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戦略的な投資と研究開発を強化し、将来に向けた持続的な成長を目指す 

『サッポログループ新中期経営計画』（２００６年～２００８年） 
 

 本日、『サッポログループ新中期経営計画』についてリリースしましたので、ご参考まで

にお知らせいたします。 

 
以上 
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２００６年２月２０日 
 

サッポロホールディングス株式会社 
 

戦略的な投資と研究開発を強化し、将来に向けた持続的な成長を目指す 
『サッポログループ新中期経営計画』（２００６年～２００８年） 

 
 サッポログループは２００３年７月に、『酒類』『飲料』『外食』『不動産』を主力４事業

とする持株会社体制に移行しました。２００４年～０６年を『生まれ変わる３年』と位置

づけ、各事業会社が経営改革を実践し、新しいビジネスモデルを構築していくことにより、

それぞれの業界で闘える企業として生まれ変わることを目指しました。 
 ２００４～０５年で実施してきた構造改革では着実な成果をあげ、次のステージへ進む

ベースが整ってきました。この改革のスピードをさらに加速させ、将来に向けて持続的な

成長を実現させるために現在の中期経営計画を１年前倒し、２００６年を起点とした新た

なグループ中期経営計画（3 ヵ年）を策定し、将来に向けたグループ価値の向上を図ります。 
 
 

記 
 
 
Ⅰ.新中期経営計画策定の背景 
 ２００４～０５年では、経営目標のうち金融負債残高の削減は達成しました。一方の投

下資本事業利益率については、２００４年に６％を達成したものの、２００５年には３％

まで低下し、目標の５％を再び下回ることとなりました。 
 これは、グループの採算構造が外部環境の変化に左右されやすいことや、酒類事業への

依存度が高いこと等が主な原因です。 
 この採算構造を改善するために、従来の延長線から脱却し、グループの持続的成長促進

に向けてさらなる経営基盤の強化と成長エンジンの創出が不可欠です。 
 
 
 
Ⅱ．２００６年～２００８年中期経営計画 
   今回策定した中期経営計画のバックボーンとなるものは、以下のサッポログループ 

『経営理念』『経営の基本方針』です。 
 
★ サッポログループの経営理念 

      『潤いを創造し、豊かさに貢献する』 
      『顧客第一』『社会調和』『人間尊重』 
 

★ サッポログループの経営の基本方針 
      『株主・顧客・従業員等すべてのステークホルダーの満足を追求する』 
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～新中期経営計画の策定にあたって～ 

 
 ★サッポログループは、『お客様』の生涯にわたり、『食』や『生活空間』における

『潤い』『豊かさ』を提供することを第一とします。 
 ★サッポロホールディングス社は、事業会社を支援し、シナジーを最大化すること

により、『経営効率の向上』を目指します。 
酒類事業、不動産事業は安定的な『収益力の向上』を目指します。 
飲料事業、外食事業は『収益構造の改革』を図り、成長を確かなものとします。

★『戦略投資』『研究開発』を強化して、将来への『成長エンジン』を創出します。

 ★成長と収益を持続させる基盤として『ＣＳＲ経営』を根づかせます。 
★持続的な成長と収益によってグループ全体の『企業価値』を向上させ、将来にわ

たって『ステークホルダー』に貢献していきます。 
 

グループＣＥＯ 村上 隆男 

 
 
１．サッポログループの基本戦略 
 ①お客様に対する基本方針 
   サッポログループはお客様の生涯生活に対して、グループのあらゆる事業からアプ

ローチを行ない、生活の様々なシーンにおいて『サッポロ』が潤い・豊かさに貢献し

ます。 
   具体的には、各事業会社が以下の視点で、お客様とのコミュニケーションを強化し

ていきます。 
事業共通 安全・安心、品質へのこだわり、お客さま起点等 
酒類事業 お酒をもっと楽しくする、新たな価値創造、協働契約栽培等 
飲料事業 健康増進、機能性向上、新たな価値創造等 
外食事業 JOY OF LIVING、本物志向、トレーサビリティ等 

