標： 1 億 5,000 万 
ポンド） 

2 億 2,500 万ポンド • アジア太平洋地域にファーマー サポート センターを開設し、 
現地サプライヤーに対して C.A.F.E. プラクティスの導入を 
開始することを検討する。

• アジア太平洋地域にファーマー サポート センターを開設する機会の検討を開始しました。 
インドネシアとパプア ニューギニアで、アジア太平洋地域諸国の小規模、大規模サプライヤーを 
対象にサプライヤー向け講習会を開催しました。

11 ページ

生（焙煎されていない）コーヒーの総購入量に対する割合 25% 53% • アフリカ野生動物基金（AWF）と協力して、ケニアの協同組合に 
対してコーヒーの品質についての教育を提供し、コーヒーに関する 
持続可能なプラクティスの採用を勧める。

• 引き続き AWF と協力して、品質に関する教育および知識や技術を提供し、コーヒーに関する 
持続可能なプラクティスの採用を勧めました。また、当社がコーヒーを購入する東アフリカの大半の
国のコーヒー生産農家、協同組合、輸出者を対象に、ケニアでトレーニングを実施しました。

11 ページ

Fair Trade 
Certified™ 
 （フェアトレード認証） 
コーヒー

Fair Trade Certified™ 協同組合からの 
生（焙煎されていない）コーヒーの購入量（ポンド）

1100 万ポンド 
 （目標： 1000 万ポンド）

1800 万ポンド 
 （目標： 1200 万ポンド）

売上予測に基づいた Fair Trade Certified™ 
生（焙煎されていない）コーヒー購入

• Fair Trade Certified™ コーヒー ブレンドの販売促進を行い、
当該商品に対するお客様の需要および売上を増加させる。

• 2005 年 10 月のフェア トレード月間を支援しました。米国とカナダの店舗で、当社の最新  
Fair Trade Certified™ ブレンドである Café Estima Blend™（カフェ エスティマ ブレンド）
を「今週のコーヒー」として販売しました。Fair Trade Certified™ の袋詰めコーヒーの販売が 
世界的に増加しました。また、米国とカナダのコストコで、カークランド シグネチャー  
Fair Trade Certified™ コーヒーの販売を開始しました。

2 
Web

生（焙煎されていない）コーヒーの総購入量に対する割合 4% 6% • 地域のフェア トレード団体との協力を継続して、世界的に新たな
Fair Trade Certified™ コーヒー商品を投入する。

• フェアトレード表示機関および全米フェアトレード イニシアチブ 20 のうち 10 との取り組みを 
世界的に継続し、24 の市場で Fair Trade Certified™ 商品の販売を拡大しました。

2 
Web

社会貢献
寄付 現金および現物の寄付総額 3,030 万ドル 3,610 万ドル 今後の寄付については、現在目標は 

設定されていません。
• 地域社会への投資に焦点を当てて、世界的な水問題と教育に 

対応する。
• インドネシアとエチオピアで水道事業を開始しました。両事業には、スターバックス基金の 

エトス ウォーター ファンドを通じてサポートしています。また、500 万ドルを投資する 
5 か年計画のスターバックス中国教育プロジェクトの 1 年目を終了しました。 

2 
Web

税引前利益に対する割合 3.8% 4.0%

ボランティア活動 
 （メイク ユア マーク）

米国およびカナダのパートナーとお客様による 
ボランティア活動の時間数

299,000 383,000  
（目標： 375,000）

421,000 • パートナーのボランティア活動を増やす。 • メイク ユア マーク プログラムを通じてパートナーのボランティア活動活用を促進しました。 2 
Web

環境*

電気 1 か月当たりの店舗 1 平方フィート当たりキロワット時 6.40 6.57 目標は設定されていません。 • 再生可能エネルギー証書を購入して、米国およびカナダの直営店舗
で使用するエネルギーの 20% を補う。

• 再生可能エネルギーの購入を 4 倍に増やしました。これは、米国とカナダの直営店舗で使用する 
エネルギーの 20% に相当します。

17 ページ

水 1 か月当たりの店舗 1 平方フィート当たりガロン数 24 26 目標は設定されていません。 • 特定の環境プラクティスを店舗運営基準に織り込み、省エネ、節水、
リサイクル、ごみ減量に対する店舗レベルでの説明責任を 
向上させる。

• 店舗運営の環境面の管理の重要性、およびストア マネージャーの行動が利益に及ぼすプラスまたは
マイナスの影響を強調するために、ストア マネージャーのパフォーマンス ツールを更新しました。

2 
Web

紙製品 リサイクル繊維の割合（ホット ドリンク用カップを除く） 49.5% 
 （目標： 48%）

66.4% 
 （目標： 50%）

66.9% • 米国の直営店舗およびライセンス店で、リサイクル繊維が 10%  
含まれた新しいホット ドリンク用カップを導入する。

• 米国とカナダの店舗で、ホットドリンクのカップをすべてリサイクル繊維が 10% 含まれたものに 
変更しました。

19 ページ

無漂白繊維の割合（ホット ドリンク用カップを除く） 85.9% 
 （目標： 90%）

86.3% 
 （目標： 86.5%）

87.1%

職場
パートナーの満足度 満足している、非常に満足しているパートナーの割合 87% 86% 今後とも、当社が働きやすい職場となるように職場の

プラクティスを強化するために努力して参ります。
• 約 1 年半から 2 年に 1 度パートナーの意見調査を実施する。 

前回の調査は 2004 年 10 月に実施。
• 2006 年 3月に実施したパートナーの意見調査では、その対象を拡大して、世界各国の直営店舗の

パートナーも含めました。回答率は最高の 84% でした。
22 ページ

パートナーの帰属意識 帰属意識の高いパートナーの割合 73% 69%

健康と安全性 勤務 20 万時間あたりの負傷率 – 小売 7.051 5.46  
 （目標： 6.5）

5 • 北米の直営店舗への滑り止めマットの導入を完了する。 • 北米の 3,400 以上の既存および新規店舗でマットの取替えを終了しました。 2 
Web

多様性
女性 米国の役員（バイス プレジデント以上） 34% 33% 当社は多様性の受容を重んじていますが、現在人種

および性別を明示した目標は設定されていません。
• CEO および上級役員に多様性の受容スコアカードを紹介する。 • 多様性の受容スコアカードを完成し、当社 CEO とその直属の部下に提供しました。スコアカードに

は、従業員の多様性、多様性の受容に関する個々人のリーダーシップ パフォーマンス、サプライヤー
の多様性とお客様の購買層に関するデータが含まれています。 

2 
Web米国の従業員 65% 66%

人種 米国の役員（バイス プレジデント以上） 14% 15%

米国の従業員 30% 30%

サプライヤー 米国の認定マイノリティおよび女性所有事業に費やした金額 1 億 6,600 万ドル 
 （目標： 1 億 4,000 万 
ドル）

2 億 1,300 万ドル 
 （目標： 2 億 600 万 
ドル）

2 億 5,000 万ドル • 当社のバイヤーや調達ディレクターがさまざまなサプライヤーと 
ビジネスを行う機会を増やす。

• 全米マイノリティ サプライヤー開発評議会や女性経営者企業評議会
などの組織への参加度合いを高める。

• 全米マイノリティ請負業者協会に参加、全米マイノリティ ビジネス評議会の年次オポチュニティ 
フェアなどのイベントに参加、女性経営者企業評議会の年次大会に出席、サプライ マネージメント
協会 C.P.M. 資格のサプライヤーの多様性に関するトレーニングに参加、全米マイノリティ  
サプライヤー開発評議会の地元北西支部の委員長を務めました。

2 
Web

* 2003 年度以降、温室効果ガスの排出量を測定していないため、この指標は表から削除されました。当社の地球温暖化の緩和戦略については、16 ページをご参照ください。
1 2005 年度の情報は、事業年度終了後に提出された新たな報告を反映させるために、さかのぼって調整されています。

区分： 達成 進行中 未達成
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持続可能なコーヒーの品質

お客様がスターバックスに立ち寄るときは、当社のコーヒーに対する情熱 

と知識を共有していただく機会と考えます。お客様が当社のお客様と 

なり、当店がお客様のスターバックスとなるように、最高品質のお飲み物

と貴重なエクスペリエンスをお届けします。いつでもすべてのお客様に 

究極のスターバックス エクスペリエンスをお届けするよう努めます。

スターバックス エクスペリエンスの中心は、卓越したコーヒーです。お客

様はスターバックスの品質を期待し、この品質に対して進んで高額の代

価を支払います。今後も、「スターバックスはコーヒーの品質に決して妥協

しない」というお客様の信頼を得るものと考えております。 

コーヒーの栽培、加工、スターバックスへの供給に従事する生産農家、
製豆業者、輸出入業者も同様に、当社が尊重する品質に対して妥協 
することなく取り組んでいます。これが原動力となり、スターバックスは
高品質という約束をお客様に果たすことができるのです。

ここでは、高品質のコーヒーの持続可能な生産と供給を保証するため
に、スターバックスが講じる手段について説明します。コーヒーの品質
を陰で支える力とは、コーヒー生産農家やサプライヤーと当社との関係
です。生産農家やサプライヤーは当社の事業に欠かせない存在です。
また、生産農家とサプライヤーにとってもスターバックスは重要である
と考えます。

