
move forward 

without stopping
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写真 : ＧＬＤＰ2019の参加メンバー

Focus 「Global Leadership  

Developments Program (GLDP) 2019」の開催

P.26

Continue to  

Aim Higher

2
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1889~ 1949~ 1987~
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1884年 •『平野水』（現『三ツ矢サイダー』）
発売

1889年 • 大阪麦酒会社創業

1892年 •『アサヒビール』発売

1900年 • 日本初の瓶入り生ビール発売

 • パリ万国博覧会で最優等 
金牌受賞

1930年 •『エビオス錠』発売

1958年 • 日本初の缶ビール発売

1969年 • 業界に先駆けて商品ラベルに 
賞味期限を記載

1971年 • 日本初のアルミ缶ビール発売

1982年 • 三ツ矢フーズ（株） 
（現アサヒ飲料（株））設立

1985年 • CIを導入し、ブランド力を強化

1989年 • 創業100周年

1992年 • アサヒビール食品（株） 
（アサヒフードアンドヘルスケア（株））
設立

1994年 • 中国市場へ参入

1996年 •『アサヒスーパードライ』を英国へ 
輸出開始

1998年 • 国内ビール市場でトップシェア獲得*2

積み重ねた革新が 
大きな飛躍を生み出す

1987年、それまでの業界の常識にとらわれ
ない発想により、日本初の辛口ビール『アサ
ヒスーパードライ』を発売。その後、「鮮度」
という品質基準の確立などSCM全般のイノ
ベーションにより、1998年にはビール市場
でトップシェアを獲得しました。

第二の創業、 
更なる革新へ

1949年、過度経済力集中排除法による2

社分割により朝日麦酒（株）が誕生。その
後、洋酒や飲料事業を中心に事業基盤を
拡大するとともに、日本初の缶ビールを発
売するなど、新たな飲用機会の創出に取り
組みました。

「最高の品質」 
「挑戦と革新」の原点

1889年、日本人による本格的国産ビール
の開発を目指し創業。国内外の品評会や博
覧会において多数の入選・受賞を果たすな
ど、創業当時から「最高の品質」を追求す
る挑戦を重ねてきました。

私たちは、当時のビールに対する常識を一新した『アサヒスーパードライ』の発売や世代を超えて 

愛されるブランドの育成など、新しい価値を生み出すための「挑戦と革新」、お客様に提供する 

「最高の品質」、ステークホルダーの皆様との「感動の共有」の3つの価値観を大切にすることで 

成長してきました。今後も、こうした価値観を土台に、これまで培ってきた国内外の「ブランド」や 

「人材」などの強みを軸として世界のより多くのお客様にプレミアムな価値を提供していきます。

「挑戦と革新」を成長に変えてきた豊富な経験

売上収益の推移*1



2001~ 2009~ 2018~
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2001年 • 発泡酒市場参入

 • 国内ビール・発泡酒市場でトップ
シェア獲得*2

 • ニッカウヰスキー（株）完全子会社化

2002年 •『ミンティア』販売権を獲得

2006年 • ベビーフード国内最大手の和光堂
（株）の株式取得

2008年 • フリーズドライ国内最大手の天野
実業（株）の株式取得

2009年 • オセアニア市場への本格参入

2011年 • 東南アジア市場へ本格参入

2012年 • カルピス（株）の株式取得

2016年 • 旧SABMiller社の西欧ビール事業を取得

2017年 • 旧SABMiller社の中東欧ビール事業を取得

2019年 • 英国Fuller, Smith & Turner P.L.C.社の 
プレミアムビール・サイダー事業を取得

2020年 • 国際ビール事業の組織再編

 • AB InBev社の豪州事業を取得

2019年度 

グループ売上収益

グローバルな成長への 
布石を打つ

国内では『クリアアサヒ』『ウィルキンソン』
『ミンティア』など、新たな飲用・食用シーン
の創出で市場拡大を牽引するブランドを育
成するとともに、乳性飲料のトップブランド
『カルピス』を取得。海外では、オセアニア
や東南アジアに加え、欧州ビール事業の大
型買収により、真のグローバルプレイヤー
への挑戦を始めました。

事業ポートフォリオ拡充、 
シナジーで各ブランドを強化
2001年、発泡酒市場への参入により、国
内ビール・発泡酒市場でトップシェアを獲得。
その後、ビール類以外の酒類、飲料、食品
事業での積極的なM&Aにより、業界トップ
クラスのブランドやカテゴリーを取得しまし
た。また、事業ポートフォリオの拡大に伴う
シナジーの創出により、各事業のブランド力
の強化を図りました。

グローバル企業基盤を束ね、
次なる成長に挑む

欧州事業のグループ入りによりグローバル
に広がった経営基盤を更なる成長に向け
たドライバーとすべく、新たに制定したグ
ループ理念（AGP）を求心力に独自価値
の創造に挑んでいます。2020年には、
AB InBev社の豪州事業（CUB事業）が
新たに加わり、日本、欧州、豪州を核とし
た3極体制が整いました。3拠点を中心に
ブランドや人材などの「強み」を融合する
ことで、“グローカルな価値創造企業”を目
指していきます。

20,890億円

*1 1937-1945年は生産量をベースに算出。
*2 国内ビールメーカー大手5社の課税出荷数量によります。
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大切にする価値観

