
シチズングループでは、ＣＳＲ（Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ：企業の社会的責任）に関する考え方や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とともに、重要なコミュニケーションツールと位置づけ、毎年ＣＳＲ報告書を発行しています。

人々の期待や憧れのなかに眠る新しい可能性や「次のカタチ」を創造する
シチズングループの製品・サービスを写真やイラストを交えてご紹介します。

ＣＳＲの取り組みと報告書に対する評価として、第三者による意見を掲載
しています。

シチズングループでは、グループ企業理念を具現化するために、グループ企
業行動憲章に基づいた全員参加型ＣＳＲを推進しています。２０１２年度に取
り組んだ活動を、憲章ごとに従業員の声を交えながらご紹介します。
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シチズンホールディングス株式会社

１９３０年５月２８日

〒１８８–８５１１ 東京都西東京市田無町６–１–１２

代表取締役社長 戸倉 敏夫

３２６億４，８８９万円

18,459名（連結）

2,720億円（連結）

東京証券取引所第一部

会社概要

免責事項
本報告書には、将来予測も記載しています。これらは記述した時点
で入手できた情報に基づいたものであり、実際の活動結果が予測
と異なる可能性があります。

報告対象組織

経済データ・社会データ： 国内30社、海外70社（計100社）
環境データ： 国内31社、海外13社（計44社）

２０１２年度（２０１２年４月１日～２０１３年３月３１日）
ただし、一部２0１３年度の内容を含みます。

報告対象期間

「サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン2006」（GRI）
「環境報告ガイドライン（2012年版）」（環境省）
「環境会計ガイドライン（2005年版）」（環境省）

参考にしたガイドライン

２０１３年６月（前回２０１２年６月、次回予定２０１４年６月）

発行時期

シチズンホールディングスの
「CSRサイト」について

シチズングループについて

シチズングループは、「市民に愛され市民に貢献する」を企業理念に、時計事業で培ってきた小型化技術・精密技術・低消費

電力技術などを活かした多彩な事業をグローバルに展開しています。

資　本　金

従 業 員 数

売　上　高

上　　　場

シチズングループのＣＳＲに関する考え方やめざす姿を改めて体系化しました。

シチズングループが、めざすべきＣＳＲ活動の方向性などについて、
秋山をね氏をお招きし、対談を行いました。

ＷＥＢサイトでは、本冊子の内容に加え、
網羅的なＣＳＲ情報を掲載しています

（２０１３年３月３１日現在）
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