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化を図りました。さらに、インドネシアにおいて、「PepsiCo, 

Inc.」のボトラー買収や現地No.2のミネラルウォーター

事業を取得するなど、東南アジアでの事業基盤の強化を

着実に進めました。

　その結果、昨年の売上高は、過去最高の1兆7,142億円

（前期比8.6%増）を達成し、また、当期純利益では617億

円（同8.0%増）となり、13年連続で過去最高益を更新す

ることができました。

　また、資本効率の向上においては、連結配当性向を

31.7%に引き上げるとともに、約300億円の自社株買い

を実施するなど、株主還元の充実を図りました。

　今後もアサヒグループは、「企業価値の向上」に重点を

置いた経営を推進することで、世界で信頼される企業グ

ループをさらに目指していく方針です。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、より一層

のご指導、ご支援を賜りますようお願い申しあげます。

　平素はアサヒグループへの格別のご支援、お引き立て

を賜り厚く御礼申しあげます。

　当社は、昨年より「食の感動（おいしさ・喜び・新しさ）」

を通じて世界で信頼される企業グループを目指すことを

掲げた『長期ビジョン2020』と、その具体的な実行計画で

ある『中期経営計画2015』を通じて、「企業価値の向上」を

目指した取組みをスタートしております。

　『中期経営計画2015』の初年度にあたる2013年は、各

事業における“強み”を活かした収益性の向上と株主還元

の充実などによる資本効率の向上により、企業価値の向

上を推進しました。

　収益性の向上においては、ギフト専用の『アサヒスー

パードライ ドライプレミアム』の発売や『カルピス』ブラ

ンドを活用したグループ商品の発売など、ブランド資産

の最大化に取り組んだことに加え、カルピス（株）との協

業やオセアニアにおける生産・物流拠点の統合など、グ

ループシナジーの創出に努め、コスト競争力の一層の強代表取締役社長 泉谷 直木
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Question & Answer

組みました。

　食品事業では、アサヒフードアンドヘルスケア（株）

が、『カルピス』ブランドを活用した『ミンティア』を発売

し、同社の業績が好調に推移しました。和光堂（株）では、

高齢者向け事業において『食事は楽し』シリーズを展開

するなど、成長分野での取組みを強化しました。また、

天野実業（株）では、主力のフリーズドライ商品の積極的

な拡販に取り組み、市場における認知度の向上に努めま

した。

　国際事業では、オセアニアにおいて、『Schweppes』

など主力の炭酸ブランドの強化に加えて、輸入ビール

やサイダー（りんご酒）などの成長分野において『アサヒ

スーパードライ』の販売強化をはじめとするマーケティ

ング活動を推進しました。また、中国では『アサヒ』ブラ

ンドの売上拡大を図り、マレーシアでは、主力の炭酸ブ

ランドのほか、12月に『アサヒ』ブランドの缶コーヒー

『ワンダ』を発売するなど、商品ポートフォリオの拡大に

努めました。

　酒類事業では、ギフト限定で発売した『アサヒスー

パードライ ドライプレミアム』や昨年3月に発売した新

ジャンル『クリアアサヒ プライムリッチ』が好調に推移

するなど、ブランド資産を活かした取組みなどにより、

ビール類トータルの販売数量は12年ぶりに前年度を上

回りました。また、昨年1月から『ジャックダニエル』な

どブラウンフォーマン社の商品を販売したことにより、

洋酒の売上が大幅に拡大するなど、事業全体で増収を

果たすことができました。

　飲料事業では、『三ツ矢』『ワンダ』『アサヒ十六茶』『ア

サヒおいしい水』『ウィルキンソン』の基幹ブランドの強

化に経営資源を集中したことに加え、特定保健用食品

の『三ツ矢サイダー プラス』を発売するなど市場全体の

活性化に取り組みました。また、『カルピスウォーター』

『カルピスソーダ』のリニューアルやフルーツテイスト

の『カルピスフルーツパーラー』を発売するなど、『カル

ピス』のブランド力のさらなる向上を図るとともに、カ

ルピス（株）とグループ各社とのシナジーの創出に取り

2013年度における各事業の
主な取組みをお聞かせください。Q

代表取締役社長

各事業の「強み」を活かした収益性の向上と資本効率の向上を図り、
「企業価値の向上」に取り組んでいます。
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　また、株主還元については、『中期経営計画2015』の

方針に基づいて、連結配当性向30%を目処に安定的な

増配を目指すとともに、自社株買いを含む総還元性向

では50%以上を目処として、引き続き株主還元の充実

に努めていく方針です。

　企業価値の向上を図るうえで、「株式価値」のみならず

「社会的価値」の向上にも積極的に取り組んでいます。

「食と健康」「環境」「人と社会」の3つの活動領域におい

て、重点テーマを定めて取組みを強化していきます。

　昨年は、継続的に取り組んでいる東日本大震災復興

支援活動において、行政や支援団体と協業し、被災地域

の企業の復興支援や震災で避難されている方々同士の

交流イベントを実施するなど、さまざまな活動を展開し

ました（詳細はP8～9をご参照ください）。本年もすべ

てのステークホルダーの皆様の満足度を高めていける

ように、事業活動を通じて社会的課題の解決に貢献して

いきます。

　『中期経営計画2015』の2年目となる本年は、消費増

税により消費環境が厳しさを増す一方で、景気回復への

期待からお客様の消費スタイルはますます多様化してい

くことが想定されます。そのなかで当社グループにおい

ては、引き続き、ブランド・技術・コスト競争力などの「強

み」への集中や新たな価値創造に加え、国内外のネット

ワークのさらなる拡大に取り組んでいきます。

　業績の見通しについては、売上高では、『アサヒスー

パードライ ドライプレミアム』の本格展開や、市場の拡

大が見込まれる特定保健用食品における『食事と一緒

に十六茶W（ダブル）』の発売など、各事業の主力ブラン

ドの強化に取り組むことにより、連結トータルでは1兆

7,500億円（前期比2.1%増）を目指します。

　営業利益については、各事業で着実な増収を図ると

ともに、グループの協業シナジーの創出などによりコス

ト競争力を強化し、1,230億円（同4.7%増）を目指しま

す。これにより、当期純利益では、670億円（同8.5%増）

を達成し、14期連続の最高益を目指します。

　アサヒグループは、『中期経営計画2015』を通じて、

より一層「強み」を活かした収益性の向上に取り組むと

ともに、引き続き株主還元など資本効率の向上を図るこ

とで、「企業価値の向上」に努めてまいります。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。

2014年度の取組みと
業績の見通しについてお聞かせください。Q

CSRに対する取組み方針について
お聞かせください。Q

株主の皆様へのメッセージを
お願いします。Q
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『アサヒスーパードライ』は、“辛口”“ドライ”という従来に
はない新しいビールの味わいや価値をご提案した商品とし
て、アサヒビール（株）が1987年に発売。発売3年目の1989
年には年間販売箱数が1億箱を超え、以来2013年まで25
年連続で毎年1億箱以上を販売し続けている、日本のビー
ルを代表するブランドです。

『アサヒスーパードライ』の躍進によって、アサヒビール
（株）は1998年にビール市場でシェア首位となりました。
その後も、『アサヒスーパードライ』ならではのさまざまな
新しい提案を通じてビール市場の活性化を図り、『アサヒ
スーパードライ』を含むビールの国内シェアは50%を超え
ています。

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

ビールに「鮮度」という
新たな価値を提唱

『アサヒスーパードライ 
スタイニー』発売

3.0
億箱

8.6
億箱

17.4
億箱

『アサヒスーパードライ』発売

『アサヒスーパードライ』をはじめ、『アサヒスーパードライ−ドライブラック−』
『アサヒスーパードライ ドライプレミアム』の商品価値を高めることで、
ブランド力強化に取り組みます。

