
第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 972,305,309 

計 972,305,309 

 

②【発行済株式】

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

（2019年12月31日） 

提出日現在 
発行数(株) 

（2020年３月26日） 

上場金融商品取引所名 
又は登録認可金融商品 

取引業協会名 
内容 

普通株式 483,585,862 483,585,862 
東京証券取引所 

市場第一部 

完全議決権株式であり権利内
容に制限のない標準となる株
式であります。 
単元株式数は100株でありま
す。 

計 483,585,862 483,585,862 － － 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。 

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。 

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（千株） 

発行済株式 
総数残高 
（千株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

2018年５月31日（注） － 483,585 － 182,531 △80,000 50,292 

（注） 2018年３月27日開催の第94回定時株主総会において、資本準備金の額の減少に関する議案が承認可決されたた

め、2018年５月31日をもって、資本準備金の額130,292,423,460円のうち80,000,000,000円を減少し、その減

少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を50,292,423,460円としました。 
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（５）【所有者別状況】

              2019年12月31日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満 

株式の状況 
（株） 

政府及び 
地方公共 

団体 
金融機関 

金融商品 
取引業者 

その他の 
法人 

外国法人等 
個人 

その他 計 
個人以外 個人 

株主数 

（人） 
－ 151 43 1,126 851 66 93,431 95,668 － 

所有株式数 

（単元） 
－ 1,947,901 227,040 485,991 1,481,658 305 687,773 4,830,668 519,062 

所有株式数の割合 

（％） 
－ 40.324 4.700 10.060 30.672 0.006 14.238 100.000 － 

（注）１ 自己株式25,473,630株は「個人その他」に254,736単元及び「単元未満株式の状況」に30株含めて記載して

おります。 

２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が28単元含まれております。 

３ 単元未満株式のみを保有する株主数は、10,876名であります。 
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（６）【大株主の状況】

    2019年12月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式（自己 
株式を除く。）の 
総数に対する所有 
株式数の割合 

（％） 

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口） 
東京都港区浜松町２－１１－３ 45,891 10.02 

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１－８－１１ 24,438 5.33 

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１－１３－１ 16,000 3.49 

富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町２－２－２ 10,000 2.18 

旭化成株式会社 東京都千代田区有楽町１－１－２ 9,785 2.14 

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 

（常任代理人 香港上海銀行東京支

店カストディ業務部） 

ONE LINCOLN STREET， BOSTON MA USA 

02111 

（東京都中央区日本橋３－１１－１） 

8,542 1.86 

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口５） 
東京都中央区晴海１－８－１１ 8,526 1.86 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－１－２ 8,028 1.75 

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－１ 7,126 1.56 

STATE STREET BANK WEST CLIENT – 

TREATY 505234 

（常任代理人 株式会社みずほ銀行

決済営業部） 

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, 

MA 02171, U.S.A. 

（東京都港区港南２－１５－１） 

6,510 1.42 

計 － 144,848 31.62 

（注）１ 当社は自己株式を25,473千株（発行済株式総数に対する所有株式の割合5.27％）保有しておりますが、上記

大株主からは除外しております。 

２ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託

口）及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）の所有株式数は、全て信託業務に係る株

式であります。 

３ 株式会社みずほ銀行から、大量保有報告書（変更報告書）の提出があり（報告義務発生日 2019年７月15

日）、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、2019年12月31日現在における当該法人名

義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に 
対する所有株式数 
の割合（％） 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５ 5,646 1.17 

アセットマネジメントOne株式会社 東京都千代田区丸の内１－８－２ 18,536 3.83 
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４ 野村證券株式会社から、大量保有報告書（変更報告書）の提出があり（報告義務発生日 2019年10月15

日）、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、2019年12月31日現在における当該法人名

義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に 
対する所有株式数 
の割合（％） 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１－９－１ 2,749 0.57 

野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋１－９－１ 0 0.00 

ノムラ インターナショナル ピー

エルシー（ＮＯＭＵＲＡ ＩＮＴＥ

ＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ） 

1 Angel Lane, London EC4R 3AB, 

United Kingdom 
204 0.04 

野村アセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋１－１２－１ 22,007 4.55 

５ 三井住友信託銀行株式会社から、大量保有報告書（変更報告書）の提出があり（報告義務発生日 2019年10

月31日）、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、2019年12月31日現在における当該法

人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に 
対する所有株式数 
の割合（％） 

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－１ 7,126 1.47 

三井住友トラスト・アセットマネジ

メント株式会社 
東京都港区芝公園１－１－１ 13,855 2.87 

日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂９－７－１ 11,351 2.35 

６ 株式会社三菱ＵＦJフィナンシャル・グループから、大量保有報告書の提出があり（報告義務発生日 2019

年12月23日）、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、2019年12月31日現在における当

該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に 
対する所有株式数 
の割合（％） 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 740 0.15 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－５ 15,617 3.23 

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 東京都千代田区有楽町１－１２－１ 5,200 1.08 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証

券株式会社 
東京都千代田区丸の内２－５－２ 5,694 1.18 
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

        2019年12月31日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式   － － － 

議決権制限株式（自己株式等）   － － － 

議決権制限株式（その他）   － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 
－ 

株主としての権利内容に制

限のない標準となる株式 

  25,473,600 

（相互保有株式） 
－ 

  9,400 

完全議決権株式（その他）   457,583,800 4,575,838 同上 

単元未満株式   519,062 － － 

発行済株式総数   483,585,862 － － 

総株主の議決権   － 4,575,838 － 

（注）１ 事業年度末現在の単元未満株式には、自己株式30株及び相互保有株式（今泉酒類販売株式会社）２株が含ま

れております。 

２ 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,800株（議決権の数28個）及び

株式報酬制度の信託財産として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が保有する株式が35,700株

（議決権の数357個）含まれております。 

３ 「完全議決権株式（自己株式等）」「完全議決権株式（その他）」「単元未満株式」は、全て普通株式であ

ります。 

 

②【自己株式等】

        2019年12月31日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 

所有株式数 
（株） 

他人名義 
所有株式数 
（株） 

所有株式数 
の合計 
（株） 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合（％） 

（自己保有株式） 

アサヒグループホールディ

ングス株式会社 

東京都墨田区吾妻橋 

一丁目23番１号 
25,473,600 － 25,473,600 5.27 

（相互保有株式） 

今泉酒類販売株式会社 

福岡県糟屋郡粕屋町大字 

仲原1771番地の１ 
9,400 － 9,400 0.00 

計 － 25,483,000 － 25,483,000 5.27 

（注） 株式報酬制度の信託財産として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が保有する株式35,700株は、上

記自己株式には含めておりません。 
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（８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

 当社は、「長期にわたる継続した企業価値向上に対する取締役の動機付け」と「株主の皆様との利益・リス

クの共有を図ること」を目的として、株式報酬制度を導入しております。 

 

① 制度の概要 

 本制度は、社外取締役を除く取締役（以下「取締役」といいます。）に対し、役位・役割に応じたポイントを

毎年付与し、取締役の退任時に、付与されたポイントの累積数に相当する数の当社株式を交付するという、長期

の株式報酬制度です。本制度は、当社が金銭を拠出し設定する信託（以下「本信託」といいます。）が当社株式

を取得し、対象となる取締役に株式を交付するという、役員向け株式交付信託の仕組みを採用いたします。な

お、取締役に当社株式等の交付等を行う時期は、原則、取締役の退任時であります。 

 

② 各取締役に付与されるポイントの算定方法 

 当社は、取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、本信託の期間中における毎年の決算承認

取締役会の日に、役位・役割に応じて算定されるポイントを付与いたします。ただし、当社が取締役に付与する

ポイントの総数は、１事業年度当たり25,000ポイントを上限といたします。 

 

③ 本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額 

 当社は、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、2019年12月末日に

終了する事業年度から2021年12月末日に終了する事業年度までの３事業年度（以下「対象期間」といいます。）

中に、金３億円を上限とする金銭を、2016年12月28日に設定済みである本信託に対して追加拠出し、一定の要件

を満たす取締役を受益者として本信託を継続いたします。本信託は、当社が追加信託した金銭（及び、追加信託

以前に本信託内に残存する金銭があれば当該残存金銭）を原資として、当社株式を、株式市場を通じて、又は当

社の自己株式処分を引き受ける方法により取得いたします。なお、当社の取締役会の決議により、対象期間を３

年ごとに延長するとともに信託期間を延長し（当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を

移転することにより、実質的に信託期間を延長することを含みます。）、本制度を継続することがあります。こ

の場合、当社は、本制度により取締役に交付するのに必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の対象

期間中に、金３億円を上限とする金銭を本信託に追加拠出いたします。また、この場合には、延長された本信託

の期間内に前記②のポイントの付与及び後記④の当社株式の交付を継続いたします。 

 ただし、上記によるポイント付与を継続しない場合であっても、本信託の期間満了時において、既にポイント

を付与されているもののまだ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了

するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。 

※当社が実際に本信託に追加信託する金銭は、上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等

の必要費用の見込み額を合わせた金額となります。 

 

④ 各取締役に対する当社株式の交付 

 各取締役に交付すべき当社株式の数は、当該取締役に付与されたポイント数に１（ただし、当社株式につい

て、株式分割・株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた

場合には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。）を乗じた数といたします。 

 各取締役に対する当社株式の交付は、各取締役がその退任時に所定の受益者確定手続きを行うことにより、本

信託から行われます。なお、現制度に基づき付与されたポイント相当の当社株式で未交付のものは、本制度に基

づき付与されたポイント相当の当社株式とともに本信託から交付されます。また、源泉徴収税の納税資金を当社

が源泉徴収するのに必要な場合など、株式交付規程・信託契約に定めた一定の場合に該当する場合には、交付す

べき当社株式の一部を本信託内で売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。 

 

⑤ 本信託の概要 

名称：役員向け株式交付信託 

委託者：当社 

受託者：三井住友信託銀行株式会社 

受益者：取締役のうち受益者要件を満たす者 

信託管理人：当社及び当社の子会社並びにそれらの役員及び執行役員と利害関係のない第三者を選定 

信託の種類：金銭信託以外の金銭の信託（他益信託） 

金銭を追加信託する日：2021年３月（予定） 

信託の期間：2016年12月～2022年６月（予定） 
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得 

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。 

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。 

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（千円） 

当事業年度における取得自己株式 6,359 31,458 

当期間における取得自己株式 635 3,157 

（注）１ 当期間における取得自己株式には、2020年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。 

２ 上記の取得自己株式には、株式報酬の信託財産として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が取得

した当社株式は含めておりません。 

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株） 
処分価額の総額 

（千円） 
株式数（株） 

処分価額の総額 
（千円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式 
－ － － － 

その他（注）３ 210 633 24 72 

保有自己株式数 25,473,630 － 25,474,241 － 

（注）１ 当期間における「その他」には、2020年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求

等による株式数は含めておりません。 

２ 当期間における「保有自己株式数」には、2020年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

買取請求及び単元未満株式の買増請求等による株式数は含めておりません。 

３ 当事業年度及び当期間の内訳は、全て単元未満株式の買増請求によるものであります。 

４ 上記の保有自己株式数には、株式報酬の信託財産として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が保