不動産事業 豊かな時間と豊かな空間、地域社会の発展、健康増進等 
 ②新規投資による成長と財務体質のバランスを重視 
   ２００３年の組織再編時には、金融負債削減による財務体質強化が大きな命題のひ

とつでしたが、これからの３年間は、将来の成長を支えるために必要な戦略投資の実

行と金融負債の削減を、バランス良く実施します。 
 ③４事業会社体制の強化 
   『酒類事業』『不動産事業』をさらなる安定的収益源として再構築するとともに、  

『飲料事業』『外食事業』の構造改革により収益力強化を図ります。 
   また、現在の持株会社体制のメリットを最大限に活かし、求心力と遠心力のバラ  

ンスをとりながら、サッポロホールディングス社⇔事業会社、あるいは事業会社間の

シナジーを最大化して経営効率を向上させるとともに、サッポロホールディングス社

が中心となって、各事業会社がスピードを上げて行なう改革への取組みを相互に支援

していきます。 
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 ④事業会社の構造改革 
   各事業会社の構造改革をスピードアップさせるため、現在、サッポロホールディン

グス社と事業会社での横断的な事業成長プロジェクトを組成し、外食事業、飲料事業、

研究開発等の分野で様々な検討を進めています。それらのプロジェクトの活性化を図

るとともに、現在の検討分野以外の領域においてもプロジェクトを活用して、既存事

業の収益基盤強化や、経営資源の最大・有効活用、将来に向けた成長事業の育成を図

っていきます。 
 ⑤グループ収益力の向上 
   サッポログループでは、過去２年間に約１００億円のコストダウンを実現しました。

これからの３年間についても、製造コストの低減、人件費効率化、物流費削減、販売

促進費効率化、間接部門効率化を中心に、２００８年の時点で新たに１００億円のコ

ストダウンを実現し、収益基盤の強化および環境変化に強いグループ経営を実践して

いきます。 
 ⑥戦略投資の強化 
   グループの持続的成長を支える『成長エンジン』創出のため、３年間で７００億円

の戦略投資・設備投資を実施します。具体的には、酒類事業における「焼酎事業参入」

に代表されるＭ＆Ａやアライアンス、研究開発投資の強化、グループ保有不動産の最

大活用のための不動産開発投資等です。 
これらの投資はキャッシュフローを活用しますが、併せて３年間で４００億円の金

融負債の削減も実現させます。 
 ⑦新規・周辺事業への展開 
   各事業会社は将来に向けての成長エンジンを創出するため、現在の事業をベースに

経営資源やノウハウの面でシナジー効果が見込める『新規・周辺事業』への展開を加

速します。戦略投資は、そのための研究開発やアライアンス・Ｍ＆Ａ等に重点的に配

分します。 
   事業会社ごとの新規・周辺事業ターゲットは以下の通りです。 

酒類事業 焼酎、ローアルコール飲料等 
飲料事業 チルド飲料・食品、健康機能性飲料・食品等 
外食事業 外食新業態、中食・給食事業、スポーツ健康事業等 

不動産事業 新規不動産開発、スポーツ健康事業、プロパティマネジメント等 
 ⑧研究開発・商品開発力の強化 
   サッポログループが保有する研究・開発組織は以下の通りです。今後はグループと

しての共同研究機関の設立も視野に、サッポロホールディングス社をコーディネー 

ターとして、機能性素材などのシーズ開発部門の一層の連携を図るとともに、グルー

プ内の商品開発力強化を目的として組成しているプロジェクトをさらに機能強化し、

「ドラフトワン」や「ザ・フルーツスパークリング」のような新しい提供価値を創造

していきます。 
酒類事業 価値創造フロンティア研究所、バイオリソース開発研究所、 

食品事業部、商品技術開発部、ワイン研究所 
飲料事業 飲料総合研究所 

 ⑨ＣＳＲ経営の推進 
   サッポログループが１３０年という長い歴史を刻むことができたのも、社会から必

要とされる企業として、社会全体と共生することで実現しえたものです。これからは

「グループの持続的な発展を支える重要な戦略」のひとつとして明確にＣＳＲを位置

4



づけ、サッポロらしいＣＳＲをグループ全体で推進していきます。 
   具体的には、２００３年９月に制定した『サッポログループ企業行動憲章』を基本

に、グループ企業価値の向上と社会との良好な関係の構築を推進し、経営理念や経営

の基本方針の具現化を図っていきます。グループとしてのＣＳＲ基本方針や個別の取

組みについては、ＣＳＲレポート等を通じてお知らせしていきます。 
 
 
 
