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セグメント別売上高（2011年度）

酒類事業
9,217億円

飲料事業
3,248億円

食品事業 980億円

国際事業 942億円

その他事業 240億円

合計
14,627億円

酒類事業では、アサヒビール（株）が、『アサヒスー
パードライ エクストラコールド』の取組みをさらに拡
大するなど、ブランド力の強化に努めました。また、広
告と連動した『クリアアサヒ』の販促活動を展開し、新
ジャンル市場の平均を上回って売上を伸長させたこと
で、ビール類の課税移出数量でシェアを着実に拡大し
ました。さらに、収益面においては、震災の影響もあり
ましたが、広告・販促費や製造原価の低減など、経営
環境に左右されない収益基盤の強化に継続して取り
組みました。

飲料事業は、アサヒ飲料（株）による基幹ブランド『三

2011年度の業績は、3月に発生した東日
本大震災の影響などで主に酒類事業が大幅
な減収となりましたが、不採算事業の整理
などを進めたことで収益が大幅に向上し、営
業利益は12%の増益となりました。

増益の原動力となったのは、震災で市場
全体が低迷するなかでも、アサヒビール（株）

が主力ブランドの価値向上に取り組み、着実にシェアを向上
させたことに加え、計画を上回る収益構造改革を実行できた
ことです。さらに、飲料事業も市場平均を大幅に上回る成長
を果たし、国際事業でも一昨年から韓国や中国の不採算事業
の整理を進めて収益を大幅に向上させ、事業全体で12%の
増益となりました。

また、7月から純粋持株会社制に移行したことで、各事業会
社においては事業戦略の意思決定を迅速化しながら、ブラン
ドの育成や収益構造の改革にスピードを上げて取り組み、持
株会社においてはグループの成長戦略に特化した取組みを
進めながら不採算事業の整理を進める一方で、アジア・オセ
アニア地域において4件のM&Aを実施しグローバルな成長
基盤を強化しました。

純粋持株会社制に移行し、
成長戦略と収益構造改革の
スピードを上げ
過去最高の営業利益を達成

昨年の総括

次の成長に向けて本格的な
グループ・グローバル経営を
推進していきます。

泉谷 直木

アサヒグループホールディングス株式会社
代表取締役社長

主力ブランドの強化・育成や
海外戦略の推進に経営資源を集中、
販売・生産・物流などの
コスト削減も着実に実行

各事業の取組み
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2011年度の業績と2012年度の目標

売上高 営業利益 当期純利益
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に果たすことで、目標である当期純利益650
億円（前期比18%増）の達成を目指します。

売上高は、震災の反動増が見込まれる酒
類事業の増収に加えて、好調が続いている
飲料事業や食品事業でも着実な増収を目指
します。また、国際事業で新規連結子会社4
社の業績が加わり大幅な増収が見込まれる
ことから、連結売上高は1兆5,600億円（同
6.6%増）の達成を目標としています。

営業利益については、各事業の増収効果
とさらなる効率化に加えて、国際事業の新
規連結子会社の寄与などで、1,180億円（同
10.1%増）を目指します。また、震災関連費
用がなくなることなどから特別損益が145
億円改善するものと見込んでおり、当期純

ツ矢』『ワンダ』『アサヒ 十六茶』の強化・育成や、『ア
サヒ六甲のおいしい水』の上乗せ効果などにより、9年
連続で売上箱数が拡大しました。あわせて、ペットボト
ルの内製化によるコストダウンなど、生産・物流面で
の収益構造改革でも計画以上の成果を上げました。

食品事業では、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、主力ブランドの強化・
育成を進めるとともに、工場の製造能力を拡大するな
ど、さらなる成長に向けた事業基盤の強化を図りました。

国際事業では、オーストラリアの飲料市場で第3位の
「P&N Beverages Australia Pty. Limited（現 Asahi 
Beverages Australia Pty Ltd）」のミネラルウォー
ター・果汁飲料事業とニュージーランドの新興飲料メー
カーである「CHARLIE’S GROUP LIMITED」、低アル
コール飲料のトップメーカーである「Independent 

Liquor」グループを子会社化したことにより、オセアニア地域
での事業領域の拡大を図りました。

また、マレーシア第２位の清涼飲料メーカー「Permanis 
Sdh.Bhd.」を子会社化し、今後も成長が見込まれる東南アジ
ア地域での事業基盤の構築を行いました。

以上の結果、連結売上高は1兆4,627億円、当期純利益は
551億円となり、11年連続で過去最高益を更新することがで
きました。

「中期経営計画2012」の最終年度である2012年度は、最
重点課題として掲げている「既存事業の収益性の向上」を着実

「中期経営計画2012」の最終年度として、
当期純利益目標650億円の達成を目指す

本年の業績見通し
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連結合計 酒類事業
食品事業 国際事業

飲料事業
営業利益率の推移
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利益は650億円（同18%増）、12期連続の
最高益更新を目指します。

すべての事業において成長戦略と
収益構造改革を継続的に推進

本年の具体的な取組み

酒類事業では、『アサヒスーパードライ』と
『クリアアサヒ』を中心に、引き続き各カテゴ
リーで“強いブランド”の強化・育成に注力し
ます。また、総合酒類部門でも、ノンアルコー

ルビールテイスト清涼飲料の『ドライゼロ』を新発売するなど大
幅な増収を目指します。一方で、生産体制の見直しや固定費全
般の効率化など、さらなる収益構造改革も進めていきます。

飲料事業では、基幹ブランド『三ツ矢』『ワンダ』『アサヒ 十六茶』
の強化・育成を継続するとともに、『アサヒ六甲のおいしい水』な
どロングセラーブランドのさらなる成長を図りながら、ペットボト
ルの軽量化などのコストダウンにも継続して取り組んでいきます。

食品事業では、各社が強みを持つブランドの強化と新商品開
発や販路拡大を推進するとともに、設備投資の拡充によって成
長基盤の強化を図ります。

国際事業では、中国酒類事業においての『青島ブランド』の
受託製造量の拡大に注力し、収益性の一層の向上を図ります。
また、オセアニア事業では、良質な水源を持つオーストラリア
のミネラルウォーター専業メーカー「Mountain H2O Pty 
Ltd」を1月に子会社化し、現地の持株会社のもとで事業会社5
社を一体運営することで、事業会社各社の強みの融合と弱み
の補完を進め、売上拡大とサプライチェーン全体でコストシナ
ジーを創出していきます。

当社は、連結配当性向20%以上を目安に安定的な増配を
目指す方針を掲げており、2011年度の2円増配に続いて、

2012年度も当期純利益650億円を達成することで3
円増配を目指します。

また、資金需要や財務の健全性などを鑑みながら自
社株取得も検討しますが、現時点では、事業基盤の強
化を目指した投資を優先し、業績の向上を図ることで
株主の皆様のご期待にお応えしていく方針です。

当社グループは、「中期経営計画2012」の達成に向
けて「既存事業の収益性の向上」の総仕上げに総力を
挙げて取り組みます。また、本格的なグループ・グロー
バル経営を推進するために移行した純粋持株会社制
のもとで、次の成長を担う事業ポートフォリオの構築に
も引き続き取り組んでいきます。株主の皆様におかれ
ましては、成長を続けるアサヒグループに今後ともよ
り一層のご支援をよろしくお願いいたします。

