
ASAHI GROUP INTEGRATED REPORT 201912

過去2冊の統合報告書では、グループ理念“Asahi Group 

Philosophy（AGP）”で示す「期待を超えるおいしさ」と

「グローカルな価値創造企業」をキーワードに、アサヒグ

ループの企業価値向上に向けた経営方針や私自身の考え

方を中長期的な視点からお伝えしてきました。事業基盤の

本格的なグローバル化から1年、グループ理念の改定から

1年以上が経過しましたが、その間、グループの進化・変化

に大きな手応えを感じる場面が増えてきました。ビジネス

モデル、成長戦略、事業活動のいずれにおいても持続可

能性、すなわちサステナビリティをより強く意識した仕組み

を導入するなど、アサヒグループの経営の在り方において

も真の「統合化」が進んでいます。今回の「統合報告書

2019」では、そうした変化や中長期視点での今後の経営

の方向性に焦点を当てながらお話しします。

また、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行によ

り、経済や私たちの事業活動だけではなく、人命にも多大

な影響が生じています。2020年度の年間業績予想は、 

第1四半期決算発表時に未定としましたが、中期的にはプ

レミアム化を軸とした成長戦略を持続できると考え、配当

予想については年初予想を据え置きました。今後は、4月

に公表しました「新型コロナウイルスへの対応方針とトッ

プメッセージ」に基づいて、フェーズに応じた対策の重点

化を図っていきます。まずは、従業員とその家族の安全を

最優先事項とした上で、規制や自粛緩和などが進むリカバ

リー期からニューノーマルを見据え、ブランドの選択と集中

に加え、キャッシュ・フローや財務健全性を優先し、すべ

てのコストにおける効率化を推進していきます。そして、

ニューノーマルでは、単にこれまでの戦略を再実行するの

ではなく、あらゆる構造改革やディスラプションを力強く推

進し、AGPの実現に向けた戦略をさらに深化させること

により、この難局を乗り越え、より強靭な企業グループを

目指していきます。

AGP実現への取組みこそ、持続的な成長の道筋。 
サステナビリティと経営を統合し、 
中長期的な企業価値向上をさらに加速させる
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新型コロナウイルス感染症への対応方針：フェーズに応じた対策の重点化

感染拡大期 リカバリー期

各種規制や自粛の継続

• 従業員と家族の安全確保
• 取引先、地域社会への支援
• SCM体制など、BCPの実行

• マーケティング戦略の重点化
• キャッシュ・フロー、財務健全性確保 
（設備投資、固定費の抑制等）

• 強みに集中した戦略遂行
• ニューノーマルへの迅速な対応
• ディスラプションへの挑戦

段階的解除と 
ソーシャルディスタンスの継続

ニューノーマル

新たな正常と 
ソーシャルディスタンスの終了

2020年度 2021年度
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

 ブランド・ SCM ・人材などの強みを発揮することで、フェーズに応じたモメンタムの回復に注力
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AGPは浸透から実践へ。 
ますます進化するアサヒグループ