有する当社株式は含めておりません。 
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３【配当政策】

 当社は、「中期経営方針」に基づいて、創出されるフリー・キャッシュ・フローは、Ｍ＆Ａなどの成長投資を優先

しつつ、投資余力を高める債務削減の推進に活用します。また、株主還元は2021年までに配当性向35％を目指した安

定的な増配を目指します。 

 当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の

決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

 当期の期末配当金は、連結財務状況や通期の連結業績等を勘案し、１株当たり48円とし、中間配当の52円と合わせ

て、年間では１円増配の100円の普通配当を実施いたしました。 

 当社は、取締役会の決議によって、毎年６月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めて

おります。 

 次期の配当金は、１株当たり中間配当53円、期末配当53円の年間では６円増配の106円の普通配当となる予定で

す。 

 

 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。 

決議 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

2019年８月１日 
23,822 52.00 

取締役会 

2020年３月25日 
21,989 48.00 

定時株主総会 

（注）１．2019年８月１日開催取締役会の決議による配当金の総額には、株式報酬制度の信託財産として、日本トラス

ティ・サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式に対する配当金２百万円が含まれております。 

２．2020年３月25日開催定時株主総会の決議による配当金の総額には、株式報酬制度の信託財産として、日本ト

ラスティ・サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式に対する配当金１百万円が含まれております。 

 

 当社は、「第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3）目標とする経営指標」に記載

の通り、2020年第２四半期中にCUB事業の買収取引を予定しております。また、それに関連し、資本調達を含めたフ

ァイナンス・プランを検討していますが、上記の次期の配当予想の内容は、CUB事業の取得及びそれに伴う資金調達

による影響を考慮しておりません。当社は、CUB事業の買収取引のクロージングの実行後、これらの影響を考慮の

上、次期の配当予想の見直しを予定しております。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

 「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（平成31年１月31日内閣府令第３号）による

改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(54)ｃの規定を当事業年度に係る有価証

券報告書から適用しております。 

 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 アサヒグループは、純粋持株会社である当社のもとに、酒類、飲料、食品事業をグルーバルに展開していま

す。2019年より、グループ理念「Asahi Group Philosophy」を制定し、アサヒグループの社会における使命とし

て「期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造」（Our Mission）を掲げ、「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”」（Our Vision）をありたい姿として示し、持続的な成長と中長期的

な企業価値の向上を目指しています。 

 「Asahi Group Philosophy」に基づいて更新した中期経営方針において『稼ぐ力の強化』『経営資源の高度

化』『ＥＳＧへの取組み深化』を重点課題に掲げ、これらを「エンゲージメント・アジェンダ」としてステーク

ホルダーとの建設的な対話を促進していきます。 

 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るには、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う

「攻めのガバナンス」の推進が必要不可欠であると考えています。 

 今後も、以下の方針を定め、「攻めのガバナンス」の推進に取り組んでいきます。 

 

(1）株主の権利・平等性の確保 

 当社は、「株主はその持分に応じて平等である」ことを認識し、株主の実質的な平等性を確保するととも

に、ホームページ上に株主向けの情報や個人投資家向けの情報を掲載し、随時更新して適切な情報開示に努め

ています。また、英語版ホームページで海外投資家に対する情報開示を行い、株主総会招集通知の英訳版を作

成するなど外国人株主の株主権の行使に配慮しています。さらに、監査役会に取締役及び使用人の指揮命令を

受けない監査役会付の使用人を配置し、少数株主から当社又は役員に対する請求がなされた場合に取締役会及

び経営陣から独立した対応ができる体制を整備し、少数株主の実質的な権利の確保を図っています。 

 

(2）ステークホルダーとの適切な協働 

 当社は、企業価値を財務的価値のみならず、これと密接な関係にある社会的価値の総和として捉え、グルー

プ理念「Asahi Group Philosophy」において顧客、社員、社会、取引先及び株主といった、すべてのステーク

ホルダーとの共創による企業価値向上の実現に向けた行動指針を以下の通り定め、適切な協働を実践していま

す。 

［顧 客］期待を超える商品・サービスによるお客様満足の追求 

［社 員］会社と個人の成長を両立する企業風土の醸成 

［社 会］事業を通じた持続可能な社会への貢献 

［取引先］双方の価値向上に繋がる共創関係の構築 

［株 主］持続的利益成長と株主還元による株式価値の向上 

 

(3）適切な情報開示と透明性の確保 

 当社は、「ディスクロージャーポリシー」を定め、自主的な情報開示についても積極的に取り組んでいま

す。法定開示・適時開示、ホームページによる開示のほか、「統合報告書」の作成により、決算などの財務情

報と経営戦略・リスク・ガバナンスなどの非財務情報とのバランスの取れた情報開示を図っています。 

 

(4）取締役会などの責務 

 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上

と、収益力・資本効率などの改善を図るため、中期経営方針などの方針を定め、その実行を推進するととも

に、内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣によるリスクテイクを適切に支えていくこ

とを始めとする役割・責務を適切に果たしています。 

 取締役会は、経営陣が主となり策定した経営戦略などの審議に際し、議論が形式的なものとならないよう、

検討過程での社外取締役への情報共有や議案の事前説明、あるいは監査役会にて議案につき議論した結果の報

告を受けることなどにより、取締役会を建設的な議論の場とし、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の

向上に取り組んでいます。 
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(5）株主との対話 

 当社は、株主との建設的な対話を促進するために株主との対話を統括する役員を指定し、対話を補助する部

門間での情報共有を確実に行うなど有機的な連携を確保しています。また、株主構造の把握に努め、代表取締

役による各種説明会や国内外の機関投資家訪問の実施、あるいは株主工場見学会なども実施しています。 

 

② 企業統治の体制 

(a）企業統治の体制の概要 

1) 取締役会 

■構成員：14名（うち社外取締役３名、社外監査役３名） 

役職 氏名 

取締役会長 兼 取締役会議長 ◎泉谷 直木 

代表取締役社長 兼 CEO 小路 明善 

専務取締役 兼 専務執行役員 兼 CFO 勝木 敦志 

取締役 兼 執行役員 兼 CSCO 辺見 裕 

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 

社外取締役（独立役員） 新貝 康司 

社外取締役（独立役員） クリスティーナ・アメージャン 

常勤監査役 奥田 好秀 

常勤監査役 西中 直子 

社外監査役（独立役員） 斎藤 勝利 

社外監査役（独立役員） 早稲田 祐美子 

社外監査役（独立役員） 川上 豊 

◎は、議長を示しています。 

CEO：Chief Executive Officer、CFO：Chief financial Officer、CSCO：Chief Supply Chain Officer、

CAO：Chief Alliance Officer、CHRO：Chief Human Resources Officer 

■目的 

 取締役会は、グループ理念「Asahi Group Philosophy」や「中期経営方針」などの重要な企業戦略を決議

し、その実行を推進しています。また、内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、CEO以下の

経営陣によるリスクテイクを適切に支えています。 

■構成 

 当社は、取締役会を、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な、取締役会全体としての

知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、当社のグループ理念「Asahi Group Philosophy」や

行動指針、経営戦略から導いた役員に求める要件に照らし、当社が必要とする豊富な経験・高い見識・高度

な専門性を有する当社取締役に相応しい人物により構成することとしております。また、社外取締役は、企

業経営者、有識者など、取締役員数の３分の１以上を当社で定める独立役員の要件を満たす人物とすること

を目指しております。 

■開催頻度 

 取締役会は原則として毎月１回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。2019年度

は定例の取締役会を12回開催し、社外取締役の出席率は100％でした。なお、このほかに、書面により10回

開催しています。 
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2) 監査役会 

■構成員：５名（うち社外監査役３名） 

役職 氏名 

常勤監査役 ◎奥田 好秀 

常勤監査役 西中 直子 

社外監査役（独立役員） 斎藤 勝利 

社外監査役（独立役員） 早稲田 祐美子 

社外監査役（独立役員） 川上 豊 

◎は、議長を示しています。 

■目的 

 常勤監査役の有する情報と社外監査役の有する高い専門性を合せることで、独立した客観的な立場で能動

的・積極的に権限を行使し、適切に判断して行動することができる体制を確保しています。 

■構成 

 当社は、監査役会を、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な知識・経験・能力並びに

多様性をバランス良く確保し、かつ当社のグループ理念「Asahi Group Philosophy」や行動指針、経営戦略

から導いた役員に求める要件に照らして相応しい人物により構成することとしております。 

 監査役には、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任することとし

ており、特に財務・会計に関する十分な知見を有している者を１名以上選任することとしております。ま

た、監査役のうち３名は当社の定める独立役員の要件を満たす社外監査役とすることとしており、その分野

における豊富な経験と幅広い見識を有する、会計に関する専門家、弁護士及び企業経営者を選任することと

しております。 

■開催頻度 

 2019年度は13回開催し、社外監査役の出席率は100％でした。 

 

3) 指名委員会 

■構成員：５名（うち社外取締役２名、社外監査役１名） 

役職 氏名 

社外取締役（独立役員） ◎小坂 達朗 

社外取締役（独立役員） 新貝 康司 

社外監査役（独立役員） 斎藤 勝利 

取締役会長 兼 取締役会議長 泉谷 直木 

代表取締役社長 兼 CEO 小路 明善 

◎は、委員長を示しています。 

CEO：Chief Executive Officer 

■目的 

 指名委員会は、取締役、監査役及び執行役員の候補者などに関する取締役会の諮問に対し、答申を行いま

す。 

■構成 

 社外取締役２名、社外監査役１名及び社内取締役２名で構成され、委員長は互選により社外取締役が務め

ています。 

■開催頻度 

 2019年度は８回開催され、主にサクセッション・プラン及びその計画に基づく役員人事、重要な子会社の

代表者人事などの答申を行いました。委員の出席率は100％でした。 
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4) 報酬委員会 

■構成員：５名（うち社外取締役２名、社外監査役１名） 

役職 氏名 

社外取締役（独立役員） ◎新貝 康司 

社外取締役（独立役員） クリスティーナ・アメージャン 

社外監査役（独立役員） 早稲田 祐美子 

専務取締役 兼 専務執行役員 兼 CFO 勝木 敦志 

取締役 兼 執行役員 兼 CHRO 谷村 圭造 

◎は、委員長を示しています。 

CFO：Chief financial Officer、CHRO：Chief Human Resources Officer 

■目的 

 指名委員会は、取締役及び執行役員の報酬制度・報酬額に関する取締役会の諮問に対し、答申を行いま

す。 

■構成 

 社外取締役２名、社外監査役１名及び社内取締役２名で構成され、委員長は互選により社外取締役が務め

ています。 

■開催頻度 

 2019年度は９回開催され、新たな役員報酬制度（中期賞与制度・株式報酬制度の改定、変動報酬の指標策

定など）、役員の個人評価とそれに基づく賞与額、及び役員報酬等の開示などの答申を行いました。委員の

出席率は100％でした。 

 

5) 情報開示委員会 

■構成員：６名 

役職 氏名 

専務取締役 兼 専務執行役員 兼 CFO ◎勝木 敦志 

取締役 兼 執行役員 兼 CSCO 辺見 裕 

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 

執行役員 福田 行孝 

執行役員 佐見 学 

◎は、委員長を示しています。

CFO：Chief financial Officer、CSCO：Chief Supply Chain Officer、CAO：Chief Alliance Officer、

CHRO：Chief Human Resources Officer

■目的 

 企業情報の開示を一元的に管理・統括し、代表取締役社長の諮問に対して公平・迅速かつ広範な情報開示

の観点から、答申を行います。

■構成

 代表取締役社長を除く業務執行取締役及び執行役員で構成され、委員長は広報担当取締役が務めていま

す。

■開催頻度

 2019年度は８回開催され、情報の内容を分析し、東京証券取引所の適時開示規則等に照らして、開示の要

否、開示の内容・方法などの答申を行いました。
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6) リスクマネジメント委員会 