当期純利益の目標を達成し、
連結配当性向20%以上を目安に
安定的な増配を目指す

株主還元について
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暮らすを応援楽しむを応援

気仙沼大島「奇跡のシーカヤック」の展示
アサヒビール（株）において2010年にアサヒスーパードライ「うま
い！を明日へ！」プロジェクトの一環で、宮城県気仙沼大島観光協会
へ寄贈したシーカヤックが、先般の津波により気仙沼大島が大き
な被害を受けたものの、奇跡的にほぼ無傷の状態で見つかりまし
た。この“奇跡のシーカヤック”を復興にかける「シンボル」と位置
づけ、より多くの皆様に知っていただくために、東京・吾妻橋のア
サヒグループ本社ビル１階にて展示会を実施いたしました。

東日本大震災 被 災 地 応 援 活 動 の ご 報 告
東日本大震災で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。また、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。
アサヒグループは、震災発生の直後から被災地の支援活動に取り組んでまいりました。本年は、昨年の株主総会などで株主の皆様から
「優待品を支援物資としてお送りしたい」といったあたたかいご意見を多数いただいたことを受け、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。今後も、被災地の皆様の「食べる」「楽しむ」「暮らす」を応援する支援活動を継続してまいります。

「エクストラコールドCar」の展開
2011年6月下旬～9月下旬にかけ、復興イベントなどに
『アサヒスーパードライ エクストラコールド』を体感できる
専用車輌「エクストラコールドCar」を展開いたしました。

復興施設への参画
「屋台村」構想の支援活動
などに参画しております。
(大船渡屋台村・気仙沼横
丁・気仙沼南町紫市場・釜
石浜ゆり飲食店街・大槌北
小福幸きらり商店街など)

「子供たちの笑顔100倍！」プロジェクト
被災地の小学校と幼稚園・保育園において、「三ツ矢
サイダー」出張授業と絵本の読み聞かせ教室をそれ
ぞれ実施いたしました。

「東日本大震災 支援活動のご報告」サイト 

詳しくはこちらへ

http://www.asahibeer.co.jp/
csr/assistance/

ビアフェスタ in 仙台

宮城郡の幼稚園での
アンパンマン絵本の
読み聞かせ

仙台市の幼稚園での
アンパンマン絵本の
読み聞かせ

本社ビル1階に展示して
いるシーカヤック

終了後の記念撮影

食べるを応援

復興屋台村  
気仙沼横丁

エクストラコールドCar 復興イベントの様子

復興イベントへの参画
ビアフェスタin仙台、B-1
グランプリin青森、東北
KIDSなどのイベントに
参画いたしました。
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大人気ブランドの新シリーズをはじめ、
新しい味覚や楽しみ方を提案する商品を発売しました。

多彩な新商品を続々発売

飲み込みやすい
錠剤を開発

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

P.10~P.11

P.12
P.13

P.7~P.9

地域各社のシナジーと事業革新で

オセアニア市場における
存在感を拡大

ア サ ヒ ニ ュ ー ス ク リ ッ プ

アサヒビール（株）がキリンビール（株）との
小口配送の共同化エリアを拡大しました。

アサヒ・ホールディングス・オーストラリア社が中心となって、
現地グループ各社のシナジー創出に取り組んでいます。

アサヒグループホールディングス
（株）の「食の基盤技術研究所」が
嚥下性に優れた錠剤の設計手法を
構築しました。

物流部門の効率化
を推進
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A s a h i  N E W S  C L I P ア サ ヒ ニ ュ ー ス ク リ ッ プ

※�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。

  ドライなノドごしのノンアルコール
味にこだわりを持つビール愛好家の皆様にご満足いただけるよう、
アルコール度数0.00%でもビールのような味わいとノドごしを再現し
ました。

 ビールの主原料「麦汁」を使用しない新製法
麦汁を使用せずにビール成分を再現する新製法によって、余分な甘み
や雑味を抑えることに成功しました。

 氷点貯蔵ですっきりした後味
0℃～2℃で貯蔵することで沈んだ不純物・雑味成分を取り除き、クリア
な後味を実現しました。

 “ドライなノドごし”を表現したシンプルなデザイン
パッケージは“ドライなノドごし”という特長をシルバーの背景で表現
し、赤字で大きく「ノンアルコール」と表示しました。

PET500mℓ／140円

缶350mℓ、小びん334mℓ／
オープン価格

炭酸飲料

ビールテイスト清涼飲料

  PET500mℓが新登場
バーテンダーにもご愛用いただいている本格ジンジャーエールを、ご
家庭で手軽に楽しんでいただけるようPET500mℓを新発売しました。

 伝統と信頼のブランド
『ウィルキンソン』の発売は1904年（明治37年）。今年で発売109年目
という長い伝統を持つ、信頼のブランドです。

 クセになる本格辛口ジンジャーエール
そのまま飲むのはもちろん、お酒の割り材として使うにもピッタリなジ
ンジャーの力強い味わいが魅力。飲むほどにクセになります。

 キレのよい、すっきりとした味わい
ろ過を重ね、磨き抜かれた水と強めの炭酸ガスで、キレのよい、すっきり
とした味わいを実現しています。

ウィルキンソン
ジンジャーエール

アサヒ 
ドライゼロ

ビール

アサヒスーパードライ
ドライブラック
缶350mℓ、缶500mℓ／オープン価格

アサヒ飲料（株）

アサヒビール（株）

  「キレの、黒。辛口、ブラック。」
豊かなコク、香りがありながら、「辛口」という『アサヒスーパード
ライ』のDNAを受け継ぐことで、全く新しい、飲みやすさとノド
ごしを実現しました。

 力強く磨きぬかれたパッケージ
スーパードライの世界観を、黒いパッケージで表現し、中央に
は、DRY�BLACKの赤文字を印象的にデザインしました。

POINT

POINT

POINT

新商品開発

担当者からひとこと 　
多くのお客様の声にお応えして、
ついにペットボトルで新発売。
100年以上の歴史を持つ大人の
味わいを、ぜひご家庭でお楽しみ
ください。 ブランド戦略部　小林芳之

アサヒ 十六茶
PET600mℓ／140円PET600mℓ／140円

アサヒ 六条麦茶
お茶飲料 お茶飲料

発 売 中 2012年2月21日～

発 売 中 2012年3月27日～ 発 売 中 発 売 中
2012年2月7日～ 2012年3月27日～

発売予定 2012年4月3日～
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A s a h i  N E W S  C L I P

