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第１【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【所有者別状況】

2018年12月31日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数－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） － － － 3 － － 17 20 －

所有株式数

（株）
－ － － 600,000 － － 1,570,800 2,170,800 －

所有株式数の割

合（％）
－ － － 27.64 － － 72.36 100.00 －

 

（２）【大株主の状況】

2018年12月31日現在
 

氏名又は名称 住所
所有株式数
（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

（％）

公益財団法人サントリー芸術財団 東京都港区赤坂一丁目12番32号 300,000 13.81

公益財団法人サントリー文化財団 大阪市北区堂島二丁目１番５号 200,000 9.21

佐治　信忠 東京都港区 108,000 4.97

鳥井　信吾 神戸市東灘区 108,000 4.97

酒井　朋久 神戸市東灘区 108,000 4.97

佐治　英子 東京都港区 108,000 4.97

鳥井　信佑 神戸市東灘区 108,000 4.97

酒井　幾代 神戸市東灘区 108,000 4.97

鳥井　信宏 東京都港区 105,100 4.84

坂口　美木子 神戸市東灘区 105,100 4.84

計 － 1,358,200 62.56
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２【役員の状況】

男性　９人、女性　０人（役員のうち、女性の比率　０％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役会長

（代表取締役）
－ 佐治　信忠 1945年11月25日生

1971年４月　ソニー商事㈱入社

1974年６月　サントリー㈱入社

1999年11月　当社代表取締役

2001年３月　サントリー㈱代表取締役社長

2002年３月　同社代表取締役会長兼社長

2002年３月　当社代表取締役社長

2009年２月　サントリーホールディングス

㈱代表取締役会長兼社長

2014年10月　同社代表取締役会長（現任）

2016年３月　当社代表取締役会長（現任）

（注）３ 108

取締役副会長

（代表取締役）
－ 鳥井　信吾 1953年１月18日生

1980年４月　伊藤忠商事㈱入社

1983年６月　サントリー㈱入社

1999年11月　当社取締役

2003年３月　サントリー㈱代表取締役副社

長

2007年３月　当社代表取締役

2009年２月　サントリーホールディングス

㈱代表取締役副社長

2009年３月　当社代表取締役副社長

2014年10月　サントリーホールディングス

㈱代表取締役副会長（現任）

2016年３月　当社代表取締役副会長（現

任）

（注）３ 108

取締役社長

（代表取締役）
－ 鳥井　信宏 1966年３月10日生

1991年７月　㈱日本興業銀行（現㈱みずほ

銀行）入行

1997年４月　サントリー㈱入社

2011年１月　サントリー食品インターナ

ショナル㈱代表取締役社長

2016年３月　当社代表取締役社長（現任）

2016年３月　サントリーホールディングス

㈱代表取締役副社長（現任）

2016年３月　サントリー食品インターナ

ショナル㈱取締役（現任）

2017年４月　サントリーＢＷＳ㈱代表取締

役社長（現任）

2018年３月　サントリー酒類㈱代表取締役

会長（現任）

（注）４ 105

取締役副社長 － 酒井　朋久 1952年10月８日生

1976年４月　㈱三和銀行（現㈱三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行）入行

1989年６月　サントリー㈱入社

2006年３月　同社専務取締役

2007年３月　当社取締役

2009年２月　サントリーホールディングス

㈱専務取締役

2009年３月　当社専務取締役

2014年３月　当社取締役副社長（現任）

（注）３ 108

常務取締役 － 三宅　修平 1954年８月４日生

1977年４月　サントリー㈱入社

2009年４月　サントリービジネスエキス

パート㈱執行役員経理セン

ター長

2010年９月　サントリーホールディングス

㈱グループ監査部長

2015年３月　サントリー興産㈱代表取締役

社長

2016年３月　当社常務取締役（現任）

（注）４ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

常務取締役 － 服部　誠一郎 1956年９月25日生

1980年４月　サントリー㈱入社

2009年12月　サントリーホールディングス

㈱ロンドン支店支店長兼サン

トリー酒類㈱酒類海外事業部

部長

2012年12月　サントリー食品インターナ

ショナル㈱常勤監査役

2015年５月　同社取締役（常勤監査等委

員）

2016年３月　当社常務取締役（現任）

（注）４ －

取締役 － 中村　壽孝 1965年３月23日生

1987年４月　㈱中村塗装店（現㈱ハーテッ

ク）入社

1995年10月　同社代表取締役社長（現任）

2016年３月　当社取締役（現任）

（注）４ 87

取締役 － 佐治　清三 1981年１月27日生

2010年９月　サントリーホールディングス

㈱入社

2016年３月　当社取締役（現任）

（注）４ 99

監査役 － 片山　省三 1946年９月25日生

1969年４月　サントリー㈱入社

2004年３月　同社大阪秘書部部長

2014年３月　当社監査役（現任）

（注）５ －

    計 616

　（注）１．取締役会長　佐治信忠は、取締役　佐治清三の兄です。

２．取締役副会長　鳥井信吾は、取締役副社長　酒井朋久の義兄です。

３．取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

４．取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

５．監査役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

６．サントリー㈱は、現サントリースピリッツ㈱です。

 

第２【会社法の規定に基づく計算書類等】

１【貸借対照表】

　会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。

 

２【損益計算書】

　会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。

 

３【株主資本等変動計算書】

　会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。

 

４【個別注記表】

　会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。

 

５【事業報告】

　会社法の規定に基づく事業報告の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。

 

６【附属明細書】

　会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。
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