２．サッポログループの経営目標（２００８年） 
   サッポログループがこれからの３年間で構造改革を推進し、将来に向けて成長を持

続させ、グループの経営理念を具現化していくためのマイルストーンとして、以下の

通り２００８年時点の定量目標を定めます。 
 （グループ収益目標） 

 ２００８年目標 （参考）２００５年

連結売上高 ５，２００億円 ４，５３６億円

連結営業利益 ２８０億円 １０３億円

 （グループ財務目標） 
    ２００８年目標 （参考）２００５年

金融負債残高    １，８００億円 ２，２０７億円

Ｄ／Ｅレシオ      １．５倍 ２．０倍

ＲＯＥ         １０％ ３．６％

 
また、連結セグメント別の売上高・営業利益目標は以下の通りです。 

 売上高目標 ２００８年目標 （参考）２００５年

酒類事業      ３，８００億円 ３，４１０億円

飲料事業     ８００億円 ６３８億円

外食事業     ３５０億円 ２６３億円

不動産事業    ２４５億円 ２１６億円

その他   ５億円 ６億円

    
営業利益目標 ２００８年目標 （参考）２００５年

酒類事業      ２００億円 ６５億円

飲料事業     ２５億円 ▲６億円

外食事業     １５億円 ５億円

不動産事業    ７０億円 ５８億円

その他、全社・消去   ▲３０億円 ▲１９億円

 
 
 
 
３．事業会社の成長戦略 
   各事業会社は前掲の定量目標を達成するため、次にあげる戦略を軸に３年間の取組

みを進め、将来に向けてさらに発展するための基盤作りを行ないます。 
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 （１）酒類事業 
  
  ①酒類事業を取り巻く環境 

・酒類市場はボーダレス化し、生活者の飲用シーンは多様化。低アルコール化、ラ

イト化が進む。 
・健康志向、本物志向が一層高まる。 
・酒類全体の需要は微減トレンドが続くが、新たな需要の担い手として、アクティ

ブシニアや女性が台頭する。 
・酒類市場全体（総アルコール）に占めるグループ酒類事業のシェアは８％に到達

しておらず、お客様のニーズを的確に捉え、お客様に対する提供価値を拡大して

いくことにより、酒類事業の成長は十分可能である。 
  ②酒類事業の基本戦略 

・厳しい外部環境を前提とした上で、持続的なキャッシュ創出力を備えた経営構造

を作り上げる。 
・各事業のミッションを明確にすることで戦略原資を生み出し、対象領域への投資

を集中することによって、企業ブランドの構築と成長のための新たな収益基盤の

獲得を、スピードをもって実現する。 
・ブランドミックスの改善および各ゾーンにおいて柱となるブランドの構築・強化

を行なうことにより、事業の安定性を高める。 
・強みである商品開発力を梃子にヱビスブランドを有するプレミアムゾーンおよび

レギュラーゾーンにおいて柱ブランドの増加・強化を図る。 
・バリューチェーンごとの構造改革を継続的に行ない、一段のコスト削減を図り更

なる損益分岐点の引き下げを行なう。 
  ③酒類事業の重点施策 

・市場魅力度、競争優位性等の定性的な視点と事業投資効率等の定量的な視点から

事業を総合的に評価し、事業ポートフォリオの変革を行なう。 
・新たに参入する焼酎事業、昨年「ザ・フルーツスパークリング」で参入したロー

アルコール事業を強化し、早期に収益貢献する柱事業へと育成する。 
・戦略投資は新規事業参入、製造改革、研究開発に重点配分する。 
・固定費圧縮、販売費の変動費化、人件費の変動費化を推進し、損益分岐点を大幅