  産地指定果汁を使用
オレンジ、アップル、マスカットいずれの果汁も管理の
行き届いた指定産地の果汁を使用しています。

 果実そのものの味わい
チルドならではのおいしさを追求した、生果実っぽくゴ
クゴク飲める味わいの果汁入り飲料です。

 着色料・保存料不使用
着色料・保存料不使用のため、小さなお子様にも安心し
てお飲みいただけます。

 東京スカイツリーデザイン
　（期間・エリア限定）
関東・東北エリアでは、期間限定で話題の東京スカイツ
リーをあしらったデザインパッケージで発売しています。

紙パック1000mℓ／190円

果汁飲料

バヤリース
チルドスタイル
オレンジ／アップル／
マスカット

乳飲料

アーモンドラテ
紙パック500mℓ／137円

（株）エルビー

  贅沢なカフェ系スイーツラテ
ふんわり香るフレーバーとまろやかなミルクの
味わいに癒される、少し贅沢なスイーツドリンク
です。

 コクがある味わい
チョコレートの甘さを隠し味に、濃いミルクと香ばしいアーモンドが
混じり合うコクのある味わいを実現しました。

POINT

POINT

新商品開発

発 売 中 2012年3月27日～

発 売 中 2012年3月13日～

担当者からひとこと 　
品質にこだわったサプリメント『ディア
ナチュラ』から、パウチタイプの16品
が新登場しました。お客様のライフス
タイルに合わせてお試しください。

  多様なライフスタイルに対応
お客様のさまざまなライフスタイルにお応えし、便利なパウチタイプの
スタイルシリーズ16品を新発売しました。

 国内工場で生産
『ディアナチュラ』ブランドの商品は、製造管理、品質管理を徹底するた
め、全シリーズで国内生産にこだわっています。

 香料・着色料・保存料すべて無添加
ディアナチュラブランドはすべて、香料・着色料・保存料無添加です。

 お求めやすい価格
持ち運びに便利なパウチタイプになっても、お求めやすい価格として
います。

ヘルスアンドビューティケア商品開発室　武田恭一

60日分／650円
20日分／260円

サプリメント

ディアナチュラ
スタイルシリーズ

アサヒフードアンド
ヘルスケア（株）

ミンティア
リッチミックス

1本満足バー
コーンマヨ

シュガーレスタブレット バランス栄養菓子

POINT

1個／100円 1個／120円

発 売 中 2012年3月5日～
発 売 中 2012年3月5日～ 発売予定 2012年4月2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。
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ア サ ヒ ニ ュ ー ス ク リ ッ プ

1食／300円

100g／200円

フリーズドライ食品

介護食

  服部幸應氏推薦
天野実業（株）のフリーズドライ技術や商品開発力を
活かして生まれた商品です。服部栄養専門学校校長
の服部幸應氏にもご推薦いただいています。

 10秒で本格カレーが完成
17種類以上のスパイスを使用した本格的な味わいを、
お湯を注いでわずか10秒で楽しめます。

 素材を生かしたおいしさ
必要以上に熱をかけないフリーズドライ製法のため、
素材の色・味・食感が生きています。

 化学調味料無添加
しっかりとした味わいで化学調味料は無添加。しかも、
カロリーは135kcal以下です。

服部幸應推薦
フリーズドライ
カレー

食事は楽し
やわらかお肉料理
シリーズ

フリーズドライ食品

濃厚流動食

減塩タイプ
おみそ汁

飲む栄養プラス
125mℓ／200円

天野実業（株）

和光堂（株）

  塩分カット
当社従来品と比べて、1食あたりの
ナトリウムを15%～35%カットしました。

 おいしさそのまま
だしの旨みを効かせることで、塩分を低減してもおいしさはそ
のままです。

POINT

POINT

10食／1,048円

  ユニバーサルデザインフード
日本介護食品協議会の「ユニバーサルデザインフード」自主規格に準拠
した高齢者の方が安心して食べられる介護食です。

 やわらかいお肉
肉料理を食べたい、食べさせてあげたいという気持ちを大切にするた
めに、家庭では調理しにくいお肉をやわらかく仕上げました。

 大きくて見た目にもうれしい野菜
食べ応えのある大きめのカット野菜も使用。じっくり煮込むことで、食べ
やすく、見た目にも鮮やかなおいしい介護食を実現しました。

 栄養サポート
高齢者に不足しがちな栄養素であるビタミンDを配合。栄養摂取もしっ
かりサポートします。

POINT

  しっかりした味
コーヒー味、いちご味、バナナ味の
3種類を用意。いずれもしっかりとした甘味と、
どこか懐かしい味わいが特長です。

 手軽に栄養補給
1本（125mℓ）で200kcalのエネルギーと、8.2gのたんぱく質
が手軽に摂取でき、亜鉛や銅も含まれた栄養機能食品です。

POINT

発 売 中 2012年3月8日～

発 売 中 2012年3月8日～

発 売 中 2012年2月20日～（通販）

発 売 中 2012年3月22日～（小売店）

発 売 中 2012年2月20日～
　　　　（通販限定）
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A s a h i  N E W S  C L I P