■構成員：７名 

役職 氏名 

代表取締役社長 兼 CEO ◎小路 明善 

専務取締役 兼 専務執行役員 兼 CFO 勝木 敦志 

取締役 兼 執行役員 兼 CSCO 辺見 裕 

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 

執行役員 福田 行孝 

執行役員 佐見 学 

◎は、委員長を示しています。 

CEO：Chief Executive Officer、CFO：Chief financial Officer、CSCO：Chief Supply Chain Officer、

CAO：Chief Alliance Officer、CHRO：Chief Human Resources Officer 

■目的 

 アサヒグループ全体を対象とした、エンタープライズリスクマネジメント（ＥＲＭ）の推進・監督に関す

る代表取締役社長の諮問に対し、答申を行います。 

■構成 

 代表取締役社長以下の業務執行取締役及び委員長が指名する執行役員で構成され、委員長は代表取締役社

長が務めており、常勤監査役も出席しています。 

■開催頻度 

 2019年度は６回開催され、グループ全体での重大リスクを特定、評価、対応計画及びその実施状況、取締

役会へ提案するリスクアペタイト案などの答申を行いました。 

 

7) コンプライアンス委員会 

■構成員：７名 

役職 氏名 

代表取締役社長 兼 CEO ◎小路 明善 

専務取締役 兼 専務執行役員 兼 CFO 勝木 敦志 

取締役 兼 執行役員 兼 CSCO 辺見 裕 

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 

執行役員 福田 行孝 

執行役員 佐見 学 

◎は、委員長を示しています。 

CEO：Chief Executive Officer、CFO：Chief financial Officer、CSCO：Chief Supply Chain Officer、

CAO：Chief Alliance Officer、CHRO：Chief Human Resources Officer 

■目的 

 アサヒグループ全体の企業倫理・コンプライアンスの推進・監督に関する代表取締役社長の諮問に対し、

答申を行います。

■構成 

 代表取締役社長以下の業務執行取締役及び委員長が任命した執行役員で構成され、委員長は代表取締役社

長が務めており、常勤監査役も出席しています。 

■開催頻度 

 2019年度は７回開催され、コンプライアンス推進計画や内部通報制度の運用状況などの答申を行いまし

た。 
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8) 経営戦略会議 

■構成員：９名 

役職 氏名 

代表取締役社長 兼 CEO ◎小路 明善 

専務取締役 兼 専務執行役員 兼 CFO 勝木 敦志 

取締役 兼 執行役員 兼 CSCO 辺見 裕 

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 

常勤監査役 奥田 好秀 

常勤監査役 西中 直子 

執行役員 福田 行孝 

執行役員 佐見 学 

◎は、議長を示しています。 

CEO：Chief Executive Officer、CFO：Chief financial Officer、CSCO：Chief Supply Chain Officer、

CAO：Chief Alliance Officer、CHRO：Chief Human Resources Officer 

■目的 

 業務執行における重要事項に関する代表取締役社長の諮問に対し、その適法性、客観性、合理性の評価に

ついて答申を行います。 

■構成 

 代表取締役社長以下の業務執行取締役、執行役員及び常勤監査役で構成され、議長は代表取締役社長が務

めています。 

■開催頻度 

 2019年度は42回開催され、主に経営戦略の策定やグループ会社の業務執行状況などの答申を行いました。 
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 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、次の通りであります。 

 

 

(b）当該企業統治の体制を採用する理由 

 当社は以下の理由により、経営の透明性の確保及び当社の業務の適正が担保されていると考え、現在の企業

統治の体制を採用しております。 

1) 独立・公正な立場から当社の業務執行を監督する社外取締役、会計・法律等の専門的見地から当社の監査

を実施する社外監査役の選任 

2) 社外取締役を取締役会の任意の諮問機関である指名委員会と報酬委員会のメンバーとして選任 

3) 執行役員制度導入により、業務の迅速な執行、取締役会における監督機能の強化 

 

(c）内部統制システムの整備の状況 

業務の適正を確保するための体制についての決議内容の概要 

 当社は、取締役会において上記体制につき、次の通り決議しております。 

 当社は、グループ理念「Asahi Group Philosophy」に定める「期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の

創造」を実現するため、 

1) 会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及び当社の子会社（以下「グループ会社」という。）の取締

役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための

体制（以下「内部統制システム」という。）の整備に関する基本方針を以下の通り定める。 

2) 代表取締役は本決議に基づく内部統制システムの整備に関する最高責任を負い、各担当役員をして所管

部門及び職制を通じた本基本方針に基づく必要な当社又はアサヒグループ全体に適用される社内規定の整

備、運用を徹底せしめるものとする。 

3) 本基本方針と当社又はアサヒグループ全体に適用される社内規定を状況変化に応じて適宜見直すことに

より、内部統制システムの実効性の維持向上を図る。 
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・当社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制 

1) 「Asahi Group Philosophy」に定める「すべてのステークホルダーとの共創による企業価値向上」を

図るため、「アサヒグループ行動規範」を定め、取締役、監査役及び使用人はこれを遵守する。 

2) 「コンプライアンス委員会」を設置し、「アサヒグループ倫理・コンプライアンス基本規程」に基づ

き、アサヒグループのコンプライアンスを統括する。 

3) アサヒグループのコンプライアンスは当社の担当役員が所轄し、当該事務は当社の法務を担当する部

門が行う。 

4) 当社及びグループ会社にコンプライアンスに係る推進責任者を配置し、事業活動のあらゆる局面でコ

ンプライアンスを最優先させるための取組みを行う。 

5) 「クリーン・ライン制度」を始めとする内部通報制度を国内外に設ける。 

6) 購買先を対象に、公平・公正な取引や社会的責任に対する相互の取組みを定める「アサヒグループ持

続可能な調達基本方針」を定め、必要に応じてその違反を通報できる制度を設ける。これらの購買先へ

の周知を図ることにより、購買先と一体となった内部統制システムの構築を進める。 

7) 反社会的勢力の排除のため、情報をアサヒグループ内で共有し、対応に関する体制を整備する。ま

た、業界・地域社会で協力し、警察等の外部専門機関と緊密な連携を取る。 

8) 上記諸機関・制度の運用の細目は、別途定める当社又はアサヒグループ全体に適用される社内規定に

よる。 

 

・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

1) 取締役の職務の執行に係る情報につき、「文書管理規程」その他当社又はアサヒグループ全体に適用

される社内規定に従い、適切に保存及び管理を行う。 

2) 上記の情報の保存及び管理は、当該情報を取締役・監査役が常時閲覧できる状態で行う。 

3) 上記の情報の保存及び管理の事務の所轄は、当社又はアサヒグループ全体に適用される社内規定に従

う。 

 

・アサヒグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

1) 「アサヒグループリスクマネジメント規程」において、リスク管理を経営の中核と位置づけ、継続的

に実践する。 

2) リスク管理は当該分野の所管部門が行うほか、「リスクマネジメント委員会」を設置し、アサヒグル

ープ全体の横断的な重要リスクを特定・評価のうえ、対応策を策定する。 

3) 品質リスクについては、食品製造グループとしての商品の安全・安心の確保という社会的責任を認識

し、十分な管理体制を構築する。 

4) 大規模な事故、災害、不祥事等が発生したときは、代表取締役社長を本部長とした「緊急事態対策本

部」を設置する。 

 

・当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

1) 取締役の職務の効率性を確保するため、「取締役会」において取締役の合理的な職務分掌及び適切な

執行役員の任命を行う。 

2) 権限委譲と部門間・グループ会社間の相互牽制機能を備えた「権限規程」及び「アサヒグループ権限

規程」を定める。 

3) 当社の社内取締役、執行役員及び常勤監査役を構成員とする「経営戦略会議」において、アサヒグル

ープの経営戦略の策定及び進捗管理を行うなど、その有効な活用を図る。 

4) 業務効率の最大化にあたっては、客観的で合理性のある経営管理指標等を用い、統一的な進度管理・

評価を行う。 

5) 資金を効率的に活用するため、当社とグループ会社との間でグローバルキャッシュマネジメントシス

テムを導入する。 
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・アサヒグループにおける業務の適正を確保するための体制 

1) リスク管理、コンプライアンス、危機管理体制その他内部統制システムに必要な制度は、アサヒグル

ープ全体を横断的に対象とするものとし、当社が持株会社として、グループ会社の自律性を尊重しつ

つ、内部統制システムの構築及び運用を支援し、個別の状況に応じてその管理にあたる。 

2) 当社の内部監査を担当する部門は、アサヒグループ内設置の内部監査を担当する組織と連携し、直接

的又は間接的なグループ会社の監査を通じて、アサヒグループの内部統制システム及び事務規律の状況

を把握・評価するとともに、グループ会社の財務報告に係る内部統制評価及び報告を行う。 

3) グループ会社の事業活動に係る決裁権限は、「アサヒグループ権限規程」による。 

4) グループ会社は、「経営戦略会議」において、リスク情報を含めた業務執行状況の報告を四半期に１

回以上行う。 

 

・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

 「監査役会」に監査役会付の使用人を配置し、監査役の業務を補助させるものとする。 

 

・前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

1) 前号に定める監査役会付の使用人は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた場合は、その命令に

関して取締役、使用人の指揮命令を受けない。 

2) 前号に定める監査役会付の使用人の発令・異動・考課・懲戒にあたっては、事前に監査役の同意を得

るものとする。 

 

・取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制 

1) 取締役及び使用人は、内部統制システムに関する事項について監査役に対し定期的に、また、重要事

項が生じた場合は都度報告するものとし、監査役は必要に応じて取締役及び使用人（グループ会社を含

む。）に対して報告を求めることができる。 

2) 取締役は、監査役が「取締役会」のほか「経営戦略会議」「リスクマネジメント委員会」「コンプラ

イアンス委員会」等の重要な機関等の協議の場に常時出席する機会を確保するものとし、また、その議

題内容につき事前に提示を行う。 

3) 監査役は、重要な議事録、決裁書類等を常時閲覧できるものとする。 

 

・グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告する

ための体制 

1) グループ会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、内部統制システム

に関する事項について当社の監査役に対し定期的に、また、重要事項が生じた場合は都度報告するもの

とし、当社の監査役は必要に応じてグループ会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができ

る。 

2) 当社又はグループ会社の内部監査を担当する部門は当社の監査役に対し、グループ会社の内部監査結

果を遅滞なく報告する。 

3) 「クリーン・ライン制度」による通報窓口は、当社の監査役、総務及び法務を担当する部門又は当社

が指定する外部の弁護士（以下「外部弁護士」という。）とし、総務及び法務を担当する部門又は外部

弁護士に通報された情報は、当社の監査役に報告するものとする。 

4) 前号及び本号に定める監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

ることを禁止する。 

 

・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

 監査役の職務の執行について生ずる費用を支弁するため、あらかじめ一定額の予算を確保し、監査役会又

は常勤監査役からの請求に応じ、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払若しくは償還又は債務の処

理を行う。 

 

・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 取締役は、監査の実効性を確保するため、監査役が内部監査を担当する部門及び会計監査人と定期的に情

報・意見を交換する機会を確保する。 
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業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

