
証券コード 2502

2012年度 第2四半期のご報告 （2012.1.1～2012.6.30）

株 主・投 資 家 の 皆 様 へ

2012年

秋号



P4

P3 Top Message
代表取締役会長の荻田伍と
代表取締役社長の泉谷直木が
業績や事業戦略を報告

国内外で成長戦略と収益向上施策を
推進し、12期連続の過去最高益の
更新を目指します。

Question ＆ Answer

P6 Asahi NEWS CLIP
新商品や国内外のトピックスを紹介

P12 FINANCIAL HIGHLIGHT

P18 潜入！ 工場見学　生産者がナビゲート
フリーズドライ食品の製造工場
──天野実業（株）～里庄第二工場編～

P11 地域社会とともに
ステークホルダーとの協働による
活動を紹介

P20

P22

P23

P24

株主の皆様とのコミュニケーション
● 第1回株主様工場見学会の報告
● アンケート集計結果の報告
● 株主優待「東日本大震災支援活動への寄附」の報告

アサヒ × ジェネレーション（大人編）

会社概要

株主メモ
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連結業績 上半期 通期（2012年度の通期数値は目標）

売上高 （億円）
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当期（四半期）純利益 （億円）
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平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

アサヒグループは、“自然のめぐみを、食の感動へ。「世界品

質」で信頼される企業を目指す”ことを掲げた「長期ビジョン

2015」と、そのマイルストーンとなる3カ年の「中期経営計画

2012」の達成に取り組んでおります。

「中期経営計画2012」の最終年度となる本年は、「既存事業

の収益性の向上」と「新たな成長構造の構築」に注力しており、

上半期の売上高は、飲料事業など国内の全事業が増収となっ

たことに加え、昨年アジア・オセアニア地域で5社を買収した国

際事業の上乗せ効果もあり、上半期としては過去最高の7,103

億円（前年同期比9.0%増）となりました。一方、営業利益は、酒

類事業と国際事業は増益となりましたが、昨年の震災の反動に

よる販売経費の増加などで飲料事業や食品事業が減益となっ

たため、328億円（同10.0%減）となりました。また、中国の持分

法適用会社である「康師傅飲品控股有限公司（以下、康師傅飲

品社）」が米国の「PepsiCo,Inc.（以下、ペプシコ社）」と戦略的

パートナーシップを結び、持分変動利益が発生した

ことなどにより、四半期純利益も256億円（同57.5%

増）と上半期としては過去最高となりました。

上半期は、こうした既存事業の取組みとともに、成

長構造の構築においても成果を上げました。5月に

乳性飲料のトップメーカーであるカルピス（株）の全

株式を取得する株式売買契約を締結し、飲料事業の

さらなる成長に向けた事業基盤を獲得することがで

きました。さらに海外でも、東南アジア最大の市場で

あるインドネシアにおいて、最大手の食品企業「PT 

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk（以下、イン

ドフードCBP社）」と飲料製品を製造・販売する合弁

会社を設立することで合意しました。

今後もアサヒグループは、株主の皆様のご期待に

応えるべく、グループ一丸となって取り組みます。引き

続き、変わらぬご支援をよろしくお願い申しあげます。

Top Message

代表取締役会長
荻田 伍

代表取締役社長
泉谷 直木
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Question ＆ Answer

コールのビールテイスト清涼飲料市場の活性化で着実に成果

を上げることができました。

飲料事業では、基幹ブランドである『三ツ矢』『ワンダ』『ア

サヒ十六茶』に加えて、『アサヒおいしい水』やロングセラーブ

ランドの活性化に取り組み、販売数量が業界平均を大幅に上

回る成長を果たしました。また、食品事業でも、アサヒフードア

ンドヘルスケア（株）、和光堂（株）、天野実業（株）の3社が、主

力ブランドのさらなる強化を進め、食品事業トータルで増収を

図りました。

国際事業では、中国ビール事業において、最重点市場であ

る上海周辺エリアで「品質」を訴求できる販売経路への営業活

動を強化しました。またオセアニア事業では、飲料事業で営業

体制の効率化を図り、売上拡大に取り組むとともに、酒類事業

では4月から豪州における『アサヒスーパードライ』の販売機

能を子会社の「Independent Distillers (Aust) Pty Ltd」へ

移管し、豪州ビール市場での成長を目指しました。さらに、東

南アジア事業では、「Permanis Sdn. Bhd.（以下、ペルマニス

社）」が、主力ブランドの強化を図り、市場での地位向上を推進

しました。

酒類事業では、『アサヒスーパードライ』ブランドの

価値を高める活動を継続するとともに、その初のエク

ステンション商品である『アサヒスーパードライ－ド

ライブラック－』や、ビールテイスト清涼飲料の『アサ

ヒドライゼロ』を新発売し、ビール市場やノンアル

東日本大震災の反動による増加だけでなく、『アサヒ

スーパードライエクストラコールド』の展開や、『アサヒ

スーパードライ－ドライブラック－』の発売で新たな需

要を喚起したことが、ビール市場の活性化につながっ

たと考えています。今後も、ビールで圧倒的なシェアを

持つ『アサヒスーパードライ』のブランド力を強化する

ため、マーケティング活動に力を入れていきます。

また、本年2月に発売した『アサヒドライゼロ』につい

ては、「健康に配慮しつつもビールのような味わいやノ

ドごしを楽しみたい」というニーズの実現を追求し、お客

様のご支持を得ることができました。麦汁を使用せず

ビール成分を再現する新製法によって、アルコール度

数0.00%ながらビール愛好家の皆様にもご満足いただ

ける新商品を開発しました。この『ドライゼロ』の販促活

動も積極的に展開していきたいと考えています。

国内外で成長戦略と収益向上施策を推進し、
12期連続の過去最高益の更新を目指します。

この上半期における各事業の
主な取組みをお聞かせください。

代表取締役社長

ビールやビールテイスト清涼飲料が
好調だった理由を
どのように分析していますか。
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Question ＆ Answer

