
持株数（百株） 持株比率（％）
■金融機関 1,968,595 38.8
■外国法人等 1,785,286 35.2
■個人・その他 483,887 9.6
■その他の法人 440,072 8.7
■証券会社 390,416 7.7
■自己名義株式 1,775 0.0

■金融機関

■自己名義株式

■外国法人等

■その他の法人

■個人・その他

■証券会社

■500万株以上

■1百株未満
■1百株以上

■100万株以上

■10万株以上

■1万株以上
■1千株以上

持株数（百株） 持株比率（％）
■500万株以上 2,252,663 44.4
■100万株以上 1,370,928 27.0
■10万株以上 807,824 15.9
■1万株以上 200,630 4.0
■1千株以上 273,368 5.4
■1百株以上 161,728 3.2
■1百株未満 2,888 0.1

所有者別株式分布 所有株式数別株式分布

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 2,202億1,650万8,485円
従業員数 29,850人（連結）
会計監査人 有限責任	あずさ監査法人（東京都新宿区津久戸町1番2号）

会社概要

取締役会長 兼 取締役会議長 小路	明善
代表取締役社長 兼 CEO 兼 日本統括本部長 勝木	敦志
常務取締役 兼 常務執⾏役員 兼 CFO 北川	亮一
取締役 兼 執⾏役員 兼 CAO 朴	泰民
取締役 兼 執⾏役員 兼 CHRO 谷村	圭造

社外取締役（独立役員） 小坂	達朗	 新貝	康司
クリスティーナ・アメージャン

常勤監査役 奥田	好秀	 西中	直子
社外監査役（独立役員） 斎藤	勝利	 早稲田	祐美子	 川上	豊
常務執⾏役員 兼 CSCO 辺見	裕
常務執⾏役員 加賀美	昇	 松山	一雄

執⾏役員

福田	行孝	 神田	智正	 佐見	学
知久	龍人	 河野	一馬	 﨑田	薫
田中	晃	 秋葉	哲	 爲定	一智
野村	和彦	 坂野	俊次郎	 石坂	修
ウエイン・アンガス	 伊藤	義訓
秋田	達志	 加賀屋	睦	 近安	理夫
安保	昌俊	 根来	智之	 森	哲	
佐藤	輝

役員（2021年3月25日現在）

株式の状況
発⾏済株式の総数 507,003,362株

株主数 129,324名	（前期末比22,780名増）

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） 544,610 10.7
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 222,510 4.4
第一生命保険株式会社 160,000 3.2
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 115,575 2.3
富国生命保険相互会社 100,000 2.0
ＧＩＣ	ＰＲＩＶＡＴＥ	ＬＩＭＩＴＥＤ	－	Ｃ 96,399 1.9
旭化成株式会社 87,853 1.7
ＪＰモルガン証券株式会社 84,289 1.7
株式会社三井住友銀行 80,280 1.6
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 75,627 1.5

合計 1,567,143 30.9
（注）	持株比率は発行済株式の総数から自己株式数（1,775百株）を控除して計算しております。

（「株式の状況」に関する注記）自己株式（1,775百株）には、株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行が保有する当社
株式1,104百株は含めておりません。（注）	取締役会長を退任する泉谷直木氏は、同日付で特別顧問に就任予定

会社概要	（2020年12月31日現在）
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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

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

株主名簿管理人事務
取扱場所

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

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。
ht tp s : / /www.a sah i g roup -
holdings.com/ir/e_public/

上場金融商品取引所 東京証券取引所

株式関係事務における 
マイナンバーの利用目的
法令に定められたとおり、支払調書に
株主様のマイナンバーを記載し、税
務署に提出いたします。このため、株
主様からお取引のある証券会社等へ、
以下のとおりマイナンバーを届出いた
だく必要がございます。

証券会社の口座で株式を
管理されている株主様
お取引の証券会社までお問い合わせくだ
さい。

証券会社とのお取引がない
株主様
三井住友信託銀行株式会社	証券代
行部までお問い合わせください。

市区町村から通知されたマイナン
バーは、株式の税務関係のお手
続で必要となります。

■  マイナンバー制度に関する 
お手続きについて

株主メモ
期末配当金のお支払いについて

第97期期末配当金は、第97回定時株主総会の決議により
１株当たり53円に決定されました。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（2021年3月26日

（金）から2021年5月６日（木）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。

お手続、ご照会の内容 お問い合わせ先

❶ 
証券会社の
口座に記録
された株式

⃝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
⃝マイナンバーに関するお届出・お問い合わせ

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

三井住友信託
銀⾏株式会社
証券代⾏部

❷ 
特別口座に
記録された
株式

⃝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
⃝マイナンバーに関するお届出・お問い合わせ

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

⃝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

2021年３月25日（木）に開催された当社第97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97期（2020年１月１日から2020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 
● 第２号議案　取締役8名選任の件 
● 第３号議案　監査役1名選任の件
上記の各議案は、原案どおり承認可決されました。
◎ 議案の詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載してい

る「第97回定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。 
https://www.asahigroup-holdings.com/ir/ 
shareholders_guide/shareholders_meeting.html

以　上

第97回 定時株主総会の決議ご通知

株式に関するお手続は、❶証券会社の口座に記録されている場合と、❷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。

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 https://www.smtb.jp/personal/agency/

■ 株式に関するお手続について

アサヒグループホールディングス株式会社
Legal	株主様係
TEL	03-5608-5113
E-mail	
kabushiki@asahigroup-holdings.com

株式に関するその他のお問い合わせ窓口
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