ここで取り上げるトピックは以下のとおりです。

•  コーヒー産業の概要

•  持続可能な手法の構築

•  C.A.F.E. プラクティス − コーヒーの購買に関するガイドラインの 
概要、結果と業績、結論と次の段階

•  最高品質に関連するプレミアム価格

•  労働者の人権の尊重

コーヒー産業 – 概要

コーヒーは、11 世紀に東アフリカでホット ドリンクとして最初に飲まれたと考えら

れています。今日、コーヒーは最も人気のある飲み物の 1 つであり、世界で 800 億

ドルを超える売り上げがあります。* さらに、コーヒー産業は 60 を超えるコーヒー

生産国で約 2,500 万のコーヒー生産農家*の生計を支えています。 

コーヒー市場は、一般に需給バランスと連動して浮き沈みを繰り返す傾向にありま

す。コーヒー価格は、2001 年に 1 ポンドあたり 0.42 ドル（1 キログラムあたり 

0.91 ドル）の最安値まで下落し、数年間最低価格周辺で低迷していました。こうし

た異常市況から経済不安の雰囲気が生まれ、多くの生産農家や地域社会に影響を

与えました。ニューヨーク「C」市場で取り引きされる最新のコーヒー価格（世界の

コーヒー トレーダーが使用する参考価格）でも明らかなように、現在の市況は大幅

に改善しています。2006 年度における世界のコーヒー価格は 1 ポンドあたり平均 

1.04 ドルでした（1 キログラムあたり 2.29 ドル）。

採算の合うコーヒー豆には、ロブスタとアラビカの 2 種類があります。高品質の 

アラビカ コーヒーは、主に北回帰線と南回帰線にまたがる熱帯地方の高地で、 

極めて小規模の家族経営的な区画から大規模開墾地までに及ぶ農場で栽培されて

います。特選級とみなされる種類のコーヒー栽培に必要な気候条件として、高地が

最適です。 

高品質かつ高価なアラビカ豆は、特選コーヒーとして販売され、スターバックス

が購入するコーヒーを含め、世界のコーヒー総購買量の約 10%**を占めます。 

スターバックスは、最高品質に見合うプレミアム価格で高品質のアラビカ コーヒー

豆を購入しています。こうしたコーヒーは、スターバックス、シアトルズベストコーヒ

ー、Torrefazione Italia などのブランドで販売されます。

	 *	国際コーヒー機関
	 **	米国 SCAA（Specialty	Coffee	Association	of	America）

スターバックス社会的責任（CSR）レポートの完全版については、

www.starbucks.com/csr からオンラインで入手できます。

Web には、以下のトピックの詳細が掲載されています。

• C.A.F.E. プラクティス評価システムと経済透明性のための 

必要条件

• Fair Trade Certified™ 保護とオーガニック コーヒー認定に 

対する取り組み

• 生産農家の信用取り引きが可能なように、スターバックスは 

2001 年度から 950 万ドルの貸付資本を用意しています。 

ここには、エチオピアの Sidama 農協向け貸付資金の 

40 万ドルが含まれています。

• 2006 年度、スターバックスはコーヒー栽培を行う地域社会に 

170 万ドルを投資することで、44 のプロジェクトが 

設置され、推定で 13 万人が支援を受けました。

• スターバックスは、熱帯暴風雨 Stan による被害を受けた 

グアテマラおよびメキシコの地域社会に特別救済事業として 

100 万ドルを投入し、推定で 41 万 5 千人を援助する 

59 のプロジェクトを支援しました。

2詳しくは Web で
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持続可能な手法の構築
長年、世界各国のコーヒー栽培地域を巡回した結果、高品質のコーヒー生産にどれだけの世話がかかるかを深く認識するようになりました。2006 年度、当社のコーヒー バイヤー、
品質担当者、および農学研究者は、現地で多くの時間を費やし、特定のコーヒー農場を訪問するために長距離を移動することもありました。 

特に、生産農家との直接の意見交換、ベスト プラクティスの視察、長短期の課題に関する洞察、事業の継続にスターバックスが貢献できる方法の確認などができる場合、こうした 

訪問は貴重です。さらに重要なことは、栽培から加工、輸出までサプライ チェーンのあらゆる部分についてのコーヒー生産の持続可能な手法の必要性に対する当社の認識が、生産 

農家のおかげで高まったことです。 

より持続可能なモデルを構築し始めた当時、 

当社には基本の前提がありました。 

これは、現在でも妥当と考える前提です。当社は以下のように考えます。

数年間で、多くのプログラムやプロジェクトの構築と立ち上げを行いました。

全体として見ると、これらはコーヒー生産に関する持続可能なモデルの 

基本要素を表し、継続的な取り組みの中核となりました。 

この取り組みを以下に示します。

• 持続可能性の全体戦略には、品質、社会、環境、経済に関する基準を含める必要がある。

• コーヒーに支払われるプレミアム価格は、最高品質との強い結びつきがある。

• 生産農家が収穫物の公正な対価を受けているかどうかを評価するには、経済の透明性が

必須かつ必要である。

• C.A.F.E. プラクティスというコーヒーの購買に関するガイドラインが 2004 年度に 

正式に導入されました。

• コーヒーの生産農家やサプライヤーとの強力な関係および直接契約によって、 

農家やサプライヤーの発展と問題を把握できる。

• 各国のコーヒー生産農家に技術資源と継続的な支援を提供するために、コスタリカを 

拠点とする現地オフィス、スターバックス ファーマー サポート センターが 2004 年度に 

開設されました。 

• 地元の生産農家の経済的安定性と地域社会を対象とした投資によって、コーヒー栽培を

行う地域に利益がもたらされる。

• コーヒー コミュニティ プロジェクトの資金供給が 1998 年度から開始されました。

• 優れた品質を持つ稀少なコーヒーの生産を紹介して認定し、地域プロジェクトに対する資金

提供で栽培元の地域社会に還元するために、Starbucks Black Apron Exclusives™ 

プログラムが 2004 年度に開始されました。

• 信用取り引きなどの方法を利用することで、生産農家は品質改善や、事業強化が 

可能となる。

• 生産農家の信用取り引きを可能にする融資が 2001 年度に始まりました。

• Fair Trade Certified™ やオーガニックなどの認定ラベルは、持続可能なコーヒー 

栽培を部分的に推進するのに役立つ。 

• 持続可能性を取り入れることで、スターバックスはコーヒー産業に変革をもたらすことが

できる。 

• ラテン アメリカのコーヒー栽培地域に現存する生物多様性の保護を目的とした環境保護 

事業を推進するために、コンサベーション インターナショナルとの提携が 1998 年度に 

始まりました。 

• 持続可能な栽培モデルを促進する Fair Trade Certified™ やオーガニック コーヒー 

など、認定コーヒーの購入が 2000 年度に始まりました。

• 東アフリカの持続可能な栽培事業を推進するために、2005 年度に African Wildlife 

Foundation との提携が開始されました。 

コーヒーについての豆知識：
世界のコーヒー総生産高（2005 年 10 月～ 2006 年 9 月） 150 億ポンド（70 億キログラム）*

スターバックスによるコーヒー総購買量（2005 年 10 月～ 2006 年 9 月） 2 億 9400 万ポンド（1 億 3300 万キログラム）

世界のコーヒー生産農家数 2,500 万戸*

コーヒー栽培国 約 60 か国*

2006 年度のスターバックスのコーヒー輸入国 24 か国

*	国際コーヒー機関
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C.A.F.E. プラクティス

2001 年に導入されたマルチステークホルダー基準となるコーヒー生産の保護理念は、スターバックスで使用された基礎理念であり、これが

発展し、現在 C.A.F.E. プラクティスとして知られるコーヒーの購買に関するガイドライン全体が完成するに至りました。これらのガイド 

ラインは、高品質のコーヒーの持続可能な供給、経済的責任の遂行、コーヒーのサプライ チェーンにおける社会的責任の奨励、環境保護の

目的で作られました。 

C.A.F.E. プラクティスは、28 の基準で定義された持続可能性の各種手段を含み、コーヒーの栽培と加工も対象とします。この基準は広範
囲に及ぶスコアカードの基礎となり、製品の品質、経済的責任、社会的責任、環境保護リーダーシップの 4 つの重点領域に分かれます。 

2004 年以来、最大規模のコーヒー サプライヤーから多数の零細生産農家や組合まで、数千に及ぶ参加者が申請し、C.A.F.E. プラクティス 
サプライヤーとして認定されています。サプライヤーが C.A.F.E. プラクティスに申し込むと、業務内容がどの程度、基準に則しているかを 
確認するため、第三者の評価を受ける必要があります。評価に基づき、C.A.F.E. プラクティス サプライヤーのステータス レベルが決定 
します。サプライヤーのステータスの条件では、再評価条項が規定されています。または、投資や取り組みの結果を確認したり、改善度を 
確認したりするために、再評価を希望するサプライヤーもあります。

親愛なるスターバックスの皆様、パプアニューギニアの 

コーヒー生産農家に支払われる高額の代価に貴社の影響が

あることをご存知でしょうか。

地元の製豆所は、これまでにない最高の代価を 

生産農家に支払っています。

高品質のコーヒーに限られるにしても、この地では皆、 

スターバックスがコーヒーの購入者であることを 

知っています。おかげで今では、スターバックスに 

販売できるような品質を生産農家同士で競争して 

います。 

需要と供給が持続可能性にいかに貢献するかが 

わかりました。

スターバックスに感謝をこめて。

—  Aarlie Hull 

 （スターバックスのコーヒー サプライヤー）

私のスターバックス

品質と価格の結びつき

いずれの製品でも品質と価格の間に固有の関係が存在します。コーヒーの生産農家やサプライ

ヤーとの緊密な連携を通して、当社は、高額の代価を支払う場合の最高かつ最も持続可能な原

動力として、品質が重要であることを強調してきました。一般の事業と同様、コーヒー栽培も持

続可能であるためには利益を上げなければなりません。また、コーヒー生産農家が生産コスト

をまかない、相応の収入を得るのに十分な利益を出さなければ、他の作物に転換するか、コー

ヒー栽培をまったくやめてしまうことも考えられます。

スターバックスが最高品質のコーヒーに対してプレミアム価格で支払うという取り組みは、何年

も揺るぎなく続いています。これはコーヒーの生産農家とサプライヤーに対して長短期に及ぶ

利益を提供する手法であると共に、生産農家が品質向上と生産増大に努めるよう奨励すること

で、スターバックスの利益にもなります。また、スターバックスの持続的成長を支えるために、

当社が頼みとする高品質のコーヒーの持続可能な供給に貢献します。

価格決定要因について

コーヒーに支払う代価を決定する際に最重要の要因は品質ですが、これだけでは

ありません。生産コストのほか、国や地域ごとに変動する有力市場の状況も価格

に反映します。

スターバックスがコーヒーに支払う代価について

2006 年度、スターバックスは 2 億 9400 万ポンド（1 億 3300 万キログラム）

のコーヒーを購入し、1 ポンドあたり 1.42 ドル（1 キログラムあたり 3.12 ドル）

の平均価格で支払いました。 
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C.A.F.E. プラクティスの 4 原則

2詳しくは Web で
評価プロセスなどの C.A.F.E. プラクティスの詳細については、Web サイトに 
掲載した CSR レポートの内容を参照してください。指標となるスコアカードは、 
www.scscertified.com/csrpurchasing/starbucks.html で入手できます。