・内部統制システム全般 

1) 当社及びグループ会社の内部統制システムを整備・運用し、内部統制の目標を効果的に達成するた

め、当社の内部監査を担当する部門とアサヒグループ内設置の内部監査を担当する組織が連携して、年

間の監査計画に基づいて業務執行が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。 

2) 財務報告に係る内部統制については、当社の内部監査を担当する部門とアサヒグループ内設置の内部

監査を担当する組織が連携して、「財務報告に係る内部統制の評価及び報告に関する基本規程」に従っ

てグループ会社の内部統制評価を実施しております。 

 

・コンプライアンス体制 

1) 「アサヒグループ行動規範」を定め、その周知・徹底を図っております。 

2) 当社及びグループ会社にコンプライアンスに係る推進責任者を配置し、職制に応じた教育を通じて、

コンプライアンスの啓発を推進しております。 

3) 当社及びグループ会社の使用人等に対して、「コンプライアンスアンケート」を実施し、コンプライ

アンスに関する意識・行動等、当社及びグループ会社の実態を多面的かつ多層的に調査しております。

2019年度の調査では、引き続き「コンプライアンスレベルは依然として高い水準にある」という結果と

なりました。 

4) 「クリーン・ライン制度」によって、問題の早期発見とその解決措置、問題の発生自体の牽制に効果

を上げております。 

 

・リスク管理体制 

1) アサヒグループ全体を対象に、エンタープライズリスクマネジメント（ＥＲＭ）を導入しておりま

す。 

2) アサヒグループ各社は、事業目標の達成を阻害しうる重大リスクを、戦略、オペレーションなどすべ

ての領域から特定及び評価、対応計画を策定し、その実行及びモニタリングを継続的に実施しておりま

す。アサヒグループ各社は、その取組内容を当社「リスクマネジメント委員会」に報告し、同委員会は

それらをモニタリングするとともに、委員自らがグループ全体の重大リスクを特定、評価、対応計画を

策定し、その実行及びモニタリングをしております。また、これらの取組みの実効性を確認するため、

取締役会に報告しております。 

3) 大規模な事故、災害、不祥事等が発生したときは、代表取締役社長を本部長とした「緊急事態対策本

部」を設置して対応する体制を構築しております。 

 

・グループ会社の経営管理 

1) グループ会社の経営管理につきましては、「アサヒグループ権限規程」に基づき、グループ会社の業

務執行について重要度に応じて、当社の「取締役会」の決議又は当社の取締役若しくは主管部門の責任

者の決裁を受ける体制を整備しております。 

2) 「経営戦略会議」において、毎月１回主要なグループ会社から業務執行状況の報告を受けておりま

す。 

 

・取締役の職務執行 

 取締役の職務の効率性を確保するため、「取締役会」において業務の分担を受けた取締役及び執行役員

が、３か月に１回業務執行状況の報告を行っております。 

 

・監査役の職務執行 

1) 監査役は、「取締役会」のほか「経営戦略会議」「リスクマネジメント委員会」「コンプライアンス

委員会」等の重要な機関等の協議の場への出席や、取締役や使用人等からの報告を受け、内部統制シス

テムの整備・運用状況を確認しております。

2) 監査役は、内部監査を担当する部門、会計監査人等と定期的又は随時に情報・意見を交換する場を設

けることにより、監査の実効性の向上を図っております。2019年度は、内部監査を担当する部門と11

回、会計監査人と15回、それぞれ情報・意見を交換する場を設けております。また、主要なグループ会

社の監査役とは毎月、情報・意見を交換する場を設けています。

3) 「監査役会」に監査役会付の使用人を３名配置し、監査役の業務が円滑に遂行できる体制にしており

ます。
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③ 社外取締役及び社外監査役との間で締結している会社法第427条第１項に規定する契約の概要 

1) 対象 

社外取締役及び社外監査役 

2) 責任限度 

20百万円と会社法第425条第１項に掲げる額とのいずれか高い金額とする。 

3) 契約の効力 

社外役員が、当社又は当社の子会社の業務執行取締役等に就任したときには、将来に向かってその効力を失

う。 

 

④ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

1) 基本方針の内容 

 当社では、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とは、アサヒグループの企業価値の源泉であ

る“魅力ある商品づくり”“品質・ものづくりへのこだわり”“お客様へ感動をお届けする活動”や有形無形

の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、その他アサヒグループの企業価値を構成する事項等、さまざ

まな事項を適切に把握したうえで、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上

していくことを可能とする者でなければならないと考えています。 

 当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、当社取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵

対的買収」であっても、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するもの

ではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主

全体の意思に基づき行われるべきものと考えています。 

 しかしながら、株式の大量買付のなかには、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する

明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株

主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な

時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者と

の交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありませ

ん。 

 このように当社株式の大量買付を行う者が、アサヒグループの企業価値の源泉を理解し、中長期的に確保

し、向上させられる者でなければ、アサヒグループの企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることにな

ります。 

 そこで当社は、このような大量買付に対しては、アサヒグループの企業価値ひいては株主共同の利益を守る

必要があると考えます。 

 

2) 基本方針実現のための取組み 

① 基本方針の実現に資する特別な取組み 

 当社では、グループの使命やありたい姿に加え、受け継がれてきた大切にする価値観とステークホルダー

に対する行動指針・約束を掲げたグループ理念「Asahi Group Philosophy」を2019年に制定するとともに、

「Asahi Group Philosophy」の実現を目指した「中期経営方針」を策定し、これらに従った取組みをグルー

プ全体で行ってまいります。 

 こうした経営方針を設定し実行していくことが、経営戦略の柔軟性を担保するとともに、「エンゲージメ

ント・アジェンダ（建設的な対話の議題）」としてステークホルダーとの対話を深め、持続的な企業価値の

向上ひいては株主共同の利益の確保につながるものであると考え、コーポレート・ガバナンスの更なる強化

を図っています。 

② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み 

 当社は、大量取得行為を行おうとする者に対しては、大量取得行為の是非を株主の皆様が適切に判断する

ための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のた

めの時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他関係法令の定めるところに従い、適切な措置

を講じてまいります。 

 

3) 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

 前記2) ①に記載した各取組みは、前記1) 記載の基本方針に従い、当社を始めとするアサヒグループの企業

価値ひいては株主共同の利益に沿うものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありませ

ん。 
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⑤ 内部監査及び監査役監査の状況 

 当社は、取締役による業務執行状況の監督、監査役及び監査役会による監査を軸に経営監視体制を構築してお

ります。 

 監査役監査体制につきましては、監査役５名中過半数の３名を社外監査役とすることで、透明性を高めており

ます。同時に監査役会付スタッフを配置することで、監査役の監査業務が円滑に遂行できる体制としておりま

す。なお監査役監査基準につきましては監査役監査方針として経営環境にあわせ毎年重点項目等の見直しを実施

しております。内部監査につきましては、内部監査部門として監査部門を設置し、年間の監査計画に基づいてグ

ループ全体の業務執行が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。監査役、内部監査部門及び会計

監査人は、各々定期的または必要に応じて報告会の開催、監査報告書写しの送付などの情報交換を行い、連携を

図っております。 

 

⑥ 社外取締役及び社外監査役 

 当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。 

(a) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 

1)社外監査役斎藤勝利氏が特別顧問に就任している第一生命保険株式会社、社外取締役に就任している株式会

社帝国ホテル、社外監査役に就任している東急株式会社との間に取引がありますが、いずれも取引額は当社

及び対象企業の連結売上収益（又は連結売上高）の１％未満と僅少であるため、当社の経営に影響を与える

ような特記すべき取引関係はございません。 

2)社外取締役及び社外監査役のその他の重要な兼職先と当社との間に重要な取引その他の特別な関係はござい

ません。 

(b) 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割 

 当社の社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、「②企業統治の体制」に記載

の通りです。 

 

（「社外取締役及び社外監査役の独立性の基準」について） 

 当社は、社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」という。）の独立性を客観的に判断するため、以下

の通り社外役員の独立性の基準を定め、社外役員が以下のいずれかの項目に該当する場合には、当社にとって

十分な独立性を有していないとみなすこととしています。 

１．当社及び当社の子会社（以下、総称して「当社グループ」という。）の業務執行者※１又は過去において

業務執行者であった者 

２．当社グループを主要な取引先とする者※２（当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行者） 

３．当社グループの主要な取引先である者※３（当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行者） 

４．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※４を得ているコンサルタント、公認会計士等

の会計専門家又は弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当

該団体に所属する者） 

５．当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 

６．当社グループの主要株主※５（当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者） 

７．当社グループが主要株主である法人の業務執行者 

８．社外役員の相互就任の関係※６にある他の会社の業務執行者 

９．当社グループから多額の寄附※７を受けている者（当該寄附を受けている者が法人、組合等の団体である

場合には、当該団体の業務執行者） 

10．第１項から第９項までのいずれかに該当する者（第１項を除き、重要な者※８に限る。）の近親者※９ 

11．過去５年間において、第２項から第10項までのいずれかに該当していた者 

12．当社が定める社外役員としての在任年数※10を超える者 

13．前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認めら

れる者 

 

※１ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役

のみならず使用人を含むが、監査役は含まれない。 

※２ 当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における取引額が、当該事業年度における

当該取引先グループの連結売上高の２％以上の者をいう。 

※３ 当社グループの主要な取引先である者とは、直近事業年度における取引額が、当社の連結売上収益の

２％以上の者又は直近事業年度末における当社の連結資産合計の２％以上の額を当社グループに融資

している者をいう。 
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※４ 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円以上の金銭そ

の他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の

直近事業年度における総収入額の２％以上の金銭その他の財産上の利益をいう。）。 

※５ 主要株主とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有する者又は保有する法人をい

う。 

※６ 社外役員の相互就任の関係とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当

該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。 

※７ 多額の寄附とは、直近事業年度における、年間1,000万円以上の寄附をいう。 

※８ 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く。）、執行役、執行役員及び部長職以上の業務執行者並び

に監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、弁護士法人又は法律事務所に所属する者

のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員及び理事等の

役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。 

※９ 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。 

※10 当社が定める社外役員としての在任年数とは、取締役は10年、監査役は12年をいう。 

 

 なお、当社は上記考え方に基づき、社外取締役である小坂達朗、新貝康司及びクリスティーナ・アメージャ

ンの３氏並びに社外監査役である斎藤勝利、早稲田祐美子及び川上豊の３氏を、東京証券取引所の定める独立

役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。 

 

⑦ 取締役の定数 

 当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。 

 

⑧ 取締役の選任の決議要件 

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらない旨定款に定めておりま

す。 

 

⑨ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項 

 当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得す

ることができる旨を定款に定めております。これは、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的

とするものであります。 

 また、当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議

によって毎年６月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 

 

⑩ 株主総会の特別決議要件 

 当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める決議について、議決

権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をも

って行う旨を定款に定めております。 
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（２）【役員の状況】

① 役員一覧 

男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％） 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数 

