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純粋持株会社体制移行に伴う新経営体制について 
 

 アサヒビール株式会社（本社 東京、代表取締役社長 泉谷直木）は、2009 年に「長期ビ

ジョン 2015」を設定し、その実現に向けて 2012 年度を最終年度とする「中期経営計画 2012」

に取り組んでいます。このビジョンの実現のため本年 7 月に純粋持株会社制へ移行するこ

とで、国内外の成長領域への大胆な資源配分を実現し、スピードをあげてグループの飛躍

的な成長を目指します。 

 今回、当社第 87 回定時株主総会で承認可決されること等を条件に、純粋持株会社となる

「アサヒグループホールディングス株式会社（現アサヒビール株式会社）」の会長・社長お

よび酒類事業子会社となる「アサヒビール株式会社」の社長の人事を固め、7月 1日からス

タートする新たな経営体制を内定しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．アサヒグループホールディングス株式会社  

代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 荻田 伍（おぎた ひとし）  

  （現職：アサヒビール株式会社 代表取締役会長兼ＣＥＯ） 

  代表取締役社長 兼 ＣＯＯ 泉谷 直木（いずみや なおき） 

   （現職：アサヒビール株式会社 代表取締役社長兼ＣＯＯ） 

代表取締役副社長 本山 和夫（もとやま かずお） 

  （現職：アサヒビール株式会社 代表取締役副社長） 

  ※3 月 17 日開催のアサヒマネジメントサービス株式会社定時株主総会後の取締役会

において、代表取締役社長に選任される予定です。7月 1日以降は、アサヒグルー

プホールディングス株式会社の代表取締役副社長とアサヒマネジメントサービス

株式会社代表取締役社長を兼務する予定です。 

 

２．アサヒビール株式会社 

 代表取締役社長 小路 明善（こうじ あきよし） 

   （現職：アサヒビール株式会社 常務取締役兼常務執行役員） 

   ※7 月 1日以降は、アサヒグループホールディングス株式会社の取締役とアサヒビー

ル株式会社の代表取締役社長を兼務する予定です。 



経歴書 

  

１．アサヒグループホールディングス株式会社 

 荻田 伍（おぎた ひとし） 

 出 身 地 福岡県 

 生年月日 昭和１７年（１９４２年）１月１日（６９歳） 

 

 略  歴 昭和４０年（１９６５年）３月 九州大学経済学部卒業 

      昭和４０年（  〃  ）４月 アサヒビール株式会社入社 

      平成 元年（１９８９年）９月 長野支店長 

      平成 ５年（１９９３年）９月 茨城支店長 

      平成 ７年（１９９５年）９月 福岡支社長 

      平成 ９年（１９９７年）３月 取締役 福岡支社長 

      平成 ９年（  〃  ）９月 取締役 九州地区本部長 

      平成１２年（２０００年）３月 常務執行役員 九州地区本部長 

      平成１２年（  〃 ）１０月 常務執行役員 関信越地区本部長 

      平成１４年（２００２年）３月 専務執行役員 関信越地区本部長 

      平成１４年（  〃  ）９月 アサヒ飲料株式会社 執行役員副社長 

      平成１５年（２００３年）３月 アサヒ飲料株式会社 代表取締役社長 

      平成１８年（２００６年）３月 代表取締役社長兼ＣＯＯ 

      平成２２年（２０１０年）３月 代表取締役会長兼ＣＥＯ 

      平成２３年（２０１１年）７月 アサヒグループホールディングス株式会社 

                     代表取締役会長兼ＣＥＯ（予定） 

 

泉谷 直木（いずみや なおき） 

出 身 地 京都府 

生年月日 昭和２３年（１９４８年）８月９日（６２歳） 

 

略 歴 昭和４７年（１９７２年）３月 京都産業大学法学部法律学科卒業 

      昭和４７年（  〃  ）４月 アサヒビール株式会社入社 

      平成 ７年（１９９５年）９月 広報部長 

      平成 ８年（１９９６年）９月 経営企画部長 

      平成１０年（１９９８年）９月 経営戦略部長 

      平成１２年（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 

      平成１２年（  〃  ）１０月 執行役員 戦略企画本部長 

      平成１３年（２００１年）９月 執行役員 首都圏本部副本部長 

兼 東京支社長 

      平成１５年（２００３年）３月 取締役 

      平成１６年（２００４年）３月 常務取締役 

      平成１８年（２００６年）３月 常務取締役 兼 常務執行役員酒類本部長 

           平成１９年（２００７年）９月 常務取締役 兼 常務執行役員酒類本部長  

兼 マーケティング本部長 

      平成２１年（２００９年）３月 専務取締役 兼 専務執行役員 

      平成２２年（２０１０年）３月 代表取締役社長兼ＣＯＯ 

            平成２３年（２０１１年）７月 アサヒグループホールディングス株式会社 

                     代表取締役社長兼ＣＯＯ（予定） 



本山 和夫（もとやま かずお） 

出 身 地   東京都 

生年月日 昭和２５年（１９５０年）３月１４日（６０歳） 

 

