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【第2四半期決算説明および通期業績予想 発表者：取締役 木村 睦】

・本日は、お忙しいところ、当社グループの決算説明会にお集まりいただき、誠にありがとうござい
ますます。

・まず、第2四半期の業績の概況と2016年3月期通期の業績予想についてご説明します。
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・宝ホールディングス連結の2016年3月期第2四半期の決算についてご説明します。
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・連結損益計算書の売上高から営業利益までについて、説明します。

＜前期比＞

・売上高は 宝酒造グループで33億5 700万円 タカラバイオグループで22億8 600万円 宝ヘルス・売上高は、宝酒造グル プで33億5,700万円、タカラバイオグル プで22億8,600万円、宝ヘルス
ケアで1億4,500万円の増収となり、連結売上高は前期比58億400万円増収の1,069億3,400万円
と、過去 高となりました。

・売上原価では、宝酒造グループ、タカラバイオグループともに原価率が前期に比べ低下し、その
結果、売上総利益は、前期比30億400万円増益の416億3,200万円となりました。

・販売費及び一般管理費では、研究開発費や運送費、人件費などが増加し、販売促進費も売上
高の伸びにともなって増加しましたが、前期比23億9,900万円の増加にとどまりました。

・営業利益は、前期比6億400万円増益の38億8,000万円となりました。

＜期初計画比＞

・売上高は、宝酒造グループで10億7,200万円、タカラバイオグループで5億5,000万円、宝ヘルス
ケアで1億500万円、それぞれ計画を上回り、全体では計画比14億3,400万円の増収となりました。

・売上原価は、ほぼ計画通りに推移し、売上総利益は期初計画を6億3,200万円上回りました。

・販売費及び一般管理費は、販売促進費をはじめ費用の抑制に努め、計画比3億4,800万円の減
少となりました。

・営業利益は9億8,000万円計画を上回りました。

・当第2四半期は、もともと研究開発費などを積極的に投下し、前期に比べ減益となる計画でしたが、
売上高の増加とコスト抑制に努めた結果、増益を確保することができました。
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・営業外損益では、受取利息・配当金の増加に加え、持分法投資利益の増加やタカラバイオグ
ループの補助金収入の増加などにより営業外収支が改善しました。

・経常利益は、前期比8億9,700万円、計画比12億2,600万円増益の、43億2,600万円となりました。
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・特別損益では、子会社において株式の売却がありました。

・その結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前期比6億9,600万円、計画比10億2,500万
円増益の、25億2,500万円となりました。円増益の、25億2,500万円となりました。
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・宝酒造グループの2016年3月期第2四半期の業績概況について説明します。
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・宝酒造グループの損益概況について説明します。

＜前期比＞

・売上高は 33億5 700万円増収の918億7 200万円となりました・売上高は、33億5,700万円増収の918億7,200万円となりました。

・カテゴリー別では、焼酎が減収となったものの、清酒やソフトアルコール飲料、本みりんなどが増
収となったほか、海外日本食材卸が大幅な増収となりました。

・売上原価では、原材料の輸入では円安の影響によるコストアップもありましたが、原材料コスト全
体ではコストダウンとなり、原価率が改善したことから、売上総利益は前期比16億6,200万円増益
の333億3,000万円となりました。

・販売費及び一般管理費では、運送費や海外子会社の人件費のほか、売上高の増加に伴い販売管 増 伴
促進費が増加したものの、前期比9億3,700万円増加の304億1,200万円にとどまりました。

・営業利益は前期比7億2,400万円増益の29億1,800万円となりました。

＜期初計画比＞

・売上高は、焼酎や清酒、ソフトアルコール飲料などで計画を下回ったものの、原料用アルコール
や海外日本食材卸などが計画を上回り、全体では10億7,200万円上回りました。

・売上原価は計画よりもコストダウンとなり、売上総利益は5億3,000万円計画を上回りました。

・販売費及び一般管理費では、販売促進費などが減少しました。

・営業利益は計画に対して7億6,800万円の増加となりました。
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・為替レート変動による売上高の増収効果は、前期比では3億5,000万円、計画比では3億2,700万
円でした。

