
2020 年 2 月 19 日 
 
報道各位 

 

インディペンデント・フランチャイズ・パートナーズ, LLP 

 

キリンホールディングスに書簡を送付 
 

 キリンの会社提案議案の一部は、フランチャイズ・パートナーズの株主提案内容

と概ね一致 

 キリンの経営陣が、KV2027長期経営構想に含まれる「多角化」戦略について、

社外取締役が過半数を占める取締役会による見直しを行わないと主張したことに

失望 

 キリンがフランチャイズ・パートナーズの推薦する独立取締役候補者を受け入

れ、社外取締役が過半数を占める新たな取締役会による KV2027長期経営構想の

見直しを実施することに同意するならば株主提案を撤回 

 

キリンホールディングス株式会社（以下、「キリン」）（証券コード：2503）の株主である英国の独

立系運用会社インディペンデント・フランチャイズ・パートナーズ, LLP （以下、「フランチャイズ・

パートナーズ」、本拠地：ロンドン、CEO：ハッサン・エルマスリー）は 16 日、キリンが 2020 年 2 月

14 日に公表したプレスリリースに対する書簡をキリンに送付しました。 

 

キリンは公表したプレスリリースで、フランチャイズ・パートナーズから提出されていた株主提案

に反対する理由を表明しました。同時に、キリンはフランチャイズ・パートナーズが株主提案に記

載したものと同じ問題の一部について、独自の提案を行いました。 

 

フランチャイズ・パートナーズはキリンへの書簡（添付）で、取締役報酬に関するキリンの会社

提案は、取締役へのインセンティブを株主還元と整合させるというフランチャイズ・パートナーズ

の株主提案と概ね一致しているとして、会社提案を評価すると表明しています。 

 

また、フランチャイズ・パートナーズは、キリンが設立以来初めてグローバルなコーポレート・ガ

バナンスの水準に合わせ、社外取締役が過半数を占める取締役会を提案したことについても評

価しています。 

 

しかしながら、キリンが候補者とした名目上独立した 4 名の取締役のうち 3 名がキリンと密接な

関係を有しており、日本以外の主要な海外の国においては、3 名は「独立」しているとは認められ

ないとして失望を表明しました。 

 

最後にフランチャイズ・パートナーズは、キリンの経営陣が非中核の製薬、バイオ、スキンケア

の各事業を売却して 6,000 億円の自社株買いの費用に充てるべきとの要請を拒否し、KV2027



長期経営構想に含まれる「医と食をつなぐ」多角化戦略を取り消さず見直しもしないことに失望の

意を表明しました。 

 

フランチャイズ・パートナーズは、キリンが新たな取締役会が組成される前に、今後 7 年間にお

ける長期の戦略を固定化してしまうことが、キリンの歴史において初めて実現した過半数の「社外」

取締役により構成される新しい取締役会の役割、及び権限とどのように整合するのか理解に苦し

んでいます。 

 

フランチャイズ・パートナーズの株主提案に対するキリンのポジティブな姿勢に鑑みて、フラン

チャイズ・パートナーズは、2 つの条件さえ満たされれば株主提案の全部を撤回する意思があり

ます。 

 

第 1 の条件は、フランチャイズ・パートナーズの推薦する 2 名の独立取締役候補者が、3 月末

の定時株主総会で選任される新しい取締役会の候補者として指名されることです。 

 

第 2 の条件は、KV2027 長期経営構想の全体、またこれに含まれるキリンのいわゆる「医と食を

つなぐ」多角化戦略が、予断や先入観のない徹底的かつ独立したレビューのために、新たに選

出された取締役会に提出されることです。 

 

本日、フランチャイズ・パートナーズは、日本、オーストラリア、ミャンマー、フィリピンにおけるキ

リンの根幹を成す魅力的なビール事業の価値が、製薬、バイオ医薬品、スキンケアの各業界に

属する非中核事業を保有することによって、どれだけ魅力が薄れているかを詳細に分析したウェ

ブサイトを立ち上げました。 

 

分析資料は、www.abetterkirin.com にアクセスしてください。 

 

 

フランチャイズ・パートナーズの概要 

 

フランチャイズ・パートナーズは、2009 年にパートナーシップ形式で設立された独立系運用会

社であり、機関投資家にフランチャイズ投資戦略を提供しています。 

弊社のフランチャイズ投資戦略は、「競争上の優位性がブランド力やネットワーク等の無形資

産によって支えられている優良企業に集中的に投資するポートフォリオは、平均以下のボラティリ

ティで魅力的な長期リターンを生み出す」という考え方に基づいています。また、投資先企業が

割安かどうかも考慮に入れます。 

 

フランチャイズ・パートナーズの現在の運用資産残高は 155 億ドルです。持続性や活力があ

り、市場における地位と競争力を維持したまま複数の経済サイクルを生き延びてきた優良企業

20 社から 40 社に集中的に投資しています。 

 

以上 

 

 

本件に関する問合せ先 

IFP 東京連絡事務所（IFC） 

担当：竹江、高杉 連絡：03-5532-8921 
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16 February 2020

Mr Yoshinori Isozaki

President and Chief Executive Officer

Kirin Holdings Company, Limited

Nakano Central Park South

4-10-2 Nakano, Nakano-ku

Tokyo

164-0001

Japan

Dear Isozaki-san

We have reviewed your company’s public releases of February 14, including the Notice of Opinion of

Board of Directors regarding our shareholder proposals, your proposed Change of Directors and Board

Members and proposals regarding performance-linked compensation for officers and directors.

We are gratified by many of your proposals, which broadly reflect the spirit and substance of our own

proposals. We hope that our proposals served as a catalyst and inspiration for the similar proposals that

Kirin is now putting forward as its own.