海外

魅力あふれるオセアニア市場で
シナジー創出と事業革新に挑む

From 
Oceania 

　1人あたりの酒類・飲料消費量が多く、安定的な成長が

見込まれるこの市場で存在感を高めるために、当社グ

ループは2009年にオーストラリアの飲料市場でシェア2

位のシュウェップス・オーストラリア社を子会社にしまし

た。さらに昨年、同3位のP&Nビバレッジズ・オーストラリ

ア社の水・果汁事業、ニュージーランドの飲料会社チャー

リーズ社、オーストラリア･ニュージーランドの酒類大手

インディペンデント・リカー社、オーストラリアの水専業

メーカーであるマウンテンＨ2O社を次々にグループに

加えました。

　この一連の投資でオセアニア地域での売上高は約

1,100億円となり、拡大への基盤は整いましたが、真の成

長には、地域各社の“一体運営”によるシナジーの追求と

事業の革新が必要です。そして、その中心的役割を担う

のが、当社アサヒ・ホールディングス・オーストラリア社

（AHA）です。

　「長期ビジョン2015」の達成に向けて海外事業

の強化を積極的に進める当社グループが、近年特

に力を注いでいるのがオセアニア市場です。

有望市場オセアニアで成長戦略を推進

オセアニアにおける一体運営体制

アサヒ・ホールディングス・オーストラリア社

飲
料

酒
類

シュウェップス・オーストラリア社

オーストラリア 飲料シェア第2位

●商品カテゴリー：炭酸、果汁、水など全カテゴリー
●主な販売先：量販店、一般店、業務用、コンビニ

チャーリーズ社

ニュージーランド 飲料シェア第5位

●商品カテゴリー：チルド果汁、有機炭酸（高価格）
●主な販売先：業務用、コンビニ

マウンテンH2O社
●商品カテゴリー：水（PBの製造受託中心） ●主な販売先：量販店

インディペンデント・リカー社

ニュージーランド RTDシェア第1位

●商品カテゴリー：RTD（低アルコール飲料）
●主な販売先：一般店、業務用

アサヒ・ビバレッジズ・オーストラリア社※

オーストラリア 飲料シェア第3位

●商品カテゴリー：果汁、水（低価格、PB）
●主な販売先：量販店

※旧P&Nビバレッジズ社 水・果汁事業

アサヒ・ホールディングス・オーストラリア社
取締役社長

勝木 敦志
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ア サ ヒ ニ ュ ー ス ク リ ッ プ

　昨年、AHAは当社グループの各事業会社からの兼

務出向者を含む全15名に組織体制を強化しました。

今後は当社が各事業会社を統括し、成長戦略を描き、

事業推進の「核」となって、各社の強みを融合し、生産・

物流・販売でシナジーを創出していきます。

　すでにAHAでは、一体運営に向けた事業戦略の策

定を進めると同時に、バックオフィス業務の統合を目

的としたシェアド・サービス・センターの設立（間接費

の効率化）、原材料などの共同調達の推進（直接費の

効率化）、最適サプライチェーンの構築（製造・運搬コ

スト削減と品質向上）など、さまざまな取組みを開始

しています。

　今後も成長への挑戦を継続し、2015年までにオセ

アニア地域での売上高を1,500億円に引き上げ、存

在感をさらに高めていきたいと考えています。

　成長市場への投資を進めるアサヒグループでは、東
南アジアでの取組みも加速。2011年11月には、マレー
シアの飲料市場でシェア2位のペルマニス社をグループ
に加え、12月には同国の大手ビール会社カールスバー
グ・マレーシア社と、生産・販売等を委託するライセンス
契約を結びました。
　マレーシアの飲料市場は、過去5年間で6.2%成長。今

後も安定的な成長が見込まれてい
ます。そうしたなか、自社ブランドの
ほか同国でペプシコ社商品を独占

的に販売しているペル
マニス社も着実に業績
を伸長させています。一方、ビールに関しては
昨年末の樽生ビール発売に引き続き、３月末
にびん、缶の現地生産商品を発売し、本格的
な販売を開始していきます。マレーシアを拠
点に東南アジア市場を開拓する――アサヒグ
ループの挑戦は続いています。

地域持株会社「AHA」の果たすべき役割

ペルマニス社の売上高推移

マレーシアを拠点に
東南アジアのビール・飲料市場を開拓

東南アジア市場にも進出
For Growth in Southeast Asia

MALAYSIA

ペプシ社の著名ブラ
ンドをはじめ、自社ブ
ランドも多数販売

（億円）

※2012（目標）から12月期決算に変更。
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A s a h i  N E W S  C L I P

キリンビール（株）との小口配送共同化エリアを拡大し、
物流部門の効率化と環境負荷低減を加速

アサヒ飲料（株）が国産最軽量の新型2Lペットボトル
「らくエコボトル」を独自開発

アサヒビール（株）とキリンビール
（株）は、昨年8月に開始した物
流部門における共同小口配送
の展開エリアを10月から拡大
しました。東京都の一部エリア
で実施していた酒類・飲料商
品の小口配送の共同化を東京
都全域と神奈川県の一部地域
に広げることで、共同配送す
るお客様の数がそれまでの約5倍の925店に拡大。輸送距離の短縮や積載率・
車両回転率の向上を図るとともに、環境負荷の低減を進めています。今後も、市
場では公正な競争を展開する一方、環境保全などについては協力体制を継続し、
さらなる成長と持続可能な社会の実現に向けて貢献を目指します。

アサヒ飲料（株）は、商品における環境負荷の低減と使いや
すさの向上を目指し、2Lペットボトルでは国産最軽量※とな
る32gの新型ボトル「らくエコボトル」を独自に開発。昨年
10月から、『アサヒ六甲のおいしい水』『アサヒ 十六茶』な
どの商品に採用しています。「らくエコボトル」は、従来のペッ
トボトルと同等の強度を確保しつつ、重量をおよそ25%～
28%削減。さらに、持ちやすさや注ぎやすさ、飲用後のつ
ぶしやすさにも配慮し、利便性を高めました。同社では、こ
のボトルの採用によって、製造する樹脂を減量し、年間約
2,900tのCO2排出量を削減する計画です。
※2011年10月3日時点での比較結果です。

1次展開地域（8月29日～）

東京都 新宿区・渋谷区など6区

2次展開地域（10月24日～）

東京都 千代田区・中央区・港区など17区
三鷹市・立川市・八王子市など16市

神奈川県 横浜市内15区
大和市

小口配送共同化の実施エリア

事業施策 環境保全

共同配送するお客様の数を

約5倍の
925店に拡大

CO2削減量

約14.5個分の日本の面積に植えた
スギの木（約217,500本）の
年間CO2吸収量とほぼ同じ

（約217,500本分）

「らくエコボトル」にすることで削減できるCO2排出量を
スギの木のCO2吸収量に換算すると…

2,900ｔ 14.5個分!!×

共同配送を行うトラック

らくエコボトル
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ア サ ヒ ニ ュ ー ス クリップ

カゴメ（株）との共同研究で、飲酒時のトマトの摂取が
アルコール代謝を促進することを確認

食の基盤技術研究所が、感性工学の観点から
“飲み込みやすい錠剤”の設計手法を開発

アサヒグループホールディングス（株）とカゴメ
（株）は、2007年に業務・資本提携契約を締結
して以来、事業活動全般でパートナーシップを
強化。お客様の健康の維持・増進に貢献する
研究活動も共同で実施しています。その一環
として、2009年７月からトマトの摂取がアル
コールの代謝に与える影響について研究を進
め、マウスにトマトの水溶性成分※を摂取させてアルコールを投与した場合、水のみ
を摂取させた場合に比べて体内に溜まるアルコール量が約3割減少することを確
認。飲酒時のトマトの摂取が、アルコール代謝を促進することを明らかにしました。

食や健康について総合的な研究活動を展開しているアサヒグループホールディン
グス（株）「食の基盤技術研究所」は、錠剤の形状と嚥

えん
下
げ

性（飲み込みやすさ）の関
係性を明らかにする研究に取り組んでいます。これまでに感性工学とコンピュー
ターシミュレーションによる最適化手法を活用して、厚みや直径の小さい錠剤が必
ずしも嚥下性に優れるものではないことや、錠剤の体積によって嚥下性に優れる
形状が異なることを確認。錠剤の形状と飲み込みやすさの関係を、等高線地図の
ように表現した「嚥下性マップ」を構築しました。この成果は2011年度の日本感性
工学会で高く評価され技術研究賞を受賞。アサヒフードアンドヘルスケア（株）や
和光堂（株）のサプリメント開発などに応用されています。

研究開発

「嚥下性マップ」を
活用した商品例

アルコール投与後の血中アルコール濃度の変化

※トマトジュースをろ過して得る透明なエキスのことです。
嚥下性マップ模式図

0

0.5

1.0

1.5

20 40 60 80 100 120

水

アルコール投与後の時間（min）

血中アルコール濃度（mg/mℓ）

トマトの水溶性成分

0 錠剤の直径［mm］

飲
み
込
み
や
す
さ

飲酒時にトマトを
摂取すると、
血中アルコール
濃度が
大きく低下

直径6～7mmで、丸みをおび
るほど飲みやすい（赤い部分の
形状が飲みやすい）

（錠剤の丸み）
曲率半径［mm］
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酒類事業、飲料事業、食品
事業が収益構造改革を進め
たことや、国際事業の不採
算事業整理などが功奏し、
増益となりました。