東南アジア最大の市場であるインドネシアの清涼飲料市場

は、2011年の実績で約4,000億円規模となっており、今後も人

口増加や経済成長に伴って、年率2桁以上の飛躍的な成長が見

込まれています。

その市場において、高度な製造技術やマーケティングのノウ

ハウを持つ当社と、幅広い販売・物流網を持つインドフードCBP

社それぞれの強みを活かして、早期にプレゼンスを高め、海外

展開における新たな成功事例にしたいと考えています。また、

昨年買収したマレーシアのペルマニス社と合わせて、東南アジ

ア地域での飛躍的な成長を果たしていきたいと思います。

酒類事業では、引き続き『アサヒスーパードライ』や『クリア

アサヒ』といった主力ブランドに経営資源を集中させるととも

当社は従来から自社単独での戦略に加えて、外部企

業のブランドの買収や自動販売機事業での提携などで

飲料事業の成長を目指してきました。今回のカルピス

（株）株式の取得もその一環であり、乳性飲料で60%を

超えるNo.1ブランドが加わることで、グループの商品

ラインアップを強化することができます。また収益面で

も、当社グループの酒類・飲料事業のサプライチェー

ン網を活用することで、生産・調達・物流などの過程で

コストシナジーを高めることができると考えています。

さらに、将来的には、当

社がアジア・オセアニア

で拡大してきた事業基盤

を活用して、『カルピス』

ブランドを世界的なブラ

ンドに育成していくこと

も検討しています。

に、好調な『アサヒドライゼロ』の販促強化などで売

上の拡大を図ります。また、固定費全般の効率化や

製造原価の低減など、収益構造の改革も引き続き推

進していきます。

飲料事業では、基幹ブランドの強化を軸に業界平

均を大幅に上回る販売数量増を目指す一方で、販売

経費の効率的な活用に努めていきます。

また、食品事業でも、既存商品のブランド強化およ

び新商品の開発などを通じて売上の拡大を目指し、

事業基盤の整備に取り組んでいきます。

国際事業では、アジア・オセアニア地域で事業基盤

の強化とコスト効率の向上に取り組むとともに、中国に

おいては、康師傅飲品社や「青島 酒股份有限公司」と

の戦略的パートナーシップをさらに強化していきます。

こうした取組みによって、通期の売上高は15,690億

円（前期比7.3%増）、営業利益は、1,130億円（同5.4%

増）、当期純利益については650億円（同18%増）を達

成し、12期連続の過去最高益の更新を目指します。成

長を続けるアサヒグループにどうぞご期待ください。

カルピス（株）の株式を取得する
狙いをお聞かせください。

インドネシアの市場性や
同国での事業展開についてお聞かせください。

下半期の取組みと通期の業績見通しを
教えてください。
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●  刺激120%※1の爽快な旨さ
高めの炭酸ガス圧、香味バランス、原材料の最適配合による当社独
自の「刺激UP製法」によって、お客様の「リフレッシュ」ニーズにお応
えする刺激的で爽快な味わいを実現しました。
※1 恒常刺激法による（クリアアサヒ比）。

●  世界一の大きさ※2「メガ飲み口」
刺激を最大限楽しんでいただけるよう、飲み口面積が通常の約1.3倍の
缶ぶたを採用しました。
※2  2012年2月1日時点における当社調べ。ステイオンタブ缶ぶたと
して。

●  “刺激的な爽快感”を表すデザイン
刺激的で爽快な味わいの商品であることをわかりやすく、印象的に
表現するため、アサヒビールのロゴがシュワっとはじけるデザインに
しました。

缶350mℓ／オープン価格

缶350mℓ、缶500mℓ／
オープン価格

スピリッツ（発泡性）①

リキュール（発泡性）①

●  麦焼酎本来の香りを楽しめる
『かのか』の特長である「香り蒸溜仕上げ」によって麦焼酎本来の香りを
贅沢に引き出した焼酎ベースのハイボールです。

●  「辛口」「糖類ゼロ※」
甘くなくすっきりとした上質な味わいが特長。どんな料理にも合うので、
食事とともにお楽しみいただけます。
※  栄養表示基準に基づき、糖類0.5g（100ｍℓあたり）未満を糖類ゼロ
としています。

●  炭酸の心地よい刺激と爽快感
麦焼酎をベースに炭酸を加えることで、心地よい刺激と爽快感を実現し
ました。

●  『かのか』ブランドからのエクステンション商品
1993年の発売以来、多くのお客様にご愛飲いただいてきた麦焼酎『か
のか』ブランドからのエクステンション商品です。

かのか
焼酎ハイボール

アサヒ
ダイレクトショット

リキュール（発泡性）①

カクテルテイスト清涼飲料

アサヒ 秋宵 
－あきよい－

アサヒゼロカク

缶350mℓ、缶500mℓ／オープン価格

缶350mℓ／オープン価格

リキ ル（発泡性）①

アサヒビール（株）

●  高濃度醸造による芳醇なコク
麦汁エキスを高濃度にして醸造することで、秋に飲むビール類に
お客様が求める“コク”と“味わい深さ”を実現しました。

●  秋の夜長にぴったりな商品名とデザイン
ネーミングには秋の“宵”に心地よい“酔い”を楽しんでいただき
たいとの想いを込めました。また、“紅葉の景色”のデザインで秋
の季節感と上質感を表しました。

●  『アサヒダブルゼロカクテル』を一新
発売以来、ノンアルコールカクテル市場を牽引してきた『アサヒ
ダブルゼロカクテル』のネーミングとパッケージを一新しました。

●  シーンに応じて選べる豊富なラインアップ
これまでの3品種に加え、新たに「ラムコーラテイスト」を発売。さ
まざまなシーンでお楽しみいただけます。

発 売 中 2012年5月29日～

発 売 中 2012年8月21日～

発売予定 2012年9月4日～

発売予定 2012年9月19日～

※ 特別な表示がない限り、表示されている価格は希望小売価格（消費税別）です。新商品開発

新
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●  パッケージを一新
“朝専用缶コーヒー”の地位を確立し、発売10周年を迎える『ワンダ 
モーニングショット』のパッケージを一新して新発売します。

●  新豆100%使用
香り高く風味豊かなアラビカ種の新豆を100%使用しました。

●  挽きたて12時間抽出
挽きたてのコーヒー豆を12時間以内にドリップすることで、コーヒー本
来の香りを詰め込みました。

●  ワンダ独自の「抗酸化製法」
淹れたてのおいしさを実現するために、コーヒー抽出時や充填時の酸
化を防止するワンダ独自の「抗酸化製法」で仕上げました。

●  広口フタを採用
立ち昇るおいしさと香りをお楽しみいただけるよう、「広口フタ」を採用
しました。

缶190g ／115円

紙パック500mℓ／110円（税込み）

コーヒー

清涼飲料

●  チルド飲料のエナジードリンク
拡大傾向にあるエナジードリンク市場に、紙パックのチルド飲料を投入
しました。

●  炭酸がないのにキレがある
無炭酸で飲みやすいのにキレがあり、クセになる味わいが特長です。

●  エナジー成分をバランスよく配合
アルギニン、カフェイン、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンC、アミノ酸な
どのエナジー成分をバランスよく配合しました。

●  エネルギッシュなパッケージデザイン
パッケージ中央には、躍動感やエネルギーを感じさせる、強靭かつ俊敏
で勇ましいユニコーンを配しました。

ワンダ
モーニングショット

メガエナジー

ヒ

清涼飲料

アサヒ飲料（株）

（株）エルビー

発 売 中 2012年8月21日～

発売予定 2012年9月25日～

広口フタを開ければ立ち昇るおいし
さと香りをお楽しみいただけます。
これからも皆様の「朝」を応援し続け
るパートナーとしてご愛飲ください。

チルド飲料のエナジードリンクを新発
売しました。“メガ”なエナジーが必要
な部活動・スポーツや勉強・残業の際
に、ぜひお試しください。

マーケティング第一部　高田 淳吾

商品開発部　大藪 伸也

ワンダ ブラックワンダ

キャラメルラテ

紙パック1000mℓ／
126円（税込み）

缶185g ／115円

紙パック500mℓ／
137円（税込み）

さわやか果物
ふじりんご水

コーヒー

乳飲料 清涼飲料

発 売 中
2012年8月28日～

缶185g ／115円

ワンダ 金の微糖
コーヒー

2012年10月23日～
発売予定

2012年9月4日～
発売予定2012年9月4日～

発売予定

A s a h i  N E W S  C L I P   

新商品開発 ※ 特別な表示がない限り、表示されている価格は希望小売価格（消費税別）です。
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A s a h i  N E W S  C L I P   

