
2018年12月期中間
（2018年1月1日～2018年6月30日）

株主通信
サントリー食品インターナショナル株式会社

株主・投資家の皆様へ



価値のイノベーションで豊かな飲料文化を切り拓く。次世代のグローバル飲料カンパニーへ。

“水”は、あらゆる生命の源です。

人も地球も皆“水”なくしては生きていけません。「水と生きる（Mizu To Ikiru）」は、

私たちが“水”を事業の源泉とし、生業とする企業として、人と自然、そして社会を潤し、

価値のフロンティアに挑戦し続けることを意味しています。

時代とともにお客様が求めるものは常に変化しています。また、国や地域によって

必要とされるものは異なります。世界のお客様の多様なニーズにお応えするために、

様々な中味・容器・容量の「フルラインナップ」、いつでもどこでも飲みたい時に

手軽に安心して手に入れられる「アベイラビリティ」を実現するとともに、

“ナチュラル＆ヘルシー” “ユニーク＆プレミアム”な商品開発を強みとした価値のイノベーションにより、

これまでにお客様が体験したことのない、より自然で、健康で、便利で、

豊かなドリンキングライフを提供してまいります。

そのために、日々変化する各市場で「現場主義」を掲げ、徹底したお客様起点の発想、

研究により、新たな価値づくりにチャレンジしていきます。また、多様なキャリアや

個性を持つ人材が、サントリーの創業精神である「やってみなはれ」を実践することで、

次々と社会に価値を提供していく、活気あふれる企業であり続けます。

私たちは、豊かな飲料文化を切り拓くことで、世界をリードする、

次世代のグローバル飲料カンパニーになるという夢の実現のために、

グループ一丸となって日々挑戦してまいります。

引き続き、株主の皆様のご支援とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

Promise/ 社会との約束

水は、地球上のすべての生命の源です。 

「水と生きる」を掲げる会社として、

自然を大切にし、社会を潤し、 

そして新たな挑戦を続けることを約束します。
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1. 長期経営戦略

2. 中期経営計画 （2018-2020年）

当社グループは、以下の7つの重点項目を中心に積極的な事業活動を展開します。

2030年長期経営戦略に基づく2020年までの目標は次のとおりです。（2017年比、為替中立）

営業利益で平均年率
1桁台半ば以上の成長。売上 既存事業で市場以上の成長に加え、

新規成長投資でさらなる増分を獲得する。 利益

ポートフォリオ アベイラビリティ

サステナビリティ

MONOZUKURI エリア拡大

次世代ビジネスモデル

組織・人材・風土

各国・各地域の嗜好と健康ニーズに
合わせたポートフォリオの進化

業界変化を捉え、技術革新を活用した
飲み場・買い場（アベイラビリティ）拡大

瓶・缶・ペットボトルなどの容器に入ったパッケージ飲料
にとどまらない次世代ビジネスモデルの確立

競争力を生み出すグローバルでの
MONOZUKURIの革新

成長市場にフォーカスしたエリア拡大戦略

サステナビリティ経営と
地域社会への貢献

「現場」が主役のユニークなグローバル経営体制
（組織・人材・風土）の深化

詳しくは

ページへ
5

詳しくは

ページへ
7

次世代の飲用体験を誰よりも先に創造し、

人々のドリンキングライフを

より自然で、健康で、便利で、豊かなものにする

次世代の飲用体験を誰よりも先に創造し、

人々のドリンキングライフを

より自然で、健康で、便利で、豊かなものにする

Vision ／ビジョンVision ／ビジョン中長
期経
営戦
略
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新たなビジョンのもと、目指す姿として、

グローバル飲料業界における

「世界第3極」の地位を確立するとともに、

2030年売上2.5兆円※を目指します。

この目標を達成するために、

長期経営戦略及び

中期経営計画を策定しました。
※IFRS ベース

上記7つのうち「ポートフォリオ」と「サステナビリティ」について次ページ以降でご説明します。
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長期経営戦略 ピックアップ① 「各国・各地域の嗜好と健康に合 わせたポートフォリオ(商品ラインナップ)の進化」