0
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15,000

20,000

20112010 （年度）2009

14,62714,62714,89514,89514,72514,725

（億円）

飲料事業、食品事業は好調
に推移して増収となりまし
たが、酒類事業の減収やヘ
テ飲料社売却などによる国
際事業の減収をカバーする
には至りませんでした。
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20112010 （年度）2009

953953

（億円）

震災関連費用やM&Aに伴
う一時費用などで特別損益
が悪化しましたが、経常利
益の増益によって、11期連
続、過去最高の当期純利益
を達成しました。

20112010 （年度）2009

1,0111,011905905

（億円）

中国の康師傅飲品控股有
限公司の持株比率の低下
などにより持分法投資損益
は減少しましたが、2期連続
で増益、過去最高益を更新
しました。

0

200

400

600

20112010 （年度）2009

476476

（億円）
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財務ハイライト（各年度：1月1日～12月31日）

売 上 高

1.8%減
（前年度比 －267億円）

収益構造改革の取り組み強化が功奏しました。

営 業 利 益

12.4%増
（前年度比 ＋118億円）

全体では減収となったものの飲料・食品事業は好調に推移しました。

経 常 利 益

9.7%増
（前年度比 ＋98億円）

11期連続の増益を達成しました。

当 期 純 利 益

3.8%増
（前年度比 ＋20億円）

2期連続で増益、過去最高益を更新しました。

F I N A N C I A L  
H IGHL IGHT

セグメント情報	 P.15
貸借対照表	 P.18
損益計算書	 P.19
キャッシュフロー計算書	 P.19
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売上高 営業利益

1,0101,010

9,2179,2179,6639,663

872872

4.6%減売上高

15.8%増営業利益

ビール類

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

前年度比 
−447億円

前年度比
＋138億円

“エクストラコールド”の情報発信拠点を拡大
するとともに、「うまい！を明日へ！」プロジェクトを継続し、

『アサヒスーパードライ』のブランド力強化を図りました。

“糖質ゼロ※”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などを実施し、販売数量は前年
実績を上回りました。

広告に連動したキャンペーンなどを展開し、
『クリアアサヒ』の販売数量は発売以来4年連続で増加。
また、“糖質ゼロ※”の『アサヒブルーラベル』を新発売し
ました。

『かのか』や希少品種“暁
あけむらさき

紫”を採用した『本格芋
焼酎 薩摩こく紫』を中心に積極的な拡販活動を実施し、
ブランド価値の向上に取り組みました。

『アサヒSlat（すらっと）』『アサヒカ
クテルパートナー』『アサヒスパークス』のブランド育成を
推進。また、お客様の幅を広げるべく需要創造にも取り
組みました。

基幹ブランド『ブラックニッカクリア』のリニュー
アルや消費者キャンペーンを実施したことで、5年連続で
売上を拡大しました。

国産ワインでは気軽に楽しめる味わいとペット
ボトルの利便性を訴求した『リラ』を昨年5月に発売し、

『サントネージュ』ブランドの浸透を図りました。
※ 栄養表示基準にもとづき、糖質0.5g（100mℓあたり）未満を“糖

質ゼロ”としています。

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

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〜12月31日）

売上高／営業利益

カテゴリー別前期比較（売上高で算出）
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基幹ブランドである『三ツ矢』『ワンダ』『ア
サヒ 十六茶』にマーケティング投資を集中し、強化・育成活
動を継続的に推進しました。また、『バヤリース』『ウィルキン
ソン』などのロングセラーブランドの活性化に注力しました。

主力であるチルド飲料のお茶カテゴリーの
コンビニエンスストア業態における地位の磐石化に向けた取
組みを進め、堅調にシェアを拡大しました。
※ 株式会社エルビー（東京）は昨年1月に株式会社エルビー（名古屋）と

経営統合し、（株）エルビーを発足しました。

アサヒ飲料（株）

（株）エルビー

（億円） （億円）

2011年度2010年度

売上高 営業利益
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△29

2.7%増売上高

15.7%増営業利益

前年度比 
＋26億円

前年度比
＋6億円

基 幹 ブ ランド『ミン
ティア』『バランスアップ』などの広告展開や販売促進活動を
積極的に実施しました。

「赤ちゃん品質」の商品開発・PRを展開し、ベ
ビーフード『グーグーキッチン』などの売上が好調に推移しま
した。

主力商品であるフリーズドライ味噌汁や
『にゅうめん』『小さめどんぶり』などの量販店における取扱
店舗数を拡大しました。

アサヒフードアンドヘルスケア（株）

和光堂（株）

天野実業（株）

（億円） （億円）
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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〜12月31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）

5.9%増売上高

36.7%増営業利益

前年度比 
＋181億円

前年度比
＋31億円
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セ グ メ ン ト 情 報

43.3%増営業利益 前年度比
＋22億円

収益性の改善に向けた青島 酒股份有限公司との戦略
的パートナーシップの強化を進めるとともに、アジア・オ
セアニア地域を中心に新規の事業投資を積極的に行う
など、成長戦略を着実に実行しました。

3.2%増売上高

33.7%減営業利益

前年度比 
＋7億円

前年度比
−4億円

3.5%減売上高 前年度比 
−35億円
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保険代理事業と物流事業の業務を拡大しましたが、震災の影
響により物流事業のコストが増加しました。

セグメントの変更について

売上高／営業利益

売上高／営業利益

1． 当社は昨年7月1日に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、専門性を追求して事業基
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」セグメントに
含めていた外食事業、卸事業などは「酒類」セグメントに
含めることにしました。

2． 従来の報告セグメント名称を「国内酒類」は「酒類」へ、
「国内飲料」は「飲料」へ、「国内食品」は「食品」へ、「国際酒
類飲料等」は「国際」へそれぞれ変更しています。なお、当
該の変更は、名称変更のみであり、報告セグメントの事
業に変更はありません。

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、北京ビール社

その他事業　　
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貸借対照表 （各年度：12月31日現在）

資産の部 負債・純資産の部

（億円）

0
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8,000
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16,000

2011年度2010年度2009年度

2,658

1,407

5,991

4,280

14,337

3,054

1,218

5,571

4,211

14,054

流動資産

有形
固定資産

3,022

2,343

5,362

4,571

15,299

投資
その他の
資産

無形
固定資産

2011年度2010年度2009年度

（億円）

0

4,000

8,000

12,000

16,000

170

42

5,564

2,822

5,738

14,337

5,999

2,928

4,999

14,054

流動負債

株主資本

少数株主
持分

6,438

2,839

6,022

15,299

122

5

-21

21

固定負債

その他の
包括利益
累計額

有形固定資産
Ｍ＆Ａによる増加があったものの、既存事業で
の設備投資の抑制などにより、減少しました。

流動負債
主にM&Aの買収資金を調達したことにより、
増加しました。

株主資本
当期純利益が11期連続で過去最高益を更新
したことなどにより、継続して増加しました。

POINT
2

POINT
3

POINT
4

無形固定資産
新たにオセアニアで3件、マレーシアで1件
のM&Aをしたことで、増加しました。

POINT
1

POINT
2

POINT
3

POINT
1

POINT
4
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連 結 財 務 諸 表

キャッシュフロー計算書 （2011年1月1日〜12月31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