C.A.F.E.
プラクティス

環境保護 
リーダーシップ

社会的責任

経済的責任

製品の品質

前提条件 評価対象要素

C.A.F.E. プラクティス基準 — 重点分野

製品の品質（前提条件）
C.A.F.E. プラクティス サプライヤーから購入されるすべてのコーヒーは、 

スターバックスの高品質基準を満たす必要があります。

経済的責任（前提条件）
C.A.F.E. プラクティス サプライヤーは、当社のコーヒー サプライ チェーンに沿って、 

生産農家に支払ったコーヒー代金を示す領収書など、あらゆる段階で作成される 

支払い証明書を提出する必要があります。

社会的責任（評価対象要素）
C.A.F.E. プラクティス サプライヤーおよび供給ネットワーク内のその他の組織は、安全、 

公平、および人道的な労働条件、労働者の権利保護、十分な生活環境を保証するように業務を

設定する必要があります。最低/生活賃金の要件および児童労働/強制労働/差別に関する 

基準は必ず必要です。

環境保護リーダーシップ（評価対象要素）
コーヒーの栽培や加工では、環境保護の手段を設定し、廃棄物の管理、水質保護、 

水・エネルギー使用量の節約、生物多様性の保護、農薬使用量の軽減が必要になります。

労働者の人権の尊重

スターバックスは、すべての人間が尊厳をもって扱われ、公平かつ安全、人道にかなった労働環

境を得る権利があると考えます。これは、スターバックスが根本的に保持する価値であり、企業

理念の 1 つでもあります。こうした価値に対する取り組みは、スターバックスの全従業員と同じ

く、サプライヤーの雇用する労働者にも適用されます。

児童労働はメディアで広く取り扱われる話題です。さまざまな報道によって問題意識が高ま

り、改革につながりました。児童労働に関心が集まる一方、よく理解されていない場合もあり

ます。たとえば、多くのコーヒー栽培の地域社会で子供が親のそばで働くのは、家庭生活の自

然な成り行きです。児童労働の恐れが生じるのは、強制、危険、不適切とみなされる場合、また

は子供を通学させない場合です。容認できるかどうかに関する明確な手引きとして、国際児童

労働基準があります。*

スターバックスは、国際児童労働基準をサプライヤーの関係の条項にすることで、当社の業務

およびサプライ チェーン全体でこの基準を支持することを約束します。他の会社と同様にス 

ターバックスは、どのように高い基準であろうとも、大企業から零細企業に至るすべてのサプラ

イヤーに対して国際的または地域で規定された労働基準を順守するよう求める方針を採用して

います。 

また、国際労働基準には、労働者の健康と安全、最低賃金の要件、セキュリティ、連合の自由な

どの労働条件に関連する理念も含まれます。C.A.F.E. プラクティスの一環として、スターバッ

クスは、児童労働および強制労働の実施基準やその他の社会および環境保護に関する責任の

実施基準など、コーヒー サプライヤーによる国際労働基準の順守を評価するために、包括的シ

ステムを開発しました。

*	国際労働事務局、2006 年

採り入れたばかりのコーヒー チェリーを選別しているパプアニューギニアのコーヒー生産者
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C.A.F.E. プラクティス サプライヤーからのコーヒー購買量

百万ポンド 
（キログラム）

事業年度

C.A.F.E. プラクティス実績 C.A.F.E. プラクティス目標

	 *	2005 年度のスターバックスによるコーヒー総購買量の 25% を表します。
	 **	2006 年度のスターバックスによるコーヒー総購買量の 53% を表します。
	***		スターバックス優先サプライヤー プログラムに関するガイドラインに基づいた 

コーヒー購買量
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C.A.F.E. プラクティス − 目標の達成

C.A.F.E. プラクティス認定サプライヤーからのコーヒー購買量につい
て、当社の年間目標を達成することは必ずしも簡単ではありません。
新しい領域を拡大し、多数の生産農家やサプライヤーの申請を奨励し
て申請プロセスに引き入れることで、C.A.F.E. プラクティスへの参加
者を増やすように努めてきました。現在、10 か国のコーヒー生産国の
サプライヤーが C.A.F.E. プラクティスへの参加を申請し、認定されて
います。

このために、2006 年度は以下の具体的手段を講じました。

•  アフリカとアジア太平洋で C.A.F.E. プラクティスを拡大するため
に重要な基礎を築きました。 

•  アフリカとアジア太平洋で 30 名の評価担当候補者のトレーニング
を行いました。また、コスタリカで開催された「講師トレーニング」
セッションに、14 の認定評価組織から主席評価担当者が参加 
しました。評価担当者の増員によって、多くのサプライヤーを 
評価し、C.A.F.E. プラクティスとして認定できるようになりました。
独立系の評価認定会社である Scientific Certification Systems 
 （SCS）がトレーニングを実施しました。

•  C.A.F.E. プラクティスの参加者と共に現地で多くの時間を 
過ごしました。また、フィードバックを要請したり、コーヒーの品質
を高め、スコアを伸ばす方法について支援したりするほか、 
ファーマー サポート センターの農学研究者によるトレーニング 
ワークショップを実施しました。

•  C.A.F.E. プラクティスの項目の改善点について、コンサベーション  
インターナショナル、環境保護の非営利組織、アフリカの野生生物
や野生地の保護に従事する組織の African Wildlife Foundation、

SCS など、各種団体と常に協力し、意見を求めました。

結果と業績

C.A.F.E. プラクティスの拡大を判断する際に使用される指標には、以下
の項目があります。

•  C.A.F.E. プラクティス – 認定サプライヤーからの年間コーヒー 
総購買量（ポンド）

•  C.A.F.E. プラクティスの購入につながる持続可能な耕地の 
推定面積（ヘクタール、エーカー） 

•  認定サプライヤーから購入した C.A.F.E. プラクティス コーヒーの
ステータス レベル別比率

C.A.F.E. プラクティス購買量

2006 年度、スターバックスは C.A.F.E. プラクティス サプライヤーから 
生コーヒー豆（未焙煎）を 1 億 5000 万ポンド（6800 万キログラム）
購入するという意欲的な目標を立てました。前年に比べ約 2 倍の購買 
量です。1 億 5500 万ポンド（7000 万キログラム）の購入によって目標
を上回ることができましたが、これは、2006 年度にスターバックスが
購入したコーヒー全体量の 50% を超えています（購買量と目標量に
ついては、下のグラフを参照してください）。このプログラムで購入した  

1 億 5500 万ポンドのコーヒーは、合計約 200,000 ヘクタール（494,000  
エーカー）の持続可能な耕地を意味する農場で生産されました。

サプライヤー グループ別の購入比率

C.A.F.E. プラクティス サプライヤーには、戦略的、優先、認定の 3 つ
のステータス レベルがあります。2006 年度に C.A.F.E. プラクティス 
サプライヤーから購入した 1 億 5500 万ポンドのコーヒーに占める各
サプライヤーの比率は、以下のとおりです。

•  19% − 戦略的サプライヤー（社会および環境保護の各分野で 

80% 以上のスコアを収めたサプライヤー）

•  12% − 優先サプライヤー（社会および環境保護の各分野で 

60 ～ 79% のスコアを収めたサプライヤー）

•  69% − 認定サプライヤー（社会および環境保護の各分野で 

60% 以下のスコアのサプライヤー）
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C.A.F.E. プラクティス − 結論と次の段階

C.A.F.E. プラクティスの導入当初、高品質のコーヒーを継続して生産
するという共通の関心から、当社はコーヒー生産農家とその地域社会
のより良い将来設計に駆り立てられていました。当社の考えるビジョン
と取り組みは、深まることはあっても変わることはありません。

これほど複雑かつ多様で不規則なサプライ チェーンにおいて 
 C.A.F.E. プラクティスの実施と管理に投入される時間、エネルギー、
資源は並大抵の量ではありません。想定をはるかに超えることもあり
ました。プロセスに課題が含まれることは予想していましたが、実際
に、最後の 2 年間は多くの障害に直面し、それを克服することになり
ました。たとえば、大規模コーヒー生産者と同様に小規模生産者も  

C.A.F.E. プラクティスを利用できるようにしました。

何度も対処が必要になるジレンマに陥ったこともあります。スターバック
スの前向きの考え方によって、こうしたジレンマは改善の機会とみなすこ
とにしています。以下に、今後も継続される機会について説明します。

関係、コミュニケーション、およびトレーニングを引き続き重視する姿勢 

当社のコーヒー需要が伸び、十分に複雑なサプライヤー ネットワーク
が拡大されるにつれて、サプライヤーと常に接し、トレーニングを提供
することが重要であると考えます。その結果、C.A.F.E. プラクティスの
申請用紙の作成方法、必要となる評価プロセスの処理方法、スコアを
伸ばすための業務改善方法をサプライヤーが把握できるようになりま
す。また、サプライヤーのニーズに迅速に対応できるように、部門の効
率性を模索する必要があります。 

評価担当者とシステム改善の必要性

C.A.F.E. プラクティスに参加する認定サプライヤー ネットワークを
拡大することで初めて、持続可能なコーヒーの購買量を増やすという
将来計画を実現できます。多数のサプライヤーを認定するプロセスで
は、第三者の評価担当者が多数の検査を実施することになります。

2006 年の年度末時点で、当社は現地の評価担当者として、143 人を
養成して認定しました。前年より 43 名の増加です。要求される評価
件数の増加に遅れをとることのないよう、将来に向けて評価担当者を
増やす必要があると考えます。 

評価担当者の養成がさらに必要であることを機会として捉え、生産農
家が C.A.F.E. プラクティス認定サプライヤーに関心を示すことを励み
に思います。このため、評価担当者は増加する検査要求にすぐ対応で
きなければなりません。

評価担当者を養成して増員し、評価プロセスの効率性と簡易性を改
善することが、当社の優先課題です。2006 年度に一部を改変済みで、
その他は計画中です。C.A.F.E. プラクティスへの参加を望むサプライ 
ヤー数の増加に対応できる能力があり、高い効率性と信頼性をもつ評

価システムを使用して、コーヒーの購買に関するガイドラインを支援す
るために、現在進行しているプロセスの改善は欠かせません。

アフリカとアジア太平洋への C.A.F.E. プラクティスの拡張

2004 年、スターバックスはコスタリカにファーマー サポート センター
を開設し、持続可能性に対する手段とコーヒーの品質について生産
農家やサプライヤーと密接に協力できるようになりました。直後から、
この地域のサプライヤーが C.A.F.E. プラクティスを申請し、認定を取得
することになり、それ以来人数は増加する一方です。 