AGPがグローバルに浸透し、海外グループ会社のトップ

や従業員と会話を交わすと、私の考えを理解してもらう

までのスピードが格段に上がったと実感することが多く

なりました。例えば、競争戦略として「期待を超えるおい

しさ」の実現に向けて何をなすべきか現地で議論する際、

そもそも「なぜ期待を超えるおいしさなのか」から議論

する必要がなくなり、その分、より具体的で建設的な提言

などが増えています。加えて、アサヒグループに貢献した

い、どうしたら貢献できるかという声を、国内はもとより

多くの海外現地社員からも聞くことができ、予想以上の

手応えを感じています。

2020年6月に買収が完了した豪州のCUB事業のグルー

プ入りを機に、アサヒグループの経営は日本、欧州、豪州

の3極を核とした体制へと移行します。それを見据え、4月

からホールディングスをグループ全体のグローバルな

戦略策定と経営管理に特化するGlobal Headquartersと

位置付け、各エリア内の事業の成長や価値の最大化を

Regional Headquartersが担う体制に再編しましたが、

各地域で「期待を超えるおいしさ」を実現しながら、グロー

カルな価値創造企業を具現化していくことが喫緊のテーマ

となります。そのアプローチは、Global Headquartersや

Regional Headquartersが現場を掌握する中央集権型

ではなく、やはりそこもAGPで示すVision、Mission、

Values、Principlesを求心力としたマネジメントが基本で

す。その求心力を持って、今度はグループ全体でより自由

でより豊かな発想が現場からどんどん芽生えてくると期待

しています。自由で豊かな発想から生まれた「期待を超え

るおいしさ」は、お客様の感動を引き出し、その感動の声

を聞くことで、私たちの喜びや達成感につながる。また、

「期待を超えるおいしさ」を生み出す過程が、サプライヤー

や株主・投資家の皆様から高く評価されれば、これもまた

私たちの達成感へとつながる。こうした喜びや達成感は、

次の挑戦と革新へのエネルギーです。このように、AGPを

浸透させていく段階から、実践し、その成果を持って得ら

れるエネルギーを次の進化へとつなげていくサイクルの 

構築こそ、私が次に描く大きなテーマとなります。
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AGPの浸透によって 

議論のスピードが格段に向上しました。
次のステップは、AGPを実践し、 
成果へと結び付けることです。
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好調な海外事業、 
課題が明確となった国内事業

