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▶【2018年3月期決算および2019年3月期業績予想 発表者：代表取締役副社長 木村 睦】

▶本日はお忙しいところ、当社グループの2018年3月期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。

▶2018年3月期の決算と2019年3月期の業績予想についてご説明します。
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▶2018年3月期業績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】

▶連結損益計算書の売上高から営業利益までの実績についてご説明します。

＜前期比＞

▶連結売上高は前期比339億4,800万円増収の2,681億4,200万円となりました。

▶売上総利益は、売上高の増加に伴い、前期比106億200万円増益の1,046億1,200万円となりまし
た。

▶販売費及び一般管理費では、運送費や研究開発費、管理費その他が増加しましたが、営業利
益は、前期比20億6,100万円増益の156億1,200万円となりました。

▶連結売上高、連結営業利益はいずれも過去 高となりました。

▶セグメント別では、宝酒造、宝酒造インターナショナルグループ、タカラバイオグループとも、前期
比では増収増益となりました。

＜11月時点計画比＞

▶宝酒造、タカラバイオグループの売上高が計画を下回り、宝酒造および宝酒造インターナショナ
ルグループの営業利益が計画を下回りましたが、グループ全体の営業利益は計画を上回りまし
た。
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▶営業外損益では、持分法投資利益などの営業外収益が減少し、社債発行費用など営業外費用
が前期に比べ増加しましたが、連結経常利益は前期比では17億4,000万円、計画比では2億
8,400万円上回る160億8,400万円となりました。

▶特別損益では、連結子会社であったタカラ長運の株式売却益33億1,200万円を特別利益に計上
したことなどから、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比では25億4,800万円増益の110億
2,900万円となりました。

▶経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益も過去 高となりました。
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▶続いて連結貸借対照表についてご説明します。

▶資産合計は前期末に比べ126億9,100万円増加しました。

▶現預金・有価証券はネットで38億3,400万円減少しました。

▶棚卸資産の増加は、為替の影響も含む海外子会社の棚卸資産の増加によるものです。

▶固定資産は132億5,000万円増加しました。そのうち無形固定資産が120億1,300万円増加しまし
たが、これは主にタカラバイオグループの新規連結2社によるものです。

▶負債合計は前期末に比べ23億9,400万円増加しました。社債がネットで50億円増加し、借入金が
43億6,200万円減少しました。

▶純資産合計は前期末に比べ102億9,600万円増加しました。20億円の自己株式の取得をおこなっ
た一方で、105億7,200万円の自己株式を消却したことなどによるものです。
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▶続いて連結キャッシュフロー計算書についてご説明します。

▶営業キャッシュフローは162億6,500万円で、前期比で34億3,900万円増加しました。

▶投資キャッシュフローは、199億1,600万円の支出となりました。有形・無形固定資産の取得は66
億100万円あり、タカラバイオグループによる米国2社の新規取得に伴う支出が123億9,600万円あ
りました。

▶財務キャッシュフローは55億7,000万円の支出で、自己株式の取得が20億100万円、配当による
支出が28億2,000万円ありました。連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出5
億8,500万円は、米国のミューチャルトレーディング社の株式の追加取得によるものです。

▶期末の現金及び現金同等物残高は前期末に比べ94億2,300万円減少しました。
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【宝酒造】

＜前期比＞

▶売上高は、3億8,600万円増収の1,498億3,900万円となりました。

▶カテゴリー別では、ソフトアルコール飲料が31億7,000万円増収となりましたが、焼酎などが減収と
なりました。

▶売上総利益は、焼酎、清酒、本みりんの売上総利益の減少をソフトアルコール飲料の売上総利
益の増加で補いきれず、1,600万円の減益となりました。

▶販売費及び一般管理費は、前期に比べ5億1,400万円減少の545億8,900万円となりました。昨年
6月に施行された「酒類の公正な取引に関する基準」の影響もあり、販売促進費が前期に比べ5
億8,000万円減少しました。

