
 

平成 19 年 12 月 28 日 

各 位 

会社名    キリンホールディングス株式会社 

                        代表者名   代表取締役社長 加藤 壹康 

                                （コード番号 2503） 

                       本社所在地  東京都中央区新川二丁目 10 番 1 号 

                       問合せ先   （役職名）ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 

部長 前田 一平 

                                （TEL.03－5540－3455） 

 

 

 

当社による豪州ナショナルフーズ社全株式取得の完了について 
 

 

当社（本社：東京都中央区新川二丁目 10 番 1 号、社長：加藤 壹康）が 11 月 8 日に発表しました

「豪州№１の乳製品・果汁飲料会社ナショナルフーズ社の全株式取得を決定」、並びに12月10日に発表

しました「ナショナルフーズ社株式の取得手続きについて（追加開示）」の内容に沿い、本日、当社

によるナショナルフーズ社の全株式取得が完了しましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

参考資料： 

①11月8日発表 「豪州№１の乳製品・果汁飲料会社ナショナルフーズ社の全株式取得を決定」3枚 

②12月10日発表 「ナショナルフーズ社株式の取得手続きについて（追加開示）」    2枚 



参考資料：① 

２００７年１１月８日 

 

豪州№１の乳製品・果汁飲料会社ナショナルフーズ社の全株式取得を決定 
～アジア・オセアニアにおける「食と健康」領域での成長基盤を確立し、 

       グループシナジーを加速させることで、飛躍的な成長の実現を目指す～ 

 

キリンホールディングス株式会社（社長 加藤壹康）は、サンミゲル社（フィリピン マニラ、会長

兼ＣＥＯ エデュアルド・コアンコ・ジュニア）の１００％子会社で、オーストラリア№１の乳製品・

果汁飲料会社ナショナルフーズ社（オーストラリア メルボルン市、マネージング･ディレクター アシ

ュレイ・ウォー）の全株式取得を決定しました。 

当社は、サンミゲル社がもつナショナルフーズ社の全株式を２００７年１２月末までに取得し、当

社の連結子会社とする予定です。買収総額は、合計で２８億豪ドル※（約２,９４０億円：有利子負

債約２,０００億円を含む）を予定しています。なお、当社が支払う資金は外部借入などにより賄う予定

です。 

今回の株式取得により、「食と健康」領域での強力な事業拠点を獲得することで、飛躍的な成長に

向けた基盤強化を図り、アジア・オセアニアでのキリングループの存在感を高めていきます。 
※１豪ドル＝１０５円。なお、ナショナルフーズ社の２００７年度業績により追加で最大１億豪ドル（約１０５億円）まで支払う可能性があります。 

 

キリングループ長期経営構想「キリン・グループ・ビジョン２０１５」（略称：ＫＶ２０１５）では、

２０１５年に売上高３兆円（酒税込み）、海外売上・利益比率３０％（酒税抜き）の実現を目標に、飛躍的な

成長に向けて、綜合飲料グループ戦略や国際化の推進、健康・機能性食品事業の構築を成長シナリオに

掲げ、２００７年－２００９年キリングループ中期経営計画（「ＫＶ２０１５ステージⅠ」）をスタート

しました。 

当社はこれまで、中国での事業展開をはじめ、１９９８年に資本参加したライオンネイサン社や、 

２００２年に資本参加し、主要株主となっているサンミゲル社といったアジア・オセアニアでの強力な

パートナーと、相互の強みを生かした事業連携を進めてきました。今回、サンミゲル社からナショナル

フーズ社の全株式を取得することで、オーストラリアの乳製品業界において新たな成長の機会を獲得す

るとともに、強力なブランドをキリングループの商品群に加えることで、アジア・オセアニアでの「食

と健康」領域での基盤強化を図ります。また、ライオンネイサン社との各方面での協働体制の検討や、

キリンビバレッジ社との新たな連携など、グループ内のシナジー創出も加速させ、さらなる成長を目指

します。 

 

ナショナルフーズ社は、１００年以上の歴史の中で築いた強力な商品ブランドや２４カ所の製造拠点

をもち、高い成長性と収益性を有するオーストラリア№１の乳製品・果汁飲料会社です。牛乳トップブ

ランドの「ピューラ ミルク（Pura Milk）」や、世界主要ヨーグルトブランド「ヨープレイト（Yoplait）」

をはじめ、飲料事業では２００５年にオーストラリア№１の果汁飲料会社ベリー（Berri）社を傘下に

収めるなど、幅広い事業展開を加速しています。オーストラリアでの圧倒的基盤とともに、ニュージー

ランド、マレーシア、インドネシアにも製造拠点を広げており、当社の重点エリアであるアジア・オセ

アニアでの事業拡大も期待できます。また、今後はナショナルフーズ社のもつ強いブランドに、キリン

グループの技術力やリサーチ・マーケティング力などを導入し、ナショナルフーズ社のさらなる成長に

貢献します。 

 