-2,000

0

500

1,000

1,500

1,085
（△171）
1,085

（△171）
現金及び
現金同等物に
係る換算差額

8
（+11）
8

（+11） 161
（+53）
161

（+53）
108

（△73）
108

（△73）

1
（+1）
1

（+1）
現金及び

現金同等物の
期末残高

非連結子会社との
合併に伴う現金及び
現金同等物の増加額

現金及び
現金同等物の
期首残高

POINT
1

POINT
2

POINT
3

営業活動による
キャッシュフロー

△1,712
（△1,294）
△1,712

（△1,294）

671
（+1,579）
671

（+1,579）

損益計算書 （2011年1月1日〜12月31日）

（億円）

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

当期純利益当期純利益
法人税等法人税等

税金等調整前
当期純利益
税金等調整前
当期純利益

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

551
（+20）
551

（+20）
少数株主
利益

少数株主
利益
4

（+20）
4

（+20）

349
（△60）
349

（△60）

904
（△20）
904

（△20）
特別損失特別損失
309

（△139）
309

（△139）
特別利益特別利益
104

（△257）
104

（△257）
経常利益経常利益
1,109
（+98）
1,109
（+98）

営業外
費用
営業外
費用
74

（+1）
74

（+1）

112
（△20）
112

（△20）

営業利益営業利益
1,072
（+118）
1,072
（+118）

5,555
（+94）
5,555
（+94）

4,483
（△25）
4,483
（△25）

9,072
（△361）
9,072

（△361）

14,627
（△267）

POINT
1

POINT
2

POINT
3

売上原価売上原価売上高売上高

※ 括弧内は対前年度比

※ 括弧内は対前年度比

売上高
飲料事業、食品事業は増収となりましたが、
震災の影響などによる酒類事業の減収をカ
バーできずに、２６７億円の減収となりました。

営業活動によるキャッシュフロー
震災復旧費用の発生や法人税等の支払いが
増加したことなどにより、減少しました。

営業利益
酒類事業の広告販促費の抑制、飲料事業、食
品事業の経費抑制、国際事業の不採算事業
の整理などにより、118億円の増益となりま
した。

投資活動によるキャッシュフロー
M&Aによる株式取得費用が発生し、支出が
増加しました。

特別損失
震災関連による損失が発生したものの、前期
と比較して大幅に改善したため、139億円減
少しました。

財務活動によるキャッシュフロー
M&Aに伴って社債の発行や借入金を調達し
たことで、収入が増加しました。

POINT
1

POINT
2

POINT
3

POINT
1

POINT
2

POINT
3
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アサヒビール（株）
〜茨城工場編〜

茨城工場のある守谷市は、利根川、鬼怒川、小貝
川の3つの河川に囲まれ、水資源がとても豊富な
地域。広大な工場の敷地内や工場周辺は緑がと
ても豊かで、草木が季節ごとに美しい彩りを見せ
てくれます。また、近くを常磐自動車道が通って
おり、東京都内へは1時間弱で行くことができま
す。豊かな自然環境があって、最大の消費地であ
る首都圏への物流アクセスに優れる――「多くの
お客様に常に鮮度の良い商品をお届けする」こと
をモットーにしている私たちにとって、茨城工場
はまさに最適な場所にある工場なのです。

所 在 地 茨城県守谷市緑1-1-1
敷地面積 388,722㎡
従業員数 アサヒビール社： 260名　協力会社： 500名

「工場ってどんなところ？」　株主様から寄せられるそんなご
質問にお答えするこのコーナー。第2回は、清涼飲料も生
産しているアサヒビール（株）の総合飲料工場「茨城工場」を
紹介。案内役は茨城工場長の松延章です！

四季折々で表情を変える茨城工場 茨城工場で生産している主な商品

IBARAKI

総合飲料工場として多彩な
商品を生産しています。

『アサヒスーパードライ』『アサヒスタイルフリー』『ク
リアアサヒ』『アサヒSlat（すらっと）』『ワンダ』『三ツ
矢サイダー』『アサヒ 十六茶』などを生産しています。

首都圏に近いから
鮮度の良い商品を
お届けできるんです。
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が、茨城工場は他工場に先駆けて1996年に達
成。ビールの発酵工程から出る余剰酵母を整腸
剤『エビオス』の原料としたり、お茶粕を肥料に
したりするなど、資源の有効活用に努めていま
す。さらに、工場内の庭園に社員が設計したビ
オトープを設置。地元の小学生にホタルの幼虫
を放流してもらうなど、地域の皆様とビオトープ
を守り育てています。

東日本大震災発生後、早期に生産を再開

大 型トラック
150台を収容で
きる物流エリア

総合飲料工場として衛生
管理には特に力を入れて
います。この取組みの一
環として、2010年8月に
は「いばらきハサップ」の
認証を取得しました。ハ
サップ（HACCP）とは、食
品製造工程で発生する危害を想定し、その発
生を防止するための監視方法を定めて衛生状
態を管理する国際的に高く評価されているシ
ステム。「いばらきハサップ」は食品関係営業者
のハサップにもとづく自主的な衛生管理システ
ムの有効性を認証する制度で、茨城工場は、
ビール・低アルコール飲料などの酒類生産工
程、清涼飲料生産工程の両方でこの認証を取
得しています。
また、環境面の取組みも進めています。現在、
アサヒグループでは国内の全工場で副産物・
廃棄物の再資源化率100%を達成しています

もともとはビール工場としてスタートしたのですが、
2007年からは低アルコール飲料と清涼飲料も生産。
生産量は国内のアサヒグループで最大で、総合飲料
工場としてアサヒグループ各社や協力会社の皆さん
とともに多彩な商品を送り出しています。

茨城工場では昨年3月11日の震災発生直後から復旧活動
を開始しました。工場新設時と同様の手順で配管などの設
備を入念に点検。3月21日には安全を確認し、ビールの生産
を再開しました。また、商品の落下・破損で壊滅的な被害を
受け、フル操業の制約となっていた倉庫の復旧に工場の総
力を挙げて取り組み、5月20日、完全復旧を果たしました。

1分間に600本
ボトリングする
生産ライン

ホタルの幼虫の
放流イベント

酒類生産工程でも安全
が承認されHACCPを
取得

ビオトープは地域の
皆様との交流の場にも
なっています。
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アサヒ　ジェネレーション
あのイベント、あのシーンに
アサヒグループの多彩な商品は、春夏秋冬を通じたイベントにも
ぴったりです。連載第2回目の今回は、家族のお出掛けや学校行事
など、さまざまな場面を彩る商品をピックアップします。

部活動に

キャンプや
バーベキューに

遠足に

小中高生編

三ツ矢サイダーキャンディ
『三ツ矢サイダー』の味わいを再現したキャン
ディ。とけ終わるまで“シュワッ”と爽やかな発泡
感が続きます。

べにふうきで快適生活
『アサヒ べにふうきで快適生活』は、契約栽培によリ畑作
りから取り組んだ、鹿児島県産の「べにふうき」茶葉を
100％使用。1本（PET350ml）あたり「メチル化カテキン」
を17mg含有しています。豊かな香りと程よい渋味が特
長のスッキリとした、飲みやすさと機能感を両立した味わ
いに仕上げており、春のスッキリ補給におすすめです。