・松竹梅白壁蔵「澪」スパークリング清酒は、8月に発売した「澪」＜DRY＞の寄与もあり、前期比で松竹梅白壁蔵 澪」ス クリング清酒は、8月に発売した 澪」＜DRY＞の寄与もあり、前期比で
は2億8,700万円と伸長しましたが、期初計画には若干ながら未達となりました。

・ソフトアルコール飲料は、６月に発売した果汁入り糖質ゼロチューハイ「ゼロ仕立て」をはじめとす
る果汁系チューハイの売上高増加により、前期比では大幅なプラスとなったものの、計画には及
んでいない状況です。
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・前期比での宝酒造グループの営業利益の増減分析を説明します。

・宝酒造グループの営業利益は7億2,400万円の増益となりましたが、その内訳について宝酒造単
体のほうから見ていきますと、まず売上総利益が8億4,200万円増加しました。このうち売上数量の体のほうから見ていきますと、まず売上総利益が8億4,200万円増加しました。このうち売上数量の
増加によるものが3億2,600万円、単価差すなわち商品構成の改善や原価の低減によるものが5億
1,500万円でした。NETコストダウンの2億100万円はこの数字に含まれています。

・販売費及び一般管理費は、運送費や販売促進費などの増加により6億1,000万円増加しました。

・宝酒造単体の営業利益は2億3,100万円の増益となりました。

・宝酒造単体以外の要因では、海外日本食材卸事業の営業利益がのれん等償却後で7,500万円
増益となったほか、その他の海外子会社や国内グループ会社も概ね好調に推移しました。
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・期初計画比での宝酒造グループの営業利益での増減について説明します。

・宝酒造グループの営業利益は7億6,800万円の増益となりましたが、その内訳について宝酒造単
体のほうから見ていきますと、まず売上総利益が1億8,300万円減少しました。このうち売上数量の体のほうから見ていきますと、まず売上総利益が1億8,300万円減少しました。このうち売上数量の
減少によるものが2億4,500万円、単価差によるものはプラス6,100万円でした。NETコストダウンの
1億8,100万円はこの数字に含まれています。

・販売費及び一般管理費は、販売促進費を中心に4億9,200万円減少しました。

・宝酒造単体の営業利益は3億900万円の増益となりました。

・宝酒造単体以外の要因では、海外日本食材卸事業の営業利益がのれん等償却後で7,100万円
の増益となったほか、海外のウイスキー販売や国内の物流事業などが計画を上回りました。
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・宝ホールディングス連結の2016年3月期通期の業績予想についてご説明します。
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・売上高から営業利益までの予想について説明します。

・連結売上高は、タカラバイオグループが7億円、宝ヘルスケアが1億円、期初計画を上回る見通し
ですが、宝酒造グループおよび宝ホールディングス連結では期初計画のまま据え置いています。ですが、宝酒造グル プおよび宝ホ ルディングス連結では期初計画のまま据え置いています。

・連結営業利益についても113億円と、期初計画を据え置いています。

・上半期の業績は期初計画を上回る進捗となりましたが、国内の酒類の 需要期となる第3四半期
の業績が通期の業績に大きく影響するため、現段階では期初計画のまま据え置くことにしました。
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・営業外収益以下の予想についても、経常利益は120億円、親会社株主に帰属する当期純利益は
64億円と、いずれも期初計画を据え置いています。
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・宝酒造グループの通期の業績予想について説明します。
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・期初計画からの変更点について説明します。

・売上高については、焼酎、ソフトアルコール飲料などを下方に修正する一方で、原料用アルコー
ルと海外日本食材卸事業を上方へ見直しています。ルと海外日本食材卸事業を上方 見直しています。

・国内消費の動向には、依然として不透明感が残っていますが、好調に推移している海外事業をさ
らに伸ばしていくことで、売上高トータルでは期初計画通りの1,975億円を達成する計画です。

・販売費及び一般管理費の内訳について若干の見直しをしていますが、営業利益についても期初
計画を据え置き、85億円としています。
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・宝酒造グループ通期の、カテゴリー別の売上高の増減とその要因、および為替レート変動による
影響額を記載しています。

・為替レート変動による増収効果は、前期比で5億4,100万円、期初計画比では7億4,800万円とな為替レ ト変動による増収効果は、前期比で5億4,100万円、期初計画比では7億4,800万円とな
る見込みです。
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・宝酒造グループの通期の営業利益について、前期比から説明します。