C.A.F.E. プラクティスのアフリカおよびアジア太平洋重点施策は、
予想どおり困難でした。アフリカでの C.A.F.E. プラクティス推進の
第 1 段階として、持続可能性に関するさまざまな取り組みについてケニ
アで African Wildlife Foundation（AWF）と協力してきました。 

アフリカとアジア太平洋のコーヒー生産農家、加工業者、サプライ 
ヤーに C.A.F.E. プラクティスを紹介するために働きかけています。
現実には、地元のコーヒー産業、財務上の透明性の欠如、地元のサ
プライヤーの C.A.F.E. プラクティスに対する認知不足、養成された
評価担当者の人数不足から、順調な経過とはいえません。トレーニ
ング セッションの構成要員である SCS、スターバックスのコーヒー  
バイヤー、農学研究者、提携業者などの尽力により、2006 年度は  

C.A.F.E. プラクティスに対するサプライヤーの理解を深め、評価担当
者を養成することに幾分の進歩がありました。 

アフリカおよびアジア太平洋固有の状況に適した基準を構築するた
めに、C.A.F.E. プラクティスに関する地域ガイダンスを検討する必要
があると考えます。また、地域のファーマー サポート センターを通し
て地元に根ざした支援を強める必要性が確認されました。

今後の目標

2007 年度は、農学研究者を新たに採用し、各国のコーヒー生産農家による 

C.A.F.E. プラクティスの実施を集中的に支援する予定です。 

今後の目標

将来に向けて以下の重要施策に取り組みます。

• 合理化した効率的かつ客観的な採点を可能にするために、ガイドラインの 

改訂版を導入します。

• 最低実績水準の明文化、地域労働法や正規労働者、一時労働者、季節労働者

に対する賃金の順守など、地域による相違点を説明するために、ガイドライン

を更新します。

• オンラインの評価レポートとスコア計算を使用する新しい IT システムを 

導入します。
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会
へ
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献

スターバックスの成長

グローバル化の進む現代社会において、世界中のコミュニティは、むしろ

各自の文化的な独自性を保持しようと懸命になっています。その中で、大

規模なグローバル展開を図るコーヒー会社は、個々のコミュニティやお客

様個人のニーズと一致しないのではないかという推測も可能でしょう。 

その推測は、スターバックスの理念と相反するものです。しかし当社で

は、スターバックスの継続的な成功は、お客様や地域住民の方 と々永続

的でパーソナルな関係を築くことによって、個々の店舗を地域の小規模

商店と同じように運営できるかどうかに大きく依存するとも認識してい

ます。これはまた、地域社会への積極的な貢献によってスターバックスの

企業理念が達成されることも意味しています。 

地域社会と全世界におけるプレゼンスの向上

スターバックスでは、長期的な成長を実現するために、新店舗の開店や
事業展開に対して地域社会の支援を獲得するよう努めています。これ
は、スターバックスが地域社会に付加価値をもたらす企業として、どの
程度認めていただけるかにかかっています。地域経済を活性化させ、
地域住民に快適な集いの場所を提供し、地域の利益を支援する企業
として認識されたとき、私たちは受け入れていただけたと考えることが
できます。

時として、スターバックスの地域への参入が、地域住民の方々の不安を
巻き起こすこともあります。これに対する当社のアプローチは、こうした
不安の発生前または発生時に、その解決に向けてオープンに、しかも
直接的に取り組むということです。 

ここでは、スターバックスの成長に関連するいくつか特有の問題につい
て調べ、それに対する当社の展望について説明し、スターバックスが
地域での信頼を得るために実施している活動についてご紹介します。
このセクションで取り上げる内容は、次のとおりです。 

•  絶え間ない市場の進化

•  グローバル社会における経営

•  地域事情の尊重

•  地域社会との信頼関係の構築

•  地域社会と地域経済の発展への支援

絶え間ない市場の進化

ここ数十年の間、市場における競争はますます激化し、グローバル化が
進んできています。市場に参入する大規模小売企業が、成功した店舗 
コンセプトのレプリカを国内だけでなく国外にも広めていくことで、この 
傾向は誰の目にも明らかになってきています。もちろんスターバックス 
も例外ではありません。

一般的によく誤解を招くのは、こうした大規模でグローバルなブランドの
小売業者と、小規模の独立した小売業者とは共存不可能ではないかと
いうことです。ところが、コーヒー販売市場には、この共存例が存在す
るのです。スターバックスの成長と歩調を合わせて、米国全体の小規模
な独立系のコーヒー店の数も安定して伸びてきました。このことから、
スターバックスの成長と小規模コーヒー店の増大との間には、継続的な
相乗効果が伺えます。スターバックスは以前より、コーヒーの消費者の
間には幅広いニーズや嗜好が存在し、そうした消費者の要求によって、
幅広い種類のコーヒー店が支持されるに違いないと信じてきました。 

スターバックス社会的責任（CSR）レポートの完全版については、

www.starbucks.com/csr からオンラインで入手できます。

Web には、以下のトピックの詳細が掲載されています。

• スターバックスの地域投資へのアプローチ

• 地域社会への支援

• 災害被災地域に対する救済支援

• コーヒーおよび紅茶生産地への貢献

• スターバックスの創業理念

• Urban Coffee Opportunities, LLC

2詳しくは Web で

店舗数の増大

2006 年度、スターバックスは 2,199 の新店舗をオープンさせ、これによって全世

界で合計 12,440 の拠点を持つことになりました。来年には、さらに約 2,400 の 

新店舗を追加する予定です。 

2006  年 10  月、スターバックスは、長期的な目標として全世界の店舗数を

30,000 ～ 40,000 店に増やす計画を発表しました。これは、現在の 3 倍以上にの

ぼる数です。将来は、米国内に約 20,000 店、米国以外の国に残りの 20,000 店を

持つ構想を抱いています。
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スターバックスは当初から、上質のコーヒーを提供する業界の形成に
重要な役割を果たしてきました。こうした特選コーヒー産業の成長は、
ますます洗練されてきた消費者の特選コーヒーへの嗜好に同様に 
対応する競合の各コーヒー会社にとっても、機会を生み出してきました。
スターバックスの成長に伴い、業界も成長し、これらすべてによって 
消費者に利益がもたらされたのです。

グローバル社会における経営

スターバックスは、市場へのプレゼンスを米国外に拡大するために努
力を重ねる中で、数多くの新しい場所に出店していきました。どこも、
歴史、文化、地域社会や自然環境への考え方といった点で、固有の特
徴を持つ場所ばかりです。スターバックスの出店は、非常に多くのお客
様から熱狂的に迎えていただきました。当社の世界的な事業展開は、
全体的に非常に大きな成功を収めてきたと言えます。

しかし、世界的な事業展開を行う過程で、問題が発生することもあり
ます。ここには、広い範囲で人々が抱くアメリカという国に対するイメー
ジによるものも含まれます。世界の一部の地域では、特にイラク戦争以
降、反米的な感情が湧き起こっています。アメリカを発祥とするグロー
バル企業として、当社は異なる考え方を尊重し、お客様、地域社会、 
あるいはビジネス パートナーとの関係に悪影響を及ぼすような誤解に
遭遇したときには、注意を払って対応するよう努力しています。

地域事情の尊重

グローバル ブランドを掲げる小売業者のプレゼンスが増大するにつ
れ、市場では均質性のレベルに対する注目が高まってきました。地域
住民の中には、全国展開の小売業者が地域へ参入することに反対す
る人もいます。これらの小売業者が、賃料を引き上げたり隣人関係に
影響を及ぼすことで、小規模の独立店を追い出すのではないかと心
配する声もあります。時として、スターバックスも地域の反対を受けた
ことがありました。しかし、大部分のケースでは、新しい地域への出
店は温かく熱狂的な歓迎を受けています。

当社では、常にこうした状況に関する根底の問題を理解するように努
力し、地域の住民グループと協力関係を築き、地域住民を尊重して活
動を行っています。1 つのアプローチとしては、地域住民の採用、地域
密着型組織への支援、地方のベンダーやサプライヤーの利用など、 
スターバックスのもたらす経済的インパクトを活用する方法を見出すこ
とがあります。別のアプローチとしては、スターバックスが地域の特性
に貢献し、好ましくない影響を最小限に抑える方法を見極めていくこ
とも挙げられます。

新店舗出店のために特定の場所を検討する場合、多くの要因を考
慮する必要があります。最終目標としては、ご愛顧くださるお客様に 

喜んでいただける環境で奉仕できるかどうかに焦点が絞られます。 
しかし、十分な吟味の上、特定の場所への出店が適していないと判断
された場合、新店舗のオープン計画を撤回することもあります。実際
に、過去に何度かこうした決断を下した例もあります。

次のページでは、カリフォルニア、ニューヨーク市、ロンドンにおける 
最近の事例を報告します。

地域社会との信頼関係の構築

お客様に対して一貫したエクスペリエンスを提供することが、スター 
バックスの最大の長所の 1 つです。それと同時に、世界各国の地域 
コミュニティを尊重し、可能な場合は、店舗環境やカスタマー エクス
ペリエンスもさまざまな方法で変更しています。たとえば、アジア、ヨー
ロッパ、その他の地域では特別なフード アイテムを含むメニューを採
用したり、地域の習慣に合わせて店舗の営業日や営業時間を調整し
ています。また、近隣地域の独自性を反映させた建築要素を店のデザ
インに取り入れたり、文化的に調和してお客様のニーズを満たすような
さまざまな種類の店舗環境を作り出すことも行ってきました。

英国では、各店舗が地域社会との関係性を築けるような機能結合
に対してイニシアチブをとっています。たとえば、イングランドのマン
チェスターでは、地域の店舗で使用する多くの品目を Benchmark 
Furniture Design 社から購入してきました。この企業は、社会的使命
を担う地方の木製家具メーカーです。

米国内のいくつかの店舗でも、地域のエッセンスを取り入れています。
たとえば、シカゴのビバリー近郊では、店舗を新しく建設するのでは
なく、既存のライムストーンのビルを改装し、元からあった多くの家具
を使用しました。たとえば、特徴のある暖炉のマントルが、新店舗の
シンボルとなるように設計されています。
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カリフォルニア州、ラ メーサ