●  オコゲがおつまみになりました
オコゲをそのまま一口サイズのおつまみに仕上げることで、これま
でになかった新しいおつまみが出来上がりました。

●  濃厚な味わい
濃い味だけでなく、噛むとジュワッと溢れる旨みが一体となって口の中
に広がります。

●  クセになる食感
フライの温度にこだわりやや堅めに揚げることで、充実した食べ応えと
ともについクセになる食感を生んでいます。

●  お酒との抜群の相性
ビールを始めとしたお酒との相性にも徹底的にこだわり、お酒のおいし
さが一層引き立ってくるのも魅力です。

1袋／158円（税込み）

歯みがきシート7包入り／200円、
ベビー歯ブラシ／各1000円、
歯みがきジェル／各600円

おつまみスナック

乳歯ケア

●  乳幼児のオーラルケア商品をラインアップ
歯みがき用のウエットシート、どの角度からでもみがける360°歯ブラ
シ、歯みがきジェルの3種類をお子様の成長に合わせてラインアップし
ました。

●  乳歯をケアする成分を配合
歯みがきシートと歯みがきジェルには、キシリトール（矯味剤）、POs-Ca
（湿潤剤）、緑茶ポリフェノール（湿潤剤）など、乳歯をケアする成分を配
合しました。

●  お子様に安心の構造
ベビー歯ブラシ（自分でみがく用）は、のど突き防止に配慮した構造で
お子様に安心です。超極細毛を使用した360°コンパクトヘッドなので、
お子様が痛がらずにすばやくしっかりみがけます。

オコゲスタ

「にこピカ」
シリーズ

粉末清涼飲料

ママのカフェオレ
ママのミルクティー

お まみスナ ク

乳歯ケア

アサヒフードアンド
ヘルスケア（株）

和光堂（株）

●  妊娠期・授乳期に必要な栄養素をバランスよく配合
牛乳に溶かすだけで手軽に飲めます。鉄・カルシウム・葉酸など11種の
ビタミンと食物繊維をバランスよく配合しました。

●  カフェインを抑えているので安心
カフェインレスコーヒー、カフェインカット紅茶を使用しているので、マ
マにも赤ちゃんにも安心です。

7.5g×7本／500円

発売予定 2012年9月3日～

　

オコゲがそのままおつまみになった『オ
コゲスタ』は、濃厚な味わいでクセにな
る食感に仕上がりました。お酒を片手
にぜひ一度お試し下さい。

食品開発部　稲熊 秀敏

リセットボディ
ビーフ入り贅沢カレー

50日分／
1890円（税込み）

3食入り／
819円（税込み）

ディアナチュラ ストロング39 
アミノ マルチビタミン＆
ミネラル

ダイエットサポート食品 サプリメント

2012年9月3日～
発売予定2012年9月3日～

発売予定発売予定 2012年9月3日～

発売予定 2012年9月3日～

※  全国のコンビニ・スーパー
などでお買い求めいただけ
ます。

新商品開発 ※ 特別な表示がない限り、表示されている価格は希望小売価格（消費税別）です。

ガーリックチキン（新発売）
明太子＆マヨネーズ（新発売）
海鮮うま塩（リニューアル発売）

アサヒスーパーレポート2012年秋号8



韓国での「アサヒ」ブランドのさらなる浸透に向けて
『アサヒスーパードライ－ドライブラック－』を発売

アサヒビール（株）は2000年から韓国への商品

輸出を開始し、2004年には輸入酒類販売会社

（株）ロッテアサヒ酒類を設立。量販店での販促イ

ベントや樽生ビールの取扱店舗の拡大に向けた

取組みを展開してきた結果、韓国は海外で『アサ

ヒスーパードライ』の販売数量が最も多い国と

なっています。さらに昨年は年間販売数量で初

めて輸入ビールブランドの首位を獲得しました。

韓国輸入ビール市場で
年間販売数量首位を獲得！

韓国における販売数量推移

を発売売売

海外

2005

200

150

100

50

0

2011

123.1
102.7

2008 2009 2010

75.4

11.9

2005年からの
年平均成長率

48%

アサヒビール（株）と（株）ロッテアサヒ酒類は、本年7月から韓国で海外では初

めてとなる『アサヒスーパードライ－ドライブラック－』の販売を開始しまし

た。本商品は、黒ビールならではのコクがありながらドライで爽快な味わいを

実現したビールで、日本においては4月の発売から2カ月間で販売量が140

万ケース※を超えるなど、若い世代のお客様を中心に多くの

ご支持をいただいています。この“スーパードライの黒ビー

ル”を2年連続で二桁成長を続ける韓国輸入ビール市場に投

入することで、韓国でのアサヒブランドのさらなる浸透を目指

します。

韓国の輸入ビール市場は近年成長傾向にあり、消費者の嗜好も、高価でもおいしい商品

を求めるように変化しています。そんななか、“スーパードライ”のブランド価値を高める

広告宣伝活動を積極的に展開し、（株）ロッテアサヒ酒類の韓国人社員の熱い思い

もあって、昨年、念願の輸入ビール年間販売数量No.1を達成しました。『アサヒ

スーパードライ─ドライブラック─』の発売を機に店頭サンプリングや大量陳列な

どの取組みを強化して、さらなる飛躍を目指します。
（株）ロッテアサヒ酒類 理事 浅井 裕

韓国輸入ビールトップブランドの地位盤石化に取り組んでいます！

輸入ビールのうち
市場シェア28.3%

58.3

※ ケース：大瓶633mℓ×20本換算。

（千ケース）

（年）

A s a h i  N E W S  C L I P   
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A s a h i  N E W S  C L I P   

「CO2削減／ライトダウン
キャンペーン」に参加

環境省は、日頃いかに照明を使っているかを実感
し、地球温暖化防止への意識を高めることを目的に
「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」を実施し
ています。アサヒグループでは、このイベントが始
まった2003年から参加。本年は『夏至ライトダウン
（ブラックイルミネーション）』『七夕ライトダウン
（クールアースデー）』と題された6月21日と7月7
日の20時～22時の間、本社ビルに隣接するスー
パードライホールの「炎のオブジェ」をライトアップ

している照明と、
東京・大阪・北
海道に設置して
いるネオン看板
の一部を消灯し
ました。

環境保全

アサヒビール大山崎山荘美術館に
多目的ホール「夢の箱」をオープン

アサヒビール大山崎山荘美術館は、古陶磁、家具、
染織などの作品を展示する本館「大山崎山荘」（登
録有形文化財）とクロード・モネの『睡蓮』の連作を
展示する地中館の2つの施設をもつ美術館として
1996年に開館し、これまでに約160万人の方にご
来館いただいています。同館開館20周年を迎える
のを前に、建築家・安藤忠雄氏の設計による多目
的ホール「夢の箱」をオープン。今後、「夢の箱」で芸
術品や美術品の展示会やシンポジウムの開催など
を計画しており、関西地域において優れた芸術文化
を発信し続けていきます。