▶営業利益は、前期に比べ4億9,800万円増益の55億6,900万円となりました。

＜11月時点計画比＞

▶焼酎、清酒、ソフトアルコール飲料、本みりんが計画未達となり、売上高は計画を21億6,000万円
下回りました。販売促進費をはじめ、販売費及び一般管理費の抑制に努めましたが、営業利益
は計画を4億3,000万円下回りました。
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▶【宝酒造インターナショナルグループ】

＜前期比＞

▶売上高は、海外酒類が10億8,100万円、海外日本食材卸が331億1,600万円増収となり、全体で
は331億7,600万円増収の707億1,700万円となりました。

▶売上原価や販売費及び一般管理費のコスト増がありましたが、営業利益は海外酒類が2億3,400
万円、海外日本食材卸が11億5,000万円増益となり、全体では12億1,000万円増益の43億9,300
万円となりました。

▶＜11月時点計画比＞

▶売上高は7億1,700万円上回りましたが、売上原価や販売費及び一般管理費のコスト増により、営
業利益は1億600万円下回りました。
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▶2019年3月期の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】

▶連結売上高は前期比138億5,700万円増収の2,820億円、営業利益は前期比16億8,700万円増
益の173億円を計画しています。

▶宝酒造、宝酒造インターナショナルグループ、タカラバイオグループのいずれもが増収増益となる
計画です。

▶経常利益は前期比18億1,500万円増益の179億円の計画ですが、親会社株主に帰属する当期
純利益については、前期の関係会社株式売却益がなくなるため、前期比14億2,900万円減益の
96億円となる計画です。
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▶株主還元の状況についてご説明します。

▶当社グループは中期経営計画において、以下のような財務方針を掲げ、株主還元等をおこなっ
ています。

＜財務方針＞

健全な財務体質を維持しながら、成長投資を行うとともに、適切な株主還元を実施することによっ
てROEを向上させ、適正な株価水準を実現する。

＜株主還元方針＞

① 優位に資金調達できる環境を捉えた、適時・適切な資金調達の実施

② 配当方針に則った配当の実施と、自己株式取得・消却等さらなる株主還元策の検討

③ 政策保有株式の機動的な売却の検討と、成長投資・株主還元資金への充当によるROE向上
策の検討

▶2019年3月期の１株当たりの配当については前期に比べ2円増配となる18円とする計画です。

▶業績予想に基づくROEは6.5％程度の見込みですが、状況に応じ、機動的にROEの向上策を検
討してまいります。
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▶【宝酒造】

▶売上高は前期比41億6,000万円増収の1,540億円、営業利益は前期比5億3,000万円増益の61億
円を計画しています。

▶焼酎は減収の計画ですが、清酒とソフトアルコール飲料の増収により、営業利益計画の達成を目
指します。
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▶【宝酒造インターナショナルグループ】

▶売上高は前期比72億8,200万円増収の780億円、営業利益は前期比5億600万円増益の49億円
を計画しています。

▶海外日本食材卸事業の売上高は前期比74億2,000万円の増収、営業利益は9億6,400万円の増
益を目指します。
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▶【2019年3月期事業戦略 発表者：代表取締役社長 柿本 敏男】

▶2019年3月期の事業戦略についてご説明します。
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▶まず、当期よりスタートした中期経営計画の進捗状況について確認します。

「宝グループ中期経営計画2016」

＜基本方針＞

「海外売上高比率をさらに高めるとともに、国内外で抜け･モレのない商品と競争優位性をもった商
品を多数もつことで、他社に勝てる分野を数多く築き上げ、どんな環境変化が起ころうとも収益を大
きく伸長させることができるバランスのとれた事業基盤を確立する」
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▶初年度となった2018年3月期の総括と、それを受けた2019年3月期の方針は、記載の通りです。
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▶財務面の進捗状況について確認します。