スターバックスがラ メーサ ビレッジの中心部に新店舗をオープンするという計画を知らされた

とき、いくつかのコミュニティからは、スターバックスの出店によって地元の勢力が侵食され、 

この地域独特の個性が変化してしまうのではないかという懸念が表明されました。ラ メーサ 

ビレッジは、この都市で最も古くから定着した商業地域で、この都市がサン ディエゴ郡に組み

込まれた 1912 年まで遡る数多くの歴史的な建造物に囲まれています。

一部の住民はスターバックスの出店を歓迎しましたが、その他の不安を抱く住民は、地域の 

政治家や市長に対して自分たちの懸念を訴えました。

このような状況を打開する方法は、相互の理解と信頼を深める以外に存在しないというのが 

当社の考えです。ラ メーサでもこのことを肝に銘じて、市長と接触し、地域の商業組合と提携

を組み、さらに、ラ メーサ ビレッジ全体の発展に貢献および投資できるような方法はないか

と模索しました。また、1995 年に最初の店舗をこの地にオープンさせて以来、地域社会の 

一員として周囲とのつながりを強化するために、地域の重要なイベントを支援する機会も逃し

ませんでした。

こうした努力の結果、周囲との緊張関係は薄れ、受け入れる気運は目に見えて高まってきま 

した。スターバックスの新店舗オープンを祝うイベントには、ラ メーサ市の代表やラ メーサ商

業組合のメンバーをはじめ、多くの地域住民の方々にご出席いただきました。 

ニューヨーク市 — アスタープレイス

スターバックスが、アスタープレイスの歴史的建造物のアトリウム部分に対して必要な修繕や

改築を行う計画に着手したとき、この 160 年の歴史を誇る建造物と周辺地域の特性を尊重 

するための確約を地域住民から求められました。このアトリウムは、広大な座席スペースとして

活用することで、スターバックス アスタープレイス店を訪れる多くのお客様にお楽しみいただ

いているものです。

アスタープレイスのような長い歴史を持つ多くの建造物は、住民と地域の歴史を結び付け、その

地域に魅力と特性を与える建築的財産です。アスタープレイスのケースでは、スターバックスの

地域社会へのコミットメントと、周辺領域への眺望を誇るこの複合建造物を保持する意図を、 

地域住民にご理解いただきたいと考えました。

地域の事業認可更新の遅れと、アトリウムへの必要な改修に対する地域全体の懸念により、ア

トリウム空間の使用許可は暗礁に乗り上げようとしていました。スターバックスは、この問題を 

前向きな姿勢で解決しました。地方評議会のメンバー、地域住民、市の職員、ランドマーク保存

委員会（Landmark Preservation Commission）などと協力して、この大切な場所の保

存が確保できるような適切な方法を模索したのです。 

地域との契約を通して、それまでの報道による誤解を払拭し、共通の目標に向かって協力して

いきたいという思いを地域社会と共有することができました。スターバックスがこの場所で長

い間培ってきた経営実績も、地域社会における既存の関係の強化に役立ち、契約の前進に道

を開きました。

ロンドン — ブルームズベリー地域

スターバックスの出店に対する反発は、米国内の特定地域に限ったことではありません。

2006 年にはロンドンでも、ブルームズベリー地域の Lamb’s Conduit ストリートへの 

スターバックスの出店に反対して、地域住民による署名活動が行われました。この結果、メディア

には、影響力のある特定の著名人が、スターバックスの出店に対して地域の先頭に立って反対

する姿が大きく取り上げられました。 

2006 年 8 月の開店以来、スターバックスのストア パートナーは、近隣企業や地元組織との関

係確立を探求しており、地域のための支援を行う機会を模索しています。地域住民の中には、 

この新店舗にあまり頻繁に足を運ばないという方もいらっしゃいますが、多くの方は私たちの

お客様となってくださいました。スターバックスは、この地域との強力な関係構築に使命を抱い

ており、Lamb’s Conduit ストリートの繁栄に貢献できる方法を常に模索し続けています。

地域社会への進出事例

私のスターバックス—「スターバックスは、地域の保護を考える

人々 との協力を通じて、地域の特性を破壊するのではなく、 

それを保持する手助けを行うことによって、 

全国展開を行う小売業者が 

良き隣人となるための 

実例を示しています。」

—  Richard Moe 

(National Trust for  

Historic Preservation  

代表)



2006 年度のスターバックスによる寄付の内訳*

合計：3,610 万ドル

スターバックス財団 
（Starbucks 

Foundation） 
への寄付

1,590 万ドル
コーヒー生産地での 
プロジェクト**
270 万ドル

製品および物資 
による寄付
770 万ドル

企業寄付
980 万ドル

	 *		このグラフは、2006 年度中に Starbucks	Coffee	Company によって行われた金銭 
および物資による寄付内容を示すものです。このグラフの数字は、当社の連結決算報告
に示された寄付の支出額とは異なっています。後者は、米国 GAAP（一般会計原則）に
正確に基づいた数字です。

	 **		いくつかのコーヒー契約農家を通して、コーヒー生産地を改善するためのさまざまな 
プロジェクトに寄付する目的で支払われた金額の合計を示しています。
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地域社会と地域経済の発展への支援

既存の店舗の場合でも、地域への新規参入を行う場合でも、地域と
の強力なつながりを確保するには、地域のプログラムを支援し、地域
のために働くことが重要です。これにはさまざまな道筋があります。地
域密着型の組織への支援を進めたり、パートナーによる活発なボラン
ティア活動を促進したり、非営利団体との提携関係を確立したり、地
域との契約に基づいてその他の活動を行うことなどです。

スターバックスでは、この種の支援だけでなく、地域の経済発展の
触媒としての役割も果たしてきました。スターバックスは 1998 年 
以降、Urban  Coffee  Opportunities,  LLC（UCO）を介して、 
アーヴィン「マジック」ジョンソンの設立した Johnson  Development 
Corporation とジョイント ベンチャーを進めています。UCO の目標
は、米国内のさまざまな地域にスターバックスの店舗を展開すること
です。2006 年度末時点で、102 店舗が操業しています。

UCO は、その名前から推察されるとおり、長期的に見れば経済的発
展の可能性を秘めていながら、他の著名な小売業者からは見過ごされ
ているような地域に機会を創出することに重点を置いています。地域
によっては、スターバックスが、そこに出店する最初のプレミアム ブラ
ンド業者だったこともあります。スターバックスの存在は、新しい職場
を生み出し、地域のサプライヤーを利用し、他の主要な小売業者を近
隣に誘致することによって、地域経済の活性化に役立ってきました。

スターバックスによる地域社会への投資

2006 年度のスターバックスによる地域社会への投資額は、合計で 

3,610 万ドルにも上ります。スターバックスの支援目的の種類や、投資
の場所や方法に関する詳細については、オンラインで提供される完全
なレポートをお読みください。地域社会に投資する理由は明快です。自
らの所属する地域社会の枠組みを強化するため、そして、単純にそうす
ることが正しいことだからです。

2詳しくは Web で



2003 年の温室効果ガス排出量 – Scope 1 および 2

消費電力
81%

自社所有の車両 
および飛行機
1%

コーヒー豆の焙煎 
および天然ガス
18%
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スターバックス社会的責任（CSR）レポートの完全版については、

www.starbucks.com/csr からオンラインで入手できます。

Web には、以下のトピックの詳細が掲載されています。

• 環境に配慮した店舗設計と経営

• 一般的なスターバックス店舗の横顔

• 資材の購入と耐久性のある包装材の使用

• 廃棄とリサイクル

• 水資源の利用と節約

2詳しくは Web で

スターバックスによる温室効果ガスの排出

2004 年、スターバックスでは、自社の環境に対する足跡をさらに理解し、定量化 

していこうとする幅広い試みの一環として、2003 年における温室効果ガス排出量の

インベントリーの作成に取り組みました。チェーン店の各店舗、コーヒー豆の焙煎、管

理業務、配送ネットワークなどからの主な排出量について、世界資源研究所（WRI）

による温室効果ガスの算定プロトコルに沿ってインベントリーを作成しました。ここ

には、国際的な小売業務やその他のビジネスは含まれていません。このインベント

リーを見ると、当社の温室効果ガス排出の 81% は店舗での電力消費によるもので、

18% がコーヒー豆の焙煎によるものでした。このインベントリーは、当社の地球温

暖化の緩和戦略の策定に役立てられています。現在の重点は、直接コントロール可能 

な排出元に置かれています。これは主に、店舗での電力消費とコーヒー豆の焙煎になり

ます（WRI の算定プロトコルにおける Scope 1 および 2）。

環境問題への自覚と責任

スターバックスでは 1992 年以降、環境に対する戦略を進化させ実行に

移してきましたが、その一部は、主要なコーヒー生産地に対する責務に

重点を置いています。当社では何年も前にコーヒーの購買方法を改革し、

生産地の環境保護のための特別な基準を導入しました。当社は、この 

アプローチが、世界中のコーヒー生産地における環境の保全と回復を 

支援および促進するものであると考えています。 

現在、私たちは気候変動によってもたらされる新たな環境危機に直面して 

います。このことは、スターバックスのビジネスにも、コーヒーの生産を 

含め、さまざまな側面で影響を及ぼす可能性があります。また、自社が 

環境に対して残してきた足跡や、自社の経営によって及ぼされる影響に 

ついても配慮しています。

地球温暖化の緩和戦略

大気中の温室効果ガス（GHG）の増加によって、地球上の気候が破
滅的な方向に変化していく可能性のあることは、当社にとって、お客
様にとって、当社のビジネス パートナーにとって、さらに、その他すべ
ての関係者にとって、大きな懸念事項となっています。スターバックス
は、気候変動が地球の将来に対して大きな脅威をもたらす可能性を
示唆する研究者コミュニティの考えに同意しています。

スターバックスのビジネスの中核は高品質のコーヒーを提供すること
であり、コーヒーは、地球上のわずかな部分を占める熱帯地方で栽培
される農産物です。気候条件は、コーヒー豆の収穫高や品質に影響を
及ぼします。気候変動によって高品質のコーヒー豆の生産が脅かされ、
最終的にはビジネスに影響が出ることを、私たちは心配しています。

スターバックスは、政府、企業、個人が、問題に対するそれぞれの貢献
の規模に関係なく、温室効果ガスの排出削減に向けて意味のある行
動をとる責任があると考えています。私たちは、地球温暖化がビジネ
スにもたらすリスクに対する理解を深め、それらのリスクを軽減できる
ような方策を見つけるための努力を行ってきました。 

その他の業務面に対する取り組みを行うため、スターバックスでは、
地球温暖化の緩和に向けた 3 か年戦略を確立しました。この戦略は、
次の部分に焦点を当てています。 