キリングループでは、「ＫＶ２０１５」の実現に向けて、飛躍的な成長とグループプレミアムの創出

による企業価値の一層の向上を目指します。「おいしさを笑顔に」のグループスローガンを掲げ、いつ

もお客様の近くで様々な「絆」を育み、「食と健康」のよろこびを提案していきます。 
 

※ 添付資料・・会社概要（ナショナルフーズ社・サンミゲル社）２枚 
 
        このリリースに関するお問い合わせ先 

キリンホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報担当 
東京都中央区新川 2－10－1     TEL：03－5540－3448 

キリンホールディングスホームページ  http://www.kirinholdings.co.jp 
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ナショナルフーズ社 概要 
 

１．社名   ナショナルフーズ社（National Foods Limited） 

 

２．本社所在地  オーストラリア ビクトリア州 メルボルン市 

 

３．代表者  アシュレイ・ウォー（Ashley Waugh）※マネージング・ディレクター 

   ※連結子会社化後の代表者は引き続きアシュレイ・ウォーが就任予定。２００８年１月１日付で、 
キリンホールディングス社からナショナルフーズ社の常勤取締役として原田昌起（はらだ まさき）が就任予定。 

 

４．資本    約６.８億豪ドル（約７１４億円）※ 

（２００６年度）  

 

５．売上高および  約１８.４億豪ドル（約１,９３２億円）※ 

   営業利益  約 １.７億豪ドル（約１７９億円）※ 

（２００６年度） ※１豪ドル＝１０５円 

 

６．従業員数  約３,５００人 

（２００６年度） 

 

７．事業内容  牛乳・乳飲料事業（４６％：１位）、ヨーグルト・デザート事業（１１％：ヨーグ 

（２００６年度） ルト１位、デザート１位）、果汁飲料事業（２７％：１位）、チーズ・グルメフー 

ド事業（１１％：スペシャリティ・チーズ１位）、海外事業（５％） 

※（ ）内の％はナショナルフーズ社売上高に占める割合。順位は豪州内市場シェア。 

 

８．主要ブランド ピューラ ミルク（Pura Milk：牛乳）、ビッグエム フレーバードミルク（Big M  

Flavored Milk：フレーバードミルク）、マスターズ（Masters：フレーバードミ 

ルク）、キングアイランドデイリー（King Island Dairy：チーズ）、タスマニア 

ンヘリテージ（Tasmanian Heritage：チーズ）、ヨープレイト（Yoplait：ヨーグ 

ルト）、ベリー（Berri：果汁飲料） 

 

９．製造拠点  計２４工場（オーストラリア１９工場、ニュージーランド１工場、マレーシア２  

工場、インドネシア２工場） 

 

10．沿革    １９９１年：酪農家と食品企業の合弁で設立、オーストラリア証券取引所

に上場 

１９９２年：乳業会社を買収 

１９９５年：大型買収を開始、「ヨープレイト（Yoplait）」ブランドの製造・販 

売権を獲得、翌年より販売開始 

１９９９年：生乳「ピューラ（Pura）」ブランドを投入、オーストラリア初で唯 

一の全国展開の牛乳ブランドとなる  

１９９９年：飲料分野を事業分割  

２０００年：フレーバードミルク「ビッグＭ」ブランドを買収 

２００１年：キングアイランド社を買収、スペシャリティチーズ市場へ参入 

２００２年：全国チェーンスーパーと初のハウスブランド牛乳の供給契約締結 

２００５年：サンミゲル社が全株式を取得 

２００５年：サンミゲル社果汁飲料子会社「ベリー(Berri)社｣を統合 

２００６年：スペシャリティ・チーズ会社「ラクトス（Lactos）社」買収 

２００７年：キリンホールディングス社が全株式取得予定 
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サンミゲル社 概要 
 

１．社名    サンミゲル社（San Miguel Corporation） 

 

２．本社所在地  フィリピン マニラ マンダルヨン市 

 

３．ＣＥＯ  エデュアルド・コアンコ・ジュニア（Eduardo M. Cojuangco, Jr.） 

 

４．資本    約１,５２５億ペソ（約３,８１３億円）※ 

（２００６年度）  

 

５．売上高および 約２,４９７億ペソ（約６,２４３億円）※ 

営業利益  約  ２０６億ペソ（約５１５億円）※ 

（２００６年度） ※１ペソ＝２.５円 

 

６．従業員数  ２７,３４９人 

（２００６年度） 

 