・宝酒造グループの営業利益は6億5,900万円の増益となる見込みですが、その内訳について宝
酒造単体のほうから見ていきますと、まず、売上高の増加に伴い売上総利益が20億3,100万円増酒造単体のほうから見ていきますと、まず、売上高の増加に伴い売上総利益が20億3,100万円増
加する見込みで、ここには7億6,800万円のNETコストダウンが含まれます。

・一方で、運送費や販売促進費を中心に販売費及び一般管理費が増加し、宝酒造単体の営業利
益は2億400万円の増益となる計画です。

・宝酒造単体以外の要因としては、海外日本食材卸事業の営業利益について、のれん等償却後
で5,500万円の増益を見込むほか、国内の物流事業や海外のウイスキー販売が引き続き好調に
推移するものと見ています。
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・宝酒造グループの通期の営業利益の、期初計画比での増減について説明します。

・宝酒造グループの営業利益は期初計画を据え置くこととしております。

・宝酒造単体について見ると NETコストダウンとして7億8 200万円を見込むものの 売上高の減少・宝酒造単体について見ると、NETコストダウンとして7億8,200万円を見込むものの、売上高の減少
により、売上総利益は10億4,700万円の減益となる見通しです。

・これを、運送費や広告宣伝費、販売促進費などを中心に販売費及び一般管理費の抑制に努め
ることで、宝酒造単体の営業利益は期初計画比で1億1,000万円の減益にとどめる計画です。

・宝酒造単体以外の要因として、海外日本食材卸事業の営業利益をのれん等償却後で記載して
おりますが、概ね期初計画通りとなる見込みです。
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・宝ヘルスケアの2016年3月期第2四半期の業績概況と2016年3月期通期の業績予想を合わせて
説明します。

20



＜2016年3月期第2四半期＞

・売上高は、9億5,500万円で前期比1億4,500万円の増収、期初計画に対しても1億500万円の増
収となりました。

・営業利益についても、3,500万円と、前期比、計画比ともに増益を確保しました。営業利益についても、3,500万円と、前期比、計画比ともに増益を確保しました。

＜2016年3月期通期業績予想＞

・売上高は期初計画を1億円上回る19億円、営業利益は計画通りの6,000万円を見込んでいます。
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【事業戦略 発表者：代表取締役社長 柿本 敏男】

・今期は「TaKaRaグループ中期経営計画２０１６」３年間の２年目、上期を終わって、ちょうど折り返
しということになります。

・まず宝ホールディングス全体として、中計のこれまでの取り組みを振り返ります。
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・売上高、営業利益については、安定成長を基本に、業績の拡大に取り組んでいます。

・本中計で掲げました２０１７年３月期の売上高２，３００億円、営業利益１２０億円は何としても達成し
たいと考えています。

・事業環境を見ると、日本社会では高齢化と人口減少が進み、国内市場は今後ますます縮小してい
くことが見込まれます。バイオ事業においても、日々の技術進歩の中で世界を相手にした競争は激くことが見込まれます。 イオ事業においても、日 の技術進歩の中で世界を相手にした競争は激
しさを増してくることが予想されます。

・そういった環境の変化に強い、バランスのとれた事業構造に変革していくことを目標に、本中計に
取り組んでいます。

・ポイントの一つは、やはり海外です。

・中計の、定量目標の一つに挙げている、海外売上高比率は、直近で、１７．８％まで来ており、中計
の目標値は上回っていますが、近年の海外での日本食の広がりや、医療技術の発展、また為替の
変動を考えると、海外の売上高をもっと高めていく必要があると考えています。

・当期の海外売上高比率の計画値を、グループ別にみると、タカラバイオグループ（以下、タカラバイ
オG）が５４．４％であるの対し、宝酒造グループ（以下、宝酒造G）は１５．１％と、まだ低い水準であ
り、これを上げていくことに重点的に取り組みたいと思います。

・ただしこれは、国内は下がっても仕方がない、ということではありません。宝酒造G、タカラバイオGと
も国内事業についても しっかりと取り組んでいきますも国内事業についても、しっかりと取り組んでいきます。