（株） 

取締役会長 

兼 

取締役会議長 

泉谷 直木 1948年８月９日生 

 
1972年４月 当社入社 

1995年９月 広報部長 

1996年９月 経営企画部長 

1998年９月 経営戦略部長 

1999年３月 理事 経営戦略部長 

2000年３月 執行役員 グループ経営戦略本部長兼

経営戦略部長 

2000年10月 執行役員 戦略企画本部長 

2001年９月 執行役員 首都圏本部副本部長兼東京

支社長 

2003年３月 取締役 

2004年３月 常務取締役 

2006年３月 常務取締役兼常務執行役員 

酒類本部長 

2009年３月 専務取締役兼専務執行役員 

2010年３月 代表取締役社長 

2014年３月 代表取締役社長兼ＣＥＯ 

2016年３月 代表取締役会長兼ＣＥＯ 

2018年３月 代表取締役会長 

2019年３月 取締役会長兼取締役会議長（現在に至

る） 
 

（注）３ 52,200 

代表取締役 

社長 

兼 

ＣＥＯ 

小路 明善 1951年11月８日生 

 
1975年４月 当社入社 

2000年３月 人事戦略部長 

2001年９月 執行役員 経営戦略・人事戦略・事業

計画推進担当 

2002年３月 執行役員 経営戦略・人事戦略・事業

計画推進・広報担当 

2002年９月 執行役員 飲料事業担当 

2003年３月 アサヒ飲料株式会社常務取締役 企画

本部長 

2006年３月 同社専務取締役 企画本部長 

2007年３月 当社常務取締役兼常務執行役員 

2011年７月 取締役兼アサヒビール株式会社代表取

締役社長 

2016年３月 代表取締役社長兼ＣＯＯ 

2018年３月 代表取締役社長兼ＣＥＯ（現在に至

る） 
 

（注）３ 15,900 

専務取締役 

兼 

専務執行役員 

兼 

ＣＦＯ 

勝木 敦志 1960年３月17日生 

 
1984年４月 ニッカウヰスキー株式会社入社 

2002年９月 当社転籍 

2011年10月 Asahi Holdings (Australia) Pty 

Ltd, Managing Director 

2014年４月 Asahi Holdings (Australia) Pty Ltd 

Director, Group CEO 

2016年３月 当社執行役員兼 Asahi Holdings 

(Australia) Pty Ltd, Director, 

Group CEO 

2017年３月 取締役兼執行役員 

2018年３月 常務取締役兼常務執行役員 

2020年３月 専務取締役兼専務執行役員（現在に至

る） 
 

（注）３ 2,598 
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
（株） 

取締役 

兼 

執行役員 

兼 

ＣＳＣＯ 

辺見 裕 1963年８月22日生 

 
1987年４月 当社入社 

2015年４月 理事 アサヒグループエンジニアリン

グ株式会社代表取締役社長 

2016年３月 当社理事 生産部門ゼネラルマネジャ

ー 

2017年３月 執行役員 生産部門ゼネラルマネジャ

ー 

2018年９月 執行役員 サプライチェーン体制構築

担当 

2019年３月 取締役兼執行役員（現在に至る） 
 

（注）３ 3,240 

取締役 

兼 

執行役員 

兼 

ＣＡＯ 

朴 泰民 1964年１月25日生 

 
1991年４月 株式会社日立製作所入社 

2003年４月 株式会社ルネサステクノロジ（現ルネ

サスエレクトロニクス株式会社）入社 

2005年７月 当社入社 

2015年４月 理事 Asahi Group Holdings 

Southeast Asia Pte. Ltd., Director 

2016年３月 当社理事 企業提携部門ゼネラルマネ

ジャー 

2017年３月 執行役員 企業提携部門ゼネラルマネ

ジャー 

2019年３月 取締役兼執行役員（現在に至る） 
 

（注）３ 61 

取締役 

兼 

執行役員 

兼 

ＣＨＲＯ 

谷村 圭造 1965年８月11日生 

 
1989年４月 当社入社 

2016年４月 理事 人事部門ゼネラルマネジャー 

2017年３月 執行役員 人事部門ゼネラルマネジャ

ー 

2018年９月 執行役員 グローカルタレントマネジ

メント担当 

2019年３月 取締役兼執行役員（現在に至る） 
 

（注）３ 5,123 

取締役 小坂 達朗 1953年１月18日生 

 
1976年４月 中外製薬株式会社入社 

2002年10月 同社執行役員 経営企画部長 

2004年10月 同社常務執行役員 経営企画部長 

2005年３月 同社常務執行役員 営業統括本部副統

括本部長 

2005年７月 同社常務執行役員 戦略マーケティン

グユニット長 

2008年３月 同社常務執行役員 ライフサイクルマ

ネジメント・マーケティングユニット

長 

2010年３月 同社取締役専務執行役員 

2012年３月 同社代表取締役社長（現在に至る） 

2016年３月 当社取締役（現在に至る） 
 

（注）３ － 

取締役 新貝 康司 1956年１月11日生 

 
1980年４月 日本専売公社（現日本たばこ産業株式

会社）入社 

2001年７月 同社財務企画部長 

2004年６月 同社執行役員財務グループリーダー 

2004年７月 同社執行役員財務責任者 

2005年６月 同社取締役執行役員財務責任者 

2006年６月 同社取締役 JT International S.A. 

Executive Vice President 

2011年６月 日本たばこ産業株式会社代表取締役副

社長 

2018年１月 同社取締役 

2018年３月 当社取締役（現在に至る） 
 

（注）３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
（株） 

取締役 
クリスティーナ 

 アメージャン 
1959年３月５日生 

 
1995年１月 コロンビア大学ビジネススクール助教

授 

2001年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助

教授 

2004年１月 同大学大学院国際企業戦略研究科教授 

2010年４月 同大学大学院国際企業戦略研究科研究

科長 

2012年４月 同大学大学院商学研究科教授 

2018年４月 同大学大学院経営管理研究科教授（現

在に至る） 

2019年３月 当社取締役（現在に至る） 
 

（注）３ － 

常勤監査役 奥田 好秀 1956年１月３日生 

 
1978年４月 小西六写真工業株式会社（現コニカミ

ノルタ株式会社）入社 

1988年９月 当社入社 

2010年３月 執行役員 財務部長 

2011年３月 執行役員 財務部長兼アサヒマネジメ

ントサービス株式会社（現アサヒプロ

マネジメント株式会社）専務取締役 

2011年７月 執行役員 財務部門ゼネラルマネジャ

ー兼アサヒマネジメントサービス株式

会社専務取締役 

2012年９月 執行役員 効率化推進担当（管理部門

全般）兼アサヒプロマネジメント株式

会社専務取締役 

2013年３月 取締役兼執行役員 兼アサヒプロマネ

ジメント株式会社代表取締役社長 

2015年３月 常務取締役兼常務執行役員 兼アサヒ

プロマネジメント株式会社代表取締役

社長 

2017年３月 専務取締役兼専務執行役員 

2019年３月 当社常勤監査役（現在に至る） 
 

(注)６ 6,300 

常勤監査役 西中 直子 1965年８月11日生 

 
1988年４月 当社入社 

2016年４月 当社理事 兼アサヒグループ食品株式

会社品質保証部長 

2017年４月 理事 品質保証部門ゼネラルマネジャ

ー兼アサヒプロマネジメント株式会社

品質保証部長 

2018年３月 執行役員 品質保証部門ゼネラルマネ

ジャー兼アサヒプロマネジメント株式

会社品質保証部長 

2020年３月 当社常勤監査役（現在に至る） 
 

(注)７ 1,301 

監査役 斎藤 勝利 1943年12月６日生 

 
1967年４月 第一生命保険相互会社（現第一生命ホ

ールディングス株式会社）入社 

1994年７月 同社取締役 

1997年４月 同社常務取締役 

2001年４月 同社専務取締役 

2003年４月 同社代表取締役専務 

2004年７月 同社代表取締役社長 

2010年４月 同社代表取締役副会長 

2011年６月 同社代表取締役会長 

2014年３月 当社監査役（現在に至る） 

2017年４月 第一生命保険株式会社特別顧問（現在

に至る） 
 

（注)５ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
（株） 

監査役 早稲田 祐美子 1960年１月29日生 

 
1985年４月 最高裁判所司法研修所終了 

弁護士登録 

松田政行法律特許事務所（現森・濱田

松本法律事務所）入所 

2013年４月 東京六本木法律特許事務所入所 

2014年１月 同事務所パートナー（現在に至る） 

2015年３月 当社監査役（現在に至る） 
 

(注)６ － 

監査役 川上 豊 1952年６月13日生 

 
1976年２月 等松・青木監査法人（現有限責任監査

法人トーマツ）入所 

1980年３月 公認会計士登録 

1990年６月 同監査法人パートナー 

2007年６月 同監査法人経営会議メンバー兼人事本

部長 

2016年９月 同監査法人退職 

2017年３月 当社監査役（現在に至る） 
 

(注)４ － 

計 － － － － 86,723 

（注）１ 取締役小坂達朗、新貝康司及びクリスティーナ・アメージャンの３氏は、社外取締役であります。 

２ 監査役斎藤勝利、早稲田祐美子及び川上豊の３氏は、社外監査役であります。 

３ 2020年３月25日就任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。 

４ 2017年３月28日就任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。 

５ 2018年３月27日就任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。 

６ 2019年３月26日就任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。 

７ 2020年３月25日就任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。 

８ 当社は、経営と執行を分離して取締役会の強化を図るとともに、業務執行における意思決定のスピードアッ

プを図るため執行役員制度を導入しております。 

執行役員は次の16名であります（取締役兼務者を除く）。 

常務執行役員 北 川 亮 一 常務執行役員 加 賀 美 昇 

執行役員 福 田 行 孝 執行役員 神 田 智 正 

執行役員 佐 見   学 執行役員 知 久 龍 人 

執行役員 河 野 一 馬 執行役員 﨑 田   薫 

執行役員 田 中   晃 執行役員 秋 葉   哲 

執行役員 爲 定 一 智 執行役員 野 村 和 彦 

執行役員 坂 野 俊 次 郎 執行役員 石 坂   修 

執行役員 ウエイン アンガス 執行役員 伊 藤 義 訓 

９ 各ＣＸＯは、以下のとおりです。 

CEO：Chief Executive Officer、CFO：Chief financial Officer、CSCO：Chief Supply Chain Officer、

CAO：Chief Alliance Officer、CHRO：Chief Human Resources Officer 

 

② 社外役員の状況 

 「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ⑥ 社外取締役及び社外監査役」に記載の通りであります。 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係 

 「（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ⑤ 内部監査及び監査役監査の状況」に記載の通りであります。
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（３）【監査の状況】

 「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（平成31年１月31日内閣府令第３号）による

改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)ａ(b)及びｄ(a)ⅱの規定を当事業年

度に係る有価証券報告書から適用しております。 

 

① 監査役監査の状況 

１．組織・人員 

1) 当社の監査役は５名であり、常勤監査役２名と社外監査役３名から構成されております。なお、常勤監査

役奥田好秀氏は、当社執行役員財務部長など、主に財務会計業務に従事し、2013年の当社取締役就任後は、

最高財務責任者（CFO）を務めました。また、社外監査役川上豊氏は、公認会計士ならびに上場企業等の会

計監査人の業務執行社員として、企業会計に関する専門的知識と国内・海外での豊富な監査経験を有してお

ります。 

2) 社外監査役３名は、それぞれ、経営者、弁護士、公認会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており

ます。 

3) 監査役の職務を適切に補助できる監査役会付スタッフを３名配置し、監査役の監査業務が円滑に遂行でき

る体制としております。 

 