1. 再生可能なエネルギーの購入

2. エネルギー保護の重点化

3. コラボレーションによる活動の必要性の提唱

これらの領域は、これまでの当社による温室効果ガスの排出状況を
分析し、自社の業務とグローバル コミュニティの両方で最も活用で
きる点を特定することによって選択されました。戦略の実施を始めて、
現在は 2 年目に突入しています。このセクションでは、ここまでの進捗
状況についてご説明します。



2004 2005 2006

6.21 6.40 6.57*

2004 2005 2006

0.061 0.060 0.059**

電力

ガス

月単位の 1 平方フィート 
当たりのキロワット時

事業年度

月単位の 1 平方フィート 
当たりのサーム数

事業年度

*	4,900 店舗のデータに基づく

**	2,305 店舗のデータに基づく
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風力発電

スターバックスでは、2006 年度には、再生可能エネルギーの購買量
を 4 倍に増大させました。これは、米国およびカナダ国内のチェーン
店で使用されるエネルギーの 20% に相当します。スターバックスの
温室効果ガスインベントリーによると、直接コントロールできる排出量
の 80% 以上が、これらの店舗経営によって生じたものです。 

自然の力で補給を行うことのできるエネルギー源は、再生可能である
と考えられます。私たちは、再生可能エネルギー購買のために、世界
資源研究所（WRI）の Green Power Market Development Group 
を介して、100% 風力による再生可能エネルギー証明書* を購入する
ように取り組みました。これによって、1 億 2,400 万ポンド（5,600 万
キログラム）の CO2 が相殺されます。エネルギーの購買を他社と共同
負担することで、自社のエネルギー再生率について、従来の電力によ
る平均レートを 2 パーセント弱上回るという、満足のいく結果を得る
ことができました。

スターバックスは、米国の環境保護庁（EPA）によるグリーン パワー 
パートナーシップのメンバーでもあります。当社の 2006 年度の再生可能
エネルギー購買量は、パートナーシップ企業内で第 6 位、小売販売業部
門では第 2 位でした。2005 年 10 月 24 日、スターバックスは、2005 年
度の Green Power Leadership Award を EPA から授与されました。

スターバックスのサプライヤーに対しては、契約を通して、「スターバッ
クス優先価格」レートで再生可能エネルギー証明書を購入してもらう
機会を提供していく予定です。手始めに、2007 年には米国内の 388 社
の主要サプライヤーへの提供を開始します。
*	再生可能エネルギー証明書とは、1	メガワット時（MWh）の再生可能電力が生成され、送電網を通って 
どこかへ送電されたことを表すものです。クリーンな再生可能電力が 1MWh	使用されるたびに、CO2	の 
排出プロセスを伴う電力が	1MWh	ずつ減少することになります。したがって、再生可能エネルギー証明書は、
この種の電力をクリーンな電力に置き換える環境面でのメリットを表していることにもなります。 
(出典：3	Phases	Energy	Services）

エネルギー消費

エネルギーの節約は、通常、最も安価で、クリーンで、最も効率のよい 
温室効果ガス排出量の削減方法です。2006 年度には、店舗の設備を
さらにエネルギー効率の高いものにアップグレードし、コーヒー焙煎
工場にはさらに効率のよい技術を導入しました。 

また、店舗マネージャーに対して、店の運営を環境面から管理するこ
との重要性を強調できるように、パフォーマンス ツールを更新し、収
益と環境に対して各自の行動の与える好影響と悪影響の両方が際立
つようにしました。 

私のスターバックス—「化石燃料によるエネルギー源への依存は、地球温暖化の急速な

進行を招いています。環境破壊を阻止するために、エネルギーの形態をよりクリーンで 

再生可能なものに転換することが急務です。私は、再生可能エネルギー プロジェクトに 

関わる地域密着型のグループと共に活動する中で、環境にやさしいエネルギー形態への 

投資を企業に説得することの難しさを、目の当たりにしてきました。スターバックスのような

企業が、積極的に前へ踏み出し、再生可能なエネルギーの開発を支援してくれることは、 

注目に値することであると同時に、地球の未来にとってもきわめて重要なことなのです。」

—  Jeff Paulsen（地域密着型の再生可能エネルギー プロジェクトに特化した 

法律事務所である Jeff Paulsen & Associates 代表）（National Trust 

for Historic Preservation 代表)
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ことになりました。スターバックスのスタッフは、Seattle Chamber 
of Commerce Business Sustainability Committee の議長にも
就任しています。 

• スターバックス内部のコミュニケーションを通して、環境問題に 
ついてのパートナー教育を継続していきます。

•  ニューヨーク タイムズ紙に 6 ページにわたる全面広告を掲載し、
環境問題に対して結集して行動する必要性を強調しました（下の
例を参照）。この広告では、環境問題について議論し、排出量削
減に向けたスターバックスの取り組みを強調し、読者が問題解決
に貢献できるようなシンプルでインパクトの強い行動を提案し、 
スターバックスと Global Green USA とのパートナーシップに関す
る情報を読者に提供しました。 

他の機関との協力

地球温暖化は、現代の環境に対する最大の脅威であると考えられて
います。スターバックスは、温暖化に対する認識を高め、複数の機関
が結集した行動を促進するために、重要な役割を果たすことができる
と考えています。2006 年度には、次のような行動を起こしました。

•  環境問題に対して効果的な行動を起こしている組織への支援と参
加。ここには、世界資源研究所（WRI）の Green  Power  Market 
Development  Group（www.wri.org）、気候変動に対する企業 
や政府機関のリーダーシップ促進を目的とする国際機関である 

The  Climate  Group（www.theclimategroup.org）、旧ソビエト連
邦の元大統領であるミハイル ゴルバチョフ氏によって設立された非
営利組織である Global  Green  USA（www.globalgreen.org）な
どが含まれます。

• 地域のリーダーとしての活動。スターバックスのグローバル本部の
あるワシントン州シアトルでは、スターバックスの元 CEO である 

Orin Smith 氏が、市長の Greg Nickels 氏による Green Ribbon 
Commission の共同議長に就任しました。この結果、スターバック
スは Seattle  Climate  Partnership の創立メンバーとして尽力する

将来の目標

2007 年度、スターバックスは、各店舗のエネルギーと環境に対する達成能

力を改善するために計画された 3 つの相関するイニシアチブに乗り出します。

その内容は次のとおりです。 

• 米国 Green Building Council との連携による、小売業界向けの 

LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）標

準の開発。これらの標準は、環境にやさしい新店舗のデザインに対する 

ベスト プラクティスを策定し、標準への準拠を確保するための第三者機

関による証明書の基準を提示するものです。2007 年には、これらの標

準のパイロットへの参加を完了する予定です。

• 総合的な監査の一環として、サンプルとなる店舗を 1 つ抽出し、エネル 

ギーと水の使用状況を監視する予定です。この監査によって、各店舗によ

るエネルギーと水の使用方法と使用時間に関する基本的な情報がもたら

され、節約機会の判定に役立つはずです。

• 6 つの地域にわたる約 350 店舗のマネージャーに対して、「資源レポー

ト カード」による補完プログラムも用意する予定です。このカードでは、

各店舗でのエネルギーや水の使用に対するフィードバックや、動向データ

およびベンチマーク経営との比較が示されます。このプログラムの目標

は、パートナーが水やエネルギーのもっと効率的な使用方法を特定し、コ

ストを削減するように支援を行うことです。最初の店舗グループの経験に

基づき、このプログラムは、米国およびカナダ国内の全チェーン店に対し

て、自己申請に基づいて拡大される予定です。
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26.0

46.5

27.1

49.5

38.8

66.4
紙：使用済み繊維

パーセント

  スターバックスは、1	年間に購入した紙の量に含まれる使用済み繊維の割合を 
追跡しています。

年度

ホット カップ ホット カップ以外
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スターバックスのホット ドリンク用の紙コップは紙繊維でできており、内側は低密度

ポリエチレンのプラスチックで覆われています。紙によってカップを堅く安定させると

同時に、内側の面を覆うプラスチック層によって、紙の層とドリンクが直接接触しない

ような構造になっています。ただし、このプラスチック層のために、ホット ドリンク用

の紙コップは、通常の紙のリサイクル システムでは再生することができません。

外側： 
紙繊維（使用済みリサイクル成分を 

10% 含む）

環境にやさしい節約の注入

米国における特選コーヒー販売のトップ企業として、スターバックスは膨大な

数の紙コップを使用しています。2006 年度には 23 億の紙コップを購入しまし

た。Environmental Defense による紙の消費に関する計算ツールによると、

2006 年にスターバックスが、10% の使用済みリサイクル繊維を含む新しい 

ホット カップの使用を開始したことより、最初の年だけで次のような環境改善が

達成できると予測されています。

ホット ドリンク用の紙コップ

使用後の紙コップの大部分が店外に捨てられるにもかかわらず、紙コップは通常の

店内のゴミの量の約 9% を占めています。スターバックスでは、1990 年代の半ば

から、使い捨ての紙コップの環境への影響を軽減するための取り組みを開始してい

ます。この 10 年間に行ってきた活動には、次のようなものがあります。

• 紙コップを 2 枚重ねで使用することを控え、使用済みリサイクル繊維を 60% 含

むホット ドリンク用のスリーブを利用することにしました。

• 再使用可能な携帯用カップをご使用のお客様には、0.10 ドルのディスカウント 

を提供しています。2006 年度に米国およびカナダ国内のお客様がこのサー

ビスを利用した回数は 1700 万回を超え、埋立地へ捨てられるゴミの量を、

674,000 ポンド（306,000 キログラム）減少させることに成功しました。 

• 使用済みリサイクル繊維を 10% 含む新しいホット ドリンク用のカップを導入し

ました。このカップは、食品に直接接触する包装容器で、使用済みリサイクル成分

を含むものとしては、初めて米国食品医薬品局（FDA）による安全性の確認を受

けたものであり、2006 年に米国およびカナダ国内の店舗に導入されました。

紙コップの構造

紙コップは、スターバックスのホット ドリンクを提供する際に便利な役割を果たすもの

ですが、環境に及ぼす影響も見過ごせません。

内側： 
低密度ポリエチレン

資源の節約 同等量の例

11,300 トンの 
木材消費量の削減 78,000 本の木

580 億 BTU の 
エネルギー節約

640 世帯の 1 年間の 
エネルギー量を十分に賄う

4,700 万ガロン 
（1 億 7800 万リットル）の 

節水

71 のオリンピック競技用 
プールを十分に満たす量

300 万ポンド 
（100 万キログラム）の 

ゴミ減量

満載した状態のゴミ収集車 
109 台に相当

出典：Environmental	Defense（www.environmentaldefense.org）、および 
www.papercalculator.org による計算