2019年度は、酒類事業、飲料事業の減益や為替の 

マイナス影響などにより、事業利益が減益となりました。

ただし、為替一定では、この2年間のCAGRは5.4％となり、

「中期経営方針」で掲げている一桁台半ば～後半とする

ガイドライン通りに進捗しています。

事業別に見ると、まず国際事業は、欧州事業を中心と

したプレミアム化の着実な進展による利益成長に加え、

CUB事業の買収により、グローバル・プレミアム戦略を

加速する海外の成長基盤をさらに拡大させるなど、確か

な成果を上げています。販売面でも、「統合報告書

2018」でお話しした通り『アサヒスーパードライ』『Peroni 

Nastro Azzurro』『Pilsner Urquell』の3つのプレミアム

ブランドのグローバル化を目指し、英国を含めた欧州、日本、

韓国、中国、豪州、北米などの大都市をターゲットとしたク

ロスセルの展開を強化しました。その結果、韓国での不買

運動の影響を除いて、3ブランド合計の母国市場以外での

成長率は前期比+10％と、ガイドライン通りに進捗して

います。今後、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を

注視していく必要がありますが、2020年1月に実施した国

際ビール事業の組織再編を機に、プレミアムブランドのグ

ローバルなクロスセル展開をさらに加速させるとともに、

ローカル市場のプレミアム化についてもより強力に推し進

めていく考えです。

一方、国内の既存事業に目を向けると、酒類事業に

ついては、想定以上の市場縮小やミックス悪化といった外

部要因があるものの、強みである『アサヒスーパードライ』

の活性化が想定を下回る結果となり、新ジャンルでも競争

優位性の構築が遅れています。これらの課題が残る中、

AGPで掲げているビジョン“高付加価値ブランドを核とし

て成長する価値創造企業”の具現化に向け、ボリュームか

らバリューを重視した経営へ移行します。また、2020年か

ら2026年にかけて3段階で実施される酒税改正も踏まえ

つつ、ビール回帰を見据えたミックス改善や、数量増を前

提としない構造改革などに取り組んでいきます。その一環

として、アサヒビール（株）の評価をボリュームやシェアを

重視したKPIではなく、カテゴリー、ブランド、容器などの

採算を重視した指標へ切り替えていきます。また、5～10

年先の中長期的な視点で、生産や物流、販売といったサ

プライチェーン全般のスリム化に着手しています。縮小均

衡ではなく、構造改革から生み出される原資は、お客様に

とっての価値向上や新市場の創造に再投資していきます。

販売数量から販売金額の開示に移行しましたが、重要なこ

とは経営トップから現場の営業担当に至るまで、数量だけ

でなくバリューを重視するマインドセットを徹底し、中長期

の価値創造に向けた姿勢を鮮明にすることにあります。

シェアはお客様からの支持を示す指標でもありますが、

シェアへのこだわりが中長期の価値創造を阻害しては何

の意味もありません。市場縮小という現実を踏まえ、価値

を重視した経営に転換することで、業界全体のプロフィッ

トプールの拡大に向けた潮流を作り出していく考えです。

ビール類以外のカテゴリーにおいても選択と集中を図り、

総合的なミックス改善戦略を推進します。

飲料事業についても、業界平均を上回る増収を果たし

たものの、2019年7月の天候不順に伴うコストの増嵩な

ど、急激な環境変化に対応するコスト管理などに課題を

残しました。『三ツ矢』『ウィルキンソン』『カルピス』といっ

た100年を超える歴史を持つブランドを中心に、市場平

均を上回るモメンタムを維持するなど、事業のファンダメン

タルは引き続き好調です。しかし、最盛期の天候不順時

のマネジメントに課題を残したという反省を踏まえ、夏場

に依存しない商品構成の見直しや、需要変動に柔軟に 

対応できる生産・物流体制の再構築といったリスク分散

への取組みを開始しました。主力ブランドの価値向上や

健康領域への資源配分のほか、サプライチェーン全般の

最適化を図り、業界トップクラスの収益性への回帰を目指

します。
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リスクマネジメントをさらに強化。 
非連続の成長に果敢に挑む