・営業利益率の向上も課題です。

・中計の目標には掲げていませんが、グループ全体の営業利益率は５％前後と、決して十分なレベ
ルとは考えていません。

・当期の計画値をグループ別に見ると、宝酒造Gは４．３％、タカラバイオGは８．１％となっています。

・宝酒造Gにおいては 利益率の高い海外事業の拡大と 国内の利益率の向上に取り組みます・宝酒造Gにおいては、利益率の高い海外事業の拡大と、国内の利益率の向上に取り組みます。

・一方、タカラバイオGについては、研究開発費を投資しながら高い利益率を保ち、遺伝子医療事業
の商業化などを進め、事業規模を拡大させることで、着実に利益を増大させていきたいと考えてい
ます。
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・あらためて「TaKaRaグループ中期経営計画２０１６」の概要を説明します。

＜基本方針＞

「TaKaRaグループ・ビジョン2020」の実現に向けて、

国内では収益力の向上、海外では事業の拡大・伸長に取り組むとともに、

バイオ事業の成長加速により

環境変化に強いバランスのとれた事業構造に変革していく

＜2017年3月期 定量目標＞

連結売上高 2,300億円以上, 億

連結営業利益 120億円以上

海外売上高比率 １6％以上

・グループ別の事業戦略は記載の通りですが、

宝酒造Gでは国内事業の収益力向上と海外日本食材卸網の積極的な拡大、

タカラバイオGでは成長分野である再生・細胞医療への投資タカラバイオGでは成長分野である再生 細胞医療への投資、

そして、グループシナジーを活かした健康食品事業の育成がポイントとなってきます。

・そして、それを成し遂げるための重点戦略。

これは投資を伴うものでもありますが、将来に向けた事業構造の変革のためには、今やっておかねば
ならないことだと考えています。
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・財務方針について確認します。

・健全な財務体質を維持しながら、資本効率を意識し、利益成長のための重点戦略への積極的な
投資を行うとともに、株主還元として、営業利益の水準に応じた、増配や、自己株式取得の検討を、
行っていく考えです。

・直近３年間の投資の状況をみると、前中計の 終年度である2014年3月期から、当期までの３年
間で、スパークリング清酒「澪」や、海外日本食材卸、そしてバイオの「遺伝子・細胞プロセッシン
グセンター」といった重点戦略に対し、200億円近い成長投資を行ってきました。

・また、これらの投資以外にもバイオの遺伝子医療分野への研究開発に50億円近くを投じるなど、
積極的に取り組んでいます積極的に取り組んでいます。

・こうした成長事業への投資を行う一方で、３年間で60億円以上の配当を実施し、株主還元にも努
めています。

25



・TaKaRaグループ連結における、本中計のこれまでの取組みについてまとめます。

・定量目標に掲げた、売上高、営業利益、海外売上高比率については順調に進捗しています。

・利益成長に資する重点戦略への投資という点では、

スパークリング清酒「澪」の増産に向けた、生産設備の増強を完了し、

タカラバイオのCDMO事業の拠点となる「遺伝子・細胞プロセッシングセンター」も稼働、

そして、国内および米国で進めている、遺伝子医療プロジェクトについても、今のところ計画通りに
進展しています。

・海外日本食材卸事業についても、世界での日本食レストラン軒数の伸びなどを追い風に業績を
拡大しており、一定の成果を得ています。

・今後の取り組みとしては、まず国内酒類事業の営業利益率の向上に取り組みます。

・また、重点戦略にも挙げていた、欧米をはじめとする世界での日本食材卸網の構築に向けた、
ネットワークの拡充について、アジア・オセアニアへの展開にもスピード感をもって取り組みます。

・そして、バイオ事業についても、新しく建設した「遺伝子・細胞プロセッシングセンター」を中核拠
点に、CDMO事業の拡大に引き続き注力します。
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・そして、中計の目標には掲げていませんが、企業価値向上に向けた取り組みとして、ROEについ
てもふれておきます。

・当社のROEの推移は、グラフに示した状況です。

年 月期 株式 部売却 特別利益を計上 関係 時的 高・2014年3月期には、タカラバイオ株式の一部売却により特別利益を計上した関係で、一時的に高
くなっていますが 当期も５％程度という水準であり、決して十分と言えるものではありません。