▶本中計の財務方針、株主還元方針は、記載の通りです。

▶当期の配当は連結営業利益の水準に応じて増配し、一株あたり16円。次期は18円を予定してい
ます。

▶また、20億円分の自己株式を取得し、発行済株式総数の7.35%にあたる自己株式を消却しました。

▶このほか、特別利益を計上したこともあり、当期のROEは7.9%となりました。

▶右表の通り、当初計画では3ヵ年で430億円の営業キャッシュフローを生み出し、300億円を成長
投資に振り向ける計画でしたが、次期までの2年間での営業キャッシュフローは340億円、成長投
資は250億円程度と順調に進捗しています。

▶後述する中計目標の上方修正に伴い、さらなるキャッシュフローを獲得し、成長分野への投資と
株主還元をバランスよくより積極的に行っていきたいと考えています。
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▶中計目標の上方修正についてご説明します。

▶2018年3月期の連結営業利益は156億円となり、中計 終年度である2020年3月期の当初計画で
あった155億円以上を達成しました。

▶これを受け 終年度の定量目標を見直し、連結売上高2,950億円以上、連結営業利益187億円
以上、海外売上高比率35％以上を目指すこととします。
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▶グループ別の定量目標は記載の通りです。

▶宝酒造では、売上高、営業利益ともにほぼ当初計画通りに進捗していることから、当初計画を据
え置きます。

▶宝酒造インターナショナルグループでは、売上高、営業利益ともに初年度の計画を上回って推移
していることから上方修正します。

▶タカラバイオグループでも、先に発表した遺伝子治療薬関連の大塚製薬(株)との共同開発・独
占販売契約締結に伴う対価料収入などを織り込み、営業利益を上方修正します。

▶進捗状況や事業環境はグループごとに異なりますが、 終年度の目標を達成できるようグルー
プ一丸となって取り組みを進めます。
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▶各グループの事業戦略についてご説明します。
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▶宝酒造の当期総括は記載の通りです。

▶次頁より、次期の方針についてご説明します。
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【事業戦略＜和酒No.1の盤石化＞】

＜清酒＞

▶重点商品である“松竹梅白壁蔵「澪」スパークリング清酒”、ボリュームゾーンである“松竹梅「天」”
をはじめとするソフトパック、業務用清酒No.1ブランドのご支持をいただいている“松竹梅「豪快」”、
そして純米大吟醸、大吟醸といった特定名称酒の４つのゾーンを重点分野として、新商品の積極
的な投入を進めています。

▶清酒市場全体が縮小傾向にあるなかで、当社は新商品の効果もあり、比較的堅調に推移してい
ます。次期も抜け・モレのない商品ラインアップ拡充に取り組むことで、売上高の拡大を目指しま
す。

＜焼酎＞

▶甲類では、レモンサワー需要の高まりに対応すべく、“宝焼酎「タカラリッチ」”、“宝焼酎「タカラモ
ダン」”、“宝焼酎「レモンサワー用」”といった、サワーのベースとして割って美味しい酒質の開
発に引き続き取り組みます。一方、乙類（本格焼酎）では、市況が厳しいなかではあります
が、“全量芋焼酎「一刻者」”への再注力や新商品の開発によりシェアを高め、甲類と合わせた
焼酎No.1メーカーのポジションを堅持します。

＜調味料＞

▶家庭用ルートでは、従来に比べしっかりとしたコクとうまみが特長の“タカラ本みりん「あめ色のコ
ク」”や“タカラ「料理のための清酒」〈糖質ゼロ〉”など、付加価値商品の品揃えをさらに強化します。

▶加工業務用ルートでは、加工食品メーカーや中食メーカーといったユーザーのニーズにきめ細
かく対応する商品開発に継続して取り組みます。

▶清酒、焼酎、調味料の各カテゴリーで競争力をさらに高めることで、和酒No.1の確固たるポジショ
ンを確立します。
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【事業戦略＜RTD市場への対応＞】

▶拡大の続くRTD市場に向けたソフトアルコール飲料の戦略です。

▶“タカラ「焼酎ハイボール」”をさらなるビッグブランドに育成していく一方で、当社の強みを活かし
た新ブランドを積極的に投入し、当社独自のポジションを構築することを目指します。