『ニッカ 竹鶴ピュアモルト』は、国内外のお客様から
高い評価をいただいており、バーやダイニングなど
でも広くお取り扱いいただいています。そのような
なかで『ニッカ 竹鶴17年ピュアモルト』が本年3月
に開催された「ワールド・ウイスキー・アワード

（WWA※）2012」において、
世界最高賞を受賞。『竹鶴』ブ
ランドとしては4年連続5回目
の受賞となりました。アサヒ
ビール（株）では、今回の受賞を
記念して、WWA受賞商品の
みに贈られるロゴマークをデ
ザインした『ニッカ 竹鶴17年
ピュアモルト WWA2012 受
賞記念ラベル』を5月29日～
8月末までの期間限定で販売
しました。

『ニッカ 竹鶴17年ピュアモルト』が
WWA2012を受賞

受賞

※  WWA：英国のウイスキー専門誌「ウ
イスキーマガジン」が2007年から開
催している国際的なウイスキーコンテ
スト。

社会貢献

キャンペーンの告知ポスター
『ニッカ 竹鶴17年ピュアモルト WWA2012 
受賞記念ラベル』多目的ホール「夢の箱」

アサヒスーパーレポート2012年秋号10



世界中から注目されて
いる東京スカイツリー®の商業
施設への出店ということで、幅広い
お客様に気軽にお楽しみいただける
お店づくりを心がけています。東京ス
カイツリー®をイメージしたオリジナ
ルメニューも多数ございます。ス
タッフ一同ご来店お待ち

しています！

お
お
カ

アサヒグループは地域社会との共生を目指し、各事業
拠点でさまざまな活動を展開しています。アサヒグ
ループホールディングス（株）本社のある東京都墨田区
では、ロビーコンサートやアートフェスティバルなど地
域の皆様にご参加いただけるイベントを定期的に開催
しているほか、清掃活動なども実施。また、本年5月22
日に開業した東京スカイツリー®とも協力して、墨田区
の活性化を応援しています。

東京スカイツリー®の開業で注目される
墨田区の活性化に貢献

東京スカイツリー®を間近に見られる東京ソラマチ®

の30階に、アサヒビール直営レストラン「BEER＆
PUB SUPER“DRY”」を出店。開放感あふれる店内で
ビールを中心とした各種ドリンクやおいしい料理を
提供しています。

BEER&PUB
SUPER“DRY”出店

東京スカイツリー®の写真やイラストをパッケージにあしらった
商品をグループ各社で発売。東京スカイツリー®内のオフィシャ
ルショップ「THE SKYTREE SHOP」でのみ販売している商品も
あり、観光に訪れたお客様のお土産として人気を集めています。

東京スカイツリー®デザイン商品を発売

PERSUP DRY 出店

「BEER&PUB
SUPER“DRY”」

東京スカイツリータウン
ソラマチ店 支配人

山根 盛宣

支配人の

声

アサヒビール（株）、アサヒ飲料（株）、アサヒフードアンド
ヘルスケア（株）は、東京スカイツリー®のオフィシャル
パートナーです。

ビールジョッキをイメージした本社ビル（写真中央）と躍進する熱い
心の象徴「炎のオブジェ」を置いたスーパードライホール（写真右）。
1989年の竣工以来、墨田区の名所の一つとして親しまれています。

©TOKYO-SKYTREE

東京スカイツリ ®の開業で注目される

地域社会と
ともに アサヒグループは、イベントへの協賛や環境教育活動などを通じて

地域コミュニティの発展や持続可能な社会の実現に貢献しています。

アサヒスーパーレポート2012年秋号 11



新規連結子会社の上乗せ
効果があった国際事業、炭
酸飲料やお茶飲料などの
主力カテゴリーが好調
だった飲料事業は特に売
上が伸張しました。

0

2,000

4,000

6,000

8,000

20122011 （年度）2010

6,5176,5176,6746,674

（億円）

ビールやビールテイスト
清涼飲料が好調に推移し
た酒類事業は増益となっ
たものの、飲料事業や食
品事業は販促費用が増加
し、減益となりました。

0

100

200

300

400

20122011 （年度）2010

247247

（億円）

持分法投資損益は増益と
なりましたが、昨年発生し
たオーストラリアでの買収
資金の為替差益がなく
なった影響により、営業損
益が悪化しました。

0
100
200
300

500
400

20122011 （年度）2010

413413

279279

（億円）

M&Aで一時費用が発生
しましたが、震災関連費
用がなくなったことや康
師傅飲品社の持分変動
利益により増益となりま
した。

300

200

100

0

20122011 （年度）2010

155155

（億円）

7,1037,103 328328364364

256256359359
163163

ビ ビ

が
財務ハイライト（各年度：1月1日～6月30日）

売 上 高

（前年同期比 ＋586億円）

13.1%減

10.0%減

国際事業・飲料事業を中心に全事業が増収となりました。

営 業 利 益

9.0%増
（前年同期比 －37億円）

酒類事業・国際事業は増益でしたが、全体では減益となりました。

経 常 利 益

（前年同期比 －54億円）

営業利益の増益に加えて、昨年発生した為替差益がなくなっ
た影響で減益となりました。

四 半 期 純 利 益

57.5%増
（前年同期比 ＋94億円）

上半期の過去最高益を更新しました。

セグメント情報 P13

貸借対照表 P16

損益計算書 P17

キャッシュフロー計算書 P17
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（億円） （億円）

20122011

売上高 営業利益

（年度）

405405

4,0024,002

319319
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0

4,0764,076

1.9%増売上高

27.0%増営業利益

前年同期比 
＋74億円

前年同期比
＋86億円

『アサヒスーパードライエクストラコールド』の
継続展開や、新発売した『アサヒスーパードライ-ドライブ
ラック-』の売上が好調だったことから、『アサヒスーパード
ライ』ブランド全体で前年同期を上回りました。

健康意識が高まるなか、“糖質ゼロ※”発泡酒の
パイオニア『アサヒスタイルフリー』のクオリティアップや
積極的な広告展開を実施しました。

『クリアアサヒ』の広告展開や、ロンドンオ
リンピックの開幕に合わせた消費者キャンペーンを実施
し、前年同期の売上を上回りました。

『かのか』の消費者キャンペーンを展開し、ブラン
ド価値の向上を図りました。また、本格芋焼酎『薩摩こく
紫』を中心に、積極的な拡販活動に取り組みました。

『アサヒSlat（すらっと）』をリニュー
アルするとともに、『アサヒカクテルパートナー』『アサヒ
スパークス』の季節・期間限定商品を発売するなど、新
規需要の拡大を図りました。