『アサヒスーパードライ』 累計販売箱数
※ 大びん633ml×20本換算

25年連続で年間1億箱以上を販売！

『アサヒスーパードライ』の
ブランド力をさらに強く

新提案で市場を常に活性化

特集　アサヒグループのさらなる挑戦
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25.0
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31.2
億箱

34.4
億箱

国内のビール市場においては消費増税などにより、消費環境が厳しさを増し、市

場が縮小することも予想されます。

そのなかで、アサヒビール（株）はお客様一人ひとりから選択し続けていただける

よう、『アサヒスーパードライ』を発売以来初めて進化させました。同時に、黒ビー

ル『アサヒスーパードライ－ドライブラック－』をクオリティアップし、今年2月には

プレミアムビール『アサヒスーパードライ ドライプレミアム』の本格展開を開始。

“限界なき挑戦”をテーマに、『アサヒスーパードライ』ブランド全体の商品価値を

高め、お客様ニーズの多様化やライフスタイルの広がりにお応えすることで、ビー

ル市場におけるプレゼンスをさらに拡大していきます。

こうした取組みにより、2014年の販売数量は、『アサヒスーパードライ』ブランド

トータルで前年比を上回る計画にしています。

氷点下のうまさ
「アサヒスーパードライ エクストラコールド」

本格展開開始

ギフト専用の“特別限定醸造”
『アサヒスーパードライ 
ドライプレミアム』発売

発売25周年にして“初”のエクステンション商品
『アサヒスーパードライ－ドライブラック－』発売

同月同旬のうちに
工場から

店頭まで届ける
「鮮度パック」を
毎月発売

１本につき１円の環境保全活動支援
『うまい！を明日へ！』
プロジェクト開始

工場で実感できる“できたてのビールのうまさ”をお客様にお届
けしたいという思いから、徹底的に鮮度にこだわった商品です。
毎月1回※､製造後3日以内に工場から出荷した商品を店頭へ
お届けする､まさに「特別なスーパードライ」です。
※店舗により販売開始日が異なる場合がございます。
あらかじめ販売店様にご確認ください。

『アサヒスーパードライブランド』の対象商品1本につき1円を
全国47都道府県ごとに設定した自然や環境、文化財などの保
護・保全活動に役立てていただくものです。2009年春の実施
以来多くのお客様のご支持をいただき、過去7回累計の寄付金
総額は、21億9,863万3,683円となっています。

飲食店やご家庭でお飲みになる通常の温度よりも低い、氷点
下の温度帯（-2℃から0℃）で『アサヒスーパードライ』をお飲み
いただこうというご提案です。2010年の本格展開以降、“氷点
下のスーパードライ”という新しい楽しみ方でお客様や飲食店
様からご支持をいただいています。

2012年に、『アサヒスーパードライ』ブランドで初のエクステン
ション商品となる『アサヒスーパードライ－ドライブラック－』
を、2013年には、ギフト専用で『アサヒスーパードライ ドライ
プレミアム』を発売しました。こうした取組みを通じて、『アサヒ
スーパードライ』ブランドのプレゼンス拡大を目指しています。

ブランドの総合力を強化

これまで提案してきた新たな価値

「アサヒスーパードライ鮮度実感パック」

「うまい！を明日へ！」プロジェクト

「アサヒスーパードライ エクストラコールド」

『アサヒスーパードライ』のエクステンション商品
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CSR  
Act iv i t ie s

　アサヒグループは、持続可能な社会の発展に貢
献するために何ができるかを、私たちを取り巻くす
べての人々とともに考え、事業を通じてCSRに取り
組んでいます。2013年からは、「食と健康」「環境」
「人と社会」の3つの領域で重点テーマを抽出して
活動を推進しています。
　「CSR Activities」では、こうした活動の具体事
例を紹介します。

CSRの活動領域と重点テーマ

活動領域 重点テーマ

食と健康

人と社会

環境

すべての人々の心身の健康
●アルコール関連問題への対応
●「食の安全・安心」への貢献
●健全な食文化・酒文化の伝承

笑顔と感動をすべての人々に
●人間性の尊重
●安全で豊かな社会の実現への貢献
●持続可能な水資源への貢献

自然の恵みを明日へ
●低炭素社会の構築への貢献
●循環型社会の構築への貢献
●生物多様性の保全への貢献

健全な食文化を守り、次世代に伝える活動

昨年、和食がユネスコ（国連教育科学文化機関）の無形文化遺産に登録されたのは記憶に新しいのではないでしょ
うか。アサヒグループも健全な食文化・酒文化を守り、次世代に引き継ぐことを重要な課題と捉え、「食」「健康」「ラ
イフスタイル」に関する研究、社会への情報発信に取り組んでいます。

食と健康

オレンジ果汁の
アルコール代謝促進機能を発見
　昨年8月、アサヒ飲料（株）はアサヒグループホールディングス（株）イ
ノベーション研究所と共同研究した“オレンジ果汁のアルコール代謝へ
の影響”に関する研究結果を、日本食品科学工学会で発表しました。
　実験では、オレンジの100％果汁と3倍濃縮果汁、比較用の水の3種
類を空腹状態のラットに与え、30分後にアルコール5％液を飲ませて、
1時間後の血中アルコール濃度を測定。その結果、果汁を与えたラット
は、血中アルコール濃度が水と比較して低下し、オレンジ果汁にアル
コール代謝を促進する機能があることが明らかになりました。
　今後も、オレンジ果汁の新たな機能を裏付けるため、血中アルコール
濃度以外の指標を用いて、同効果の研究を継続する予定です。

「いただきますの日」感謝祭2013で
「食のフューチャーセッション」を開催
　アサヒグループは昨年11月10日～11日、「いただきますの日※」普及推進委員
会とともに、「いただきますの日」感謝祭イベント2013を開催しました。
　2日間のイベントでは、アサヒビール（株）の社有林「アサヒの森」の間伐材を使
用したお箸づくり、暗闇のなかで食事をする体験のほか、参加者の皆様と食につ
いて対話する「食のフューチャーセッション」を実施。今回は「食の循環」を切り口
に、自分が「未来もおいしく食べる」ために今やっておきたいこと、考えておきた
いことを参加者の皆様と考えました。
※ 心豊かな食卓や幸せな暮らしの時間を社会に広げていくため、「いただきますの日」普及推進
委員会が設定。並んだお箸をイメージし、11月11日を「いただきますの日」としています。

アルコール投与1時間後の
血中アルコール濃度

水 オレンジ
100％果汁

オレンジ
3倍濃縮果汁

（mg/mℓ）
※値は平均値±標準偏差

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

約8割
低下

約3割低下
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東日本大震災復興支援活動豊かな自然の恵みを
守り、育み、伝える活動

アサヒグループは、『環境への支援』『コミュニティ活性化への支援』『経済活性化への支援』の3つのテーマ
を掲げ、東日本大震災の被災地で各市町村や支援団体と協業して復興支援活動に取り組んでいます。

アサヒグループは、CSR重点テーマのもと、環境の課題
に積極的に取り組むとともに、そうした取組みを社会に
広く伝える活動にも力を入れています。

「結の場 企業マルシェ」で被災地域の企業の復興を支援
　アサヒグループは、2012年から復興庁宮城復興局及び被災地域の経
済団体主催の地域復興マッチング「結の場」に参加し、そこから生まれた
「結の場 企業マルシェ」を昨年6月、11月に本社ビルで実施しました。
　この取組みは、被災地域の企業が支援企業で社内販売や試食会を実施
し、販路開拓や商品開発につなげる試みで、宮城県石巻市及び気仙沼市の
水産加工品会社計10社が参加。本社ビルに勤務するアサヒグループ社員
への商品紹介や、試食アンケートを通じて被災地域の企業を応援しました。