▶“タカラ「焼酎ハイボール」”は、年々販売数量を拡大し、当期は1,000万ケースを突破しました。基
幹ブランドとして、さらなる育成を図るとともに、“タカラ「焼酎ハイボール」”に続く、当社のオリジナ
リティを活かしたブランド開発が必要だと考えており、次期は記載の“タカラ「樽熟成焼酎ハイボー
ル」”、“寶「極上レモンサワー」”、そして“寶CRAFT”や“産地の恵み”といった高付加価値壜
チューハイの育成に注力します。

▶ここに挙げた３つの新しいブランドに共通するのは当社独自の「樽貯蔵熟成酒」を使用しているこ
とです。

▶当社は宮崎県の黒壁蔵に約２万樽の樽貯蔵熟成酒を保有しており、焼酎はもちろん、こうしたソ
フトアルコール飲料にも使用しています。

▶多様な樽貯蔵熟成酒を豊富に持っていること、そしてそれを用途に応じてブレンドする技術を強
みに、焼酎メーカーならではのソフトアルコール飲料を開発し、当社独自のポジションを構築して
いきたいと考えています。
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【事業戦略＜収益力の向上に向けて＞】

▶国内事業の営業利益は年々減少傾向にありましたが、2017年3月期より増益基調に転じています。
（）内は営業利益率ですが、まだまだ十分とは言えないものの同じく回復傾向にあります。

▶デフレの環境のなか、店頭での低価格販売が常態化し販売促進費が増加したことに加え、粗留
アルコールをはじめとする輸入原材料価格の高止まりもあり、国内事業の利益率は低下していま
したが、近年の商品戦略、そしてカテゴリーで言えば清酒への注力が少しずつ功を奏してきたと
見ています。

▶宝酒造のカテゴリー別利益構成を見ますと、清酒は売上高よりも限界利益段階での構成比が高く、
比較的収益性の高いカテゴリーであると言えます。和酒No.1戦略のもと、今後も引き続き清酒に
注力することでカテゴリー間のMIX改善により、酒類全体の利益率向上につなげていきたいと、考
えています。

▶並行して、各カテゴリー内での商品MIXの改善に向け、付加価値商品の開発に注力しています。
例えば、“松竹梅「天」”の〈極上プレミアム〉や、ソフトアルコール飲料での“寶CRFT”など、ワンラ
ンク上の酒質、品質をもった新商品を開発し、それをワンランク上の価格帯で投入する。これを積
み重ねていくことで、徐々にではありますが利益率の改善を図っていきたいと考えています。
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▶宝酒造インターナショナルグループの当期総括は記載の通りです。

▶次頁より、次期の方針についてご説明します。
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【事業戦略＜海外酒類事業＞】

▶次期は、米国での清酒の売上拡大に 注力します。

▶米国宝酒造は、当期の設備投資により生産設備の増強を完了しました。

▶この生産体制のもとで、商品開発力や営業力の強化に取り組むほか、国内製品の輸出によって
商品ラインアップを拡充することで、競争力を高め、市場でのシェア拡大を目指します。

▶また、ウイスキーを販売する2社では引き続き安定的な利益の創出を目指します。
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▶【事業戦略＜海外日本食材卸事業＞】

▶フランスを中心に欧州各地に拠点を展開するフーデックスグループでは、新規顧客の獲得により
順調に業績を拡大させていく計画です。競争の激化に伴い収益性の低下が懸念されますが、利
益貢献度の高い独立店等への営業強化で補うことで、規模の拡大と収益性維持の両立を目指し
ます。

▶北米のミューチャルトレーディングでは、顧客の獲得とインストアシェアアップへの取り組みを継続
するとともに、配送効率の向上や新規エリア進出に向けた具体的検討を本格化させます。2016年
11月より当社グループに迎え入れたことによる資金面での強みを活かし、スピード感を持って対
応していく考えです。