・これを高めていく必要があると考えていますが、宝酒造GとタカラバイオGとでは、ROE向上の方
法も、違ってくると考えています。

・宝酒造Gは利益率の高い海外事業を伸ばすこと、そして国内事業の利益率を向上させること、

方 タカラバイオGは遺伝子医療の商業化によ て利益を獲得できれば 短期間でもROEの一方、タカラバイオGは遺伝子医療の商業化によって利益を獲得できれば、短期間でもROEの
向上は実現できます。

・現段階ではROEの中長期的な目標値は定めていませんが、その設定も含め、今後取り組んでい
きます。

・コーポレートガバナンス体制の整備も進めていく必要があります・コーポレートガバナンス体制の整備も進めていく必要があります。

当社も今回の決算発表に合わせ、「コーポレートガバナンスポリシー」を発表しました。

各項目について、これからも議論を進め、当社にとって 適と思われるガバナンス体制を検討し
ていきます。

また、企業価値向上のために、株主や投資家の皆様との対話にも努めていきます。

本中計は残り１年半 定量目標を達成し 環境変化に強いバランスのとれた事業構造への「変・本中計は残り１年半、定量目標を達成し、環境変化に強いバランスのとれた事業構造への「変
革」を、何としても成し遂げるとともに、中長期的な企業価値の向上に向け、引き続き取り組みを
進めていきます。
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・宝酒造Gの中期経営計画について振り返ります。
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・グラフには、宝酒造G全体の数値と、そこから海外事業を差し引いた、国内事業の数値を、並記し
ています。

・宝酒造G全体では、売り上げが伸びていますが、国内事業は、横ばいとなっています。

増収 要因 海外が伸 と う と す増収の要因は、海外が伸びているということです。

・営業利益も同様です。宝酒造G全体では、前中計のあいだ、横ばいだった営業利益が本中計に
入って増加傾向に転じました。これには、海外日本食材卸事業の拡大に向け、フランスのフー
デックス社に次いで、イギリスのタザキフーズ社、スペインのコミンポート社をグループに迎え入れ
たことが、大きく影響しています。

・一方で、国内の営業利益はまだ回復するまでには至っていません。

・海外売上高比率は、近年、急速に高まっており、当期は１５％台を見込んでいます。

今後、さらに伸ばしていきたいと考えています。

・宝酒造Gの営業利益率は、比較的利益率の高い海外日本食材卸事業の拡大により、改善傾向
にありますが、国内の営業利益率は３．５％と、低い水準にあります。

・背景には 輸入原材料コストの高止まりや 商品構成の変化 販売競争の激化による 販売コスト・背景には、輸入原材料コストの高止まりや、商品構成の変化、販売競争の激化による、販売コスト
の増加などの要因がありますが、高付加価値商品の開発、育成により、売上を伸ばすとともに、利
益率を改善していきたいと考えています。
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・宝酒造Gの中期経営計画を確認します。

＜基本方針＞

技術で差異化された商品の開発・育成により、国内事業の収益力を向上させるとともに、日本食材
卸網を積極的 拡大 海外事業を大きく伸長さ卸網を積極的に拡大し、海外事業を大きく伸長させる

＜2017年3月期 定量目標＞

連結売上高 2,000億円以上

連結営業利益 85億円以上

海外売上高比率 12％以上

・国内事業の収益力の向上と、海外日本食材卸事業を中心とする海外事業の伸長がテーマです。

・そのための具体的な方針を、事業戦略に挙げています。

収益力向上という観点で言えば、当社の酒類カテゴリーの中で比較的利益率の高い、清酒の販
売を拡大していくこと、そして当社独自の技術力によって差異化された商品を、開発、育成してい
くことが重要だと考えています。

・以降、国内酒類事業および海外事業の主なカテゴリーについて、中計の進捗状況と今後の取り
組みについて見ていきます。
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＜焼酎＞

・市場全体は、ダウントレンドが続いています。課税移出数量は５年間で、マイナス９．１％。当社が
シェアトップである甲類焼酎に限ってみると、マイナス１２．４％でした。

・減少の要因は、ユーザーの高齢化に加え、ソフトアルコール飲料への流出が影響していると見て
おり この状況はしばらく続くものと思われますおり、この状況はしばらく続くものと思われます。