世界情勢、経済、企業、個人にいたるまで、あらゆるもの

を取り巻く環境が複雑さを増している上、新型コロナウイ

ルス感染症の世界的な大流行なども発生し、将来の予測

は極めて困難です。いわゆるVUCAの時代において、

AGPに基づく中長期的な企業価値の向上を実現するに

は、短期的な視点だけではなく、10年程度先を見据え、

バックキャストのアプローチで短期・中期・長期の経営課

題を整理し、具体的な打ち手に落とし込んでいく必要があ

ります。先に説明した酒類事業におけるバリュー経営への

転換も、環境変化を踏まえた中長期的なありたい姿を起点

にバックキャストで戦略を見直した結果です。持続的な成

長の実現のポイントは、不透明さが増しているからといっ

て、リスクを過度に回避することではなく、リスクと機会を

全社的に洗い出し、「とるべきリスク」と「回避すべきリス

ク」を明確することだと考えます。そのため2019年のエン

タープライズリスクマネジメント（ERM）導入を皮切りに、

2020年からリスクを明確にする「リスクアペタイト」を制

定し、その運用を開始しました。「リスクアペタイト」を指

針とした適切なリスクテイクとリスクコントロールにより、

非連続な成長を支えるM&Aやイノベーションに果敢に挑

み、持続的な成長をより確かなものとしていきます（→詳し

くは、P.70-73をご覧ください）。

また、そのイノベーションについては、これまで培って

きたグループの発酵技術や乳酸菌技術などを活用した商

品開発にさらに注力していく方針です。酒類事業の新た

なKPIの一つとして、イノベーション商品の売上構成比を

採用したことも、これまでにはない変化と言えます。すで

に取組みを始めているデジタルトランスフォーメーション

（DX）も重要課題の一つです。DX専門の部門創設、外部

人材の積極採用など、従来の方針から転換し、これまで

以上に加速していきます。やはり革新的な発想やディスラ

プションは、従来の価値をいくら分析しても見えてくるも

のではないと思うのです。私自身、DXを通じて導入した

ITツールを積極的に駆使しながら、さまざまな情報やデー

タを分析するのはもちろん、お客様をはじめとするステー

クホルダーの意識や社会の価値観がどう変化していくの

か感じ取り、私なりに新しい価値を見出して、経営や事業

をさらに高度化させていく努力を続けていきます。

サステナビリティと経営の完全な統合を目指す。 
新たなサステナビリティ・フレームワークを構築

持続的な成長に向けた取組みとしてもう一つお伝えした

いのが、サステナビリティに関する新たなフレームワーク

の構築です。従前のマテリアリティに沿って、これまでも

サステナビリティの取組みを強力に推し進めてきましたが、

AGPの実現にはその取組みをさらに強化していく必要が

あると判断し、AGPの実現により強くコミットしたサステナ

ビリティ・フレームワークを設定することとしました。その

内容は、新たに「アサヒグループサステナビリティ基本方

針」と「アサヒグループサステナビリティビジョン」を策定

し、マテリアリティについても刷新するというものです。新

しいマテリアリティは、以前のものから内容が大きく変わっ

たわけではありませんが、サステナビリティの側面からAGP

の推進に必要と思われる要素として「コミュニティ」と「健

康」を改めて際立たせました（→詳しくは、P.64-65をご覧

ください）。「コミュニティ」「健康」という2つの領域は、こ

れまでグループのマテリアリティとしては特定していません

CEOメッセージ



ASAHI GROUP INTEGRATED REPORT 2019

Section 01 進化するアサヒグループ

17

でしたが、AGPの達成にはこの2つの領域における取組み

強化が必要だと考えて新たに追加しました。

また、この新しい枠組みの設定に合わせて、グループの

サステナビリティ推進体制も一新しました。サステナビリ

ティと経営の完全な統合を目指し、グループCEOである私

を委員長とする「グローバルサステナビリティ委員会」を

新たに設置しました。AGPに基づく新しいサステナビリ

ティ・フレームワークを設定するとともに、コーポレート・ガ

バナンス体制にサステナビリティ推進体制を組み込むこと

で、グループ・グローバルでのサステナビリティ推進をさ

らに加速させていきます。これまでは、企業価値を財務的

価値と社会的価値の総和と捉え、サステナビリティへの

取組みはその社会的価値の向上に寄与するという考え方

がありましたが、今やサステナビリティは経営そのものと

捉えるべき時代です。気候変動をはじめとするさまざまな

ESGリスクは、もはや経営そのものを揺るがしかねない重

要な経営課題であり、また人々の健康・エシカル志向は

BtoC企業であるアサヒグループにとって大きなビジネス

チャンスとなります。

とりわけ環境リスクについては、昨今の社会の情勢を鑑

みても喫緊の経営課題であり、気候関連財務情報開示タ

スクフォース（TCFD）をはじめとする気候変動への対応を

グループの主要リスクとして組み込んでいます。私たちは、

2050年を見据えた「アサヒグループ環境ビジョン2050」

を掲げていますが、その実現に向けて、気候変動・水資源・

容器包装といった個別の環境課題について、グループとし

ての目標を新たに策定し、さらに取組みのマイルストーン

も設定しました。これらの環境課題は、「自然の恵み」に

よって事業が成り立っているアサヒグループにとって、まさ

に事業継続に大きな影響を及ぼすものです。地球のサス

テナビリティ・事業のサステナビリティの両側面で重要で

あるこれらの課題に真正面から取り組むことを通じて、 

投資家をはじめとするステークホルダーの皆様との共創を

さらに強化していきます。TCFDについては、2019年に賛

同した後、この「統合報告書2019」で初めてその内容を

開示しました。気候変動はERMにおいてもトップリスクと

して扱っており、TCFDの枠組みにおける分析内容につい

ては取締役会でも議論を重ねました。今回は売上比率の

高い酒類事業（海外含む）をターゲットとしましたが、今後

他の事業分野にも対象を広げ、より広く深い議論を進めて

いく方針です（→詳しくは、P.58-61をご覧ください）。

また、人権やアルコール関連問題については、AGPの 

Our Principlesに記される「ステークホルダーとの共創」

が今後ますます重要になると見ています。人権について

は、人権デューデリジェンス体制の構築を現在進めており、

人権リスクを分析した上で、当社のバリューチェーン上の

どこにどういったリスクが存在するかをまず把握し、そのリ

スクに対する打ち手を考えるという枠組みとなります。人

権リスクはアサヒグループのサプライチェーン全体に点在

するため、アサヒグループの視点だけに基づいた分析や

打ち手で推し進めるわけにはいきません。客観的な視点を

取り込むべく、ステークホルダー・ダイアログなどを通じて

有識者から鋭いアドバイスをいただきながら、サプライヤー

といったステークホルダーの皆様との対話を重視して進め

ていきます。アルコール関連問題については、2019年に

策定した「酒類を取り扱う企業グループとしての飲酒に関

する基本方針」の中で、「ステークホルダーとの連携」を

方針の一つとして掲げています。アルコール規制につい

ては国や地域によって法令が異なり、その変化もバラバラ

なため、ローカルな対応が非常に大切な分野です。事業

を展開する各地域のコミュニティやNGOなどとの協働がと

ても重要になってくると考えています。

このように、それぞれの取組みを個々に加速させていく

一方で、中長期的に見れば、グループ全体でサステナビ

リティに関連した大きなうねりを生み出していくことも大

切だと考えています。「グローバルサステナビリティ委員

会」の委員長として強いリーダーシップを発揮し、グルー

プ全体のサステナビリティへの取組みを加速していく決意

です。
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SDGsの達成への貢献にも改めてコミット。 
具体的な道筋を次々と描く