ポートフォリオ（商品ラインナップ）戦略

伸長する水・茶・コーヒーに注力

レスシュガーのラインナップ強化

よりナチュラル・ヘルシーな商品の開発

伊右衛門 特茶

MayTea ／メイティー

「MayTea／メイティー」は、人工香料や着色料、

保存料などを一切使わず、天然由来の成分のみ

を使用した低糖のプレミアムアイスティーです。

日本が開発したお茶の抽出技術のプロセスを活

かし、さらに現地チームがフランスのお客様が好

む味わいを実現、2016年にフランスで発売を開

始しました。2018年からはベルギー、スペイン

でも展開を始めています。
ピーチ ミント

特茶 特茶 ジャスミン特茶 カフェインゼロ

フランボアーズ

世界での健康志向の高まりを受けて

砂糖の摂取を控えたり、

よりナチュラルでヘルシーなものを

求める流れが出てきています。

当社グループはこのトレンドを踏まえ、

日本で培った技術を生かし、世界各国のお客様に

愛され続けるブランド育成に注力します。

サントリー緑茶「伊右衛門特茶」は、“体脂肪

を減らすのを助ける” 特定保健用食品として、

「伊右衛門」ブランドから、2013年10月に発売

しました。すでに体についてしまった体脂肪に

働きかけるトクホ飲料のため、食事の際だけで

はなく仕事中や運動時など様々なシーンでの

飲用に適しており、毎日飲み飽きない味わいが

特長です。

長期経営戦略 7つの重点項目のうち2つをご説明します。



当社グループが「水と生きる」企業として自然と共生し、

持続的に成長するには、かけがえのない地下水を

いつまでも絶やすことなく守り続ける必要があります。

水を大切に使い、きれいにして自然に還すだけでなく、

水を育む森を守るなど、

自然界における水の健全な循環への貢献、

すなわち「水のサステナビリティ」を

事業活動における最も重要な課題として認識しています。

「サステナビリティ（持続可能性) 経営と地域社会への貢献」

南アルプス奥大山

阿蘇

サントリー天然水には南アルプス、奥大山、阿蘇の3つのふるさと

があります。水の安全性を守り続けるために、サントリー天然水工

場の採水地全体の環境を保全するだけでなく、水源涵養エリアに

「天然水の森」を設定し、「天然水の森」活動を行っています。

2018年で15年目を迎える次世代環境教育

「水育」は、子供たちに、自然のすばらしさ、

そして水や水を育む森の大切さに気付いて

もらい、未来に水を引き継ぐために何ができ

るのかを考える、サントリー独自の次世代

教育プログラムです。

「天然水の森」活動

水育（みずいく）

海外での活動展開

2003年、サントリー九州熊本工場の水源涵養エリアで始めた
「天然水の森」活動は、今では14 都府県20カ所にまで広がって
います。その総面積は約9,000haに達し、工場で汲みあげる量
以上の地下水を生み出す森を育むのに十分な広さとなりました。
さらなる社会への貢献を目指し、2020年には12,000haに拡大
することを目指しています。

具体的な活動内容

2015年からは、ベトナムでも「水育」を実施しています。さらに南アフリカで

は、環境NPO「WESSA」(the Wildlife and Environment Society 

of South Africa)と協力し、小学校での水・環境教育プログラムの導入

を支援しています。2017年にフランスの「Orangina Suntory France」

は、同社メジュー工場の近隣に位置する自然公園グラン・パーク・ミリ

ベル・ジョナージュ（Grand Parc Miribel Jonage）と、水資源保全活

動についての新たなパートナーシップを締結しました。

活動事例  ①

活動事例  ②

活動事例  ③

長期経営戦略 ピックアップ②
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お酒の割材としてではなく、飲料として
そのまま飲む（直飲）炭酸水市場が近年
広がっています。