・当社の売上高も５年間でマイナス１２．７％と、減少が続いています。焼酎は、当社の売上高でも大
きな構成比を占めているため、宝酒造単体、そしてグループ全体への影響も大きいものがあります。

・焼酎で主力の甲類焼酎の大型容器は、品質での差異化が難しく、価格訴求に陥りやすいカテゴ
リーですリーです。

PBブランドなどを中心に、価格の安い商品の売上の比率が伸びているため、当社は市場より減少
幅が大きいのですが、焼酎トップメーカーとして当社が取るべき方策は、価格以外の価値でお客
様に評価いただけるような、商品の開発を目指すこと、そして焼酎のファンを増やすような、取り組
みを進めることだと考えています。

・新しい商品としては、本年10月に、全量芋焼酎一刻者のシリーズとして、一刻者＜紫＞を発売しま新 商 年 酎 紫
した。

フルーティで香り高く、すっきりと飲みやすい味わいは、芋と芋麹だけで作る当社独自の製法が
あって、実現できたと思っています。既にご好評をいただいている一刻者＜赤＞に続く商品として、
育成していきます。

・また、甲類焼酎全体が減少するなか、味わいを付加した極上宝焼酎は、年々増加しています。お
客様に新たな価値を付加した、焼酎の開発を進め、提供していきます。

新商品ではありませんが の試みとして この秋より甲類焼酎主要製品 の「糖質ゼ 表示・新商品ではありませんが、一つの試みとして、この秋より甲類焼酎主要製品への「糖質ゼロ」表示
を始めました。ビール類でも糖質ゼロ、糖質オフタイプの商品が、ユーザーのニーズを獲得してい
ますが、そもそもピュアな蒸留酒である焼酎はもともと「糖質ゼロ」です。こういった訴求を地道に続
けていくことで、当社のみならず焼酎マーケット全体のダウントレンドに歯止めをかけたいと思って
います。
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＜清酒＞

・清酒全体の出荷量は、１９７０年代のピーク時の３分の１にまで減少しています。

直近５年間での市場の動きはマイナス７．９％とダウントレンドにはあるものの、長いスパンで見れば
げ ま 傾向も え始 ます下げ止まりの傾向も見え始めています。

・世界での日本食人気の高まりを背景に海外向けの輸出が賑わってきたことや「スパークリング清酒」
のような新しい市場が広がりつつあることも寄与していると見ています。

・市場の動向に対し、当社は年々売上高を拡大させており、５年間でプラス１７．８％の伸びとなりまし
た。

それを牽引しているのは スパ クリング清酒「澪」です 増産体制を確立した前期は３７億円 当期・それを牽引しているのは、スパークリング清酒「澪」です。増産体制を確立した前期は３７億円、当期
は 約５０億円の売上高を計画しています。

・また本年８月には、かねてよりご要望の多かったDRYタイプの製品も投入、順調な滑り出しを見せて
います。

・「澪」については、売上を伸ばしていることだけでなく、「スパークリング清酒」という新たな市場の拡
大を牽引できたことを大きく評価しています。「澪」がお客様に支持されたことで、この市場への新規
参入が相次ぎ、市場全体が拡大しています。この伸び行く新市場において、「澪」を着実に育成して相 伸 新 澪 着 育
いきます。

・「澪」は、利益率の高い商品です。「澪」の売上高を伸ばすことが、収益力の向上にも、寄与するもの
と期待しています。

・「澪」以外にも、主力ブランドである、松竹梅「天」の糖質オフや、松竹梅「糖質ゼロ」など、様々な切
り口の製品を投入しています。お客様の多様なニーズに応えていくことで、引き続き清酒カテゴリー
の売上拡大を図りますの売上拡大を図ります。
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＜ソフトアルコール飲料＞

・ソフトアルコール飲料は、直近５年間でプラス１７．６％と、酒類マーケットでも数少ない、伸びているカ
テゴリーです。

・高アルコールタイプの商品が市場の拡大を牽引していることに加え、「糖質ゼロ」など機能性訴求の
商品が次々と登場しています。

・当社も５年間でプラス１６．４％と売り上げを伸ばしてはいますが、ここ数年は頭打ち、前期は売り上げ
が減少しました。主力の「タカラ焼酎ハイボール」は、引き続き好調で、前年比２桁増で推移し、全体
を牽引していますが、競合他社との厳しい競争のなかで、いわゆる果汁系チューハイの分野で後れ
を取っている状況です。