『竹鶴』の業務用市場での取扱いの拡大に取り組
み、家庭用市場でも『ニッカ 竹鶴12年ピュアモルト』瓶
500mℓを発売するなど、ブランド力の強化を推進しました。

低価格・高品質のチリワイン『サンタ・ヘレナ・
アルパカ』やスペインワイン『ヴィニャ・アルバリ』をはじ
めとする輸入ワインの拡販に努めました。

ビールテイスト清涼飲料『アサヒドライゼロ』の
販売が好調で、年間販売目標を300万箱から400万箱
（大びん換算）へと上方修正しました。

ビール

発泡酒

新ジャンル

焼酎

低アルコール飲料

洋酒

ワイン

その他

酒類事業　主な事業会社：アサヒビール（株）

セグメント情報 （各年度：1月1日～6月30日）

売上高／営業利益

カテゴリー別前年同期比較（売上高で算出）

低アルコール
飲料

ワイン その他 総合酒類
合計

洋酒焼酎

-20
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0
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300

24.5%
減

3.0%
増

10.8%
増 3.7%

増4.5%
減

323.8%
増

-30

（%）
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発泡酒 新ジャンル

0%

ビール

3.3%
増

ビール類
合計

9.5%
減

1.6%
増

（%）
ビール類 総合酒類

F I N A N C I A L  H I G H L I G H T
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基幹ブランド『ワンダ』『三ツ矢』『アサヒ
十六茶』が好調に推移しました。また、『アサヒおいしい水』や、
ロングセラーブランドである『ウィルキンソン』『バヤリース』
『アサヒ六条麦茶』も好調で、各カテゴリーで販売数量が伸長
しました。

販売を強化した『バニララテ』などの乳飲料
カテゴリーが大きく売上を伸ばしました。また、コンビニエン
スストアで販売するお茶カテゴリーや量販店で販売する果汁
飲料など、主力商品の積極的な拡販を継続しました。

アサヒ飲料（株）

（株）エルビー

（億円） （億円）

（年度）20122011

売上高 営業利益
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1,6521,6521,5151,515

4848
17

4.3%増売上高

営業利益

前年同期比 
＋21億円

前年同期比
－12億円

主力商品『ミンティア』
『バランスアップ』『ディアナチュラ』の新商品・リニューアル
商品を投入するとともに、広告を積極的に展開しました。

主力ベビーフード『グーグーキッチン』のアイ
テム拡充や『栄養マルシェ』のリニューアルなどで、引き続き
好調に推移しました。

フリーズドライ味噌汁が引き続き伸長しまし
た。また、『服部幸應推薦フリーズドライカレー』などを発売
し、市場の活性化に注力しました。

アサヒフードアンドヘルスケア（株）

和光堂（株）

天野実業（株）
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（億円） （億円）

（年度）20122011

売上高 営業利益

497497476476

2121 9

63.7%減

58.1%減

売上高／営業利益

売上高／営業利益

セグメント情報 （各年度：1月1日～6月30日）

飲料事業　主な事業会社：アサヒ飲料（株）、（株）エルビー

食品事業　主な事業会社：アサヒフードアンドヘルスケア（株）、和光堂（株）、天野実業（株）

9.1%増売上高

営業利益

前年同期比 
＋138億円

前年同期比
－31億円

F I N A N C I A L  H I G H L I G H T
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セ グ メ ン ト 情 報

82.0%増

営業利益 前年同期比
－14億円

オセアニア事業では、飲料子会社の営業部門の一部統合
を進め、効率的な営業体制による売上拡大に取り組みま
した。また、酒類事業では、4月から豪州における『アサヒ
スーパードライ』の販売機能を子会社へ移管しました。

15.1%増売上高

営業利益

前年同期比 
＋17億円

前年同期比
－2億円

売上高 前年同期比 
＋337億円
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（年度）20122011

売上高 営業利益

747747

△24△24 △38

410410

保険代理事業と物流事業の業務拡大を図りました。

売上高／営業利益

売上高／営業利益
当社は2011年7月1日付けで純粋持株会社制へ移行し、各事業
部門の権限と責任の明確化や専門性の追求により事業基盤の
強化を図るため、グループのガバナンス体制を変更しました。こ
の変更に伴い、従来、「その他」に含めていた外食事業、卸事業な
どは「酒類」セグメントに含めて表示することとしました。また、従
来の報告セグメント名称を「国内酒類」については「酒類」へ、「国
内飲料」については「飲料」へ、「国内食品」については「食品」へ、
「国際酒類飲料等」については「国際」へ変更しています。なお、当
該変更については、名称変更のみであり、報告セグメントの変更
はありません。

国際事業　主な事業会社：シュウェップス・オーストラリア社、ペルマ二ス社、北京ビール社

その他の事業 セグメントの変更について

F I N A N C I A L  H I G H L I G H T
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貸借対照表 （2010年度・2011年度：12月31日現在、2012年度：6月30日現在）

資産の部 負債・純資産の部

（億円）

0

4,000

8,000

12,000

16,000

201220112010 （年度）

3,054

1,218

5,571

4,211

14,054

流動資産

3,196

2,344

5,307

4,851

3,022

2,343

5,362

4,571

15,299

投資
その他の
資産

無形
固定資産

15,698

有形
固定資産

POINT
1

POINT
2

201220112010

（億円）

0

4,000

8,000

12,000

16,000

（年度）

5,999

2,928

4,999

14,054

流動負債

株主資本

少数株主
持分

6,634

2,776

6,179

6,438

2,839

6,022

15,299

122

5

-21

21

81

27

固定負債

その他の
包括利益
累計額

15,698

POINT
3

投資その他の資産
株式市況の回復による影響や持分変動利益
の発生により、投資有価証券が増加しました。

株主資本
上半期の四半期純利益が過去最高益となり、
株主資本は増加しました。

POINT
2

POINT
3

流動資産
主に有事に備えた手元流動性確保を目的と
して、現金及び預金を積み増しました。

POINT
1

F I N A N C I A L  H I G H L I G H T
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キャッシュフロー計算書 （2012年1月1日～6月30日）

