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【第Ⅰ部 発表者：取締役 事業管理、財務・ＩＲ、経理担当 松崎 修一郎】

本日は お忙しいところ 当社グループの2014年3月期 第2四半期の決算説明会にお集まり本日は、お忙しいところ、当社グル プの2014年3月期 第2四半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。

まず、第2四半期の決算と、通期の業績予想について説明します。
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宝ホールディングス連結の2014年3月期 第2四半期の決算について説明します。

スライド中に記載している「期初計画比」は 5月9日に公表した業績予想との比較ですスライド中に記載している「期初計画比」は、5月9日に公表した業績予想との比較です。

タカラバイオグループは、第2四半期累計期間の業績予想を7月30日に修正していますが、
スライド中の記載は、5月9日に公表した業績予想との比較です。
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連結損益計算書の売上高から営業利益までを説明します。

＜前期比＞＜前期比＞

売上高は、宝酒造グループで802百万円、タカラバイオグループで1,263百万円の増収となり、
連結売上高は、前期比1,849百万円増収の97,561百万円となりました。

一方で、宝酒造グループ、タカラバイオグループともに原価率が上昇し、売上総利益は、前
期比405百万円の増益にとどまりました。

また、販売促進費などの販管費が増加し、営業利益は、前期比504百万円減益の2,395百万
円となりました。

＜期初計画比＞

売上高は、宝酒造グループで912百万円、タカラバイオグループで458百万円上回り、連結
売上高は、計画を1,261百万円上回りました。

原価率の悪化により、売上総利益は計画並となりましたが、販管費で販売促進費が減少し、
営業利益は、計画を395百万円上回りました。
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営業外損益の状況を説明します。

＜前期比＞＜前期比＞

営業外収益は、持分法投資利益の増加、為替差益の発生などにより、54百万円増加の508
百万円となりました。

営業外費用は、タカラバイオで株式交付費が発生しましたが、社債発行費と為替差損がなく
なり、139百万円減少の339百万円となりました。

その結果、経常利益は、前期比310百万円減益の2,564百万円となりました。

＜期初計画比＞

営業利益の増加に加えて営業外収支も改善し、経常利益は564百万円上回りました。



6

特別損益および四半期純利益の状況を説明します。

特別利益では タカラバイオの株式一部売出しに伴う関係会社株式売却益が9 261百万円特別利益では、タカラバイオの株式 部売出しに伴う関係会社株式売却益が9,261百万円
発生したのに加え、特別損失では、投資有価証券評価損や厚生年金基金脱退拠出金が減
少した結果、四半期純利益は、前期比6,203百万円増益の6,609百万円となり、期初計画を
5,759百万円上回りました。
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宝酒造グループの2014年3月期 第2四半期の決算について説明します。
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宝酒造グループの損益概要について説明します。

＜前期比＞＜前期比＞

売上高は、焼酎で2,757百万円の減収となったものの、清酒で464百万円、ソフトアルコール
飲料で1,073百万円の増収となったほか、日本食材卸事業を含む「その他」の部門で1,344百
万円の増収となり、前期比802百万円増収の85,712百万円となりました。

一方、コストアップなどにより、売上原価は、前期比951百万円増加し、売上総利益は、前期
比149百万円減益の30,473百万円となりました。

販管費は、広告宣伝費が減少しましたが、運送費、販売促進費、管理費等が増加し、前期比
401百万円増加となりました。

その結果、営業利益は、前期比550百万円減益の1,463百万円となりました。

＜期初計画比＞

売上高は、ソフトアルコール飲料で2,232百万円の未達となったものの、焼酎で528百万円、
ウイスキーなどの「その他酒類」で886百万円、日本食材卸事業を含む「その他」の部門で
1,424百万円上回り、売上高合計で912百万円上回りました。

原価率の悪化に伴い、売上総利益は計画を下回りましたが、販売促進費を中心に販管費が
計画を下回り、営業利益は413百万円上回りました。
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売上高に対する為替の影響額は、前期比でプラス1,138百万円、期初計画比でプラス746百
万円となりました。
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前期比での営業利益の増減について説明します。

原価面では 原料米 液糖 燃料などの原材料価格高騰に加え ソフトアルコール飲料の売原価面では、原料米、液糖、燃料などの原材料価格高騰に加え、ソフトアルコ ル飲料の売
上が計画未達となったことに伴う廃棄ロスが発生し、ネットのコストアップは352百万円となりま
した。

また、主に売上高の減少に伴う売上要因での総利益の減少が533百万円となり、宝酒造単体
の営業利益は、前期比791百万円の減益となりました。

子会社では海外を中心に増益となりました。
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期初計画比での営業利益の増減について説明します。

宝酒造単体では 売上高の未達や 商品構成の変化などにより 総利益段階で計画未達と宝酒造単体では、売上高の未達や、商品構成の変化などにより、総利益段階で計画未達と
なりましたが、販管費が減少し、営業利益は87百万円上回りました。