・こうした市場環境のなかで、当社は、技術で差異化された付加価値商品の開発に取り組んできまし
た。

・そして、この６月に発売したのが“TaKaRa果汁入り糖質ゼロチューハイ「ゼロ仕立て」”です。

業界初となる、果汁を使用しながらも５つのゼロ、すなわち、糖質、プリン体、甘味料、香料、着色料
の全てでゼロを実現、しかも果汁系でありながら、アルコール分は８％と、高アルコール、機能性を求
める両方のファンを取り込みたい考えです。める両方のファンを取り込みたい考えです。

・発売直後の初動は良かったものの、厳しい競争の中でやや販売計画に届いていないのが現状です
が、現在は主力となっている焼酎ハイボールも、2006年に発売した当初は同じような状態でした。

商品の良さをお客様にしっかりと伝え、コアファンを獲得し、着実に育成していきます。
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＜調味料＞

（グラフは「本みりん」の市場動向と、当社の販売状況を掲載）

・本みりんは市場、当社ともに横ばいから漸減傾向が続いています。

・２０１４年３月期に数字が伸びているのは、消費税増税前の駆け込み需要による一時的なもので
す。

・市場に比べ当社の減少幅が大きくなっていますが、本年上期については前期比で市場よりも伸
長しました。

・こうした環境のなかで当社は、小売店などを通じて、お客様に商品をお届けする家庭用ルートと、
加工食品メ カ や中食メ カ を顧客とする B t Bの加工業務用ル トの双方で取り組みを加工食品メーカーや中食メーカーを顧客とする B to Bの加工業務用ルートの双方で取り組みを
進めています。

・本年９月には、国産米を１００％使用した本みりんを発売しました。注ぎたい量の調節が可能な２
段式のキャップを採用した容器になっており、利便性にも優れた商品になっています。

・本みりんトップメーカーとして こうした新たな価値をご提案することで 市場全体の活性化 新た・本みりんトップメーカーとして、こうした新たな価値をご提案することで、市場全体の活性化、新た
なユーザーの獲得に繋げていきたい考えです。
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＜その他の施策＞

・販売チャネル構成の改善では、コンビニエンスストアとの取り組み強化を図るため、各チェーンの
留型商品の開発に、取り組んでいます。

・原料用アルコールについては、利益を確保すべく販売価格の改定を進めています。

・製造原価コストの低減では、不断のコストダウンに継続して努めるほか、輸入原材料に対する、
為替ヘッジにも取り組んでいます。

・こうした施策をあわせて実施することで、国内事業の利益率向上を図っていきます。
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＜海外事業＞

・当社はかねてより、国内外で製造した当社の酒類・調味料を世界各地で販売する「海外酒類事
業」を展開していましたが、2010年４月にフランスのフーデックス社をパートナーに招き入れ、海外
の日本食レストランなどに日本食の食材 調味料等を販売する「海外日本食材卸事業」に参入しの日本食レストランなどに日本食の食材・調味料等を販売する「海外日本食材卸事業」に参入し
ました。

・売上高は、海外日本食材卸事業の拡大によって、近年急速に拡大しています。

・中計スタート時に計画していた目標値は既に達成。ここには円安の影響も含まれますが、現地通
貨ベースでも順調に拡大しています。

・売上高と同様、営業利益も順調に拡大しています。

・また、海外日本食材卸事業の拡大に伴って海外事業全体の利益率も向上し、直近では８％台と
いう水準になっています。

・海外事業を拡大していくことで、先ほどから課題として挙げている、グループ全体の利益率向上
にも繋げていきたいと考えています。

・日本食材卸事業の主な顧客は、現段階では、海外における日本食レストランへの販売が主流で
あり、利益の取れる納価で販売できているのが、この利益率の一つの要因です。

・しかし、日本食が広がりを見せていくなかで、近年急速に、外食のチェーン店やテイクアウト型の
業態でも、日本食が扱われるようになってきました。

・こうした、顧客の業態変化に対応していく中で、今後、利益率の水準が若干下がっていく可能性
はありますが、事業としてはまだまだ拡大していく余地があると考えています。
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・8月に農水省より、世界地域別の日本食レストランの軒数が発表されました。前回発表された、
2013年からの２年間で、世界の日本食レストラン数は約１．６倍と、大きく増加しています。