２．監査役会の活動状況 

1) 2019年度は監査役会を13回開催しております。 

2) 監査役会の主な検討事項は以下の通りです。 

・期初における当該年度の監査方針・監査計画の決議並びに上期及び年間の監査活動のレビュー（本項の各

内容は取締役会にも報告） 

・監査報告書の作成及び会計監査人の選解任・報酬同意等の法定事項の決議 

・会計監査人による四半期レビュー報告、監査結果、並びに監査役会の実効性評価で認識した課題等につい

て検討 

3) 監査役会の実効性評価 

 監査役会では、中長期的な企業価値の向上に貢献していくため、2018年度より監査役会の実効性評価を行

い、監査役会として今後取り組むべき課題を認識し、その課題に取り組むことで監査役会の実効性向上に努

めております。 

 2019年度は、監査役全員に対するアンケートに加え、第三者による国内グループ会社常勤監査役及び当社

内部監査部門に対するアンケートとインタビューを実施し、その内容について第三者からの分析、評価意見

等を得て、監査役会において協議いたしました。その結果、2019年度の監査役会は「有効に機能している」

と結論付けました。 

 なお、監査役会実効性評価の結果の概要は、以下の当社ウェブサイトに記載しております。 

https://www.asahigroup-holdings.com/company/governance/policy.html 

 

［監査役会への出席状況］ 

区 分 氏 名 出席状況

常勤監査役 奥田 好秀 ９回／９回

常勤監査役 角田 哲夫 12回／13回

社外監査役 斎藤 勝利 13回／13回

社外監査役 早稲田 祐美子 13回／13回

社外監査役 川上 豊 13回／13回

 （注） 常勤監査役 奥田好秀氏は、2019年３月26日開催の第95回定時株主総会におきまして新たに選任されたため、

上記監査役会の開催回数が他の監査役と異なっております。
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３．監査役の主な活動状況 

 2019年度の監査役の主な活動状況は以下の通りです。

1) 重要会議への出席 

・取締役会：監査役全員が出席

・経営戦略会議、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会等：常勤監査役が出席

2) 会計監査人との情報共有、意見交換 

会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告等 

・会計監査人と常勤監査役（９回） 

・会計監査人と監査役全員（６回） 

3) 内部監査部門との情報共有、意見交換 

内部統制の整備・運用状況、リスク状況等の確認、情報の共有等 

・内部監査部門と常勤監査役（９回） 

・内部監査部門と監査役全員（２回） 

4) 国内グループ会社常勤監査役との情報共有、意見交換 

内部統制の整備・運用状況、リスク状況等の確認、情報の共有等 

・国内グループ会社常勤監査役と常勤監査役（毎月実施） 

・国内グループ会社常勤監査役と監査役全員（２回） 

5) 取締役会長、取締役社長との意見交換会、定例ミーティングによる経営方針、経営状況や課題等について

確認及び情報の共有化 

・取締役会長と監査役全員との意見交換会（１回） 

・取締役社長と監査役全員との意見交換会（２回） 

・取締役社長と常勤監査役との定例ミーティング（５回） 

6) 取締役会長、取締役社長を除く業務執行取締役と常勤監査役との面談（８回） 

・内部統制の整備・運用状況、リスク状況等の確認、検証 

7) 国内グループ会社の監査 

・常勤監査役による国内グループ会社15社の往査 

・監査役全員による国内グループ会社１社の往査 

8) 海外グループ会社の監査 

・常勤監査役による監査委員会等へのオブザーバー出席10回（内、１回は社外監査役も出席） 

・常勤監査役による海外グループ会社８社の往査 

 

② 内部監査の状況 

 内部監査につきましては、当社の内部監査を担当する部門（人員13名）とアサヒグループ内設置の内部監査を

担当する組織が連携して、当社及び子会社を対象に、監査計画に基づいて、不確実性・リスクの最小化、コンプ

ライアンス、適正かつ効率的な業務遂行の観点から、業務監査を実施しております。また、財務報告の信頼性を

確保するため、金融商品取引法で定められた内部統制報告制度に沿って、内部統制の整備及び運用状況の評価等

を実施しております。なお、内部監査の結果につきましては、内部統制担当の取締役を通じて取締役会に報告し

ております。 

 監査役、内部監査部門及び会計監査人は、各々定期的又は必要に応じて報告や情報交換を行い、連携を図って

おります。内部監査の結果につきましては、監査役会においても報告を行っております。 

 

③ 会計監査の状況 

１．監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人 

 

２．継続監査期間

50年間 

 上記は、有限責任 あずさ監査法人の前身である監査法人朝日会計社が監査法人組織になって以降の期間

について記載したものです。監査法人朝日会計社の設立前に個人事務所が監査を実施していた期間を含める

と、継続監査期間は59年間となります。 
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３．業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数 

山田 裕行（継続監査年数１年） 

山根 洋人（継続監査年数２年） 

坂寄 圭 （継続監査年数５年） 

 有限責任 あずさ監査法人は、その業務執行社員について、2003年と2007年の公認会計士法の改正に基づ

いて適切に交替期限（ローテーション）を設けております。業務執行社員については、連続して７会計期間

を超えて監査業務に関与しておりません。筆頭業務執行社員については、連続して５会計期間を超えて監査

業務に関与しておりません。 

 

４．監査業務に係る補助者の構成 

 当社の監査業務にかかる補助者は、公認会計士28名、その他38名であります。

 

５．監査法人の選定方針と理由 

 当社は、会社法に基づく会計監査人である有限責任 あずさ監査法人による会計監査を受けております。 

 当社は、監査役会が定める「会計監査人選任、解任・不再任基準」に基づき、 

①独立性  ②監査品質  ③海外ネットワーク  ④外部評価 

⑤監査業務に関与するパートナーの定期的なローテーション 

⑥監査報酬の妥当性  ⑦監査法人の組織的な運営に関する原則（監査法人のガバナンス・コード）の対応

⑧会社法上の欠格事由該当の有無 

等を勘案し、会計監査人を決定しております。 

 また、監査役会は会計監査人がその適格性、独立性を害する事由の発生等により、適正な監査の遂行が困難

であると判断した場合は、当該会計監査人を解任又は不再任とし、新たな会計監査人を選任する議案の内容を

決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。 

 以上を踏まえて、当社は、2020年度の会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任 あずさ監査

法人の再任を決議いたしました。 

 

６．監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役及び監査役会は、監査役会が定める「会計監査人選任、解任・不再任基準」に基づき、会計年

度毎に会計監査人の評価を行っております。また、社内関係部門より会計監査人の業務品質やコミュニケーシ

ョンの状況等についてヒアリングを行う他、会計監査人に対して品質管理、独立性、当社の経営幹部や執行部

門とのコミュニケーションの状況等についてヒアリングを行い、選任、解任・不再任の判断の参考にしており

ます。 

 

④ 監査報酬の内容等 

1) 監査公認会計士等に対する報酬 

区分 

前年度 当年度 

監査証明業務に 
基づく報酬（百万円） 

非監査業務に 
基づく報酬（百万円） 

監査証明業務に 
基づく報酬（百万円） 

非監査業務に 
基づく報酬（百万円） 

提出会社 222 － 215 94 

連結子会社 136 － 148 0 

計 358 － 364 95 

 当社における非監査業務の内容は、財務・税務デューデリジェンス業務であります。 

 連結子会社における非監査業務の内容は、計算書類等の英文翻訳の確認業務であります。
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2) 監査公認会計士等と同一のネットワーク（KPMG）に属する組織に対する報酬（ 1)を除く） 

区分

前年度 当年度

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査業務に
基づく報酬（百万円）

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査業務に
基づく報酬（百万円）

提出会社 － 34 － 15 

連結子会社 422 32 357 26

計 422 66 357 41

前年度 

 当社における非監査業務の内容は、グローバルコンプライアンス体制の構築支援であります。 

 連結子会社における非監査報酬の内容は、Asahi Holdings (Australia) Pty Ltd.及びAsahi Europe Ltd.等

の税務関係業務等であります。 

 

当年度

 当社における非監査業務の内容は、グローバルコンプライアンス体制の構築支援であります。

 連結子会社における非監査報酬の内容は、Asahi Holdings (Australia) Pty Ltd.及びAsahi Europe Ltd.等

の税務関係業務等であります。

 

3) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容 

（前連結会計年度） 

 該当事項はありません。 

 

（当連結会計年度） 

 該当事項はありません。 

 

4) 監査報酬の決定方針 

 該当事項はありませんが、監査公認会計士等より提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査

公認会計士等と協議した上で決定しております。 

 なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得

ております。 

 

5) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由 

 当社の監査役会は、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けたうえで、会計監査

人の職務遂行状況、当期の監査計画の内容、報酬見積りの算定根拠等について確認し審議した結果、監査内

容、監査時間数及び単価等について妥当であると判断し、報酬等の額について同意いたしました。
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（４）【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針、方針の決定権限者、委員会等の活動内容 

(1）取締役の報酬等について 

1) 基本方針 

 取締役の報酬等は、以下の通り設計・運用しております。 

・当社の持続的な成長と中長期の企業価値向上への動機付けをさらに強めること 

・多様な能力を持つ優秀な人材を確保し続けるために有効な報酬内容、水準であること 

・取締役の役割・責任の大きさと業績貢献に応じたものであること 

・経営戦略と連動し、業績に応じた変動性の高い報酬であること 

・株主の皆様と利益・リスクを共有し、株主視点での経営への動機付けとなる報酬であること 

・透明で公正なプロセスに基づき、外部データを参考に決定された報酬であること 

 

2) 報酬構成 

 取締役の報酬等は、社内取締役は基本報酬、賞与（年次・中期）及び株式報酬で構成し、社外取締役は基

本報酬のみとしております。社内取締役の報酬等の構成比率は、業績連動性が高い報酬となることを基本

に、代表取締役社長はその年収における変動報酬比率（賞与・株式報酬）が60％を超える水準となること、

また、株主の皆様との利益・リスクを共有する報酬である株式報酬の比率が15％程度となる構成にしており

ます。なお、その他の社内取締役は、変動報酬比率が40％以上となるよう、役位・役割に応じて設計してお

ります。 

 

構成比率 ※2019年度年初予定額をもとに記載しております。

 

 

 

3) 報酬水準 

 取締役の報酬等は、当社業容と同規模（時価総額上位100位）の国内企業を主なベンチマーク企業群に、

多様な能力を持つ優秀な人材を確保し続けるために有効な報酬水準であることを考慮のうえ、業績目標達成

時の目指す報酬水準を設定しております。 

 

4) 固定報酬 

 取締役の固定報酬は、月毎に固定額を支払う基本報酬のみとしております。基本報酬は、役位又は役割に

基づく固定額に健康診断費用等、取締役が負担した実費相当分を加算して決定しております。 

 基本報酬の改定は、役位又は役割が変更する場合を基本に、業容の変化や報酬水準の情勢等を勘案し、決

定しております（改定時期は毎年４月を基本としておりますが、毎年改定を前提とするものではありませ

ん）。 

 

5) 変動報酬 

 取締役の報酬等は、当社の持続的成長と中長期の企業価値向上への動機付けをさらに強めることを基本方

針のひとつに、変動報酬（インセンティブ）の年収に占める比率を高めるとともに、当社の持続的成長（短

期・中期・長期）と企業価値向上（財務的価値と社会的価値の両面）にインセンティブ施策全体で資するこ

とを念頭に、制度設計を行っております。 
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変動報酬一覧  

 