福島の被災家族や子どもたちのためのイベントを開催
　アサヒグループは昨年8月、震災によって離れて暮らす家族に一緒に過ごす
時間を楽しんでいただくキャンプ企画「ふるさとで過そう！！家族の夏」と、福
島と全国の子どもたちの交流を通じて福島の現況と魅力を知ってもらう「集ま
れ！！ふくしま子ども大使」に参加しました。
　アサヒグループの社員は、この企画を立案した福島大学災害ボランティアセ
ンターをサポート。学生の皆さんと一緒に、交流の場づくりをお手伝いしました。

県外避難者の交流イベントを開催
　震災で県外へ避難し、慣れない環境で心細い暮らしを送っている方々同士
のつながりを深めていただくため、アサヒグループは昨年6月、特定非営利活
動法人 医療ネットワーク支援センターとともに、交流イベント「こっちゃ来
たらいいべぇ」を本社ビルで実施しました。
　この交流イベントには、首都圏に避難している150名以上の方が参加。健
康相談や口腔ケアのほか、ハンドマッサージ、子どもの遊び場などのプログラムを楽しんでいただきながら、避
難されている方々同士やボランティアとの交流を通して、自立へ向けたきっかけづくりの場を提供しました。

環境展示会「エコプロダクツ2013」に出展
～「エコ＆デザインブース大賞」特別賞受賞～
　アサヒグループは、昨年12月に開催された国内最大
級の環境展示会「エコプロダクツ2013」に出展しまし
た。グループとして8回目の出展となる今回は「自然の
恵みを明日へ」をテーマに、グループ各社の環境活動を
4つのコーナーで紹介。容器の減量化や副産物の再利
用といった環境に配慮した取組み、「食」を未来につな
げる技術や研究活動などをお伝えしました。
　また、ブースに「アサヒの森」の間
伐材を利用したことや、パネルをな
るべく使わず壁一面に説明を記載し
たデザインなどが評価され、「エコ＆
デザインブース大賞」特別賞を受賞
しました。

人と社会環境
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アサヒビール（株）

ビールビール

ビール

アサヒスーパードライ
ドライプレミアム

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

缶350mℓ、缶500mℓ、
小びん334mℓ／
オープン価格

新商品紹介

ビービービビ ルルルルル

アサヒスーパードライ

 発売以来“初”の進化
1987年の発売以来初めて味を進
化させ、「洗練されたクリアな味、辛
口。」をさらに磨き上げました。

「キレ味」と
「きめ細かな泡」が
約1割向上
辛口のうまさはそのままに、さらに
キレ味さえるシャープなのどごしと
きめ細かな泡を実現しました。

本質的価値を
缶体中央で訴求
スーパードライの本質的価値である
「洗練されたクリアな味、辛口。」を
缶体中央に大きく記載し、強く訴求
していきます。

318号酵母のなかでも
優良酵母のみを
厳選使用
高度な酵母管理技術の導入により、
318号酵母のなかでも、発酵力と香
味特性に優れた優良酵母のみを厳
選使用しました。

■  プレミアムビール市場へ本格参入
■  贅沢なコクとキレ
■  アルコール6％へ
■  高級感のあるデザイン

■  世界の常識を変える辛口の黒ビール
■  より爽快なキレ味にクオリティアップ

2013年12月下旬製造から
（順次切替）

Point

Point

発 売 中

発 売 中

缶135mℓ、缶250mℓ、缶350mℓ、缶500mℓ、
缶1,000mℓ、ミニ樽2L、ミニ樽3L、
小びん334mℓ、中びん500mℓ、大びん633mℓ／
オープン価格

2013年12月下旬製造から（順次切替）

発 売 中 アサヒビール（株）
マーケティング第一部

村田 佳奈子

アサヒビール（株）の長年にわたる集
大成技術により、スーパードライの進
化は可能となりました。これまで以
上にご満足いただける「進化」を遂げ
られたと自負しています。さらに磨
き上げた「洗練されたクリアな味、
辛口。」をぜひお楽しみください。

発発売売
Point 1

「 味味」」と
Point 3

きめ細か細かなな

本本質質質質的的価価値
Point 4

酵
Point 2

担当者からひとこと

進 化

クオリティ
アップ
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※ 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。

●   アサヒの「辛口」RTD※1！
アサヒが長年培ってきた「辛口」で、甘くないすっきりした味わいを、強
めのアルコール度数（8％）のRTDで実現しました。

●   炭酸強めのハイボール
「辛口」をより引き立てる炭酸強めの設計で、「ノドごしのよさ」がお楽し
みいただけます。

●   糖質ゼロ※2、プリン体ゼロ
気兼ねなく飲んでいただけるよう、「糖質ゼロ・プリン体ゼロ」にしました。

●   「キレ・爽快」「炭酸感」を表現したデザイン
シルバーメタリックを基調として、表面に凹凸のある缶を採用すること
で、「キレ･爽快」や「炭酸感」を表現しました。

● プレミアムな『リラ』が新登場！
果実味とコク感豊か、黒ぶどうのリッチな味わい
の赤ワインです。ポリフェノールが20％アップ
（充填時当社比）しました。

●   ワインをもっと気軽に楽しく！
リラックスタイムにゆったり楽しめ、食事にもしっかり合う味わいで、
ワインの楽しみが広がります。

P O I N T

P O I N T

スピリッツ（発泡性）①

ワイン

アサヒ辛口焼酎ハイボール

サントネージュ リラ
プレミアムこく赤

缶350mℓ／141円

ペットボトル720mℓ／オープン価格

アルコール度数7％以上の「高アル
コールRTD」に新しい価値をご提案
したい、という思いから開発しまし
た。「焼酎」ベースの力強い飲みごた
えを強めの炭酸で仕上げた、キレの
ある爽快なノドごしが特長です。
アサヒの「辛口」をRTDでもお楽し
みください。

アサヒビール（株）
マーケティング第一部

坂爪 貴之

担当者からひとこと

アサヒ辛口焼酎ハイボール

※1 「Ready to Drink」の略で、栓を開けてそのまま飲める缶入りのチューハ
イやカクテルなどの低アルコール飲料のことです。

※2 栄養成分表示によります。

●  樽熟成の香りと芳醇な味わい、
琥珀に輝く液色

●  高級感と品質感を訴求した
デザイン

●  食後にくつろぎながら麦焼酎を飲まれるお客様へ

● 割って楽しめる新提案
気分に合わせて、そのままではもちろん、ロックやソーダ割り、お湯
割り、ジュース割りなど、オリジナルの飲み方を楽しめます。

●   カシスの芳醇な香り
カシスの芳醇な香りと優しい甘味が楽しめる、カシスリキュールをイ
メージしたノンアルコール飲料です。

P O I N T

P O I N T

焼酎

カクテルテイスト清涼飲料

麦焼酎
琥珀かのか 25度

アサヒゼロカク
ぎゅっとカシスの
ノンアルコール

紙パック1,800mℓ／オープン価格

ボトル缶290mℓ／オープン価格

発 売 中

発売予定 2014年4月8日

発 売 中

発売予定 2014年5月13日
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新商品紹介

●  ブランド生誕130周年
『三ツ矢サイダー』は、多くのお客様にご愛飲いただき、2014年に
ブランド生誕130周年を迎えました。

●  PET300mℓをラインアップに追加
小容量サイズ、PET300mℓをラインアップに追加。お客様のニーズ
にお応えします。

●  広告、キャンペーンも積極展開！
国民的人気の俳優陣が出演し、『三ツ矢サイダー』への思いを語
る新たな広告企画を開始。『ONE PIECE（ワンピース）』とのコラ
ボレーションキャンペーンも同時展開します。