紙コップのリサイクル
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健康管理に対するスターバックスの取り組み

2004 年、世界保健機構（WHO）は重要プランを導入し、不適切な食

事、運動不足、および肥満に起因する疾病が世界的に蔓延していること

に注意を喚起しました。とりわけ、心臓病、糖尿病、がん、骨粗しょう症、

虫歯はいずれも、世界中の健康管理システムと生活の質全体に影響を

与えます。WHO によると、肥満は西欧諸国における深刻な問題である 

ばかりでなく、現在では発展途上世界の問題となりつつあります。 

こうした周知の健康問題に対する懸念が増す状況で、スターバックス
はお客様により多くの選択肢をご用意するために、健康管理上の多く
の措置を導入しています。これには、以下の内容が含まれます。

•  多くのオプションを含むようにメニュー内容を増やし、 
カスタマイズを促進

•  ビバレッジおよびフード商品に栄養表示を追加

•  商品のトランス脂肪分を減量 

•  健康管理を推進するための長期的かつ総合的手法を採用

メニュー内容の拡張とカスタマイズ

スターバックスは、お客様のご意見を積極的に拝聴し、お客様の要求
に対応しながら変革を続けます。最近では、選択とカスタマイズが可
能なメニュー内容の拡大に対するご要望をお客様からいただくように
なりました。また、スターバックスのフードおよびビバレッジ商品につ
いてより多くの栄養表示が求められています。お客様のフィードバック
や栄養学の専門家の意見を受け、2006 年度に当社の講じた具体策
をお知らせしました。これには、健康管理の取り組みに注力する社内
チームの発足などが含まれます。たとえば、このチームは今後の商品
開発に備えて栄養基準を検討中です。 

また、お客様に幅広い種類から商品を選択していただくことを目的に
社内全体および地域限定でさまざまな取り組みを進めます。無脂肪
乳、有機乳、豆乳、スターバックス手作りドリンクに入れる無糖シロッ
プ、低脂肪乳のベークト品目、低脂肪乳・低カロリーのフラペチーノ® 
ブレンド ドリンクなど、現在提供するオプションをもとに種類を増や
します。

健
康
管
理

2006 年度、スターバックスは健康管理に対する取り組みの一環とし
て、複数のビバレッジおよびフード品目を投入しました。以下に、一部
の例を示します。

•  ヨーグルト パフェとフレッシュ 
フルーツ サラダが、各店舗の
メニューに追加されました。

•  パッケージに入れたナッツ 
ドライ フルーツ ブレンドの
提供を開始しました。

•  生フルーツ ジュースを入れ、自然の無脂肪、ノンコレステロール、
乳製品不使用のザクロ タンジェリン フラペチーノ ジュースブレン
ドを投入しました。こうしたライト ドリンクは、好みに応じてタゾ® 

ティー風のカスタマイズが可能です。また、カフェインレスのオプ 
ションもあります。 

ライト風味から濃厚な甘さまで、お客様に応じたお好みのビバレッジ
をカスタマイズしたり、新しくお作りいただくことができます。2006 年
度、米国のお客様が注文したビバレッジの約 40% は、カロリーと脂
肪乳を抑えたコーヒーやティーでした。

スターバックスのビバレッジとフレッシュ フードに関する栄養表示

栄養表示をわかりやすくすることで、スターバックスのフードとビバレッ
ジについてお客様に十分な情報を提示して選択していただくことをお
約束します。米国、カナダ、英国のお客様は、店舗に備え付けのカタロ
グからスターバックスのビバレッジに関する栄養表示を確認できます。
また、Starbucks.com でも同様の情報を入手できます。

2006 年度、Web サイトを拡張し、米国のスターバックス店舗で提供す
るすべてのフレッシュ フード品目（ほとんどは地域限定）について栄養
表示を掲載しました。スターバックスの Web サイトにある栄養のページ
に移動すると、郵便番号の入力を求めるプロンプトが表示されます。入
力すると、各地域の店舗で提供する特定のフレッシュ フード品目の栄
養表示を確認できます。 

過去 3 年間で 600 万人を超えるお客様が Starbucks.com の栄養表示
を参照しました。その約半数は 2006 年度に参照しています。これは、
お客様の責任において十分な情報をもとに商品の選択が行われた 
ことを示しています。 

トランス脂肪の問題への対応 

スターバックスは、お客様がお好みになる味と品質を維持しつつ、トラ
ンス脂肪分を減らすために、ビバレッジの原材料構成を変える措置を
講じました。また、ペーストリー品目のトランス脂肪分を減らすか、取り
除くための取り組みで地域の製パン工場と緊密に連携しています。
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2006年度の成果について一部を以下に示します。

•  トランス脂肪に対する新しいラベル表示の要件に対応しました。
これには、包装済みフードのラベル表示のほか、未包装のフードと
ビバレッジのトランス脂肪分に関するオンラインの掲載が含まれま
す。乳製品原料は自然発生的にトランス脂肪を少量含むので、乳製
品のビバレッジには、常にトランス脂肪分の記録が表示されます。 

• フラペチーノ® ブレンド クリーム ベースの構成を変えることで、ス
ターバックスのすべてのビバレッジで人工トランス脂肪分を 0.5 グラ
ム以下に抑えました。 

• パンプキン クリーム チーズ マフィンやジンジャーブレッド ローフ
など、米国で提供するすべてのプロモーション ペーストリー品目で
トランス脂肪分を 0 グラム（米食品医薬品局の栄養表示丸め規則
による）に抑えました。

健康管理に対する長期的手法

健康管理に対する取り組みは、スターバックスの歴史と文化に深く組
み込まれた理念です。これは、当社がパートナーに配慮する方法やお
客様との関係に反映されています。近年、スターバックスは米国の健
康管理改革を提唱し続けています。

お客様や社会全般の共通の懸念に対処する場合、スターバックスは
前向きでありたいと考えます。2006 年度前期に、スターバックスは栄
養学の専門家との会議を設けました。スターバックスは、この意見交
換を高く評価し、約束を引き続き果たすために計画を進めています。

今後の目標

2007 年度は、地域の製パン工場と連携し、米国の自社店舗で提供 

するすべてのフード商品からトランス脂肪を取り除きます。

今後の目標

健康管理諮問委員会を継続的に開催します。この委員会では、医療や栄

養学の分野の専門家を交えて、健康管理の問題、健康管理に関するスター

バックスへの社会的期待、当社の将来の取り組みや戦略などについて全

般的な洞察と助言をいただきます。

私のスターバックス— 栄養表示によって、お客様は十分な情報のもとで注文を決めたり、 

カスタマイズすることができます。 

カスタマイズでは、味と品質を落とさずにカロリー、脂肪、および砂糖を抑えられます。 

シロップを少なくするか、無糖シロップを代用する、好みのフラペチーノ ブレンド  

ビバレッジの「ライト」を指定する、無脂肪乳を選択する、「ホイップ クリーム」を指定する 

など、お客様は注文を自由に変えることができます。たとえば、私の好みのビバレッジは、 

ダブル トール & 無糖 & バニラ風味 & 無脂肪乳のキャラメル マキアートですが、 

約 100 カロリーで 1 グラムの脂肪と 3 グラムの砂糖増量しか含まず、 

1 日のカルシウム量の 20% と 8 グラムのたんぱく質を摂取できます。 

このように調整が単純なため、100 カロリーでも簡単に下げることができます。 

1 年間毎日これを続けると、体重を 10 ポンド減量できることになります。

—  Katie Thomson、RD、スターバックス栄養士 
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職
場

スターバックス社会的責任（CSR）レポートの完全版については、

www.starbucks.com/csr からオンラインで入手できます。

Web には、以下のトピックの詳細が掲載されています。

• 充実した福利厚生

• パートナーの表彰制度

• 職場の方針とパートナーの権利の尊重

• パートナーのトレーニングとキャリア開発

• 安全で健康的な職場環境をつくるための当社のアプローチ

• 多様性の受容

2詳しくは Web で

私のスターバックス— 1994 年にスターバックスに入社して以来、 

ビーン ストックと S.I.P. を通じてスターバックスの株式を購入して

います。また、将来に備えてフューチャー ロースト — スターバックス 

401K プランを利用しています。2 年前に、株式を売却して、 

メキシコにいる両親のために車と家を買いました。

今では私も母になり、初めての家を 

買う予定です。

1996 年に妹がスターバックスに 

入社したとき、福利厚生制度を 

最大限に利用するように勧めました。

このアドバイスは、姉からの最高の 

プレゼントだと言われました。

—  ノエミ・ゲバラ

米国テキサス州ミズーリ市スター 

バックス ストア マネージャー

働きやすい環境をつくる

お客様がスターバックスの店舗に入ってきたとき、期待しているのはおい

しいコーヒーです。また、お客様にはおいしいコーヒーを楽しむ権利が

あります。しかし、お客様のスターバックス エクスペリエンスはコーヒー 

にとどまるものではなく、店頭にいるバリスタとのつながりにも基づい

ています。パートナーと呼ばれる 145,000 名以上の従業員の信頼と

尊敬を獲得し、維持することは、お客様のスターバックス エクスペリ 

エンスの向上と当社の成功を意味するものです。当社の目標は、パート

ナーのために可能な限り働きやすい職場環境、つまり有能な人たちを 

引き付けて、長く働くことができる、パートナーが働きやすいと思う職場

をつくることです。

ここでは、次のような当社の取り組みについて説明します。

•  パートナーからのフィードバックを継続的に収集する

•  充実した福利厚生を提供する

•  パートナーの健康を守る

パートナーの声を聞く

当社の職場文化は、第 1 の企業理念「お互いに尊敬と威厳をもって 
接し、働きやすい環境をつくる」にしっかりと根差しています。これは、

20 年近くにわたり職場でのプラクティスを奨励し、推進してきた確固
たるバリューであり、パートナーの意見を聞き、尊重するという当社の
信念の基礎になっています。さまざまなチャンネルを通じてパートナー
にフィードバックを求めることで、この信念を実行に移しています。こ
のパートナーの意見を活用して、当社の取り組みを具体化し、パート
ナーの経験を向上させます。フィードバックを得る方法の 1 つとして、 
パートナーの意見調査を実施しています。