爽快な刺激が味わえる「サントリー天然水」ブランド史上最強ガス圧※の無糖炭酸水

市場は今年も2桁増、「直飲」比率がさらに高まっています。 南アルプススパークリング 南アルプススパークリング
レモン

南アルプススパークリング
無糖ドライオレンジ

南アルプスクラフトスパークリング
無糖ジンジャー

おいしさのヒミツ

ヒミツ

1
ヒミツ

2

ヒミツ

3
清冽な
おいしさ

南アルプススパークリング
グレープフルーツ

有機
グレープ
フルーツ果汁
ひと搾り！

有機
レモン果汁
ひと搾り！

無糖
ジンジャーの
飲み応え！

有機
オレンジ果汁
ひと搾り！

限定※1 限定※2 限定※3

●シュ～からポン！開けた瞬間の爽快感●新容器による飲用時※1ガス圧UP！
中味や見た目だけでなく、人が聴覚を通して感じる
爽快感にこだわりました。それが、キャップを開ける
時の音です。当社が長い間着目したことがなかった
炭酸ペットボトル口部のねじ構造と開栓音の関係。
そのイノベーションに挑戦したことで、キャップを開く
とまるで雨雲が一気に晴れるかのような、“ポン！”と
いう音が鳴り響きます。

現行
約3.4kg

雄大な南アルプスに磨かれた清冽な天然水を100%使用した炭酸水！

ガス圧UPで、サントリー天然水史上最強の爽快感を実現！

豊富なフレーバー展開

※製造充填時のガス圧です。

※1  飲用時とは、常温約 1か月後を想定しています。
　　 また、流通条件によりガス圧が変化する可能性があります。

※2  プレーンタイプでのガス圧

新
約3.8kg※2

無糖炭酸水 市況

シュ～

＊「南アルプススパークリング」は、発売時より順次採用。2018年9月以降全てに使用予定。
＊「南アルプススパークリングレモン」「南アルプススパークリンググレープフルーツ」「南アルプス クラフトスパークリング 無糖
　  ジンジャー」「南アルプススパークリング 無糖ドライオレンジ」への採用は2018年9月以降予定。

※1ファミリーマート、サークルK・サンクス限定    ※2コンビニエンスストア・交通売店限定    ※3スーパー、ドラッグストア、ホームセンターなどの専門店・量販店限定

ポン！

注目の商品①　 南アルプススパークリング
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割材直飲（当社推計※全チャネル計）

直飲・割材比率
（当社推計※全チャネル計）

無糖炭酸水販売推移
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注目の商品②　 クラフトボス

“缶コーヒーのBOSS”から“缶コーヒーじゃない BOSS”働き方の変化を捉えた「クラフトボス」

商品ラインナップ
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クラフトボス 
ブラック
＜澄みわたるコク＞

クラフトボス
ブラウン
＜かろやかな甘さ＞

クラフトボス 
ラテ
＜やさしいコク＞発売1年で 1,500万ケース突破！

デスクワークが中心の働くスタイルが増

える今、ゆっくりと時間をかけて楽しむ、

新しいコーヒーがあってもいい。 そんな着

眼から生まれたコーヒーが、ペットボトル

コーヒー「クラフトボス」シリーズです。

2017年4月に第1弾商品「クラフトボス 

ブラック」を、6月に「クラフトボス ラテ」を

発売し、若年層と女性など新たな顧客

の開拓に成功。

今までの缶コーヒーにない、新しいお客

様の共感を得て、「クラフトボス」シリーズ

は、RTDコーヒー市場のイノベーターと

して確固たるポジションを築いています。

苦味も甘さもほどよくマイルド
で、「クラフトボス」らしく飽き
ずに飲み続けられる“かろやか
な甘さ”を実現しました。

新発売！

レトロなガラス瓶をモチーフに、人の温もりを感じるスト
レスのない形にしました。さらにラベルまで透明にするこ
とで、味わいのすっきり感やフレッシュさを表現しました。

開放感あふれる表現を展開することで、
現代の働く人や若い世代の共感を獲得
しました。

「クラフトボス」シリーズは、日本マーケティング協会が主催する
「第10回日本マーケティング大賞」において、大賞を受賞しました。

「クラフトボス」シリーズ好調の要因

要因① 飲みやすいのにクセになる中味

透明感＆ストレスレスな形デザイン

“新しい風が吹いた”広告

要因②

要因③



注目の商品③　 流々茶
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「イヌリン」とは、
ゴボウやキクイモなどの
野菜にも含まれている