●  新たなお楽しみをご提案！
『オールゼロ』、『フルーツサイダー』もリニューアル。ほかにも、年
間を通して『三ツ矢サイダー』ブランドならではの新たな価値をご
提案します。

●  厳選果汁をブレンドした
『カルピス®フルーツパーラー』
『カルピス』と厳選果実のこだわりブレンドから生まれた、大人品質
のおいしさが楽しめる乳性果汁飲料シリーズです。

●  “大人品質”の味づくりを追求してリニューアル
大人が満足する味わいと、上質な印象のパッケージに刷新しました。

●  『カルピス』とアップルマンゴーの絶妙な甘酸っぱさ
『カルピス』と豊かな甘みが特徴のアップルマンゴーのブレンドで、
おいしさを最大化しています。

P O I N T

P O I N T

炭酸飲料 乳性果汁飲料

三ツ矢サイダー 『カルピス®
フルーツパーラー』
厳選マンゴー

PET500mℓ／140円
PET1.5L ／320円
缶160mℓ／73円
缶250mℓ／86円
缶350mℓ／115円
缶500mℓ／115円
ボトル缶300mℓ／115円

PET300mℓ／115円

PET500mℓ／140円

発 売 中

発 売 中

アサヒ飲料（株）

● W（ダブル）の特定保健用食品
食物繊維（難消化性デキストリン）のはたらきにより、「食後の糖の吸収」と
「血中中性脂肪の上昇をおだやかにする」、W（ダブル）の特定保健用食
品です。

●   香ばしくすっきりとした飲みやすい味わい
『アサヒ 十六茶』ブランドらしい、香ばしくすっきりとした味わいです。
ニーズの高いPET500mℓもラインアップ。身近なお茶としてお飲みい
ただけます。

● ロングセラー商品とのコラボレーション
創業200年を超える老舗メーカー（株）ミツカンとの
コラボレーション商品です。

●   健康とおいしさを！
1本当たりお酢15mℓ配合。ミツカン『りんご酢』と
『三ツ矢サイダー』をかけ合わせました。

P O I N T

P O I N T

お茶飲料

炭酸飲料

アサヒ 食事と一緒に
十六茶W（ダブル）

三ツ矢サイダーの
リンゴ酢割り

PET500mℓ／160円、
PET2L ／470円、
LL紙パックスリム250mℓ／105円

PET500mℓ／150円

発売予定 2014年4月15日

発売予定 2014年5月6日

クオリティ
アップ

発売予定 2014年4月15日
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※ 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。

※ 『カルピス』『味わいカルピス』はカルピス（株）の登録商標です。

●  フルッタフルッタ社アサイー使用
アサイーのパイオニアであるフルッタフルッタ社より原料を調
達しています。アマゾンが生んだ奇跡のフルーツです。

●  果汁10％入り
（マンゴー、パイン、バナナ、アップル果汁）
アサイー飲料専門店でも、アサイーとマンゴーやパインなどの
トロピカルフルーツは人気の組み合わせです。

●  12種類のビタミン配合
ビタミンCなど12種類のビタミンがバランス良く摂れるよう設
計しました。

P O I N T

10%混合果汁入り飲料　

アサイー＆
トロピカルフルーツ

●  白桃と黄桃の果汁を使用
まろやかで充実した味わいがたっぷり楽しめる濃いめに仕上げ
た『カルピス』に、2種の桃果汁（白桃＆黄桃）を加えました。

●   大好評の濃いめの仕上がり
昨年発売し、「濃いめでおいしい」と大好評の『味わいカルピス』
の新商品です。

P O I N T

清涼飲料（チルド）

『味わいカルピス』
白桃＆黄桃
紙パック1,000mℓ／141円

発 売 中

（株）エルビー

人気のアサイーと相性の良い
トロピカルフルーツの果汁を
組み合わせたまろやかな味わ
いの飲料です。12種類のビタ
ミンを含んでいるので、毎日、
おいしく手軽に栄養成分をお
摂りいただけます。

（株）エルビー 営業本部
マーケティング部
松山 研太郎

担当者からひとこと

アサイー＆
トロピカルフルーツ

紙パック1,000mℓ／
189円

発売予定
2014年4月1日

『カルピス』とアップルマンゴーが織り
成す、ほど良い甘さと酸味にとことん
こだわりました。パッケージもマンゴー
を印象的に描き、大人品質の上質なお
いしさを表現しています。こだわりの
味わいをぜひお楽しみください。

アサヒ飲料（株）
カルピス営業本部

飲料事業部
田中 孝一郎

担当者からひとこと

『カルピス®フルーツパーラー』厳選マンゴー

発 売 中

『Welch's』クラッシュグレープ

『スーパーフルーツラボ
 アサイーリフレッシュ』

PET500mℓ／140円

PET500mℓ／130円

25%ぶどう果汁入り飲料(炭酸ガス入り)

