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 培った強み
● 事業環境に応じた調達戦略の最適化 
（事業会社）
● バリューチェーンと連携した調達対応力 
（事業会社）
● グループ連携による調達機能の向上 
（ホールディングス）
● 調達リスクマネジメント力（ホールディングス）

 事業の面から挑むこと
● サプライヤーとのWin-Winの関係構築
● グローバル全体で調達ノウハウや 
サプライヤーネットワークを活用 

 ESGの面から挑むこと
● 原材料の生産・輸送などにかかるCO2 

排出量の削減（Scope3）
● 容器包装の環境配慮素材の確保
● 原料生産地の水リスクの把握
● 「アサヒグループ持続可能な調達基本 
方針」に基づくCSR調達の推進

● 「アサヒグループサプライヤー行動規範」 
の浸透

● サプライチェーンにおける人権 
デューデリジェンスプロセスの構築

 培った強み
● 「酵母」「乳酸菌」などの素材技術
● 官能検査・分析技術などの基盤技術
● 事業領域の枠を超えた知見の蓄積・活用

 事業の面から挑むこと
● M&Aにより拡充した拠点の統合と 
人材交流の加速による技術力の進化、 
スピードアップ

● 異分野とのオープンイノベーションによる 
商品開発の領域拡充

 ESGの面から挑むこと
● 「アサヒグループ環境ビジョン2050」の達成
に向けたプロセス・イノベーションの実現

● 容器包装素材の開発
● 健康価値を提供する商品・技術の開発
● 最新の分析技術による品質保証体制の強化
● 副産物の再資源化・付加価値化などを通じた
循環型社会への貢献

挑戦と革新によって期待を超える価値を 
生み出し続ける

企業価値向上の原動力  
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調達

研究・開発

自然の恵み
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Section 01 進化するアサヒグループ

 培った強み
● 日本、欧州、豪州におけるトップブランドを 
育成したマーケティング力 

● 消費環境の変化に対応した新たな 
カテゴリー・ブランドの創出・育成力 

● ローカル市場に根付いた課題解決型 
提案を軸とした営業力 

● 市場開拓のドライバーとなる国内外の 
マーケティングネットワーク 

 事業の面から挑むこと
● 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 

● プレミアムビールブランドのグローバル 
展開の加速

● 新たな価値提案における市場の活性化、 
新市場の創出 

● 取引先との「価値共創力」の強化 

 ESGの面から挑むこと
● 健康価値を創出する商品の販売促進
● 生ビールディスペンサーや飲料自販機の 
省電力化

● アルコール関連問題や健康課題の解決に 
向けた啓発活動の展開

● コミュニティの課題解決に向けた 
地域等との協働取組み

 培った強み
● グループ独自の品質基準
● 高い効率性を備えた物流ネットワーク
● 需給管理技術、在庫管理技術

 事業の面から挑むこと
● トータルフレッシュマネジメント活動の追求
● グローバル最適生産体制の構築
●  日本と欧州の技術共有によるシナジー発揮
（商品開発、品質向上、コスト削減）
●  拠点の最適配置によるコスト削減
● 製造工程や外装表示の標準化
●  モーダルシフト、往復輸送の拡充

 ESGの面から挑むこと
● 生産工程における再生可能エネルギーの 
活用

● 洗浄・殺菌工程での水使用量削減や 
回収水の有効利用

● 副産物・廃棄物再資源化100%の継続
● 自社工場・委託工場における人権 
デューデリジェンスプロセスの構築

● モーダルシフトや共同配送の推進
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自然の恵みを活かし、
期待を超える
おいしさを届ける

生産・物流

マーケティング・
販売
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欧州事業 *1

企業価値の更なる向上に向けた
アサヒグループのグローバル3極体制

当社は、AGPを施行した2019年にグループ共通の
刊行誌「AGP Journal」を合計5回発行しました。
「AGP Journal」では、グループ全体のAGPの浸透と
理解度の向上を目的とし、世界中のグループ社員全
員がAGPを実践する上で必要となる考え方や活動事
例を共有しました。

具体的には、AGPというグループ理念のもと、私た
ちアサヒグループが目指す「未来」について、小路
CEOや各事業会社のトップマネジメントのインタビュー
を掲載しています。また、各社員がAGPを自分事とし
て日々の業務に落とし込み、ビジネス戦略や事業計画
につなげるとともにグループ会社同士の理解を深める