（億円）

財務活動による
キャッシュフロー

投資活動による
キャッシュフロー500

400

300

200

100

0

315
（＋120）
315

（＋120）

現金及び
現金同等物に
係る換算差額

△1
（△2）
△1
（△2）

378
（+262）
378

（+262）

161
（＋53）
161

（＋53）

0
（△1）
0

（△1）

連結の範囲の変更に
伴う現金及び

現金同等物の増減額

現金及び
現金同等物の
期首残高

POINT
1

POINT
2

POINT
3

△244
（△142）
△244

（△142） 147
（+234）
147

（+234）

営業活動による
キャッシュフロー

現金及び
現金同等物の
期末残高

損益計算書 （2012年1月1日～6月30日）
（億円）

四半期純利益四半期純利益

法人税等法人税等

税金等調整前
四半期純利益
税金等調整前
四半期純利益

営業外収益営業外収益

販売費及び
一般管理費
販売費及び
一般管理費

売上
総利益
売上
総利益 256

（+94）
256

（+94）
少数株主
利益
少数株主
利益
3

（+3）
3

（+3）

121
（＋17）
121

（＋17）

380
（＋114）
380

（＋114）

特別損失特別損失
62

（△128）
62

（△128）
特別利益特別利益
83

（＋40）
83

（＋40）経常利益経常利益
359

（△54）
359

（△54）

営業外
費用
営業外
費用
43

（+6）
43

（+6）

74
（△11 ）
74

（△11 ）

営業利益営業利益
328

（△37）
328

（△37）

2,695
（+215）
2,695
（+215）

2,367
（＋252）
2,367

（＋252）

4,408
（+371）
4,408
（+371）

7,103
（+586）

POINT
1

POINT
3

POINT
3

POINT
2

売上原価売上原価売上高売上高

8,000

6,000

4,000

2,000

0

※ 括弧内は対前年同期比

※ 括弧内は対前年同期比

営業活動によるキャッシュフロー
主に法人税の支払が減少したこと（昨年康師
傅飲品社株式売却による税金支出の反動
減）などから、収入が増加しました。

投資活動によるキャッシュフロー
オセアニア事業での「Mountain H2O」取得
に伴う支出や営業投融資の増加により、支出
が増加しました。

財務活動によるキャッシュフロー
手元流動性を高めるため、現預金などの資
金を調達したことなどから、収入が増加しま
した。

営業利益
酒類事業や国際事業は増益となりましたが、
飲料事業・食品事業における販促費の増加、
のれん償却費の増加などにより、37億円の
減益となりました。

POINT
1

経常利益
康師傅飲品社で負ののれんが発生したため、
同社の当期純利益が増加し、持分法投資損
益は増加しましたが、昨年のデリバティブ評
価益がなくなったことなどにより、54億円の
減益となりました。

POINT
2

特別利益／特別損失
康師傅飲品社の持分変動利益に加え、昨年の
震災関連費用の反動により、特別損益合計で
は前年同期比168億円の改善となりました。

POINT
3

POINT
1

POINT
2

POINT
3

F I N A N C I A L  H I G H L I G H T
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知識ちょこっと 豆

Satosho
factory

OKAYAMA

株主の皆様から多くのご質問が寄せられる生産工場について、
工場長自らがご質問に答えながら案内するこのコーナー。
3回目は、アサヒグループで“フリーズドライ”食品を手がける
天野実業（株）の里庄第二工場を工場長の山田稔が案内します。

天野実業って
どんな会社なの？

天野実業（株）は、フリーズドライ食品の製

造で国内トップクラスの技術力を持つ会

社です。フリーズドライ食品とは、お湯や水

を加えるだけですぐに食べられる加工食品

で、食材の色、味や香り、栄養素をほとんど損

なうことなく長期保存することができます。

天野実業（株）は自社のブランドでみそ汁やカ

レーなどを販売しているほか、他の食品メー

カー向けに調味料

やラーメンの具

材なども製造し

ています。

フリーズドライ食品って
どうやってつくるの？

フリーズドライ食品は、その名のとおり食品を「凍結」させたあ

と、真空状態で「乾燥」させてつくります。食品に含まれる水分

を、加熱によって液体から気体に変化させて乾燥させる熱乾燥

とは異なり、凍らせて固体にした水分を気体に変化（昇華）させ

るのがポイント。過剰な熱をかけることなく食品を乾燥させる

ので、おいしさや栄養素を保つことができるのです。

水分は“真空”では固体から気体に

通常、氷（固体）の変化は、氷（固体）→水（液体）→水蒸気（気体）
と変化しますが、真空下では、昇華現象によって、氷（固体）→水
蒸気（気体）と変化します。

所 在 地
工 場 敷 地
従 業 員 数

〒719-0393 岡山県浅口郡里庄町里見2751-1　
33,073.69㎡
338名

液体状態のスープ
液体

-30℃で凍結
凍結

真空にして乾燥
乾燥

スープ 具材 氷 空間
水分

山頂など気圧の低い場所では沸点が下がり、水が地上より低

い温度で沸騰しますが、気圧が極めて低い“真空”状態では氷

が直接水蒸気になる「昇華」が起こります。そのため、フリーズ

ドライ食品は凍らせた食品を真空中で乾燥させています。

天野実業（株）
～里庄第二工場編～ 

● 生産者がナビゲート ●
潜入！
工場見学

将来はフリーズドライ
だけで食卓を
まかなえるかも。

知られざる
手延べそうめんの
産地なんです。

乾燥させる前に
凍結させるのがミソ。
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新新

第2回 株主様工場見学会のご案内

本格的な味わいをお楽しみいただける
『クリームシチュー』と『ビーフシ
チュー』を新発売。さらに、ご好評をいた
だいている『ふんわり鶏だんごスープ』
『減塩みそ汁』『しょうが湯』も、全国の
一般店頭で新発売します。

天野実業の商品の
おいしさの秘訣は？

おいしい料理には具材が必要。天野実業（株）では厳選し

た食材を使用することはもちろんのこと、独自の技術で、

『高級赤だし（殻付しじみ入）』のような本格的な味わいを

実現しています。また、みそ汁などの製造では、具材と

スープを別工程で製造することで、具材にスープが浸み

込み過ぎたり、長時間の加熱で具材の風味が損なわれた

りするのを防いでいます。私たちが自信を持ってつくった

商品をぜひお試しい

ただければと思って

います。

天野実業 秋の新商品
■ クリームシチュー／ビーフシチュー
■ ふんわり鶏だんごスープ（鶏がら中華味／まろやか味噌味）
■ 減塩みそ汁（なす／なめこ／野菜）
■ しょうが湯（柚子／黒糖）

多くの皆様からのご応募をお待ちしております。

アサヒグループホールディングス株式会社 総務法務部門 株主様係
TEL. 03-5608-5113　9:00～17:30（土、日、祝日を除く）　E-mail kabushiki@asahigroup-holdings.com

■ 工場見学会の概要

アサヒグループの事業内容へのご理解をより深めていただくために、以下のとおり株主様工場見学会
を開催いたします。

見学場所

実施日時

対象者

集合・解散場所

参加費

天野実業株式会社 里庄第二工場

2012年12月6日（木）
● 午前の部　9時～13時
● 午後の部　13時～17時

2012年6月末時点の当社株主様 （同伴者１名様まで可）

JR山陽本線「鴨方駅」

無料  

応募方法

募集人数

郵便はがきに右記の必要事項をご記入
のうえ、ご応募ください。

● 午前の部 30名様  ● 午後の部 30名様

●ご応募多数の場合は抽選となります。厳正な抽選のうえ、当選発表及び
見学内容の詳細は当選者へのご発送（１０月中旬発送予定）をもって代え
させていただきます。
●複数枚でのご応募は１件とします。また午前・午後のご希望は、重複しての
お受付はいたしませんので、必ずどちらかを選択してご応募願います。

●取得する個人情報は、本工場見学会で必要な限りにおいてのみ使用いた
します。
●見学時は、バスや階段での昇り降りがあり、１時間ほど工場内をお歩きい
ただくこととなります。なお、施設内は禁煙となり、アルコールの試飲はご
ざいませんので、予めご了承ください。