アサヒ 十六茶
ハトムギ、大麦など、厳選した16
種類の素材をブレンド。ミネラル
を豊富に含み、ノンカフェインで
子どもに優しい商品です。

アレブレイク
甜
てんちゃ

茶、べにふうき、バラの花びらなど、
5つの自然素材由来ポリフェノールを
配合した健康飲料。子どもにも飲みや
すいグレープフルーツミント味です。

アサヒ 六条麦茶
厳選した六条大麦をまじりけのない
純水で仕立てた製法と、ノンカフェ
インの優しい味わいが特長です。

三ツ矢サイダー
129年目を迎えたロング
セラー。子どもにも安心な

“磨かれた水”が特長の炭
酸飲料です。
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Au
tum
n

Winter

成績アップの鍵は
栄養バランス？！
よく語られる“ごはんと学力”の
関係。それは「ブドウ糖を摂取
すれば良い」ということではなく、

「栄養バランスが大事」というこ
とがわかってきました。正しい
知識を知ることが大切ですね。
＜参考＞
農林水産省Webサイト「めざましごはん」

運動会に

クリスマス
パーティーに

More Information

受験
シーズンに

ドデカミン
ビタミンC、ビタミンB6、
ローヤルゼリーなど、12種
類の栄養成分を配合。ここ
一番で元気を出したい時
に、心強いエナジードリンク
です。

牛乳屋さんの珈琲
家庭で手軽に飲めるミル
ク感たっぷりのカフェオレ
で、子どもにも飲みやす
い商品です。

ミンティア ドライハード
すがすがしい刺激で、一粒口に入
れればスッキリ爽快な気分に。勉
強で集中力が途切れた時のリフ
レッシュに、ぜひご活用ください。

1本満足バーシリアルブラック
食物繊維と5種類のビタミンを配合した
栄養食。チョコレート味のおいしいシリ
アルで、おやつ感覚で食べられます。

バヤリース
60年以上愛され続けるロン
グセラー。指定農園の果汁
を使い、着色料・保存料は
不使用。安心して飲むことが
できます。

フォション
アップルティー／
ストレートティー
高級食材商「フォション」の紅
茶。その華やかな味わいはク
リスマスパーティーなどに
ピッタリです。
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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、
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する
さまざまな活動を展開しています。

一般社団法人「B級ご当地グルメでまちおこし団
体連絡協議会（愛Ｂリーグ）」と開催地の自治体と
で主催する「B-1グランプリ」は、地域自慢のB級
ご当地グルメを提供し、来場者の投票でグランプ
リを決める地域活性イベント。アサヒビール（株）
はその趣旨に賛同し、毎年応援しています。

ゴールドグランプリ
は、「ひるぜん焼きそ
ば好いとん会」（岡山
県真庭市）が受賞

『アサヒスーパード
ライ』などを提供し
たブースも大盛況

シルバーグランプリ
を受賞した「津山ホル
モンうどん研究会」
（岡山県津山市）の前
には長蛇の列

6回目となった今回の姫
路大会は、63団体が参
加し、50万人を超えるお
客様が来場

地域社会と
ともに

「B級ご当地グルメ」を通じて
地域活性を目指す
愛Bリーグの活動を応援しています。
当社は、ビールと親和性の高い「食」を通じたま
ちおこし活動「B-1グランプリ」を応援していま
す。「B-1グランプリ」は、その主催団体である
愛Bリーグの1年間にわたる活動の集大成で、
出展団体による“まち”のアピールも魅力で
す。ぜひ一度、足を運んでみてください。

アサヒビール（株）
業務用統括部
宇野津 直樹

アサヒビール（株）
業務用統括部
山本 慎也

「環境ビジョン2020」にもとづく
活動の一環として、環境保全に
取り組む人材育成に努めています。

自然の恵みを生かして事業活動を行う当社グループ
にとって、環境保全は重要な社会的責任です。そこで、
当社グループでは「環境ビジョン2020」を策定して、さ
まざまな活動を展開しています。環境保全に取り組む
若き人材を育成する「アサヒ森の子塾」などはその具
体策の一つであり、これからも続けていきたいですね。

アサヒビール(株)
社会環境部

王 嘉翎
ワン   チア リン

アサヒビール（株）は、昨年9月30日、広島県庄
原市立庄原小学校と峰田小学校の生徒を対象
に「アサヒ森の子塾2011」を開催しました。社
有林「アサヒの森」を会場とした体験学習で、森
林が果たしている役割を知り、森林保全の大
切さを学んでもらいました。 アサヒビール（株）と電源開発

（株）は、昨年9月26日～27日
の2日間、熊本県内4校の小学
生を対象に「アサヒ・J-POWER 
風の子塾」を開催しました。風

力発電所「阿蘇にしはら
ウィンドファーム」での体
験学習を通じて、自然エ
ネルギーへの理解を深め、
地球温暖化防止活動につ
いて学習してもらいました。

プログラムの締めくくりには、各小学校の代表者による記念植樹を実施

2011年11月12日～11月13日

森の子塾
アサヒ

木々がもつ力を学ぶ

i n  H I R O S H I M A

in KUMAMOTO

アサヒ・J-POWER

自然エネルギーへの
理解を促す

2011年9月30日

風の子塾

2011年
9月26・27日

「エコプロダクツ2011」に出展
アサヒグループホールディングス（株）では、昨年
12月に開催された環境展示会「エコプロダクツ
2011」に出展。国連による国際森林年と社有林
「アサヒの森」の設置70周年を記念し、「環境ビ
ジョン2020 ～自然の恵みを明日へ～」をテーマ
に、アサヒの森から出たヒノキ間伐材で製作した
ブースで環境への取組みを紹介しました。

森の作業道を
歩きながら自

然を観察する

「ネイチャーラ
リー」

「風を体感する体験活動」で環境保全への思いを込めたオリジナルの凧を作成
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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、
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する
さまざまな活動を展開しています。

一般社団法人「B級ご当地グルメでまちおこし団
体連絡協議会（愛Ｂリーグ）」と開催地の自治体と
で主催する「B-1グランプリ」は、地域自慢のB級
ご当地グルメを提供し、来場者の投票でグランプ
リを決める地域活性イベント。アサヒビール（株）
はその趣旨に賛同し、毎年応援しています。

ゴールドグランプリ
は、「ひるぜん焼きそ
ば好いとん会」（岡山
県真庭市）が受賞

『アサヒスーパード
ライ』などを提供し
たブースも大盛況

シルバーグランプリ
を受賞した「津山ホル
モンうどん研究会」
（岡山県津山市）の前
には長蛇の列

6回目となった今回の姫
路大会は、63団体が参
加し、50万人を超えるお
客様が来場

地域社会と
ともに

「B級ご当地グルメ」を通じて
地域活性を目指す
愛Bリーグの活動を応援しています。
当社は、ビールと親和性の高い「食」を通じたま
ちおこし活動「B-1グランプリ」を応援していま
す。「B-1グランプリ」は、その主催団体である
愛Bリーグの1年間にわたる活動の集大成で、
出展団体による“まち”のアピールも魅力で
す。ぜひ一度、足を運んでみてください。