種類 目的 期間 支給方法 支給時期 個人評価 
クロー 
バック 
条項 

年次賞与 
持続的かつ確実な成長、財務的価値向上と

計画達成への強い動機付け 
単年度 現金 翌年３月 あり － 

中期賞与 
非連続な成長、中期業績達成への強い動機

付け 
３年 現金 

当該期間後 

翌年３月 
あり － 

株式報酬 

長期にわたる継続した企業価値向上に対す

る動機付け 

株主の皆様との利益・リスクの共有を図る

こと 

３年 株式 退任時 － あり 

※取締役個々の貢献に報いるため、年次賞与と中期賞与制度について、個人評価反映の仕組みを導入（個人評価に

より＋30％～▲30％の変動） 

※クローバック条項：退任する役員に長期の企業価値向上に反する行為（次のいずれかに該当）があった場合は、

確定した交付ポイントの一部又は全部を返還 

(1）不祥事等により取締役会が付与済ポイントを失効させることが適当と判断した者 

(2）会社法に定める取締役の欠格事由に該当することとなったことにより取締役会が付与済ポイントを失効させ

ることが適当と判断した者 

(3）その他上記(1）又は(2）に準ずると取締役会が判断した者 

 

変動報酬のKPI、フォーミュラ 

 

種類 

KPI 

フォーミュラ 
選定理由 割合 項目 

目標 

／ 

前年 

実績 係数 

年次賞与 

年次計画

KPIとの

連動、持

続的かつ

確実な財

務的価値

向上 

50％ 連結事業利益 

2,300億 

／ 

2,214億 

2,130億 

94.12％ 

役位別基準額×（連結事

業利益の目標比×50％＋

同前年比×50％）×50％

＋（親会社の所有者に帰

属する当期利益の目標比

×50％＋同前年比

×50％）×50％×個人評

価係数 

※個人評価により＋30％

～▲30％の変動 

50％ 
親会社の所有者に帰属する 

当期利益 

1,520億 

／ 

1,511億 

1,422億 

中期賞与 

中期計画

KPIとの

連動、CF

経営の深

化と社会

的価値向

上 

60％ 
財務的 

価値指標 

FCF 2,423億 － 

－ 

役位別基準額×（財務的

価値指標の目標比×60％

＋社会的価値指標の目標

比×40％）×中期個人評

価係数 

※個人評価により＋30％

～▲30％の変動 

EBITDA 3,157億 － 

40％ 
社会的 

価値指標 

ESG 

イン

デッ

クス 

CDP 

Climate 

Change, 

Water 

Aリスト － 

FTSE4Good 採用 － 

MSCI 

サスティナ

ビリティレ

イティング 

BBB － 

※中期賞与は３年に１度の支給となるため2019年は業績評価はなし、株式報酬は役位別定額により付与するため

KPIはなし 
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6) 報酬決定方法 

 取締役の報酬等は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、取締役会の決議により、

決定しております。取締役会で報酬等を決議する際には、取締役会の諮問機関として過半数が社外役員で構

成され、社外取締役が委員長を務める報酬委員会にて内容を検討し、透明性及び客観性を高め、公正なプロ

セスで決定しております。 

 

7) 報酬委員会 

 報酬委員会は、公正な判断を保証するため、必要に応じ、外部の客観的データを活用しております。ま

た、社会適合性や株主への説明責任等の観点から、取締役の報酬等の開示について討議し、必要に応じ、取

締役会に答申することとしております。 

 報酬委員会は、取締役会の決議により３名の社外役員と２名の社内取締役の計５名で構成され、委員長は

社外取締役が務めております。 

 

報酬委員会の構成 

 

役割 氏名 役位 委員在任期間 委員会出席回数 

委員長 新貝 康司 社外取締役 ２年 ９回／９回 

委員 早稲田 祐美子 社外監査役 ２年 ９回／９回 

委員 クリスティーナ・アメージャン 社外取締役 １年 ６回／９回 

委員 勝木 敦志 専務取締役兼専務執行役員兼CFO １年 ６回／９回 

委員 谷村 圭造 取締役兼執行役員 １年 ６回／９回 

※クリスティーナ・アメージャン氏、勝木敦志氏、谷村圭造氏は、2019年３月より委員となった後は毎回出席 

 

8) 報酬委員会の活動状況
 

活動状況 

※報酬委員会：年間９回開催、年間20時間

回 開催日付 内容 

第１回 2019年１月30日 

①2019～2021年中期賞与制度の業績指標について討議 

②株式報酬制度の改定について討議 

③取締役報酬枠の改定について討議 

第２回 2019年２月14日 

①取締役に対する株式報酬制度の改定について決議 

②取締役の報酬等の額改定について決議 

③監査役の報酬等の額改定について決議 

④役員賞与（年次、中期）支給及び株式報酬ポイント付与について決議 

第３回 2019年３月７日 
①現行報酬の評価と2019年度役員報酬改定の方向性について討議 

②執行役員賞与支給案について討議 

第４回 2019年３月26日 
①取締役報酬基本方針が目指す報酬水準、報酬構成に照らした取締役報酬の改定につい

て審議 

第５回 2019年５月８日 ①会社役員賠償責任保険（D&O保険）保険料の会社負担について決議 

第６回 2019年７月３日 ①日本及びグローバルの報酬の状況について討議 

第７回 2019年８月１日 ①株式交付規程の改訂について決議（３月26日株主総会決議内容を反映） 

第８回 2019年10月２日 ①2019年度報酬マーケット、ベンチマーク、当社制度の状況について討議 

第９回 2019年12月12日 
①役員報酬に関する開示内容について決議 

②2020年役員個人評価スキームについて討議 

 

- 77 -



(2）監査役の報酬等について 

 監査役の報酬等は、あらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により、決定

しております。 

 監査役の報酬等は、月毎に固定額を支払う基本報酬のみとしており、その水準は、外部専門機関の調査デー

タを活用し、職責や社内・社外の別に応じて監査役の協議により設定しております。 

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

役員区分 
報酬等の総額 
（百万円） 

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる 
役員の員数 
（名） 基本報酬 年次賞与 中期賞与 株式報酬 

取締役 

（社外取締役を除く。） 
694 301 228 83 80 10 

監査役 

（社外監査役を除く。） 
73 73 － － － 3 

社外役員 91 91 － － － 7 

（注）１．上記には、2019年３月26日開催の第95回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役髙橋勝俊、奥田好

秀、加賀美昇、濱田賢司及び田中直毅の５氏並びに監査役武藤章氏を含めております。 

２．2007年３月27日開催の第83回定時株主総会において退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議してお

り、当期末現在における今後の打ち切り支給の予定総額は、取締役１名に対し19百万円であります。 

３．取締役の報酬限度額（基本報酬及び賞与）は年額1,500百万円（うち社外取締役100百万円）であります

（2019年３月26日開催の第95回定時株主総会決議）。対象となる取締役の人数は９名（うち社外取締役３

名）であります。また、これとは別に、2019年３月26日開催の第95回定時株主総会において、信託期間（３

年間）中に300百万円を上限とする金銭を拠出し、信託期間中に選任され就任した取締役（社外取締役を除

く）に対して株式報酬を支給することが決議されております。対象となる取締役は６名となります。なお、

これにより取締役に付与する当社株式の総数の上限は、支給の対象となる取締役全員で１事業年度当たり

25,000株となっております。 

４．年次賞与及び中期賞与の額は、当期において費用計上した額を記載しております。 

５．株式報酬の額は、2019年３月26日開催の第95回定時株主総会において決議した株式報酬制度に基づき費用計

上した額を記載しております。 

６．監査役の報酬限度額は年額140百万円（うち社外監査役50百万円）であります（2019年３月26日開催の第95

回定時株主総会決議）。対象となる監査役は５名（うち社外監査役は３名）であります。 

 

③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等 

氏名 役員区分 会社区分 
連結報酬等の 

総額 
（百万円） 

連結報酬等の種類別の総額（百万円） 

基本報酬 年次賞与 中期賞与 株式報酬 

泉谷 直木 取締役 提出会社 203 83 60 30 30 

小路 明善 取締役 提出会社 231 83 78 35 35 

（注）１．報酬等の総額が１億円以上である者に限定して記載しております。 

２．年次賞与及び中期賞与の額は、当期において費用計上した額を記載しております。 

３．株式報酬の額は、2019年３月26日開催の第95回定時株主総会において決議した株式報酬制度に基づき費用計

上した額を記載しております。 
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（５）【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方 

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、その

投資株式が専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有する株式を純投資

目的である株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式とします。 

 なお、2019年12月末時点において純投資目的で保有する投資株式はありません。 

 

② アサヒビール株式会社における株式の保有状況 

 当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保有会

社）であるアサヒビール株式会社については以下の通りであります。 

ａ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証

の内容

 アサヒグループは、『中期経営方針』に掲げる「『ＡＧＰ』に基づく“グローカルな価値創造経営”の推

進」に取り組んでおり、資産・資本効率の向上を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資す

ると認められない株式については保有を行いません。 

 また、保有株式については保有目的が適切か、業績貢献度やリスクの観点などから保有に伴う効果が得ら

れたかどうか等を総合的に勘案して、資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、毎年、アサヒグル

ープホールディングス株式会社の取締役会でその保有意義等の検証結果を確認しております。 

 なお、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、株主として

相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認められない株式については、

適時・適切に売却します。 

 当事業年度における保有株式については、上記基本方針に基づき、保有目的やリスク等の観点から保有の

適否を検証しました。また、アサヒグループホールディングス株式会社の取締役会において、その検証結果

を報告し、その保有の妥当性に問題ないことを確認しております。 

 

ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額 

 
銘柄数 

（銘柄） 
貸借対照表計上額の 
合計額（百万円） 

非上場株式 120 22,949 

非上場株式以外の株式 92 84,807 

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数 

（銘柄） 
株式数の増加に係る取得 
価額の合計額（百万円） 

株式数の増加の理由 

非上場株式 5 2,616 

資本・業務提携による事業の発展や取引関係強

化による当社製品取扱いの維持・拡大を図るた

め 

非上場株式以外の株式 8 544 
取引関係を強化し、当社製品取扱いの維持・拡

大を図るため 

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数 

（銘柄） 
株式数の減少に係る売却 
価額の合計額（百万円） 

非上場株式 7 5,738 

非上場株式以外の株式 1 71 

（注） 株式数が増加及び減少した銘柄には、株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等による変動を含

みません。 
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ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報 