７．事業内容  アルコール飲料事業：ビール、洋酒の製造・販売（２６％） 

（２００６年度）  清涼飲料事業：清涼飲料の製造・販売（１５％） 

          フード＆アグリ事業：製粉、食肉加工など（２５％） 

ナショナルフーズ社：乳製品、果汁飲料など（２７％） 

パッケージング事業：製缶、プラスチック、ガラス（７％） 

※（ ）内はサンミゲル社売上高に占める割合。 

 

８．主要ブランド サンミゲル ペール・ピルゼン（San Miguel Pale Pilsen）、サンミグライト 

         （San Mig Light）、レッドホース（Red Horse） 

 

９．製造拠点  計１０７工場（フィリピン５７工場、タイ２工場、インドネシア４工場、  

         ベトナム１１工場、オーストラリア２２工場、マレーシア６工場、中国５工場） 

 
10．沿革 １８９０年：会社設立  

１９２２年：清涼飲料事業に参入 
１９３８年：パッケージング事業を開始 
１９４９年：香港に工場建設（初の海外進出）  
１９８１年：コカ・コーラ社とニュージーランド乳製品公社との合弁会社設立 
１９８７年：ラ・トンデナ社を設立し、洋酒事業に参入 
１９９１年：山村硝子社との合弁会社設立 
１９９３年：インドネシアに合弁会社、工場設立 
１９９６年：ミラー社とのライセンス契約締結、製缶事業に進出 
２０００年：オーストラリアのビール会社「ボーグ（J.Boag＆Son）社」を買収 
２００１年：食肉加工会社「ピュアフーズ（Purefoods）社」を買収  

＊国内加工食品で７５％のシェア獲得 
               コカ・コーラ・フィリピンを買戻し 
               コスモスボトリングを買収 

＊コカ・コーラ・フィリピンと合わせて国内清涼飲料の９０％の 
シェア獲得 

２００２年：キリンビール社１５.５５％出資 
２００４年：豪州№１果汁飲料会社ベリー「（Berri）社」買収（５１％） 

    ２００５年：キリン社追加出資（１月・４月、現在の出資比率１９.９２％ ※９月末） 
    ２００５年：ナショナルフーズ社買収 

２００７年：コカ・コーラ・フィリピン株式売却 
２００７年：デルモンテ・パシフィック株式売却 
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参考資料：② 

平成 19 年 12 月 10 日 

各 位 

会社名    キリンホールディングス株式会社 

                        代表者名 代表取締役社長 加藤 壹康 

                                （コード番号 2503） 

                       本社所在地 東京都中央区新川二丁目 10 番 1 号 

                       問合せ先   （役職名）ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 

部長 前田 一平 

                                （TEL.03－5540－3455） 

 

 

ナショナルフーズ社株式の取得手続きについて（追加開示） 
 

当社（本社：東京都中央区新川二丁目10番1号、社長：加藤 壹康）が11月8日に発表いたしました 

「豪州№１の乳製品・果汁飲料会社ナショナルフーズ社の全株式取得を決定」のリリースに関し、追加開示

事項として、下記についてお知らせいたします。 

 

記 
 
１．株式取得についての補足 
（１） 取得手続きの詳細 

ナショナルフーズ社の発行済全株式の取得にあたり、キリンホールディングス社がオーストラ

リアに設立した特別目的会社キリンホールディングス（オーストラリア）社〔Kirin Holdings 
(Australia) Pty Ltd.〕を通じて、ナショナルフーズ社の持株会社であるサンミゲル フード オ
ーストラリア  ホールディングス社（San Miguel Foods Australia Holdings Pty Ltd.）の全株
式 500,000,001株を取得する。 
 

（２） 取得スキームについて 
別紙の通り。 
尚、サンミゲル社、キリンホールディングス社が、オーストラリアに持株会社、特別目的会社

を設立した目的は、オーストラリアでの税務対策上、有利なため。 
 
２．サンミゲル フード オーストラリア ホールディングス社（単体）について 
   （San Miguel Foods Australia Holdings Pty Ltd.） 
      ＊数字は平成 18年度実績：豪ドル実績より、換算レート 86.63円を用い円換算 
 
（１）総資産  187,205 百万円 
（２）純資産   35,249 百万円 

（３）資本金   43,315 百万円 

（４）売上高       なし 

（５）経常利益  ▲6,408  百万円 

 

以 上 
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↓ 
 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア 

日
本 

↑ 

SMC 

SMFAH 

100% 

KIRIN Holdings
20% 

 

NFL 

KH (AU)  

100% 

SMC 

NFL 

SMFAH 

20% 

100% 

買収前 買収後 

100% 
100% 

KIRIN Holdings 

SMC：サンミゲル社 

SMFAH：サンミゲルフードオーストラリアホールディングス社 

NFL:ナショナルフーズ社 

KH(AH)：キリンホールディングス（オーストラリア）社 

添付：キリンホールディングス社によるナショナルフーズ社 株式取得スキーム 
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