 ※ いずれも同じ内容で時間は予定です。

※ご高齢及び小学生以下の株主様がご参加される際には、同伴者の参加
をお願いする場合がございます。

※ 同伴者を含む

※ 但し、集合・解散場所までの交通費は、各自でご負担願います。

開催日：2012年12月6日（木）

■ 応募要領

■ お問い合わせ先

郵便はがき

宛名面 裏面

●ご希望の時間帯（午前・午後）

●郵便番号

●住所

●電話番号

●氏名
　（ふりがなもご記入ください）

●性別

●年齢

●同伴者の郵便番号、住所、
　氏名（ふりがなもご記入
　ください）、性別、年齢

1 3 0 8 6 0 2  50円
切手

東
京
都
墨
田
区
吾
妻
橋

　
　

１
丁
目

　

番
1
号

　

総
務
法
務
部
門

　
　
　

工
場
見
学
会
係 

行

ア
サ
ヒ
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス（
株
）

23

（2012年6月にアサヒ飲料（株）明石工場で開催した工場見学会の様子はP20をご覧ください。）

応募締切：2012年9月21日（金）※ 当日消印有効
おいしさの秘訣は
手間ひまですね。

商品紹介!!
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株主の皆様とのコミュニケーション

オリジナルラベル作り

当日のスケジュール（約4時間）

・入場しまして設備
の管理がよくできて

いるのに感心し

ました。それと社員
の接客態度がよかっ

た。ライン

の床も美しかった。

・アサヒグループの
概要説明は、短かっ

たがよくわかっ

てよかった。

・母のつきそいで来
ましたが、よくわか

り、私も株主

になってもよいなと
好感を持ちました。

自分で作った

ラベルのサイダー、
子供にうらやましがら

れそうです。

第1回株主様工場見学会を開催いたしました

■ 参加された皆様の
声（抜粋）

■ 株主様工場見学会
全体の評価 

株主様工場見学会
に参加された

皆様からのアンケー
ト結果

５点満点中　　　　
  点4.78

1 ＪＲ土山駅集合 

2 明石工場到着、記念撮影

3 会社・工場説明

4 三ツ矢サイダーオリジナルラベル作り

5 工場見学 

6 休憩・質疑応答 

7 ＪＲ土山駅解散

「第2回株主様工場見学会」は天野実業（株）の
里庄第二工場で開催します。詳細はＰ19をご覧ください。

工場説明

会社説明

2012年6月7日（木）「アサヒ飲料株式会社 明石工場」にて第1回株主様工場見学会を開催いたしました。定員を超える多数のご応募

をいただき、厳正な抽選により当選された合計78名の株主様及び同伴者様にご参加いただきました。当日は、日本最大級の飲料生産

能力を有する明石工場のPETボトルや缶商品の製造ラインなどをご見学いただき、それ以外にも会社・工場の説明や三ツ矢サイダー

のオリジナルラベル作りを体験していただくなど、好評のうちに終了いたしました。

今後も株主の皆様とのコミュニケーションを深める良い機会として実施していきますので、

多くのご応募をお待ちしております。

工場見学

記念撮影
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「東日本大震災現地NPO応援基金」への寄附目録の贈呈

アンケートの集計結果をご報告します 株主優待
「東日本大震災支援活動への
寄附」に多くの株主様から
ご賛同をいただきました。

　アサヒグループは、東日本大震災の発生直後か

ら被災地を支援する活動に取り組んできました。そ

うしたなか株主の皆様から「優待品を支援物資とし

て活用してほしい」という声が多く寄せられため、昨

年から株主優待の選択肢に「東日本大震災支援活

動への寄附」を追加いたしました。本年は、計2,799

名もの株主様にご賛同いただき、寄附総額は

4,011,000円となりました。

　なお、このご寄附は特定非営利活動法人「日本

NPOセンター」が運営する「東日本大震災現地NPO

応援基金」を通じて、被災者の救援や生活再建のた

めに活動している現地NPOなどの活動資金として

役立てられます。

「アサヒスーパーレポート2012年春号」で実施したアンケートには、13,000名近くの株主の皆様からご回答をいただきました。

皆様のご協力に感謝を申しあげますとともに、いただいた貴重なご意見を今後のIR活動やレポートの企画などに反映してまいります。

今後もより多くの株主の皆様にご覧いただけるよう、株主の皆様からのご意
見などを参考にしながら、内容の充実と読みやすい誌面づくりに努めていき
ます。

「アサヒスーパーレポート」を
ご覧になりましたか?Q1

すべて読んだ

だいたい読んだ

少し読んだ

ほとんど読まなかった

14.4%

52.6%

22.6%

3.5%

例年多くの皆様から関心を寄せていただいている新商品情報が1位となりま
した。今後も社員のコメントなどとともに、新商品の魅力をわかりやすく紹介
し、皆様の関心に応えていきます。

どの記事に関心を持ちましたか？
（3つまで回答、上位5位）Q2

アサヒ ニュースクリップ（新商品情報）

TOP MESSAGE

東日本大震災 被災地応援活動のご報告

工場訪問！ 生産者がナビゲート

FINANCIAL HIGHLIGHT

56.7%

41.8%

27.2%

21.3%

15.5%

こちらも例年同様、新商品情報に続き、当期業績の見通しや社長メッセージ
が上位を占めました。そのため、今号は、業績や経営方針を説明する「TOP 
MESSAGE」をリニューアルしました。

新商品情報

当期業績の見通し

社長メッセージ

財務情報

中期計画の進捗状況

54.5%

44.8%

31.7%

25.7%

23.4%

「アサヒスーパーレポート」から得たい
情報は何ですか? （3つまで回答、上位5位）Q3

「魅力ある株主優待」が多くの票を集め1位となりました。株主優待の一つと
して本年から開始した「東日本大震災支援活動への寄附」にも多くの皆様に
ご賛同いただきました。この場を借りてお礼申し上げます。

当社株式を保有している
理由は何ですか？ （3つまで回答、上位5位）Q4

魅力ある株主優待

当社商品のファン

配当金

高い将来性

株価上昇の期待

63.5%

39.8%

34.9%

34.6%

24.2%

ご寄附の総額： 約401万円
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家族編　　　
大人

編 
 　

 子
ど
も
編
　
　
幼
児
編

大人編

さまざまな年代のお客様にご愛用いただいて
いるアサヒグループの商品を紹介する「アサヒ
×ジェネレーション」。第3回は「大人編」です。ビ
ジネスパーソンの1日にスポットを当てて、おす
すめの商品をピックアップします。

1日のスタートに
おすすめ

仕事の後の
ごほうび

もうひとがんばりに
この1本

どんなランチにも
ピッタリ！

出社して気合を入れるその時に、「スッと
飲めて、キリッと苦味。」の、1日のスター
トにふさわしい朝専用缶コーヒーです。

ワンダ モーニングショット

不足しがちなビタミンやカルシウム、鉄、食物繊
維をバランスよく配合。忙しくて朝食の時間がと
れない…そんなビジネスパーソンの味方です。

ハトムギ、大麦など16種類の厳選素
材をブレンド。すっきり・さっぱり・香
ばしい味わいで、カフェインゼロ。ご
はんにもパンにもよく合い、オフィ
スでのランチにおすすめです。