More specifically, we believe that the spirit and substance of your proposed performance-linked

compensation scheme for officers and directors is broadly consistent with our own. We would ask that

you make public the details of the current and proposed compensation scheme so that we and other

shareholders can confirm how it will actually work in practice.

We are also gratified that you have recognized the need for Kirin Holdings to have a board consisting of a

majority of independent directors. That is a major step forward in aligning the company’s corporate

governance with global standards. However, we note that three of the candidates you have nominated

have close ties to the company and would in fact not be recognized as “independent” in major

jurisdictions outside Japan.

Finally, we note with disappointment that, in opposing our share buyback proposal, Kirin Holdings

management appears to have made an irrevocable and non-reviewable commitment to the

diversification strategy included in KV2027. We fail to understand how locking in the company’s current

long term strategy for the next seven years, before the new board is installed, foots with the role and

authority of the new board that will consist for the first time in Kirin’s history of a majority of

“independent” directors.

Has Kirin Holdings management already set KV2027 in stone? Has incumbent management pre-emptively

decided that KV 2027 will be beyond the review of the newly installed “independent” directors? This

seems to us to be in direct contradiction with principles of good corporate governance and the proper

role and authority of the new board.



In the spirit of reasonable compromise that we have sought in our discussions with you we offer the

following proposal. Franchise Partners is willing to withdraw its shareholder proposals in whole, subject

only to two conditions:

• First, we ask that our two candidates to serve as independent directors be included in the new

board. You have interviewed our candidates. You are aware that they are individuals of genuine

independence and integrity who, unlike your candidates, would be deemed to be clearly

independent in jurisdictions outside Japan.

• Second, we ask that KV2027 as a whole and Kirin Holding’s so-called “diversification” or “bridging”

strategy be submitted to the new board for a thorough and independent review, without pre-

judgment or pre-conception.

We believe that our requested conditions are reasonable and should be relatively easy to accept. We

believe that this provides a way forward in the best interests of the company and its shareholders.

We look forward to your response.

Yours sincerely

Hassan Elmasry, CFA Michael Allison, CFA

Managing Partner & Portfolio Manager Partner & Portfolio Manager



[ 参考訳 ] 

2020 年 2 月 16 日 

 

〒164-0001 

東京都中野区中野 4-10-2 

中野セントラルパークサウス 

キリンホールディングス株式会社 

代表取締役社長 磯崎 功典 様 

 

 

 当社は、「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」及び

「役員の移動について」並びに「取締役等に対する業績連動報酬制度の改定に

伴う報酬等の額及び内容改定並びに社外取締役の報酬額改定に関するお知ら

せ」を含む、貴社の 2 月 14 日付プレスリリースを確認しました。 

 

 当社は、当社の提案の精神及び本質を広く反映した貴社の提案の多く

を高く評価しています。当社の提案が、貴社が現在自ら提案する類似の提案を

促進し、その契機となったのであれば幸いです。 

 

 より具体的に申し上げれば、貴社が提案する取締役及び執行役員への

業績連動報酬制度は、広く当社の提案の精神及び本質と一致するものであると

考えます。当社は、当社及びその他の株主が、現在の、また提案された報酬制

度が実際にどのように機能するのか確認するため、貴社がその詳細を公表する

ことを求めたいと存じます。 

 

 貴社が独立取締役が過半数を占める取締役会を有することの必要性を

認識されたことも、当社は高く評価しています。これは、グローバルスタンダ

ードのコーポレートガバナンスを実現するための大きな前進と言えます。もっ

とも、当社は、貴社が推薦した候補者のうち 3 人は、貴社と密接な関係を有し

ており、実際には、日本以外の主要な地域においては「独立」しているとみな

されないと考えます。 

 

 最後に、失望とともに指摘しなければなりませんが、当社の自己株式

取得に関する提案への反対において、貴社の経営陣は、「KV2027」を含む事業

の多角化戦略について取り消し不能で、見直し不可能なコミットメントを行っ

ているように見受けられます。貴社が、新たな取締役会が組成される前に、今

後 7 年間における長期の戦略を固定化してしまうことは、キリンの歴史におい



 

 
 

て初めて実現する過半数の「独立」取締役により構成される新しい取締役会の

役割及び権限に反するのではないかと思います。 

 

 貴社の経営陣は既に「KV2027」を変更できないものとしてしまったの

でしょうか。現職の経営陣は、「KV2027」を新たに選任される「独立」取締役

による検証の対象外であると先行して決定してしまったのでしょうか。当社に

とっては、これは優良なコーポレートガバナンス及び新たな取締役の適切な役

割及び権限と完全に矛盾していると感じられます。 

 

 当社が貴社との協議において求めてきた合理的な歩み寄りの精神か

ら、当社は貴社に対して以下の提案を行います： 

 

 当社フランチャイズ・パートナーズは、以下の 2 つの条件が充たされ

た場合には、株主提案をすべて撤回します。 

 

 第一に、当社は、当社が独立取締役に就任するものとして提案した 2

名の候補者が、新たな取締役会に含まれることを求めます。貴社は、当社の候

補者とすでにインタビューも行いました。貴社は、彼らが誠実であり、そし

て、貴社の候補者と異なり、日本以外の地域においても明白に独立していると

みなされる、真に独立した人物であることをご理解いただいていると存じま

す。 

 

 第二に、当社は、「KV2027」全般及びキリンの、いわゆる「事業の多角

化」又は「つなぐ」戦略を、予断又は先入観なく、完全かつ独立した検証を受

けるため、新たな取締役会に提出することを求めます。 

 

 当社は、当社が要求する条件が合理的であり、比較的容易に受け入れ

られるものであると考えています。当社は、この提案が会社及び株主の最善の

利益につながる道筋を提供するものであると考えます。 

 

 ご返答をお待ちしています。 

 

 