新たに策定した「アサヒグループサステナビリティビ

ジョン」において、SDGsの達成への貢献に改めてコミット

しました。これまでもサステナビリティの取組みを通じて、

SDGsの達成への貢献に向けた姿勢を示してきましたが、

「アサヒグループサステナビリティビジョン」として自らの

コミットメントを改めて表明することで、アサヒグループの

個々の取組みが、SDGsの各目標にどう貢献していくのか、

より具体的な道筋を描いていきたいと考えています。例え

ば、2020年4月に、食品事業再編の一環として、ビール酵

母細胞壁を使用した肥料事業を担うアサヒバイオサイクル

（株）と、アサヒカルピスウェルネス（株）の飼料事業を統合

しました。統合新会社は新生「アサヒバイオサイクル（株）」

として、アサヒグループの酵母・微生物への知見や技術を

活かしてさまざまな環境課題に貢献していく方針を掲げて

います。このように、現場単位での取組みだけでなく、グ

ループ再編といった大きな枠組みからも、SDGs達成への

貢献に向けた打ち手を検討していきます。

リーダーシップも進化。 
トップダウン型からトップコミュニティ型へ

これまで私は、どちらかと言うとトップダウンで意思決定

やリーダーシップを発揮してきました。周囲に対して、まず

私から自らの考えや意思を伝え、そこにさまざまな意見を

取り込みながら、最終的に決定するというスタイルです。

しかし、事業基盤がグローバルに拡大し、AGPも浸透から

実践へとフェーズが移行する中で、今後は、トップコミュニ

ティ型というスタイルへ変革していく方針です。このスタ

イルは私の造語ですが、要は、これまでのように私から先

に考えや意思を伝えるのではなく、まずはテーマごとに役

員や担当者から意見を先にもらいます。時代もグループの

在り方も変わる中、専門性を備えた役員や担当者から、リ

スクと機会をしっかりと見据えた意見をもらってから議論し

たほうが、より適切な意思決定につながると考えます。将

来の予測が困難な時代において、トップダウンですべてを

考え、決めようとすることはリスクだと考えます。各担当

役員には、全体最適やトップとしての俯瞰的な視点だけで

なく、自分の担当領域における専門性や分析力を遺憾なく

発揮するよう指示しています。誰にも負けない専門性に基

づいて議論を重ね、その上で俯瞰的に判断するのが私の

役割だと考えます。

トップコミュニティ型になると意思決定のスピードが遅く

なるのではないかという懸念が出てくるかもしれませんが、

「報・連・相」のうち報告と連絡はメールやインターネット

で済ませ、相談事項だけは双方向で直接顔を合わせて実

施するといったような工夫によって、トップコミュニティ型

でも意思決定のスピードを落とさないようにしています。

CEOメッセージ
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中長期的な視点で 
私たちの経営や事業を評価してほしい

株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆様に

は、私たちが常にどのようなミッションやビジョンを持って

事業を推進しているのか、AGPへのご理解を少しでも深め

ていただければ幸いです。そしてAGPによる持続的な成

長や、価値創造を少し長い時間軸で評価していただきた

いと考えています。短期業績にはもちろん、これまでもこ

れからもこだわりますが、それ以上に、5年、10年という中

長期の視点で、企業価値、財務価値、非財務価値がいか

に向上していくかぜひ見ていただきたいと思います。価値

創造の源泉である人材に関しても、グローバルなモビリ

ティポリシーや報酬制度といった諸制度を整備したほか、

海外子会社役員のホールディングス執行役員への登用、

国内外の子会社同士の人材交流など、グローバル人材の

活用・育成の仕組みを強化しました。2020年はさらに、各

地域のCEOを集めて、今後の各地域の経営幹部層のサク

セッションプランを討議するGlobal Talent Forumの開催

や、次世代の経営幹部候補を養成する研修プログラムの

拡充など、多層にわたるサクセッションプランの高度化を

図っていく方針です。

ここまでご説明したさまざまな施策は、短期的ではなく

中長期的に成果が見えてくる打ち手です。今すぐ成果が

見えなくとも将来、アサヒグループの競争力や成長性をさ

らに引き上げてくれると確信しています。ステークホルダー

の皆様には、改めて中長期的な視点でのご支援のほど、

引き続きよろしくお願い申し上げます。

2020年7月

AGPによって企業価値、財務価値、 
非財務価値がいかに向上していくか。 
5年、10年という中長期の視点で 

評価していただければと思います。

代表取締役社長 兼 CEO 