特定投資株式 

銘柄 

当事業年度 前事業年度 

保有目的、定量的な保有効果 
及び株式数が増加した理由 

当社の株式の 
保有の有無 

株式数（株） 株式数（株） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

㈱王将フードサービ

ス 

2,053,700 2,053,700 
同社及び同社グループにおける 製品取

扱いの維持・拡大など取引関係を強化

し、売上の拡大を図るため、保有してい

ます。 

有 

13,381 15,575 

㈱第一興商 

1,820,000 1,820,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

有 

10,102 9,331 

㈱すかいらーくホー

ルディングス 

3,416,600 3,416,600 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

7,502 6,371 

㈱帝国ホテル 

3,408,128 3,408,128 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

有 

6,754 6,652 

チムニー㈱ 

1,759,700 1,759,700 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

4,071 4,612 

㈱セブン＆アイ・ホ

ールディングス 

1,000,000 1,000,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

4,060 4,833 

㈱大庄 

1,996,300 1,996,300 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

有 

3,259 3,184 

㈱ロイヤルホテル 

1,961,300 1,961,300 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

3,228 3,477 

ワタミ㈱ 

2,155,000 1,780,000 

同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

当事業年度において、更なる取引関係の

強化による酒類等の売上拡大を図るた

め、株式数が増加しています。 

無 

2,803 2,374 

東海旅客鉄道㈱ 

113,700 113,700 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

有 

2,514 2,592 
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銘柄 

当事業年度 前事業年度 

保有目的、定量的な保有効果 
及び株式数が増加した理由 

当社の株式の 
保有の有無 

株式数（株） 株式数（株） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

㈱ヴィア・ホールデ

ィングス 

3,192,035 3,192,035 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

2,138 2,196 

伊藤忠食品㈱ 

296,500 296,500 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

有 

1,557 1,453 

㈱木曽路 

496,000 496,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

1,464 1,249 

三菱食品㈱ 

469,000 469,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

1,435 1,371 

㈱サガミホールディ

ングス 

1,032,000 1,032,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

1,417 1,381 

㈱ライフコーポレー

ション 

550,000 550,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

有 

1,393 1,340 

㈱ゼンショーホール

ディングス 

560,000 416,000 

同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

株式交換により株式数が増加していま

す。 

無 

1,378 1,148 

㈱ＤＤホールディン

グス 

690,000 345,000 

同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

株式分割により株式数が増加していま

す。 

無 

1,059 771 

㈱リンガーハット 

357,500 357,500 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

896 839 

イオンフィナンシャ

ルサービス㈱ 

474,000 474,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

808 978 
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銘柄 

当事業年度 前事業年度 

保有目的、定量的な保有効果 
及び株式数が増加した理由 

当社の株式の 
保有の有無 

株式数（株） 株式数（株） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

㈱ヨシックス 

276,000 276,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

771 805 

東武鉄道㈱ 

179,600 179,600 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

有 

725 550 

㈱幸楽苑ホールディ

ングス 

337,000 337,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

699 763 

日本空港ビルデング

㈱ 

100,000 100,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

598 393 

㈱ＪＦＬＡホールデ

ィン 

1,433,000 1,433,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

584 528 

西日本旅客鉄道㈱ 

60,000 60,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

571 464 

藤田観光㈱ 

181,100 181,100 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

有 

520 538 

東日本旅客鉄道㈱ 

52,000 52,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

514 517 

大和ハウス工業㈱ 

150,000 150,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

有 

511 525 

㈱グルメ杵屋 

422,000 422,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

有 

509 487 

㈱安楽亭 

100,150 100,150 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

504 472 
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銘柄 

当事業年度 前事業年度 

保有目的、定量的な保有効果 
及び株式数が増加した理由 

当社の株式の 
保有の有無 

株式数（株） 株式数（株） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

近鉄グループホール

ディングス㈱ 

82,300 82,300 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

492 391 

マルシェ㈱ 

611,500 611,500 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

476 472 

くら寿司㈱ 

86,400 86,400 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

434 525 

京阪ホールディング

ス㈱ 

72,600 72,600 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

388 335 

小田急電鉄㈱ 

145,000 145,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

有 

378 351 

九州旅客鉄道㈱ 

100,000 100,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

369 366 

ワシントンホテル㈱

注２ 

237,000 － 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

322 － 

㈱東京會舘 

85,745 85,745 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

301 332 

ＡＮＡホールディン

グス㈱ 

81,200 81,200 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

有 

298 319 

㈱三光マーケティン

グフーズ 

623,500 623,500 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

264 296 

㈱極楽湯ホールディ

ングス 

500,000 500,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

253 285 
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銘柄 

当事業年度 前事業年度 

保有目的、定量的な保有効果 
及び株式数が増加した理由 

当社の株式の 
保有の有無 

株式数（株） 株式数（株） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

㈱東京ドーム 

236,500 236,500 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

有 

249 228 

㈱吉野家ホールディ

ングス 

77,474 76,852 

同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

取引先持株会において継続的に取得して

いるため、保有株式が増加しています。 

無 

215 142 

㈱西武ホールディン

グス 

103,000 103,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

191 206 

㈱近鉄百貨店 

51,100 51,100 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

191 181 

㈱力の源ホールディ

ングス 

200,000 200,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

177 160 

ユナイテッド＆コレ

クティブ(株) 

102,700 102,700 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

163 207 

㈱ココスジャパン 

100,000 100,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

163 223 

三井不動産㈱ 

50,000 50,000 
同社及び同社グループにおける製品取扱

いの維持・拡大など取引関係を強化し、

売上の拡大を図るため、保有していま

す。 

無 

135 132 

（注）１ 個別銘柄毎の定量的な保有効果については、取引関係に与える影響等を鑑みて開示を控えさせていただきま

す。 

保有株式については、上記保有目的に照らし、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を

具体的に精査し、取締役会において、主要なものについて株式保有の合理性を検証しています。 

２ 前事業年度は非上場株式であったため、前事業年度の株式数及び貸借対照表計上額は記載しておりません。 
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みなし保有株式 

銘柄 

当事業年度 前事業年度 

保有目的、定量的な保有効果 
及び株式数が増加した理由 

当社の株式の 
保有の有無 

株式数（株） 株式数（株） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

伊藤忠食品㈱ 
815,000 815,000 退職給付信託として保有し、議決権の指

図権限を有しています。 
有 

4,262 3,879 

㈱セブン＆アイ・ホ

ールディングス 

1,000,000 1,000,000 退職給付信託として保有し、議決権の指

図権限を有しています。 
無 

4,003 4,783 

東海旅客鉄道㈱ 
170,600 170,600 退職給付信託として保有し、議決権の指

図権限を有しています。 
有 

3,753 3,951 

旭化成㈱ 
1,700,000 1,700,000 退職給付信託として保有し、議決権の指

図権限を有しています。 
有 

2,097 1,921 

阪急阪神ホールディ

ングス㈱ 

260,000 260,000 退職給付信託として保有し、議決権の指

図権限を有しています。 
無 

1,216 949 

三井住友トラスト・

ホールディングス㈱ 

149,000 149,000 退職給付信託として保有し、議決権の指

図権限を有しています。 
無 

646 599 

エイチ・ツー・オー

リテイリング㈱ 

500,000 500,000 退職給付信託として保有し、議決権の指

図権限を有しています。 
有 

613 781 

西日本旅客鉄道㈱ 
60,000 60,000 退職給付信託として保有し、議決権の指

図権限を有しています。 
無 

566 465 

東日本旅客鉄道㈱ 
50,000 50,000 退職給付信託として保有し、議決権の指

図権限を有しています。 
無 

492 485 

㈱みずほフィナンシ

ャルグループ 

2,425,000 2,425,000 退職給付信託として保有し、議決権の指

図権限を有しています。 
無 

408 412 
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③ ㈱シーエフアイにおける株式の保有状況 

 当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最大保有会社の次に大きい会

社㈱シーエフアイについては以下の通りであります。 

ａ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ 銘柄数及び貸借対照表計上額 

 
銘柄数 

（銘柄） 
貸借対照表計上額の 
合計額（百万円） 

非上場株式 1 56,267 

非上場株式以外の株式 － － 

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄） 

 
銘柄数 

（銘柄） 
株式数の増加に係る取得 
価額の合計額（百万円） 

株式数の増加の理由 

非上場株式 － － － 

非上場株式以外の株式 － － － 

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数 

（銘柄） 
株式数の減少に係る売却 
価額の合計額（百万円） 

非上場株式 － － 

非上場株式以外の株式 － － 

 

ロ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報 

特定投資株式 

 該当事項はありません。 
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④ 提出会社における株式の保有状況 

 提出会社については、以下の通りであります。 

ａ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証

の内容

 当社は、アサヒグループの『中期経営方針』に掲げる「『ＡＧＰ』に基づく“グローカルな価値創造経

営”の推進」に取り組んでおり、資産・資本効率の向上を踏まえ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価

値の向上に資すると認められない株式については保有を行いません。 

 また、保有株式について保有目的が適切か、業績貢献度やリスクの観点などから保有に伴う効果が得られ

たかどうか等を総合的に勘案して、資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、毎年、取締役会で主

要なものについてその保有意義等の検証結果を確認しております。 

 なお、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、株主として

相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認められない株式については、

適時・適切に売却致します。 

 当事業年度における保有株式については、上記基本方針に基づき、保有目的やリスク等の観点から保有の

適否を検証しました。また、取締役会において、その検証結果を報告し、その保有の妥当性に問題ないこと

を確認しております。 

 

ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額 

 
銘柄数 

（銘柄） 
貸借対照表計上額の 
合計額（百万円） 

非上場株式 26 935 

非上場株式以外の株式 35 10,873 

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数 

（銘柄） 
株式数の増加に係る取得 
価額の合計額（百万円） 

株式数の増加の理由 

非上場株式 4 427 事業機会の創出や取引関係の強化のため 

非上場株式以外の株式 － － － 

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数 

（銘柄） 
株式数の減少に係る売却 
価額の合計額（百万円） 

非上場株式 － － 

非上場株式以外の株式 18 2,248 

（注） 株式数が増加及び減少した銘柄には、株式の併合、株式の分割、株式移転、株式交換、合併等による変動を含

みません。
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ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報 

特定投資株式 

銘柄 

当事業年度 前事業年度 

保有目的、定量的な保有効果 
及び株式数が増加した理由 

当社の株式の 
保有の有無 

株式数（株） 株式数（株） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

第一生命ホールディ

ングス㈱ 

3,000,000 3,000,000 同社グループとの取引関係を強化し、資

金調達など財務取引での安全性・安定性

を高めるため、保有しています。 

有 
5,490 5,499 

住友不動産㈱ 

1,138,000 1,138,000 
同社が保有又は管理する商業施設におけ

る当社製品取扱いの維持・拡大など取引

関係を強化し、当社の事業活動の円滑化

を図るため、保有しています。 

有 

4,405 4,743 

㈱三菱ＵＦＪフィナ

ンシャル・グループ 

791,080 791,080 同社グループとの取引関係を強化し、資

金調達など財務取引での安全性・安定性

を高めるため、保有しています。 

無 
466 455 

㈱三井住友フィナン

シャルグループ 

83,500 83,500 同社グループとの取引関係を強化し、資

金調達など財務取引での安全性・安定性

を高めるため、保有しています。 

無 
337 323 

㈱東芝 

18,000 18,000 
同社グループとの取引関係を強化し、工

場関連設備などの取引を通じて、当社の

事業活動の円滑化を図るため、保有して

います。 

無 

67 59 

旭化成㈱ 

35,000 393,000 
同社グループとの取引関係を強化し、原

材料等の調達などの取引を通じて、当社

の事業活動の円滑化を図るため、保有し

ています。 

有 

43 451 

三井住友トラスト・

ホールディングス㈱ 

7,152 7,152 同社グループとの取引関係を強化し、資

金調達など財務取引での安全性・安定性

を高めるため、保有しています。 

無 
30 30 

㈱みずほフィナンシ

ャルグループ 

68,000 68,000 同社グループとの取引関係を強化し、資

金調達など財務取引での安全性・安定性

を高めるため、保有しています。 

無 
11 12 

日本ロジテム㈱ 
2,000 2,000 同社との取引関係を強化し、物流関連業

務などの取引を通じて、当社の事業活動

の円滑化を図るため、保有しています。 

無 
8 5 

ダイキン工業㈱ 

100 100 
同社グループとの取引関係を強化し、工

場関連設備などの取引を通じて、当社の

事業活動の円滑化を図るため、保有して

います。 

有 

1 1 

（注） 個別銘柄毎の定量的な保有効果については、取引関係に与える影響等を鑑みて開示を控えさせていただきま

す。 

保有株式については、上記保有目的に照らし、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具

体的に精査し、取締役会において、主要なものについて株式保有の合理性を検証しています。 
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