に引き下げる。 
・麦芽、ホップの全量「協働契約栽培化」、「おいしさ」と「安全・安心」に原料か

らこだわる独自の取組みをベースにコーポレートブランド強化を図っていく。 
・ワイン洋酒事業の構造改革を推進し、収益改善を図る。 
・海外戦略は米国・カナダでの事業を拡充することにより利益の拡大を図る。 

  ④酒類事業の経営目標 
     

   ２００８年目標 （参考）２００５年 
営業利益 ２００億円 ６５億円

売上高営業利益率   ５．３％ １．９％
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 （２）飲料事業   
 
  ①飲料事業を取り巻く環境 

・飲料水市場は３．９兆円の市場規模、今後もカテゴリーのボーダレス化が進行し

ながら、ゆるやかに成長は継続する。 
・「健康」「本物」感を背景にする「本格・高級」志向と「お茶」「ミネラルウォー    

ター」カテゴリーに代表される「コモディティー」志向の使い分けによる消費の

「二極化」が進行する。 
・競争力強化に向けたメーカー間、チャネル間のＭ＆Ａ、業務提携が進行する。 
・社会環境コスト・原材料コストの上昇、品質保証体制強化等、社会的な要請が高

まる。 
  ②飲料事業の基本戦略（１）～既存事業領域の強化 

・ドライ市場においては、安定的な利益創出を目指し、将来性の見込める既存ブ  

ランドに投資を集中し、中核ブランドとして育成する。 
・既存分野商品の中では、高付加価値商品の育成・強化にさらに注力する。 
・グループ内研究開発体制の強化を図り、新製品開発力を強化する。 
・業態別・チャネル別の商品開発を進める。 
・自販機事業においては、Ｍ＆Ａ、アライアンスも視野に入れ、直販体制を強化す

る。 
・ＳＣＭ体制の整備・確立、不採算領域の見直しによるローコストオペレーション

の徹底、適正人員配置による生産性の向上を図る。 
  ③飲料事業の基本戦略（２）～新事業領域獲得への挑戦 

・Ｍ＆Ａ、アライアンスを推し進め、事業成長のエンジンとする。 
・サッポログループの事業領域として適切な周辺領域である、チルド飲料、チルド

食品、健康・機能性飲料分野等への進出を目指す。 
  ④飲料事業の経営目標 
     

        ２００８年目標 （参考）２００５年 
営業利益 ２５億円 ▲６億円

売上高営業利益率   ３．１％ ▲１．１％
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（３）外食事業 

 
  ①外食事業を取り巻く環境 

・外食産業全体の市場規模は減少しているが、『料理品小売業』などの周辺市場は成

長し続けており、今後も成長が期待できる分野である。 
・小規模、零細企業が低迷する中、大手企業の成長は続いており、寡占化傾向は一

層進むと考えられる。 
  ②外食事業の基本戦略 

・『ビヤホール業態Ｎｏ．１』の強みを活かして既存店の活性化を図るとともに、継

続的な新規出店による店舗収益力アップも推進する。 
※既存店売上の推移（2005 年各月の売上前年比、％） 

 1 月 2 月 ３月 ４月 ５月 ６月 7 月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月

ﾗｲｵﾝ社 99.8 95.7 101.3 101.9 101.3 102.7 96.4 106.0 105.5 105.9 103.4 103.2

業界平均 95.9 90.9 94.6 97.7 97.9 96.9 94.3 99.5 100.1 100.2 99.2 97.7

差異 3.9 4.8 6.7 4.2 3.4 5.8 2.1 6.5 5.4 5.7 4.2 5.5

          （注）業界平均は（社）日本ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ協会調査による「パブ・居酒屋」業態の数値 

・『かこいや』『点』などの新業態店舗の拡大を図る。 
・さらなる業態開発を進め多業態展開を図る。 
・Ｗｅｂ発注等の推進および業態別の標準化・統一化の推進による一層のコストダ

ウンを行なう。 
  ③外食事業の重点施策 

・顧客データベースを活用し、既存店をさらに活性化する。 
・Ｍ＆Ａにより業態・事業分野の拡大を行なう。 
・『給食事業』への参入、および『給食事業』を通じて高齢者ビジネスへの展開を図