2019年度

 酒類事業　
 飲料事業　
 食品事業　
 国際事業　
 その他の事業

売上収益

20,890億円
事業利益

2,129億円

社員数

29,327人

*1 2020年1月の国際ビール事業の再編に伴い、中東欧事業は欧州事業へ名称を変更し、従来
の西欧事業に含まれていたイタリア、オランダ事業を欧州事業へ移管しています。西欧事業
はアサヒインターナショナル社へと名称を変更し、日本、オセアニア、欧州事業が管轄する国
を除く各エリアでの輸出・ライセンス事業を同社に集約しています。

*2 CUB事業に関する数値は、事業を取得した2020年6月1日時点のものです。
*3 （株）ロッテアサヒ酒類、北京啤酒朝日有限公司などを含みます。

AGPの浸透に向けた取組み

（2020年1月1日現在）

Our Global Management Foundation

9,085
15 28

Europe

社員

工場

子会社
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オセアニア事業*2

東南アジア事業

ために、グループ各社がそれぞれ制定したビジョンや
AGP浸透のための活動事例などを紹介しました。
今後も、新たに立ち上げたグループ共通の社内情

報イントラサイトなどを通して、AGPに関する情報発
信をさらに強化しています。

国内事業

Our Global Management Foundation

カッコ内は2020年6月に取得したCUB
事業単体の数値です。

3,505 (1,349)
16 (6)  83 (55)

2,899
8 26

その他国際事業*3 
（韓国・中国など）

509
1 4

アサヒ 
インターナショナル社*1

1,020
2 15

13,658
34 47

Japan

Oceania
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多様な個がぶつかり合い、
生み出されるイノベーション

　アサヒグループで働くことは素晴らしい体験です。厚い信頼のもと、
私たちには高度な決定権が事業運営のために与えられているのです
から。自らが信頼できる明確な価値観が存在する企業で働くというこ
とは、非常に重要なことです。アサヒグループは人々に対する思いや
りにあふれ、誠実で信頼のできる企業である一方、ビジネスにおいて
は意欲的かつ野心的で革新的な企業でもあります。両側面が共存す
ることは大変珍しいことです。
　今回のGLDPを通して、私はこの企業が持つ価値と企業風土につ
いて多くのことを学びました。それは、異なる文化的な背景と視座を
持つさまざまな人々をともに団結させるものです。私たちは、団結す
ることでより多くのことを達成でき、異なる思考を持つことができるこ
とを学んだのです。そして何より重要なことは、私たちが皆、ビール
に対する熱い情熱を持っていることです。この情熱こそが、私たちを
形作るものであり、社会における役割でもあるのです ！
　GLDPに参加した後、私は立場を変えました。これからはアサヒイン
ターナショナル社のマネージング・ディレクターとして、チームのメン
バーとともに、更なる成長と業務における卓越したクオリティの実現
に取り組みます。KANPAI !

　私にとって、今回のプログラムにおいて最も価値のあった経験は、
世界中のさまざまな地域から集まった仲間と知り合い、彼ら自身のこ
とや彼らの向き合う市場のことを理解できたことです。地域によって
異なる点もありますが、一方で私たちがマーケットに感じる特徴には
共通点もありました。
　また、私たちが日頃抱えている類似した問題点に対して、それぞれ
のメンバーが異なるアプローチを試みていることも非常に興味深い学
びとなりました。課題を解決するにあたり、チームの文化的多様性は
明確に有利に働くものです。このような有利な点をいかに吸収し、活
用できるかという点は私たちにかかっています。同時に、今回のGLDP

はAGPに対する洞察をさらに深める機会となり、アサヒグループが個々
の従業員を尊重し敬意を払っていることに非常に感銘を受けました。
　一方で、アサヒグループがグローバルに事業基盤を広げ、新しい成
長ステージに入ったことは、これまで完璧に計画されてきたアサヒグ
ループの事業に対して新しい挑戦をもたらすものでもあります。
　私たちの日常生活に影響を与える課題は、もはや地域に限定され
たものではありません。国・地域の垣根を越えて協力することこそが、
そうした課題を克服するための最良の方法です。アサヒグループとい
う企業がこれまで紡いできた物語には多くの章がありますが、21世紀
の初めにあたる章は大きな成功となると信じています。微力ながら、
私もこの素晴らしい物語の一員として貢献できることを喜ばしく感じ
ています。