略  歴 昭和４７年（１９７２年）３月 東京理科大学理工学部卒業 

        昭和４７年（  〃  ）４月 アサヒビール株式会社入社 

        平成 ８年（１９９６年）９月 首都圏・関信越地区本部物流部長 

        平成１０年（１９９８年）９月 物流システム部長  

兼 物流システム本部企画室長 

      平成１１年（１９９９年）９月 物流システム本部長 

      平成１２年（２０００年）３月 執行役員 総合品質本部長 

兼 物流システム本部長 

平成１３年（２００１年）９月 執行役員 SCM 本部長 

兼 IT 戦略・環境社会貢献担当 

平成１４年（２００２年）９月 執行役員 経営戦略・広報担当 

平成１５年（２００３年）９月 執行役員 戦略企画本部長 

平成１８年（２００６年）３月 取締役 兼 執行役員 

平成１９年（２００７年）３月 常務取締役 兼 常務執行役員 

平成２１年（２００９年）３月 専務取締役 兼 専務執行役員 

平成２２年（２０１０年）３月 代表取締役副社長 

平成２３年（２０１１年）３月 代表取締役副社長  

兼 アサヒマネジメントサービス代表取締役社長（予定） 

平成２３年（２０１１年）７月 アサヒグループホールディングス株式会社 

代表取締役副社長（予定）  

兼 アサヒマネジメントサービス代表取締役社長（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．アサヒビール株式会社 

小路 明善（こうじ あきよし） 

出 身 地  長野県 

生年月日 昭和２６年（１９５１年）１１月８日（５９歳） 

 

略  歴 昭和５０年（１９７５年）３月 青山学院大学 法学部卒業 

     昭和５０年（１９７５年）４月 アサヒビール株式会社 入社 

      平成 １年（１９８９年）１１月 東京支社中央第一支店 課長 

      平成 ４年（１９９２年）９月 東京支社特約店営業部 副部長 

      平成 ５年（１９９３年）６月 東京支社特約店営業部長 

      平成 ７年（１９９５年）９月 人事部人事課長 

      平成 ８年（１９９６年）９月 人事部次長 兼 人事課長 

      平成１０年（１９９８年）９月 人材高度化推進部人事課長 

      平成１２年（２０００年）３月 人事戦略部長 

      平成１３年（２００１年）９月 執行役員  

経営戦略・人事戦略・事業計画推進担当 

      平成１４年（２００２年）２月 執行役員 

経営戦略・人事戦略・事業計画推進担当 

     兼 事業計画推進部長 

      平成１４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 

      平成１４年（  〃  ）９月 執行役員 飲料事業担当 

      平成１５年（２００３年）３月 アサヒ飲料株式会社 

常務取締役 企画本部長 

      平成１７年（２００５年）１月 アサヒ飲料株式会社 

常務取締役 企画本部長 

               兼 アサヒビバレッジサービス株式会社代表取締役社長 

      平成１８年（２００６年）３月 アサヒ飲料株式会社 

専務取締役 企画本部長 

      平成１８年（  〃  ）９月 アサヒ飲料株式会社 

専務取締役 企画本部長 

                   兼 アサヒビバレッジサービス株式会社取締役 

      平成１９年（２００７年）３月 当社 常務取締役 兼 常務執行役員 

          人事、財務、お客様生活文化研究所、総務法務、社会環境推進担当 

      平成２１年（２００９年）３月 常務取締役 兼 常務執行役員 

                  財務、お客様生活文化研究所、業務システム担当  

平成２２年（２０１０年）３月 常務取締役 兼 常務執行役員 

                          財務、人事、情報システム担当 

平成２３年（２０１１年）７月 アサヒグループホールディングス株式会社 

           取締役（予定）  

兼 アサヒビール株式会社代表取締役社長（予定） 

 

以上 

 