清涼飲料水

●  『Welch's』ブランドから新シリーズ登場
リフレッシュ感と『Welch's』ならではの果実感あふれるお
いしさを味わえる炭酸飲料です。

●  コンコードグレープを皮ごとクラッシュ
皮ごとクラッシュすることでほど良い渋みと酸味が加わり、
大人を飽きさせない充実した味わいに仕上がりました。

●  「スーパーフルーツ」を活用した新ブランド
スーパーフルーツとカルピス（株）独自の発酵果汁を使用
した、働く女性を応援する飲料です。

●  「アサイー」をおいしく楽しめる水分補給飲料
女性にうれしい鉄分、ビタミンC、食物センイをさわやかな
味わいで手軽にゴクゴク摂取できます。

P O I N T

P O I N T

発 売 中
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ナチュレーブ
果実ドルチェ
林檎タルト

和光堂（株）

●  「幸せ」をもたらす自然素材スイーツ
「果実」と「ナッツ」の素材にこだわり、おいしさも
健康も大切にしたいという想いから生まれたス
イーツです。

●  こだわりのフルーツ
林檎、アーモンド、パパイヤ、カレンズ、レモンピー
ル、オレンジピールをタルト風に仕上げました。

●  こだわりのオリジナル製法
フルーツをより実感できるよう、果実のみずみず
しさをそのまま味わえるオリジナル製法です。

●  携帯しやすいパッケージ
パッケージは携帯、保存に便利なチャックつき。
いつでもどこでもお楽しみいただけます。

P O I N T

菓子

38g ／160円

●  毎日でも食べ飽きないおいしさ
具材に合わせてみそとだしを変えるこ
とで、一つひとつが個性豊かで、飽きの
こないおいしさに。

●  選べる楽しさ
全7種のバリエーションのなかから、毎
日の気分やご家族の好みに合わせて
お好きな味をお選びいただけます。

●  手軽に本格的なリゾットを
お湯を注ぐだけで、お店で食べるようなおいしさ
を味わえるリゾットです。

●  玄米と押し麦入り
しっかりとした味付けで、玄米と押し麦の食感が食べ
応えを出しています。1食当たり99kcal以下です。●  1粒5分※！  続く清涼感

ミントのおいしさが味わえて、心地よい清涼感が
持続する、大粒タイプのタブレットです。

●  携帯に便利
スマートフォンタイプの薄型容器で、服のポケット
や鞄のなかでもかさばらず、音も気になりません。

※ 当社調べによります。

●  水なしでOK！  糖類OFFの食べるサプリ！
糖類が気になるという女性のために糖類OFFに
仕上げました。水なしで気軽に摂取できます。

●  ダイエットケア成分を豊富に配合
アフリカマンゴノキに14種のダイエットケア成
分を配合したオフ会のパワーアップ版です。

●  1食分の野菜が摂れる！
お子さまの野菜不足を感じているママ
にうれしい1品。1食に必要な野菜がきち
んと摂れます。

●  10種類の野菜入り
調理するのが面倒な野菜など10種類の
野菜が入っています。商品は9か月頃か
ら3品、12か月頃から4品の全7品です。

●  親子のおかずが一度でつくれる！
1歳頃のお子さまから大人まで、親子のおかずが一度に
つくれる簡単合わせ調味料です（2～3人前）。

●  フライパンひとつで簡単！
食材を1品加えるだけで、フライパンで簡単におかずが
準備できます。忙しくて時間のない時にも便利です。

P O I N T

P O I N T

P O I N T

P O I N T

フリーズドライ食品

「いつものおみそ汁」
シリーズ （全7種）
1食／100円

発 売 中
幼児食

おやこ de ごはん
（全4品）
120g ／オープン価格

「ビストロリゾット」
シリーズ （全2種）
1食／200円

フリーズドライ食品

発 売 中

発 売 中

発 売 中

1食分の野菜が摂れる
グーグーキッチン（全7品）
100g ／180円

ベビーフード

ミンティアブリーズ
リフレッシュブルー、
リラックスグリーン
30粒（22g）／190円

ミント系錠菓

スリムアップスリム
オフ会ゴールド

サプリメント

天野実業（株）アサヒフードアンドヘルスケア（株）

P O I N T
P O I N T

（コンビニ先行発売）
発 売 中

（全チャネル発売）
発売予定

90粒（30回分）／1,500円

発 売 中

発 売 中

※ 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。

2014年4月7日

新商品紹介

※ 「麻婆豆腐風の素」のみ
121gとなります。
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A s a h i  N E W S  C L I P

　アサヒグループは、東南アジアにおける飲料事業の
基盤強化に取り組んでいます。
　2011年にマレーシアの飲料メーカーであるペルマ
ニス社をグループ化したのに続き、2012年からは人
口増加や経済成長に伴って飲料市場の著しい成長が
見込まれるインドネシアにも参入。現地の大手食品企
業インドフードCBP社と合弁会社を設立しました。
　さらに昨年9月には、インドネシアにおけるペプシコ
社のボトラー※の株式を取得。そして11月には、ミネラ
ルウォーターの『Club』ブランドを有する「PT Tirta 
Bahagia」のミネラルウォ̶ター事業の資産を取得し、
インドネシアで最も大きな市場であるミネラルウォ̶
ター市場に本格参入しました。

　カルピス（株）がアサヒグループに加わって以降、グ
ループ各社は『カルピス』ブランドを活用したチルド飲
料やキャンディなどを発売してきました。
　また、昨年9月には、国内における飲料事業の成長ス
ピードをより一層加速するため、カルピス（株）の国内
飲料事業をアサヒ飲料（株）に移管・統合しました。
　これにより、アサヒ飲料（株）は、『アサヒ』ブランド商
品と『カルピス』ブランド商品の両輪で、国内飲料事業
全体の成長と収益性向上に取り組んでいます。一方、
カルピス（株）は海外飲料事業、飼料事業、ダイレクト
マーケティング事業など既存事業の成長と新規事業
の育成を図っています。

　アサヒビール（株）が昨年3月に発売した国産ウイス
キー『ブラックニッカリッチブレンド』が、「2013年度
グッドデザイン賞」を受賞しました。グッドデザイン賞
は、日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨制度で、
今日では国内外の多くの企業や団体などが参加する
世界的なデザイン賞となっています。
　持ちやすく、注ぎやすい形状と上質感のあるラベル
のデザインが評価され、受賞につながりました。今回
の受賞を訴求した販促物などの展開や、『ブラック
ニッカ』ブランドを対象とした消費者キャンペーンを
昨年11月下旬より展開するなど、さらに拡販を進めて
います。

インドネシアの飲料事業における
事業基盤の構築を目指して

国内飲料事業を統合し
成長スピードをより一層加速

『ブラックニッカ リッチブレンド』が
グッドデザイン賞を受賞

インドフードCBP社と設立した合弁
会社による初の自社開発商品『ICHI 
OCHA GREEN TEA』の販売を、昨
年12月からインドネシア全域で開始
しました。日本とインドネシアの緑茶
葉をブレンドし、インドネシアのお客様
が好むフレッシュな味わいを実現して
います。

… …

カルピス（株） アサヒ飲料（株）

研究開発 研究開発

調　　達 調　　達

生　　産 生　　産

営　　業 営　　業

アサヒ飲料（株）
に移管・統合

お茶飲料『ICHI OCHA GREEN TEA』を発売
手になじみ、持ちや
すく注ぎやすい丸み
とくびれのある形状

ラベルにゴールドを
効果的に使用しワン
ランク上の上質感の
あるデザイン

※ 清涼飲料水の原液を仕入れ、最終製品に仕上げて販売する会社。
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２０,000

１５,000

１０,000

５,000

0

1,500

1,000

500

0

1,500

1,000

500

0
20132012 （年度）

15,79015,790

（億円）

飲料事業での増収効果や
協業シナジーの創出など
により、増益となりました。

20132012 （年度）

（億円）

前期の特殊要因である康
師傅飲品社の「負ののれん
発生益」の反動もあり、営
業外損益は若干悪化した
ものの、営業利益の増加
により、増益となりました。

20132012 （年度）

（億円）

前期に発生した康師傅飲
品社の持分変動利益の反
動などがあったものの、特
別損益トータルでは前期
より改善し、増益となりま
した。

750

500

250

0

20132012 （年度）

（億円）

17,14217,142 1,1741,1741,0841,084

6176171,2361,236 5715711,1481,148

2011

14,62714,627

2011

1,1091,109

2011

2011

1,0711,071

550550

飲料事業でカルピス（株）
の業績が通年で寄与した
ことや、国際事業の円安効
果などにより、増収となり
ました。

財務ハイライト（各年度：1月1日～12月31日）

ピ

売 上 高

（前年度比 ＋1,351億円）

7.7%増

8.3%増

飲料事業、国際事業を中心に全事業で増収となりました。

営 業 利 益

8.6%増
（前年度比 ＋90億円）

飲料事業の業績が好調に推移し、増益となりました。

経 常 利 益

（前年度比 ＋87億円）

営業利益の増加により、増益となりました。

当 期 純 利 益

8.0%増
（前年度比 ＋45億円）

特別損益が改善したこともあり、13期連続の増益となりました。

セグメント情報 P17

貸借対照表 P20

損益計算書 P21

キャッシュ・フロー計算書 P21
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（億円） （億円）

20132012

売上高 営業利益

（年度）

12,000

9,000

6,000

3,000

0

2,000

1,500

1,000

500

0

1,1371,137

9,2589,2589,2229,222

1,1331,133

0.4%増売上高

0.4%増営業利益

前年度比 
＋36億円

前年度比 
＋4億円

ギフト専用『アサヒスーパードライ ドライプレ
ミアム』の発売や“エクストラコールド”の拡大展開により、
『アサヒスーパードライ』のブランド力強化を図りました。

健康意識の高まりを背景に、“糖質ゼロ”発泡
酒のパイオニア『アサヒスタイルフリー』の売上が引き続
き好調に推移しました。

3月に発売した『クリアアサヒ』初の派生商
品『クリアアサヒ プライムリッチ』の売上が好調に推移し
ました。

『かのか』の発売20周年を記念した店頭販促や、
『芋焼酎かのか 黒麹・白麹あわせ仕上げ』の発売など、
ブランドの強化に努めました。

3月に『アサヒ ハイリキ ザ・スペ
シャル』、12月に『カルピスサワー』を新発売し、新たな価
値提案に取り組みました。

ブラウンフォーマン社の『ジャックダニエル』『アー
リータイムズ』を1月から販売したことや、『ブラックニッカ
リッチブレンド』の発売などにより、売上が拡大しました。