・アジアや北米が大きなマーケットですが、経済規模から考えれば、ヨーロッパは、もっと増える可アジアや北米が大きな ケットですが、経済規模から考えれば、ヨ ッ は、もっと増える可
能性があります。
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・宝酒造Gの海外拠点です。

・今は、ヨーロッパでの事業拡大に優先的に取り組んでいます。イギリスはタザキフーズ社が、大陸
側はコミンポート社を含むフーデックスグループが販売エリアを拡大しており、ほぼヨーロッパ全土側は ミンポ ト社を含むフ デックスグル プが販売 リアを拡大しており、ほぼヨ ッ 全土
をカバーするところまできました。

・ヨーロッパでは、当社グループが 大の日本食材卸ネットワークを有していますが、今後もスピー
ド感をもって事業拡大に取り組みます。

・また北米では、長年のパートナーであるミューチャルトレーディングの業容拡大の支援、そして、
中計で掲げたアジア・オセアニアでの新たなパートナー獲得にも引き続き注力します。

・今年はイタリアでミラノ万博が開催されました。

当社の「澪」も提供されましたが、日本館は非常に盛況だったと聞いています。

日本食への注目が高まっているこの機会を逃すことなく、事業の拡大を図ります。
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・海外事業のこれまでの成果としては、

まず、海外日本食材卸事業が、順調に業績を拡大していること。

・また、タザキフーズ社が小売店向けに扱う「Yutaka」というPBブランドを、フーデックスでも展開する
など、徐々にではあるものの、卸会社間のシナジーが表れていることなどがあります。

・一方、今後の取り組みとして、１つ目は、先ほどと重複しますが、海外日本食材卸ネットワークの拡
大、とくにアジア、オセアニアへの展開です。

・２つ目に、海外酒類事業における、清酒の販売拡大です。

海外では、北米の米国宝、中国の宝酒造食品で、清酒を製造し、世界各地で販売しています。

日本からの輸出も含め、まだまだ拡大できる余地があると考えています。

・ 後に、営業利益については、現状の水準を保ちながら、事業を拡大させることで、グループ全
体への利益貢献を図っていきます。
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・ 後に、事業以外の部分について少しお話しします。
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・当社は今年、会社創立９０周年迎えます。

・既に発表していますが、創立９０周年にあたり、当社の創業の地である京都市伏見区に、国内外
のグループ社員を対象とした研修施設の建設を計画しています。

現在 当社グ プ 事業領域 酒類 ジネ とどまらず 海外 本食材卸事業や・現在、当社グループの事業領域は酒類のビジネスにとどまらず、海外日本食材卸事業や、バイオ
事業にまで拡がっています。また、地域的にも日本、欧米・アジア各国で事業活動を展開しており、
グループの人財も多様化しています。

・こうした、グループの事業内容・規模の拡大を背景に、宝グループに脈々と受け継がれる精神を
国内外のグループ社員と共有し、グループ一体となって企業価値の向上に邁進する風土を醸成
するために、この施設を活用したいと考えています。

・近年は、海外事業の拡大に力を入れています。海外の会社が増えることで、グローバル規模での
コンプライアンスはますます重要になってきており、法令や社会倫理、社内ルールの遵守に、グ
ループ従業員全員で取り組む必要があります。

・グループ全体のリスクマネジメントや、食品を扱う事業として、フードディフェンスなどの安全・品質
管理の強化にも取り組みます。

・また企業価値の向上に向けては、様々なステークホルダーを意識し、コーポレートガバナンス体
制の整備にも努めていく必要があります。

・本中計の目標である、環境変化に強いバランスのとれた事業構造への変革。業績目標の達成だ
けでなく、同時に、その土台となる会社としての経営基盤の強化にも力を入れます。

・グループのすべての従業員が、変革に向けた意志をもって行動し、その成果を一つひとつ着実
に積み重ねていくことで １００年 １１０年 あるいはその先 持続的な発展と企業価値の向上に積み重ねていくことで、１００年、１１０年、あるいはその先へ、持続的な発展と企業価値の向上
を目指していきたいと考えています。

【以上】
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