水溶性食物繊維の一種です。

食物繊維には不溶性／水溶性の
2種類があります。

イヌリンなどの水溶性食物繊維は
腸内細菌のエサとなり、

腸の動きを活発にしてくれます。

イヌリンってなに？ 水溶性食物繊維って？

機能性表示食品 るるちゃ

おいしい腸活 流々茶

イヌリンが分解されず、
腸まで届く

腸の動きを活発に

「短鎖脂肪酸」を生成

水溶性食物繊維「イヌリン」の働きでお腹の調子を整える

1

3

2

口から取り入れたイヌリンは
分解されず腸まで到達。

腸内細菌によってイヌリンが
分解され（エサになる）
「短鎖脂肪酸」を生成。

「短鎖脂肪酸」が直接腸に働きかけ
腸の動きを活発にし、
お通じの習慣を改善します。

短鎖脂肪酸

イヌリン

おいしい腸活 
流々茶ってなに？

軽発酵の茶葉（ウーロン茶）を加え、

爽やかな香りが感じられる、

すっきりとした味わいに仕上げました。
おいしさ

お通じ習慣
を改善

イヌリン
機能性関与成分

イヌリンが腸の動きを活発にし、

お通じの習慣を改善

水溶性食物繊維

「イヌリン」を7.3g含有
※イヌリンとは、ゴボウやキクイモなどに
　含まれる水溶性食物繊維の一種です。

機能性表示食品
[届出表示] 本品にはイヌリンが含まれます。腸の動き（ぜん動運動）を活発に
する成分であるイヌリンは、お通じの習慣を改善することが報告されています。
本品はお腹の調子をすっきり整えたい方に適した飲料です。
■本品は国の許可を受けたものではありません。
■本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
一日摂取目安量：1本 500ml
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ※文献を基に作成したイメージ図です。

イヌリンの働きでお通じの習慣を 改善。爽やかな香りとすっきりとした味わい。

るるちゃ

るるちゃ
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2018年度　第2四半期実績(IFRS)

セグメント別利益構成比

（注）比率は調整額除きに基づくものです。

セグメント別売上構成比

売　上　高

営 業 利 益

四半期純利益

2017年1-6月期 2018年1-6月期
対前年

増減率増減

+231 +3.9%5,908億円

+19 +3.5%545億円

+69 +20.1%344億円

6,139億円

564億円

413億円

業績ハイライト（連結）

2018年第2四半期（2018年1月1日～6月30日）の連結売上高は前年同期比3.9%増の6,139億円、営業利益は

同3.5%増の564億円、四半期純利益は同20.1%増の413億円となりました。

売上高（億円）

2017
第2四半期

2016
第2四半期

JGAAP

2017
第2四半期

2018
第2四半期

四半期純利益（億円）

6,8966,790 5,908 6,139

3.9%
前期比 

増

前期比 

20.1%増

営業利益（億円） 前期比 

3.5%増

IFRS

2017
第2四半期

2016
第2四半期

JGAAP

2017
第2四半期

2018
第2四半期

205179 344 413

IFRS

2017
第2四半期

2016
第2四半期

JGAAP

2017
第2四半期

2018
第2四半期

430399 545 564

IFRS

欧州
20%

アジア
15% 日本

54%

米州6%
オセアニア4%

欧州
23%

アジア
36%

日本

30%

米州6%
オセアニア5%

（＊）

＊当期のアジアセグメントの利益には、
　加工食品事業の売却益が含まれています。
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会社概要（2018年6月30日現在）

取締役

株式の状況

株主メモ

IRサイトのご案内

コーポレートメッセージ

サントリーグループのコーポレートメッセージ「水と生きる SUNTORY」。

これは、私たちの思いや活動を広く社会と共有するための言葉です。

お客様に水と自然の恵みをお届けする企業として、地球にとって貴重な水を守り、水を育む環境を守りたい。

水があらゆる生き物の渇きを癒すように、社会に潤いを与える企業でありたい。

そして水のように柔軟に常に新しいテーマに挑戦していこう。そんな思いを日々 新たにする言葉。それが、「水と生きる SUNTORY」です。 

商号

証券コード

本店所在地

設立

資本金

TEL

 

サントリー食品インターナショナル株式会社
（英文表記：Suntory Beverage & Food Limited）

2587

東京都中央区京橋三丁目1番1号

03（3275）7310

2009年（平成21年）1月23日

1,683億84百万円

（2018年6月30日現在）

（2018年6月30日現在）

取締役専務執行役員

取締役常務執行役員

取締役

 