国産ワイン『サントネージュ リラ』が引き続き
好調に推移し、5月には『サントネージュ リラ スパークリ
ング 白 ペットボトル 350mℓ』を新たにラインアップに
加え、拡販に努めました。

リニューアルによりビールテ
イスト清涼飲料『アサヒドライゼロ』の“カロリーゼロ”や
“糖質ゼロ”を実現するなど、ブランド強化を図りました。

ビール

発泡酒

新ジャンル

低アルコール飲料

洋酒

ワイン

ビールテイスト清涼飲料

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）

低アルコール
飲料

ワイン アルコールテイスト
清涼飲料

その他酒類
合計

洋酒焼酎

30

20

10

0

-10

-20

-30

3.5%
減

4.6%
減

4.0%
増

26.9%
増 5.8%

増
6.2%
増

（%）

6

4

2

0

-2

-4

-6
発泡酒 新ジャンルビール

1.6%
減

ビール類
合計

1.1%
増

5.5%
増 0.3%

減

（%）

ビール類 その他酒類・アルコールテイスト清涼飲料

F I N A N C I A L  H I G H L I G H T

焼酎
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F I N A N C I A L  H I G H L I G H T

『三ツ矢』『ワンダ』『アサヒ十六茶』『ウィ
ルキンソン』『アサヒおいしい水』の基幹ブランドを強化・育
成するため、経営資源を集中しました。

『カルピスウォーター』『カルピスソーダ』の
リニューアルや、フルーツテイストの『カルピスフルーツパー
ラー』、ソルティテイストの『カルピスオアシス』の発売でブラ
ンド力向上に努めました。

1L紙パックのお茶飲料として初の特定保健
用商品『ポリフェノール烏龍茶』を発売し、主力のお茶カテゴ
リーを強化する一方、カルピス（株）との提携商品である『味わ
いカルピス』を発売しました。

アサヒ飲料（株）

カルピス（株）

（株）エルビー

（億円） （億円）

（年度）20132012

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

250

200

150

100

50

0

売上高 営業利益

4,6104,610
3,7083,708

7373
154

4.5%増売上高

営業利益

前年度比 
＋46億円

前年度比 
＋12億円

『カルピス』ブランドを
活用して3月に発売したミント系錠菓『ミンティア』や、キャン
ディなどの菓子シリーズが好調に推移しました。

主力のベビーフードでは『くだもの食べよっ！』
を新発売し、高齢者向け事業においては『食事は楽し』シリー
ズの商品ラインアップを拡充しました。

流通販売事業において、主力のフリーズドラ
イ商品の量販店における取扱いの拡大や新規採用が進んだ
ことで、好調に推移しました。

アサヒフードアンドヘルスケア（株）

和光堂（株）

天野実業（株）

1,200

900

600

300

0

80

60

40

20

0

（億円）
売上高 営業利益

（億円）

（年度）20132012

1,0621,0621,0161,016

3636 49

109.5%増

34.1%増

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）、カルピス（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）

24.3%増売上高

営業利益

前年度比 
＋902億円

前年度比 
＋80億円
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21.6%増

営業損益

主力ブランドの育成や成長分野にお
ける事業展開に加え、事業会社間のコストシナジーの創
出などにより、飲料・酒類を合わせた総合飲料事業として
の成長に取り組みました。

『アサヒ』ブランドの売上拡大による市場で
の地位向上を図るとともに、生産拠点の集約化をさらに
進め、収益性の改善に取り組みました。

マレーシアではペルマニス社の営業
体制の強化を図り、インドネシアでは新たな飲料事業の
基盤を構築するなど、事業ネットワークの拡大に注力しま
した。

9.8%増

2.5%増

売上高

営業利益

前年度比 
＋25億円

前年度比 
＋0億円

売上高 前年度比 
＋341億円

前年度比 
－6億円

400

300

200

100

0

20

15

10

5

0

（億円） （億円）

（年度）20132012

売上高 営業利益

6

290290264264

66

売上高／営業損益

売上高／営業損益

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

2,000

1,000

0

-1,000

100

50

0

-50

（億円） （億円）

（年度）20132012

売上高 営業利益

1,9201,920

△38△38 △45

1,5791,579

オセアニア事業

中国事業

東南アジア事業
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F I N A N C I A L  H I G H L I G H T

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）
20,000

15,000

10,000

5,000

0

201320122011 （年度）

3,824

2,900

5,842

5,348

3,204

2,991

5,833

5,291

17,321

3,022

2,342

5,362

4,571

15,299

投資
その他の
資産

無形
固定資産

17,915

有形
固定資産

POINT
1

流動資産

（億円）
20,000

15,000

10,000

5,000

0

201320122011 （年度）

30
352

81

流動負債

株主資本

固定負債

7,236

955

2,979

6,660

6,885

3,252

6,800

17,321

20
-21

6,438

2,839

6,021

15,299

17,915

POINT
3

少数株主
持分

その他の
包括利益
累計額

POINT
2

株主資本
当期純利益が13期連続で過去最高益となっ
たことなどにより、継続して増加しました。

POINT
2

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金が株価上昇に伴
い増加したことや、主要通貨の円安が進んだ
ことで、為替換算調整勘定が増加しました。

POINT
3

資産合計
円安が進んだことで、海外子会社の資産が
円貨ベースで増加したことや、株価上昇に伴
う時価評価額が増加したことにより、投資有
価証券が増加しました。

POINT
1
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キャッシュ・フロー計算書（2013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

2,000

1,500

1,000

500

0

投資活動による
キャッシュ・フロー

1,572
（＋479）
1,572

（＋479）
現金及び
現金同等物に
係る換算差額

1
（△0）
1

（△0）

411
（+67）
411

（+67）
343

（＋181）
343

（＋181）

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

現金及び
現金同等物の
期末残高

△657
（＋686）
△657
（＋686）

△849
（△1,279）
△849

（△1,279）

損益計算書 （2013年1月1日～12月31日）
（億円）

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 617

（+45）
617

（+45）
少数株主
利益
少数株主
利益
0

（△2）
0

（△2）

486
（＋63）
486

（＋63）

1,104
（＋106）
1,104

（＋106）

特別損失特別損失
174

（△68）
174

（△68）
特別利益特別利益
43

（△50）
43

（△50）経常利益経常利益
1,236
（+87）
1,236
（+87）

営業外
費用
営業外
費用
69

（△7）
69

（△7）

131
（△10）
131

（△10）

営業利益営業利益
1,174
（+90）
1,174
（+90）

6,813
（+770）
6,813
（+770）

5,639
（＋679）
5,639

（＋679）

10,328
（+581）
10,328
（+581）

17,142
（+1,351）

POINT
1

POINT
3

POINT
3

POINT
2

売上原価売上原価売上高売上高

20,000

16,000

12,000

8,000

4,000

0

※ 括弧内は対前年度比

※ 括弧内は対前年度比

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益が増加したことや、
法人税等の支払いが減少したことなどによ
り、収入が増加しました。

売上高
アサヒ飲料（株）の増収やカルピス（株）の通
年寄与があった飲料事業、円安効果が加わっ
た国際事業など、全事業で増収となりました。

POINT
1

営業利益 
飲料事業がカルピス（株）の通年寄与を含め
た増収効果や収益改善などで大幅に増益と
なったほか、全事業で増益となりました。

POINT
2

特別利益・特別損失 
昨年発生した康師傅飲品社における持分変
動利益の反動などがあったものの、特別損益
合計では、18億円の改善となりました。

POINT
3

POINT
1

投資活動によるキャッシュ・フロー
設備投資による支出が増加したものの、前期
に実施したM&Aの反動により、支出が減少
しました。

POINT
2

財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得や配当金の支払いを行った
ことに加え、金融債務の返済を進めたこと
で、支出が増加しました。