アサヒ 十六茶

食物繊維と5種のビタミンを配合した“元気を
ガツンと補給する”栄養調整食品。
夕方からもうひとがんばり
したい時、ぜひお試し
ください。

1本満足バー

1日の疲れを癒すには、やっぱりおいしいビール。
キンキンに冷えたビールでのどを潤して、明日へ
の活力をチャージしましょう！

アサヒスーパードライ

日々忙しく働く
ビジネスパーソンに

バランスアップ クリーム玄米ブランシリーズ

アサヒ ジェネレーション

した“元気を
調整食品。

がんばり
し

繊
と

リ ズ

ハトム
材をブ
ばしい
はんに
スでの

アサ

出
飲
ト

ワ

ートに
すめ

ンチにも
タリ！

サヒ十六茶アサ

仕事の後の
ごほうび

夕方か夕
したいした
ださくださ

アサヒスーパードライ

バー

大大大人編
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会社概要 株式の状況

役員

商 号 アサヒグループホールディングス株式会社
（Asahi Group Holdings, Ltd.）

本店所在地 〒130-8602　東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号

設 立 1949年（昭和24年）9月1日

資 本 金 1,825億3,119万4,085円

従 業 員 数 16,984人（連結）

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人

発行済株式の総数 483,585,862株
当中間期末株主数 116,728名（前年同期末比7,632名減）
大株主（上位10名）
株主名 持株数（千株） 持株比率（%）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 24,578 5.1
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 20,264 4.2
旭化成株式会社　 18,785 3.9
第一生命保険株式会社　 16,920 3.5
富国生命保険相互会社　 16,683 3.4
JP MORGAN CHASE BANK 380055 11,003 2.3
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS 9,586 2.0
株式会社三井住友銀行　 9,028 1.9
三井住友信託銀行株式会社　 8,126 1.7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 6,620 1.4
合計 141,595 29.3

※ 当社は自己株式を17,728千株保有しておりますが、上記の大株主からは除外しています。

持株数（千株）持株比率（%）
■金融機関 177,981 36.8
■外国法人等 138,190 28.6
■その他の法人 77,661 16.0
■個人・その他 59,958 12.4
■自己株式 17,728 3.7
■証券会社 12,064 2.5
■政府・地方公共団体 1 0.0

持株数（千株）持株比率（%）
■500万株以上 187,957 38.9
■100万株以上 155,951 32.3
■10万株以上 69,253 14.3
■1万株以上 19,541 4.0
■1千株以上 37,348 7.7
■1百株以上 13,090 2.7
■1百株未満 443 0.1

所有株式数別株式分布

代表取締役会長 荻田　　伍
代表取締役社長 泉谷　直木
代表取締役副社長　 本山　和夫
常務取締役　兼　常務執行役員 川面　克行 長尾　俊彦
取締役　兼　執行役員 古田土俊男 池田　史郎
取締役 小路　明善
社外取締役 坂東眞理子 田中　直毅 伊藤　一郎
監査役 殿塚　宜弘 掛貝　幸男
社外監査役　 櫻井　孝頴 中村　直人 石崎　忠司

《ご参考》
その他の執行役員

常務執行役員 山﨑　史雄
執行役員 髙橋　勝俊 丸田　公成 川下　博史

奥田　好秀 杉浦　康誉 角田　哲夫

所有者別株式分布

会社概要（2012年6月30日現在）
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お酒 飲酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。
妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれ
があります。
ほどよく、楽しく、いいお酒。のんだあとはリサイクル。

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

株主メモ
1月1日から12月31日まで
3月（基準日12月31日）
12月31日
6月30日
100株
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない
理由によって電子公告によることができない場合は、日本経
済新聞に掲載する方法により行います。
http://www.asahigroup-holdings.com/ir/e_public/
東京証券取引所・大阪証券取引所

事業年度
定時株主総会
期末配当金支払株主確定日
中間配当金支払株主確定日
単元株式数
株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関
株主名簿管理人
事務取扱場所
公告の方法

上場金融商品取引所
● 株式に関するお手続について
株式に関するお手続は、①証券会社の口座に記録されている場合と、②特別口座に記録されて
いる場合で、次のとおり異なりますので、該当の窓口にお問い合わせください。
① 証券会社の口座に記録された株式

● 単元未満株式の買取・買増請求
● 届出住所・姓名などのご変更
● 配当金の受領方法・振込先のご変更
● 郵送物の発送と返戻に関するご照会
● 支払期間経過後の配当金に関するご照会
● 株式事務に関する一般的なお問い合わせ

口座を開設されている証券会社

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社
証券代行部

お手続、ご照会の内容 お問い合わせ先

② 特別口座に記録された株式

● 単元未満株式の買取・買増請求
● 特別口座から証券口座への振替請求
● 届出住所・姓名などのご変更
● 配当金の受領方法・振込先のご変更
● 郵送物の発送と返戻に関するご照会
● 支払期間経過後の配当金に関するご照会
● 株式事務に関する一般的なお問い合わせ

特別口座の
口座管理機関

株主名簿管理人

三井住友信託銀行株式会社
証券代行部

お手続、ご照会の内容 お問い合わせ先

郵便物の送付先 ： 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10
電話照会先 ： 　　 0120-176-417 オペレーター対応（9：00～17：00 土・日・祝日を除く）
ホームページ ： http://www.smtb.jp/personal/agency/

®

〈株式に関するその他のお問い合わせ窓口〉
アサヒグループホールディングス株式会社 総務法務部門 株主様係
ＴＥＬ: 03-5608-5113　e-mail: kabushiki@asahigroup-holdings.com

アサヒグループの工場見学のご案内

アサヒグループの一部の工場は、事前にご予約いただければどなた様でも見学して
いただくことができます。詳細は以下のWebサイトをご覧いただくか、各工場へ電話
でお問い合わせください（電話は各工場の受付時間内のみになりますのでご了承く
ださい）。

工場見学Webサイト
http://www.asahibeer.co.jp/brewery/
※ 上記サイトから各社の工場見学ページに移動できます。

余市蒸留所
TEL： 0135-23-3131
宮城峡蒸留所
TEL： 022-395-2865

http://www.asahigroup-holdings.com/

免責事項
本誌のいかなる情報も、当社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。また、本誌に記載さ
れた意見や予測などは、本誌作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではな
く、今後、予告なしに変更されることがあります。万が一この情報にもとづいて被ったいかなる損害につい
ても、当社および情報提供者は一切責任を負いませんので、ご承知おきください。

富士山工場
TEL： 0544-58-9977
北陸工場
TEL： 0765-78-2800
明石工場
TEL： 078-941-2309

北海道工場
TEL： 011-863-3515

福島工場
TEL： 0243-34-1170

茨城工場
TEL： 0297-45-7335

神奈川工場
TEL： 0465-72-6270

名古屋工場
TEL： 052-792-8966

吹田工場
TEL： 06-6388-1943

四国工場
TEL： 0897-53-7770

博多工場
TEL： 092-431-2701



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISP_SB2.Ver.3.0)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISP_SB2.Ver.2.0)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [800 800]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