る。 
・『中食事業』の拡大を行なう。 
・Ｗｅｂ発注システムと食材トレースシステムを活用し外販の拡大を行なう。 
・食材の契約栽培展開により『食の安全性』を追及する。 
・スポーツ・健康施設および併設レストランの一体運営を検討する。 

  ④外食事業の経営目標 
     

        ２００８年目標 （参考）２００５年 
営業利益 １５億円 ５億円

売上高営業利益率   ４．３％ ２．１％
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（４）不動産事業  

  
  ①不動産事業を取り巻く環境 

・景気回復や不動産投資市場の拡大などに支えられ、不動産市況は改善している。 
・顧客ニーズの多様化・高度化により物件の差別化が進む。物件の価値向上には、

ハード・ソフト両面での質の向上が求められている。 
・サッポログループの保有不動産は立地面で優れている物件も多く、開発やリニュ

ーアルにより更なる価値向上を図ることができる。 
  ②不動産事業の基本戦略 

・所有物件の管理運営を主体とした事業構造を、新たな価値を生み出す「開発創造

型」の事業構造へ転換する。 
・現有賃貸物件の強化と新規不動産開発の積極的な展開によりアセット事業を

拡大するとともに、スポーツ健康分野やプロパティマネジメント・コンストラ

クションマネジメント等のノンアセット事業を展開し、事業の拡大・強化を図

る。 

・アセット事業への開発投資と並行して、財務体質改善の取組みも継続する。 
  ③不動産事業の重点施策 

・恵比寿ガーデンプレイス、サッポロファクトリー、銀座等の賃貸物件については、

アセットマネジメントを強化し、より高い収益性を追求する。 
・サッポログループ保有不動産を対象に不動産開発を積極的に展開し、グループレ

ベルでの不動産の最大有効活用を目指す。 
・銀座７丁目の商業ビル新築、サッポロファクトリーの複合ビル増設、サッポロ  

ビール社社宅跡地活用等のプロジェクトを推進するとともに、他の物件について

も検討を進め順次事業化する。 
・スポーツ事業については、札幌市内のスポーツ施設を増設する一方で、㈱サッポ

ロスポーツプラザと連携しつつ事業基盤の強化を図る。 
  ④不動産事業の経営目標 
      

           ２００８年目標 （参考）２００５年 
営業利益 ７０億円 ５８億円

ROA     ７．８％ ６．７％

  ※ＲＯＡについては EBITDA ベース 
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Ⅲ．まとめ 
   最後に２００６年～２００８年の３年間の各事業会社の取組みをまとめると次の通

りとなります。そして、サッポロホールディングス社を中心にグループが一体となって

この中期経営計画を具体化し、成果に結びつけていきたいと考えます。 
 

酒類事業 サッポロならではの価値提供により、ビール・発泡酒および新

ジャンルや、その他の酒類においても独自のポジショニングによ

り市場を獲得し、引き続きグループ収益を支える。 
飲料事業 既存事業活性化と徹底的なコストダウン、および積極的なＭ＆

Ａ・アライアンスによる事業分野の拡大により収益事業への転換

を図る。 
外食事業 グループの主力商品である『酒類・飲料・食品』がお客様と接す

る重要なチャネルとして、業容の拡大・収益基盤の整備を行う。

不動産事業 保有不動産を中心に積極的に不動産開発を進め、より多くの

キャッシュフローを生む開発創造型の事業展開を行う。 
 
 
   以上の通り、サッポログループは主力４事業のパフォーマンスをこの３年間で引き

上げ、中長期的にグループの成長を促進し、企業価値を最大化させることによって多様

なステークホルダーの期待に応えていきたいと考えています。 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 

本件に関する報道機関の方からのお問合せは、以下までお願いします。 
サッポロホールディングス㈱ 広報グループ 木下・小松・小川 

℡ ０３－５４２３－７４０７ 
 
 
 
＊本資料で記載している業績予測ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき

当社が判断した予測であり、潜在的なリスク・不確実性が含まれています。 
そのため、さまざまな要因の変化により、実際の業績は記載されている将来見通しとは、

大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。 
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