代表取締役社長 小郷 三朗

山﨑 雄嗣

木村 穣介

取締役副社長 辻村 英雄

鳥井 信宏（サントリーホールディングス株式会社 副社長）
井上 ゆかり（社外）

千地 耕造
内田 晴康（社外）
増山 美佳（社外）

監査等委員である
取締役

 

発行可能株式数

発行済株式数

株主数

480,000,000株

309,000,000株

44,867名

事業年度 毎年1月1日から12月31日まで

定時株主総会 毎年3月（議決権の基準日 毎年12月31日）

配当金の基準日

株主名簿管理人

郵便物送付先

公告方法

期末配当：毎年12月31日
中間配当：毎年6月30日（中間配当を行う場合）

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない
事由により電子公告によることができない場合には、
日本経済新聞に掲載する方法により行う。
公告掲載URL
http://www.suntory.co.jp/softdrink/ir/pn/

三井住友信託銀行株式会社

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
〒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（フリーダイヤル）

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

企業情報などの詳細は、ぜひIRサイトをご覧ください。

https://www.suntory.co.jp/softdrink/ir/index.html

株主の皆様に当社へのご理解をより深めていただけるよう、日本茶セミナーを開催いたします。

「サントリー伊右衛門 日本茶セミナー」

株主様向けイベントのご案内

※集合・解散場所までの往復交通費及び宿泊費等は株主様のご負担でお願いいたします。

● 場所・日時

各回40名（同伴者様を含む）

2018年6月30日現在、当社株式100株
以上をご所有の株主様

イベントに関するお問い合わせ先 … 株主様イベント事務局

※株主様1名につき、同伴者様1名まで可。同伴者様は小学生以上の方に限ります。

TEL:0120(012)321　

注意事項
※株主様1名につき、1回のご応募とさせていただきます。
※株主様ご本人からのご応募でない場合、ご応募は無効とさせて
　いただきます。
※ご応募に際していただいた個人情報は、本イベントを実施する上で
　必要な限りにおいてのみ使用いたします。
※ご応募後の参加希望イベント番号の変更はお受けできません。
※車椅子・介助が必要な方に関して個人情報をお知らせいただく
　場合は、必ずご本人の同意確認の上、お申し込みください。

※当選された方へのご連絡をもって、発表にかえさせていただきます。
※落選された方へのご連絡はいたしませんので、何卒ご了承ください。

東京会場（JR東京駅周辺を予定） 大阪会場（JR大阪駅周辺を予定）

11/20（火） 11/21（水）
①09:50開演

②14:10開演

③18:30開演

④09:50開演

⑤14:10開演

⑥18:30開演

⑦09:50開演

⑧14:10開演

⑨18:30開演

11/27（火）

● 内容：福寿園の茶匠によるおいしいお茶の淹れ方セミナーや、
　　　　茶葉のブレンド体験を予定しております。

●現地集合・現地解散（詳細は当選された方にご案内させていただきます）
●参加費：無料　●所要時間：約2時間

[ 月～金 9:00～17:30（祝日を除く） ]

募集人数

応募要領
PC／スマートフォンでご応募の方
➡2018年9月19日（水）23:59まで

応募締切日

応募条件

当選された方には、10月中旬頃に
ご連絡いたします。

当選発表

はがきでご応募の方
➡2018年9月19日（水）当日消印有効

当社ホームページ内の応募フォームより、必要事項をご入力
の上ご応募ください。

●参加希望イベント番号（必ず①～⑨のいずれか1つを選んでご応募
ください）    ●お名前　   ●ご住所　  ●日中ご連絡のつく電話番号　
●年齢　  ●性別　  ●同伴者の有無　●株主番号

※株主番号は配当金計算書の右上に記載されております。
※上記必要事項をご記入いただき、ご送付ください。大変恐縮ではございますが、郵便
　代金はご負担くださいますよう、お願い申し上げます。

〒103-8601  日本郵便株式会社  日本橋郵便局  局留 
　　　　　　 サントリーイベント事務局宛

http://suntory.jp/22369/

応募方法

宛 先

必要事項

●PC／スマートフォンでご応募の方はこちら

●はがきでご応募の方はこちら

ブレンドしたオリジナル茶葉を
茶筒に入れてお持ち帰りいただきます。



0000