Values
挑戦と革新 

最高の品質 

感動の共有

「Asahi Group Philosophy」では、この先の未来にわたってアサヒグループが長期に

果たすべき独自の使命（Mission）とありたい姿（Vision）を掲げています。

これまで培ってきた価値観（Values）と行動指針（Principles）を企業価値創造の源泉と 

する価値創造プロセスと中期経営方針の着実な実行を通じて、MissionとVisionの実現を

目指します。

AGPに基づく経営戦略で 
企業価値をさらに飛躍させる

高付加価値化や 

収益構造改革による

「稼ぐ力の強化」

顧客 期待を超える商品・サービスによるお客様満足の追求

社員 会社と個人の成長を両立する企業風土の醸成

社会 事業を通じた持続可能な社会への貢献

取引先 双方の価値向上に繋がる共創関係の構築

株主 持続的利益成長と株主還元による株式価値の向上

企業価値向上に向けた行動指針

Principles
すべての 

ステークホルダーとの 

共創による企業価値向上

AGP

進化し続ける 
バリューチェーン

P.22-23

株主

取引先

社員

社会

顧客

AGP
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中期経営方針
AGPに基づく 

“グローカルな 

価値創造経営”の推進

企業価値向上のロードマップ

持続的な価値創造プロセス 

を支える

「ESGへの取組み深化」

新たな成長源泉の 

拡大に向けた 

「経営資源の高度化」

Vision
高付加価値ブランドを 

核として成長する 

“グローカルな価値創造企業”を 

目指す

Mission
期待を超えるおいしさ、

楽しい生活文化の創造

アサヒグループの存在価値・目指す姿

戦略

P.8-9

中期経営方針のガイドライン*1（3年程度を想定）

売上収益 主力事業の安定成長－ 
事業ポートフォリオ再構築＋新規M＆A

事業利益*2 CAGR（年平均成長率）：一桁台半ば～後半

EPS（調整後*3） CAGR（年平均成長率）：一桁台半ば～後半

ROE（調整後*3） 13％以上の水準の維持

*1  当社は、2020年6月1日にCUB事業の買収取引が完了しました。また、それに関連し、資本調達を
含めたファイナンス・プランを検討していますが、P.40とP.41に掲載している「中期経営方針」のガ
イドラインの内容には、CUB事業の取得及びそれに伴う資金調達による影響を考慮していません。
当社は、CUB事業の買収による影響を考慮の上、中期経営方針の見直しを予定しています。

*2  事業利益は、売上収益から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除した恒常的な事業の業
績を測る利益指標

*3  EPS・ROEは、事業ポートフォリオの再構築や為替変動など一時的な特殊要因を除くベース

「アサヒグループサステナビリティビジョン」の達成に 
向けた新マテリアリティに基づく取組みの強化

健康　
人々の健康的な 
生活に寄り添う

環境
自然の恵みを守る

コミュニティ
人と人とをつなぎ、 
楽しい時間を創出する

人
人権を尊重し、 
人の可能性を最大化する

責任ある飲酒
不適切な飲酒の 
撲滅と酒類文化の 
発展に貢献する 環境

責任ある
飲酒

人

コミュニティ健康

バッ
クキ
ャス
ト

AGP
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企業価値向上のロードマップ
アサヒグループはこれまでの10年間、オセアニア・東南アジア・欧州への本格的な進出を機に 

経営基盤をグローバルに広げるなど着実な進化を果たし続けてきました。今後も2018年に 

制定した「Asahi Group Philosophy」（AGP）を求心力に、「高付加価値ブランドを核として 

成長する“グローカルな価値創造企業”」の実現に向けて、変革に挑み続けます。

収益性（事業利益）

海外売上収益

サステナビリティ

人材戦略

ガバナンス

M&A

10年前～（2010年～） 2018

事業利益：953億円
EPS：114.1円

約1,000億円

「環境ビジョン2020」 
制定（2010年）

地域別人事制度の運用

• 純粋持株会社制の移行による 
グループガバナンス機能の強化（2011年）

• 飲料事業を軸にオセアニア（2009年）や 
東南アジア（2011年）に本格参入

• 欧州のビール事業への本格参入 
（2016年：西欧事業、2017年：中東欧事業）

AGP制定

AGP制定の背景と 
目指す姿について

統合報告書2018
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2019 中長期

約7,000億円

事業利益： 

2,129億円
EPS： 

310.4円

• 経営とサステナビリティの 
統合に向けた推進体制の構築

• サステナビリティの基本方針・ 
ビジョンを策定

• マテリアリティの刷新

• グローカルタレントマネジメント 
の推進体制の構築・強化

• グローバル共通の 
モビリティポリシーの策定

• 英国Fuller’s社のビール・ 
サイダー事業取得

• 豪州のCUB事業買収契約締結
（2020年6月：買収手続き完了）

• 監督と執行の分離による 
ガバナンス体制の強化

• グループERMと 
リスクアペタイトの本格導入

• 国際ビール事業の組織再編による
① グローバル市場におけるプレミアム 
ブランドの拡大展開の加速

② ローカル市場におけるブランドポート 
フォリオのプレミアム化の強化

• 国内外の高付加価値ブランドの育成と 
クロスセルの拡大による売上成長

• 収益構造改革やROICを活用した 
事業管理によるキャッシュ創出力の向上

• 経営戦略とサステナビリティ戦略の統合
• 「アサヒグループサステナビリティ 
ビジョン」の達成

• グローバルレベルのサクセッションプランの 
構築による次世代マネジメント層の確保

• 各種育成プログラムの強化による 
グローカル人材リソースの拡大

• プレミアム化を軸とする成長戦略の強化に 
資する資産取得の検討

• 日本、欧州、豪州の3極を核としたグローバル 
マネジメントのプラットフォームの強化

• 「形式」から「実質」に向けた 
ガバナンス改革の持続的な取組み

• グローバルガバナンスへの更なる進展

長期

高付加価値ブランドを 

核として成長する 

“グローカルな価値創造企業”を 

目指す