▶このほか、イギリスのタザキフーズでは、当期は倉庫移転の一時費用などもあり減益となりました
が、次期は増益の計画です。

▶当期より新規連結となったオーストラリアのニッポンフードも、競争が激しい市場ではありますが重
点エリアに取り組みを集中させることで、売上・利益の拡大を目指します。
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▶海外事業の収益性についてご説明します。

▶2017年3月期の海外事業全体の営業利益率は8.5％でしたが、2018年3月期は6.2％まで低下し
ました。これは、当期より通期で連結となったミューチャルトレーディングとニッポンフードの利益率
が、既存の卸会社に比べ低いことが要因です。

▶上表に海外子会社の収益性を記載していますが、フーデックスグループが売上高200億円規模
で１０％以上の利益率を有していたところに、売上高400億円規模で利益率5％というミューチャル
トレーディングが加わったことで、営業利益の額は増加したものの利益率は低下しました。

▶ミューチャルトレーディングの利益率が欧州に比べて低いのは、主にアメリカの市場性によるもの
です。欧州が、日本食が広がり始めて日が浅く、業態で言えばまだハイエンドな日本食レストラン
が比較的多い市場であるのに比べ、日本食が幅広く認知され裾野が広がっているアメリカにおい
ては、リーズナブルな価格帯で提供されることが多く、当社に限らず5％前後の利益率だと認識し
ています。

▶今後は、現行の利益率の水準を維持しながら、規模の拡大により収益の増加を目指します。
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▶ 後に、宝グループ全体の経営基盤強化についてご説明します。
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▶中期経営計画の中では、経営基盤強化に向けた重点テーマとして、基盤強化、風土・人財、CSR
の３つを掲げています。

▶2017年7月の宝酒造インターナショナル設立に合わせ、グループ全体のコーポレート機能を宝
ホールディングスに集約し、各施策への取り組みを進めています。

▶基盤強化に関しては、海外での事業の拡大に合わせた新規グループ会社の事業基盤強化に取
り組んでいます。

▶風土・人財に関しては、2017年春に設立した「宝ホールディングス歴史記念館」を活用した人財
育成に注力しています。

▶またCSRの面では「宝ホールディングス コーポレートガバナンスポリシー」に即した体制整備に努
めています。本年6月にもコーポレートガバナンスコードの改訂が予定されていますが、当社とし
ても適切に対応できるよう準備を進めます。
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▶現在、当社グループでは、グループの全社員を対象に「歴史記念館見学研修プログラム」を進め
ています。

▶当社グループの歴史は、1842年に清酒の製造・販売を開始したことに始まりますが、近年、事業
領域の拡大や海外展開が進み、グループ会社の数も国内外で60以上となりました。

▶約4,500名の従業員のうち、海外グループ会社の人員が半数近くを占める一方、国内の酒類・調
味料事業に従事するのは1,200名程度となっています。

▶企業としての求心力やアイデンティティの拡散が懸念されるなか、創業の地に設立した施設で研
修に臨むことで、将来にわたってグループを支える人財を育成していく考えです。
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▶当社グループは、2011年4月から2021年3月までの10年間の長期経営ビジョン「宝グループ・ビ
ジョン2020」を策定し、取り組みを進めてきました。

「宝グループ・ビジョン2020」

国内外の強みを活かせる市場で事業を伸ばし、

環境変化に強いバランスのとれた事業構造を確立する

▶長期ビジョンを策定した2011年3月期から次期2019年3月期までの8年間で、営業利益の水準は2
倍以上となり、海外・バイオ事業が収益基盤として大きく成長しました。収益面ではバランスのとれ
た事業構造に近づきつつあると言えます。

▶今後も収益をさらに拡大し、持続的成長を遂げていくためには、財務体質やガバナンス、リスクマ
ネジメントへの対応はもちろん、多様なステークホルダーを意識した社会・環境側面への取り組み
など、あらゆる方面に対して強固な事業基盤を確立することが必要だと考えています。

▶株主・投資家の皆さまには、引き続き当社グループへのあたたかいご支援をたまわりますよう宜し
くお願いいたします。

【以上】
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