POINT
3
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　群馬工場のある館林市は、渡良瀬川と利根川の間に位

置し、市街地には城沼、多々良沼など多くの沼が点在する

水資源に恵まれた土地です。

　群馬工場は、こうした乳酸菌飲料や清涼飲料の製造に欠

かせない豊富な水と、近隣の牧場の新鮮な生乳が入手で

きる最適な場所に立地し、『カルピス』の生産量は年間約

3,000万本にのぼり、東日本エリアにおける生産・物流の

一大拠点となっています。

豊かな水と新鮮な生乳に
恵まれた地で、たくさんの
商品が生まれています。

工場のなかで
ペットボトル容器から
つくっているんです！

　9種類の生産ライン

を有する群馬工場では、

『カルピス』をはじめ、

各種ペットボトル飲料、

バター、家畜を健康に

育てる畜産用生菌剤な

ど、さまざまな製品をつくっています。

　また、ペットボトル容器の内製化を可能とする「ペットボ

トル容器の成型設備」とあらかじめ殺菌処理された容器に

無菌環境で充填密閉する「アセプティック製造ライン」に、

工場直結の「物流倉庫」が一体となることで、生産・物流

の効率化を追求しています。このように、当工場は多様な

生産ラインをもつ多機能な工場です。

ペットボトル容器の成型設備と
アセプティック製造ラインをもつ、
高効率・多機能な工場。

TATEBAYASHI

カルピス（株）
～群馬工場編～

生産者がナビゲート

工場へ工場 ようこそ！ようこそ！へ

なかなか行けない生産工場をご案内

所 在 地 〒374-0072
群馬県館林市
大新田町166

敷地面積 約136,000㎡
従業員数 約400名

工場長の白柳覚が
ご案内いたします！

工場の敷地面積は、
東京ドーム約3個分！

回第 6
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　群馬工場では、ペットボトル容器を内製化し、成型前の

小さな半製品（プリフォーム）として受け入れることでト

ラック台数を6分の1に抑え、物流のCO2削減につなげて

います。また、電力と発電時の排熱を同時に使用するコー

ジェネレーションシステムも導入しています。

　さらに、館林市の緑のカーテン事業に2006年から参加

し、2013年の「緑のカーテンコンテスト」では、6年連続と

なる最優秀賞の市長賞を受賞。工場内のビオトープでは、

絶滅危惧種のクロメダカや蛍を育てるなど、本業以外で

の環境保全にも取り組んでいます。

自然の恵みに感謝し、
環境配慮に取り組んでいます。

クロメダカを館林市内の
幼稚園に寄贈しています！

主に群馬や栃木などの牧場か
ら新鮮な生乳を冷却して、タ
ンクローリー車で群馬工場ま
で運びます。

原料調達1 完成6
遠心分離器を利用
して、生乳からク
リーム（脂肪分）を
取り除き、脱脂乳
にします。
取り除かれたクリー
ムは、おいしいバター
に生まれ変わります！

分離作業2

脱脂乳に『カルピス菌』を加
え、『カルピス酸乳』をつくり
出します。その後、貯酸乳タ
ンクで熟成させます。

一次発酵3

砂糖を加え2回目の発酵を行
うと、『カルピス』ならではの
甘酸っぱくさわやかな風味が
生まれます。

二次発酵4
最後に味を整え、
保存性を高めるた
め加熱・殺菌して
熱いまま栓をし、
30分かけて冷水
シャワーで温度を
下げます。

充填5

『カルピス』ができるまで

生乳が運ばれて
から約2週間で
完成します。

『カルピス』の主原料の生乳からつくられ
るバターをご存知ですか？　本場フラン
スのバターの味に一番近く、高級レストラ
ンやホテル、洋菓子店などの一流シェフ
に絶賛されています。その製造量は、『カ
ルピス』40本分の生乳からわずか1ポンド
（約450g）。ほとんどが業務用に販売さ
れ一般には入手困難だった
ため、幻のバターとも
いわれていました。

『カルピス』から生まれる
幻のバター
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株主の皆様とのコミュニケーション

第4回  株主様工場見学会のご報告 第5回  株主様工場見学会のご案内

2013年11月28日（木）「アサヒ飲料株式会社 富士
山工場」にて第4回株主様工場見学会を開催いたしま
した。多数のご応募のなかから、厳正な抽選により当
選された合計75名の株主様及びご同伴者様にご参
加いただき、好評のうちに終了いたしました。

● いい勉強になりました。工場を案内し
てくれたスタッフの説明もわかりやす
く楽しい一日でした。

● ノンアルコールカクテルイベントを楽
しませていただきました。今まで知ら
なかったアサヒ飲料の商品もお試しで
きて面白い企画でした。

● 株主を大切にする貴社の社員の皆様に感激しました。社員の
質＝会社の質なので、ますます信頼感を感じました。

スタッフの丁寧な対応に高い評
価をいただきました。

今回企画したノンアルコールカクテ
ルイベントが新鮮で楽しかったとい
うお声をいただきました。

5点満点中

4.61点

アンケートによる
全体評価

会社説明

工場見学

記念撮影

アサヒグループの事業内容についてご理解をより深めていただくために、株主様工場見学会を開催いたします。
今回は、「日本のウイスキーの父」といわれる竹鶴政孝が理想のウイスキーづくりを見つけた余市蒸溜所です。

多くの皆様からのご応募をお待ちしております。

■ 工場見学会の概要
見学場所 ニッカウヰスキー株式会社 余市蒸溜所（北海道余市郡余市町）

参加費 無料  ※ 集合・解散場所までの交通費は、各自でご負担願います。

集合・解散場所 JR函館本線「小樽駅」

郵便はがき

宛名面 裏面

●ご希望の時間帯の番号
　（①・②・③・④のいずれか一つ）
●ご保有の当社株式数
●郵便番号
●住所
●電話番号
●氏名
　（ふりがなもご記入願います）
●性別
●年齢
●ご同伴者様の郵便番号、
　住所、電話番号、
　氏名（ふりがな）、性別、年齢

1 3 0 8 6 0 2  52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
）
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応募方法 郵便はがきに右記のとおりご記入のうえ、ご応募ください。
● いずれもご同伴者様は1名様まで可です。
● 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（５月上旬発送予定）をもって代えさせていただきます。

● 複数枚でのご応募はご遠慮願います。また、時間帯によって対象者が異なっておりま
すので、ご注意願います。

● ウイスキーの試飲がございます。未成年の方、当日お車・自転車を運転する予定のあ
る方、妊娠中や授乳期の方は、ご参加をご遠慮願います。 

● アンケートにご記入いただく個人情報は、個人を特定しない統計的情報として利用させ
ていただきます。

● 荒天等、諸般の事情により内容が変更または中止となる場合がございます。その場合
はご当選された株主様にご連絡させていただきます。

■ 応募要領 応募締切：2014年4月18日(金) ※ 当日消印有効

希望
番号 開催日 集合時刻 解散時刻 対象者

※2013年12月末現在

募集人数
（ご同伴者
様を含む）

① 6月5日(木) 8:00 13:15 当社株式1,000株以上ご保有の株主様 20名

② 6月5日(木) 12:45 17:45 当社株式100株以上1,000株未満
ご保有の株主様 20名

③ 6月6日(金) 8:00 13:15 当社株式1,000株以上ご保有の株主様 20名

④ 6月6日(金) 12:45 17:45 当社株式100株以上1,000株未満
ご保有の株主様 20名

開催日：2014年6月5日（木）・6日（金）

参加された皆様の声（抜粋）

イベント

お問い合わせ先 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

※ 

３
月
31
日
ま
で
は
50
円
切
手
で
す
。
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アンケート集計結果のご報告

「アサヒスーパーレポート2013年秋号」で実施したアンケートには、10,000名を超える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に反映してまいります。

新商品開発

トップメッセージ

潜入！ 蒸溜所見学

会社概要

FINANCIAL HIGHLIGHT

「すべて読んだ」を選択する方が徐々に増えています。今後もより多
くの株主の皆様にご覧いただけるよう、内容の充実したわかりやすく
読みやすいレポートを目指していきます。

「アサヒスーパーレポート」を
ご覧になりましたか?