アサヒビール（株）
業務用統括部
宇野津 直樹

アサヒビール（株）
業務用統括部
山本 慎也

「環境ビジョン2020」にもとづく
活動の一環として、環境保全に
取り組む人材育成に努めています。

自然の恵みを生かして事業活動を行う当社グループ
にとって、環境保全は重要な社会的責任です。そこで、
当社グループでは「環境ビジョン2020」を策定して、さ
まざまな活動を展開しています。環境保全に取り組む
若き人材を育成する「アサヒ森の子塾」などはその具
体策の一つであり、これからも続けていきたいですね。

アサヒビール(株)
社会環境部

王 嘉翎
ワン   チア リン

アサヒビール（株）は、昨年9月30日、広島県庄
原市立庄原小学校と峰田小学校の生徒を対象
に「アサヒ森の子塾2011」を開催しました。社
有林「アサヒの森」を会場とした体験学習で、森
林が果たしている役割を知り、森林保全の大
切さを学んでもらいました。 アサヒビール（株）と電源開発

（株）は、昨年9月26日～27日
の2日間、熊本県内4校の小学
生を対象に「アサヒ・J-POWER 
風の子塾」を開催しました。風

力発電所「阿蘇にしはら
ウィンドファーム」での体
験学習を通じて、自然エ
ネルギーへの理解を深め、
地球温暖化防止活動につ
いて学習してもらいました。

プログラムの締めくくりには、各小学校の代表者による記念植樹を実施

2011年11月12日～11月13日

森の子塾
アサヒ

木々がもつ力を学ぶ

i n  H I R O S H I M A

in KUMAMOTO

アサヒ・J-POWER

自然エネルギーへの
理解を促す

2011年9月30日

風の子塾

2011年
9月26・27日

「エコプロダクツ2011」に出展
アサヒグループホールディングス（株）では、昨年
12月に開催された環境展示会「エコプロダクツ
2011」に出展。国連による国際森林年と社有林
「アサヒの森」の設置70周年を記念し、「環境ビ
ジョン2020 ～自然の恵みを明日へ～」をテーマ
に、アサヒの森から出たヒノキ間伐材で製作した
ブースで環境への取組みを紹介しました。

森の作業道を
歩きながら自

然を観察する

「ネイチャーラ
リー」

「風を体感する体験活動」で環境保全への思いを込めたオリジナルの凧を作成
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株主の皆様とのコミュニケーション

株主様向けWebサイトのご案内

当社Webサイト「株主・投資家のみなさまへ」のなかに、
新たに株主様への情報提供ページを開設いたしました。
アサヒグループの概要や株式事務手続、スーパーレポー
トアンケートの集計結果などの情報を、より見やすく、分か
りやすくご覧いただける構成・内容にしています。ぜひご
活用ください。

「株主のみなさまへ」
http://www.asahigroup-holdings.
com/ir/shareholders_guide/

株主様工場見学会のご案内

皆様からのご要望にお応えし株主様を対象とした工場見学会を実施いたします。

多くの皆様からのご応募をお待ちしております。

■ 応募要領

■ 工場見学会の概要

見 学 場 所 アサヒ飲料株式会社 明石工場
実 施 日 時 2012年６月７日（木）  ※いずれも同じ内容で終了時間は予定です。

●午前の部　9時～13時半　●午後の部　13時半～18時
対 象 者 2011年12月末時点の当社株主様 （同伴者１名様まで可）

※ご高齢およ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。

集合・解散場所 JR山陽本線「土山駅」
参 加 費 無料  ※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。

■ お問い合わせ先

開催日：2012年6月7日（木）

郵便はがき

宛名面 裏面

ア
サ
ヒ
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス（
株
）

　
総
務
法
務
部
門

　
　
　
工
場
見
学
会
係 

行

東
京
都
墨
田
区
吾
妻
橋

　
　
　一丁
目
23
番
１
号

●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、性別、年齢

1 3 0 8 6 0 2  50円
切手

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

応 募 方 法 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。

募 集 人 数 ●午前の部 40名様　●午後の部 40名様  
※同伴者を含む

● 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（４月下旬発送）をもって代えさせていただきます。

● 複数枚での応募は１件（同伴者は1名まで）とします。また、午前・午後のご希望はお
受けできません。

●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30分ほど工場内をお歩きいただく
こととなります。

●アルコールの試飲はございませんのでご了承ください。 

応募締切：2012年4月13日（金）※当日消印有効

三ツ矢サイダー発祥の地にも近い、日本最大級の飲料生
産工場です。高い技術・倉庫能力を有しています。

「株主のみなさまへ」トップ画面

アサヒグループの概要
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■ 会社概要（2011年12月31日現在） ■ 株式の状況（2011年12月31日現在）

■ 役員（2012年3月28日現在）

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.）

※ 2011年７月１日付の純粋持株会社制への移行に伴い、
   「アサヒグループホールディングス株式会社」に商号変更しております。

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 16,759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 期 末 株 主 数 123,931名（前年期末比7,331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) 24,693 5.1
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 21,428 4.4
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　 16,883 3.5
JP MORGAN CHASE BANK 380055 10,971 2.3
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS 9,852 2.0
株式会社三井住友銀行　 9,028 1.9
住友信託銀行株式会社　 8,126 1.7
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 6,923 1.4
合計 143,612 29.7

※ 当社は自己株式を17,950千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 182,145 37.7
■外国法人等 128,201 26.5
■その他の法人 78,121 16.2
■個人・その他 61,676 12.7
■自己名義株式 17,950 3.7
■証券会社 15,489 3.2
■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 190,651 39.4
■100万株以上 149,065 30.8
■10万株以上 71,812 14.9
■1万株以上 19,571 4.0
■1千株以上 38,110 7.9
■1百株以上 13,928 2.9
■1百株未満 444 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 高橋　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
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株 主 メ モ

事業年度 1月1日から12月31日まで
定時株主総会 3月（基準日12月31日）
期末配当金支払株主確定日 12月31日
中間配当金支払株主確定日 6月30日
単元株式数 100株
株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友信託銀行株式会社※

株主名簿管理人
事務取扱場所

東京都中央区八重洲二丁目3番1号
住友信託銀行株式会社　証券代行部※

公告の方法 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/

上場金融商品取引所 東京証券取引所・大阪証券取引所

●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、下記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

お手続、ご照会の内容 お問い合わせ先
●	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

口座を開設されている証券会社

●	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

株主名簿管理人 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
●	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

特別口座の口座管理機関
住友信託銀行株式会社
証券代行部※

●	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

株主名簿管理人

②特別口座に記録された株式

〈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

※	株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関である住友信託銀行株式会社は、平成24年４月１日付で商号を「三井住友信託銀行株式会
社」に変更する予定です。なお、「郵便物の送付先」の住所及び「電話照会先」の電話番号に変更はございません。

住友信託銀行株式会社　証券代行部※
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.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html

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。
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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。

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