パートナーの意見調査

当社は、約 1 年半から 2 年に 1 度パートナーの意見調査を実施し、世
界各地のパートナーから匿名でフィードバックを求めています。この調
査では、育成、コミュニケーション、上司のリーダーシップ、コーヒーに
関する知識、作業上、生活上の効率など、多くの側面を取り上げてい
ます。パートナーは、調査に参加することで、当社が優れている点を
指摘し、一層の配慮が求められる当社のあらゆるレベルにおける課
題を特定します。このフィードバックを活用して、パートナーの満足度と
帰属意識を高める、つまりパートナーの店舗、ワーク グループおよび

当社とのつながりを強化するために、調整および改善を行います。こ
のプロセスにより、パートナーは職場での経験を構築し向上させる中
で、発言することができるようになります。

最新の調査は、2006 年  3 月に、オーストラリア、カナダ、コスタリカ 
（ファーマー サポート センター）、ドイツ、香港、アイルランド、オランダ、
シンガポール、スイス、タイ、英国、米国の直営店、サポート オフィ
ス、焙煎工場、倉庫に勤務する全パートナーを対象に実施されました。
この調査は、規模および回答率の両方に関して過去のパートナーの

意見調査を大きく上回り、参加パートナー数は  101,800 名、回答率
は  84% でした（調査結果については、次ページをご参照ください）。

その他のチャンネルによるパートナーのフィードバック

パートナーの意見調査に加え、その他の手段を利用して、パートナーが
懸念を伝え、当社の業務プラクティスについての意見を述べ、ミッショ
ン宣言および企業理念や法律上、倫理上の目的に反する問題を報告で
きる機会を提供しています。これには、ミッション レビュー、業務行動
ホットライン、オープン フォーラムなどがあります。2詳しくは Web で



2003

73

82

2005

73

87

2006

69

86

パートナーの意見調査結果

パーセント

事業年度

帰属意識の高いパートナーの割合 満足しているパートナーの割合

*	2004 年度は調査を実施していません。

�� ��

パートナーのフィードバックに応える

パートナーの福利厚生

当社のトータル ペイ パッケージは、尊敬と威厳をもってパートナーに
接するという当社の確約の基盤です。トータル ペイ パッケージは、
各国の状況を踏まえて国ごとに異なっています。このパッケージには、
優遇された基本賃金、ボーナス、健康保険、所得補償、休暇、ストック 
オプション、預金制度、育児休業制度、奨学制度、当社店舗の商品値
引きなどのパートナー特典などが含まれます。

当社の賃金は、業務に必要な知識、技術、経験を反映しています。定
期的に業界の賃金調査を検討して、優遇された賃金相場を確認し、そ
れに応じて賃金を支給します。また、業績に基づいて能力給の昇給も
あります。

健康管理

コストは著しく上昇していますが、当社では対象となるフルタイムおよび 
パートタイム パートナーに対して健康保険を提供しています。当社の
米国およびカナダにおける健康保険制度は自家保険で、医療サービス
提供者に当社およびパートナーが負担する金額によって支払われま
す。2006 年度は、パートナーの健康保険料は引き上げませんでした。
当社は、健康保険制度を継続し、パートナーが最適な健康状態を維
持できるように支援するために、さまざまな方法で取り組んでいます。
2詳しくは Web で

今後の目標

2007 年度には、調査結果に対応するために次のような更なる手段

をとります。

• インターナショナル マーケットのパートナーの賃金に関する調査

を実施する

• 新たな報奨制度や福利厚生制度を通じて、当社の哲学に沿って、

会社の成功を共有する 

• ストア パートナー向けオンライン トレーニング モジュールなど、

パートナーに賃金や福利厚生に関する情報を連絡する新しい 

方法を検討する

• 社内の優れた人材を活用し、パートナーがキャリア機会を利用、

準備しやすくするツールを開発する

パートナーにより特定された、会社の対応が必要な分野 2006 年度に開始されたこれらの課題に対する対応

• 賃金と福利厚生 • 米国内の時間給で勤務する大半のパートナーに対して賃上げを実施しました。

• グループ内およびグループ間のコミュニケーション • オンライン ツールを向上させ、必要に応じて発行物を統合するために 
取り組んでいます。

• 将来の雇用機会 • あらゆる職種を補充するために、グローバルな社内公募制によるソーシング戦略を 
計画しています。

パートナーの意見調査結果 — 2006 年度

パートナーの満足度および帰属意識のレベルは、全体として引き続き高い数字を示しています。以下のグラフをご覧ください。調査では、トレーニングや育成機会、 

コーヒーに関する知識を高めるための取り組みを含む、働きやすい環境を作ることに成功している特定の分野が明らかになりました。
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第三者保証報告書

スターバックス コーヒー カンパニーのステークホルダーの皆様へ

当事務所は、スターバックス コーヒー カンパニー（以下「スターバックス」）の 2006 年 10 月 1 日までの年度の CSR（企業の社会的責任） 

2006 年度アニュアル レポート（以下「レポート」）を保証することを目的に、手続きを実施しました。

次の対象項目に関して証拠収集手順を実施しました。

•  2006 年度主要業績評価指標の概要とハイライト

•  レポートで対象とされている各分野（コーヒー、社会、環境、健康、職場）で提供されている情報およびデータ

•  この情報およびデータを作成するための管理と報告

次の評価基準に対して対象項目を検討しました。

•  社内で CSR 情報およびデータを作成、整理し、まとめた手順

•  情報およびデータの品質に対する管理環境

この保証は、CSR データの正確性および完全性に固有の限界と併せて、またスターバックス社内の報告ガイドラインに基づいて考慮する必要が
あります。

スターバックスの取締役会は、対象項目および評価基準に対して責任を負います。

当事務所は、証拠収集手順に基づいて、CSR に関する社内報告プロセス、情報およびデータについての報告に対して責任を負います。現在、米国
には  CSR レポートの作成、提示、検証に関する法的規制や一般に認められている検証基準はありませんが、2005 年  1 月に国際監査保証基準審議
会（IAASB）によって承認された  CSR レポートの国際基準があります。この  IAASB 承認基準をガイドラインとして使用して、証拠収集手順を計画お
よび実施し、当事務所の結論の根拠とします。ただし、国際監査基準に準拠した監査は実施していないため、監査に関する所見は述べません。

証拠収集手順には、次のような手続きが含まれます。

•  レポートで対象とされている各分野に関する情報を収集し、まとめるために使用された社内報告制度の有効性のテスト

• スイスでのスターバックスのコーヒー購買業務、コスタリカでの C.A.F.E. プラクティス運用、米国ワシントン州シアトルの本社において、 
現地で CSR データを検証するためにサンプルベースでの特定手順の実施

• データ収集および報告を担当するパートナーとの面接

• 店舗でのパートナーとの面接

• レポートで対象とされている各分野の情報を収集してまとめるプロセスの評価

• 企業方針、経営、報告構造など、関連文書の検討

• 報告された CSR 情報およびデータの収集、分析、まとめに使用された文書とシステムについてサンプルベースでのテストの実施

この報告書で説明されている手続きに基づいた当事務所の所見では、レポートに記載されている CSR 情報は、2006 年 10 月 1 日までの事業年度
のスターバックス コーヒー カンパニーの CSR に関する実績および取り組みを公正に示しています。レポートで開示されている説明、主張および 
データは、文書、社内プロセスと取り組み、外部パーティから提供された情報によって正当に裏付けられています。

Moss Adams 会計事務所
米国ワシントン州シアトル

2007 年 1 月 15 日
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皆様からのご意見について　

当社では、「スターバックス 2006 年度版 CSR アニュアル レポート」の準備にあた
り、多方面の関係者に対して前年度のレポートを配布し、当社の透明性の改善方法に

関する率直なご意見やご提案をいただきました。また、オンラインによる調査でも、

前年度のレポートをお読みくださった皆様から非常に多くのご意見を頂戴することが

できました。こうした調査は今後も実施していく予定です。収集した情報の中には非

常に優れたご提案も含まれており、いくつかは今年度のレポートに取り入れさせてい

ただいております。たとえば、印刷物は最も重要な問題に的を絞った要約版とし、完

全なレポートはオンラインで発行することにしました。  

当社では、「スターバックス 2006 年度版 CSR アニュアル レポート」に関する皆様
からのご意見をいただき、今後のレポート内容の改善に努めたいと考えております。

皆様のご意見は、オンラインによる調査（www.starbucks.com/csrsurvey）を
通して収集させていただきます。すべてのご意見を貴重な資料と考えておりますので、

ご協力をよろしくお願いいたします。

詳しくは下記へお問い合わせください。

Starbucks Coffee Company
Customer Relations
PO Box 3717
Seattle, WA 98124-3717 USA
TEL: 800-23-LATTE 
(800-235-2883)
Starbucks.com の「customer service（お客様サービス）」セクションからお問い
合わせいただくこともできます。

このレポートの印刷物を入手するには、上記の電話番号までご連絡ください。レポート

は、www.starbucks.com/csr からオンラインで入手することもできます。

アニュアルレポートの監査について

｢スターバックス CSR アニュアル レポート」に掲載されたデータおよび記述内容に対する外部監査
は、2002 年に、シアトルに本拠を置く米国第 12 位の会計コンサルティング事務所である Moss 
Adams 会計事務所に依頼して開始されました。Moss Adams 社は、それまでにない高品質な業
務を提供する企業として、スターバックスの基準をクリアしています。また、CSR 関連データや内容を
監査するために、独自のアプローチを開発することもできました（24 ページ参照）。

本レポートには、今後の動向や新店舗のオープンに関する予測内容が含まれています。こうした予測を
含む記述は、現在入手可能な経営、財務、競合状況に関する情報に基づいており、さまざまなリスクや
不確定要素を含むことがあります。将来における実際の結果や動向は、拡大計画の成功、米国内や国
際的な景気変動、競合他社によるイニシアチブの影響、および、SEC による企業ファイリングに詳述
されるその他のリスクを含む（ただし、これらに限定されない）さまざまな要因によって、著しく異なる
可能性があります。SEC による企業ファイリングについては、2006 年 10 月 1 日を末日とする年度
の 10-K に基づくスターバックス アニュアル レポートの「Risk Factors（リスク要因）」セクション
に収録されています。
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