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

秋号から情報を独立させた新商品開発のページに、最も多くの関心
が集まりました。今号では、発売以来、初めて味を進化させた『アサヒ
スーパードライ』の新たな価値を紹介しています。

どの記事に関心を持ちましたか？
（3つまで複数回答あり、上位5位まで）

前号と同様に、新商品情報、当期業績の見通し、中長期経営計画が上
位を占めました。今号では、『アサヒスーパードライ』の新たな挑戦に
ついて特集しました。

新商品情報

当期業績の見通し

中長期経営計画

社長メッセージ

財務情報

「アサヒスーパーレポート」から得たい情報は
何ですか? （3つまで複数回答あり、上位5位まで）

株主優待に力を入れているため、「魅力ある株主優待」が1位となりま
した。また、「配当金」が順位を上げました。今後も、皆様のご期待にお
応えできるよう安定的な成長を目指していきます。

当社株式を保有している理由は何ですか？
 （3つまで複数回答あり、上位5位まで）

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

ここ数年の業績

61.2%

20.5%

23.9%

38.3%

40.8%

56.9%

15.0% 67.3%

16.8%

19.5%

25.2%

44.2%

3.1%

20.3%

56.3%

24.0%

29.0%

32.8%

41.8%

Q1 Q2

Q3 Q4

第90回定時株主総会決議ご通知

平成26年3月26日（水）にホテルニューオータニ
で開催された当社第90回定時株主総会におき
まして、次のとおり報告並びに決議されました。

報告事項
第90期（平成25年1月1日から平成25年12月31日
まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容並
びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件
本件は、上記の内容をご報告いたしました。

決議事項
第1号議案　剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当
金は1株当たり21円50銭と決定いたしました。

第2号議案　取締役9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に泉谷直
木、川面克行、池田史郎、髙橋勝俊、奥田好秀、小路明
善、坂東眞理子、田中直毅及び伊藤一郎の9氏が再
選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案　監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に斎藤勝
利氏が新たに選任され、就任いたしました。

以  上
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本年の特製ビールの特長は、
“フルーティーな香り”と“アルコール７％”です。

アサヒグループ環境基金「水の惑星」へのご参加

東日本大震災支援活動への寄附

株主の皆様とのコミュニケーション

株主優待制度について

※ 商品の画像はイメージです。また、内容は変更となる場合がございます。

アサヒグループは、株主の皆様からのご支援にお応えするとともに、グループについて一層ご理解いただきたいとの想いから
株主優待制度を導入しています。毎年12月31日時点で100株以上保有の株主様を対象に、優待品をお送りしています。
※ 100株以上1,000株未満の株主様には1,000円相当、1,000株以上の株主様には2,500円相当の内容となります。

上記の寄附にご協力いただくことも可能です。
寄附をご希望される株主様は、優待品に代え
てその相当金額を寄附していただけます。

酒類商品詰め合わせ株主様限定特製ビール【非売品】

清涼飲料水・食品商品詰め合わせ

ご意見ご感想
● 上品で口当たり良く、美味しく試飲させ
ていただきました。

● 毎回、とても楽しみにしています！  届い
た夜は家族で乾杯です！

● 一口飲んで思わず「うまい」と言葉にして
しまいました。今まで口にしたビールで一
番美味しかったです。

株主様のためだけに毎年こだわってつくる
特製のビールは、株主優待アンケートでも
多くの方からご好評いただいています。

2013年株主様限定特製ビール アンケート結果

申込期限について
2014年3月31日（月）事務局必着でお申込
ください。

アサヒビール（株） マーケティング第一部　鬼頭 宏幸

本年の株主様限定特製ビールは、高アルコールビールの醸造に適し
た酵母と、ドイツ産新品種ホップ「ポラリス」を一部使用した、アルコー
ル度数７％のビールです。
スパイシーかつフルーティーな香りと、その贅沢な味わいを株主
の皆様だけにお届けいたします。

今年もうまい
株主様限定特製ビールが
できました！

満足

不満足

5点
4点
3点
2点
1点

満足度
48.7%

37.8%
9.6%

2.7%
0.9%

平均点 4.31点

48.0%
37.3%

10.5%
2.8%
0.9%

うまい

うまくない

5点
4点
3点
2点
1点

味 平均点 4.29点
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会社概要 株式の状況 

役員 （2014年3月26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.）

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 18,001名（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 109,543名（前年期末比10,708名減）
大株主（上位10名）
株主名 持株数（百株） 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） 277,023 6.0
旭化成株式会社　 187,853 4.1
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 177,843 3.8
第一生命保険株式会社　 169,200 3.7
富国生命保険相互会社　 160,000 3.5
JP MORGAN CHASE BANK 380055 100,009 2.2
株式会社三井住友銀行 90,280 2.0
三井住友信託銀行株式会社　 81,260 1.8
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 56,972 1.2
農林中央金庫 55,660 1.2
合計 1,356,101 29.3

※ 当社は、自己株式213,525百株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
※ 持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しております。

持株数（百株） 持株比率（%）
■金融機関 1,763,720 36.5
■外国法人等 1,453,436 30.1
■その他の法人 789,575 16.3
■個人・その他 495,416 10.2
■自己株式 213,525 4.4
■証券会社 120,173 2.5
■政府・地方公共団体 10 0.0

持株数（百株） 持株比率（%）
■500万株以上 1,730,870 35.8
■100万株以上 1,713,372 35.4
■10万株以上 798,196 16.5
■1万株以上 166,695 3.5
■1千株以上 304,234 6.3
■1百株以上 118,160 2.4
■1百株未満 4,328 0.1

所有株式数別株式分布

代表取締役社長 泉谷　直木

代表取締役副社長 川面　克行

常務取締役　兼　常務執行役員 池田　史郎

取締役　兼　執行役員 髙橋　勝俊 奥田　好秀

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

常勤監査役 殿塚　宜弘 掛貝　幸男

社外監査役　 中村　直人 石崎　忠司 斎藤　勝利

《ご参考》

執行役員 杉浦　康誉 大竹　康之 濱田　賢司

北川　亮一

所有者別株式分布

会社概要（2013年12月31日現在）
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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。

免責事項

　第90期期末配当金は、第90回定時株主総会の決議により1株当たり21円50
銭に決定されました。同封の「配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国
本支店及び出張所並びに郵便局 (銀行代理業者) にて、払渡しの期間内（平成26
年3月27日(木)から平成26年5月7日(水)まで）にお受け取り願います。
　また、銀行預金口座等振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認くだ
さいますようお願い申しあげます。株式数比例配分方式を選択されている場合
は、お取引の口座管理機関（証券会社）にお問い合わせください。
　なお、同封いたしております「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった
後の配当金額のご確認や、確定申告を行う際の添付書類としてご利用いただけ
ます。株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座管理機関（証
券会社）にお問い合わせください。

配当金のお支払いについて

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/

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

株主メモ

● 株式に関するお手続について

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物の送付先 ： 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話照会先 ：　  ® 0120-782-031 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/index.html

〈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

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

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

口座を開設されている証券会社● 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

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社
証券代行部

● 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

② 特別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
特別口座の
口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社

証券代行部

● 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

株主名簿管理人● 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
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