Focus

Richard Ingram
Managing Director – Europe,  

Middle East, Africa and Latin America

Asahi International

Tomas Mraz
Sales Director

Plzeňský Prazdroj, a. s.
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将来の経営者候補を対象とした研修プログラム

Global Leadership Developments Program(GLDP)

　アサヒグループでは、歴史やAGPを含めた経営方針などへの理解を

深めるとともに、グローバルでの視座・視野の習得、異なる地域の従業

員の理解やネットワーク構築などを目的に2014年より実施しています。

3回目となった2019年は、国内外の各事業会社から次世代の経営幹部

候補として選出された13名を対象に計3回のセッションと複数回のオフ

サイトミーティングを実施し、AGPの実現に向けた提案を行いました。

　私は、オセアニア地域のアサヒビバレッジズ社の法務担当として、
地域社会、人々、リーダーシップの育成に重点を置いた文化の中で働
いています。今回のGLDPの活動において、異なる地域や事業をバッ
クボーンに持つメンバーとチームで活動したことは、今後自らの担当
領域でAGPの浸透と発揮にどのように貢献できるかを考える上で、貴
重な機会となりました。
　私にとって今回の研修は、アサヒグループがAGPに掲げる理念の
達成に向けて克服すべき点を考えることにありました。そのためには
まず、「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」という私たちのビジョンを詳細に分析し、正しく
捉えなおす必要があったのです。
　今回、私たちのチームでは、気候変動をはじめとした環境課題を含
め、メガトレンドを先取りすることの重要性を再確認し、これをチーム
の取り組むテーマと定めました。具体的には、中期経営方針における
ESGに関する目標の達成に向けて挑戦し、実現に向けて注力すべき
取組みの提言を行いました。
　今回のGLDPの活動を通じてESGについて改めて子細に検討した
ことは、現在オセアニア地域で行っている取組みに対する新たな展望
と情熱をもたらすものでした。GLDPで得た他のマーケットにおける
情報や知見を共有することは、私の仕事においても非常に有意義な
ものとなりました。このように、GLDPは「グローカル」というコンセプ
ト、つまり多様性の重要性と、価値観やグループ哲学の共有によって
達成できることの強さを明確に表すものであったと思います。

　今回のGLDPへの参加を通して、真の多国籍企業で働くということ
とは、価値観、文化、専門性、マネジメントといったすべての側面にお
いて地域の垣根を超えた多様性を持って働くことだと気付かされまし
た。困難なこともありましたが、プログラムを通して私は感情的にも
知的にも成長を遂げ、説得力のあるリーダーになることができたと考
えています。グループの多様性もまた感情的・知能的スキルを向上さ
せ、組織や生活の中で直面する多くの対人関係課題を乗り越える手
助けとなりました。常にチームの多様性をどう理解し、評価していく
か、また信頼と尊敬を得るために彼らの個性をどう尊重し、認めるか
ということを学びました。セッションのみならず、参加者との頻繁な対
話を通じて、私のマネジメントにおいても気付きの力や柔軟性が磨か
れたと感じています。
　このことは、私のコミュニケーション能力とリーダーシップスキルを向
上させ、異なる知能や技能、興味、心理的欲求を持つメンバーのチーム
を束ね、アサヒグループのビジョンを構築、共有し、実践するとともに、
アサヒグループのコアバリューをさらに強固にする助けとなりました。
　今回のテーマとして「サステナビリティ」を取り上げるというチーム
の決断は、組織にとって非常にタイムリーかつ重要なことでした。プ
ロジェクトに取り組むことで「サステナビリティ」に関するアジェンダ
と方向性、ゴールを実現するための具体的な道筋について深く理解
することができました。このことによりアサヒグループのCSRバリュー
を私たちのビジネスに活かし、東南アジアにおける経済的な社会福祉
に役立てることができたのです。

Renganathan Tewagudan
Asahi South East Asia Pte Ltd

Group Chief Innovation Supply Chain and  

Transformation Officer

Effie Markopoulos
General Counsel

Asahi Beverages, Oceania Region