子会社も概ね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通期業績予想について説明します。
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期初計画から見直した点を中心に説明します。

売上高は 宝酒造グループで1 200百万円 タカラバイオグループで1 600百万円上回る見売上高は、宝酒造グル プで1,200百万円、タカラバイオグル プで1,600百万円上回る見
込みとなり、2,700百万円上方修正し、209,000百万円としました。

一方で、原価率の悪化を見込み、売上総利益は300百万円下方修正し、80,500百万円としま
した。

販管費は、広告宣伝費、販売促進費の抑制により、400百万円下回る見込みです。

営業利益は、タカラバイオグループで150百万円上方修正しましたが、宝ホールディングス単
体において、関係会社株式売却益の発生によって課税所得が増加することに伴い、事業税
負担が増加する見込みであり、「その他」の部門で52百万円下方修正しました。

その結果、連結営業利益は100百万円上方修正し、9,300百万円としました。
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営業外収益から当期純利益について、期初計画から見直した点を中心に説明します。

営業利益の上方修正に加えて営業外収益が増加する見通しであり 経常利益は200百万円営業利益の上方修正に加えて営業外収益が増加する見通しであり、経常利益は200百万円
上方修正し、9,600百万円としました。

また、特別利益に関係会社株式売却益を計上したことを受けて、当期純利益は4,800百万円
上方修正し、9,700百万円としました。

株主還元については、11月1日公表の通り自己株式取得を行いますので、業績予想を前提
に、1株当たり9円の配当と合わせて、株主還元性向（算式はP49参照）は50%以上となる見込
みです。
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宝酒造グループの業績予想について説明します。
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期初計画から見直した点を中心に説明します。

売上高は 焼酎が500百万円 ソフトアルコール飲料が3 700百万円下回る見込みですが 清売上高は、焼酎が500百万円、ソフトアルコ ル飲料が3,700百万円下回る見込みですが、清
酒が500百万円、ウイスキーなどの「その他酒類」が1,400百万円上回る見込みであるほか、
「その他」の部門では、下期から新たに連結対象となる日本食材卸のタザキフーズの売上高
1,900百万円を加えて3,400百万円上回る見込みであり、売上高合計では、期初計画を1,200
百万円上回る見通しです。

一方で、原価率が悪化する見込みであり、売上総利益は、期初計画を1,000百万円下回る見
通しですが、販管費の抑制により、営業利益は、期初計画通りの6,200百万円としています。
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売上高に対する為替の影響額は、前期比でプラス2,482百万円、期初計画比でプラス1,678
百万円となる見通しです。
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前期比での営業利益の増減について説明します。

原価面では 粗留アルコールや原料米 燃料 液糖などの高騰により ネットのコストアップ原価面では、粗留アルコ ルや原料米、燃料、液糖などの高騰により、ネットのコストアップ
は668百万円となる見込みです。

一方で、商品構成の変化など、売上要因による総利益の増加は529百万円となる見込みで
すが、運送費、販売促進費などの増加を見込み、宝酒造単体の営業利益は、前期比492百
万円の減益となる見通しです。

子会社では、タザキフーズが新規に連結に加わった影響が、のれんの償却を差し引いた後
で75百万円となるほか、その他の子会社も概ね増益となる見通しです。



19

期初計画比での営業利益の増減について説明します。

宝酒造単体では 売上高の未達に伴い総利益が減少する見込みであり 販管費を抑制する宝酒造単体では、売上高の未達に伴い総利益が減少する見込みであり、販管費を抑制する
ものの、営業利益は期初計画を215百万円下回る見通しです。

一方、子会社では、タザキフーズ取得の影響を含め、期初計画を上回る見込みであり、宝酒
造グループの営業利益は期初計画の6,200百万円を据え置いています。



20

【第Ⅱ部 発表者：代表取締役社長 柿本 敏男】

当期の進捗状況について確認した後 主に戦略面について説明します当期の進捗状況について確認した後、主に戦略面について説明します。
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第2四半期累計期間の業績と、11月1日公表の通期業績予想について確認します。

売上高・営業利益ともに各事業グループで期初計画を上回る進捗で推移しています売上高・営業利益ともに各事業グル プで期初計画を上回る進捗で推移しています。

宝酒造グループ、タカラバイオグループともに下期の比重が高いため、予断を許しませんが、
計画達成に向けて取り組んでまいります。

なお、各事業の進捗を反映するとともに、為替の想定レートも見直し、通期業績予想を、売上
高・営業利益ともに上方修正しました。
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宝酒造グループの業績概況と事業戦略を説明します。
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第2四半期累計期間は、売上高・営業利益ともに計画を上回る結果となりましたが、重点施策
であるソフトアルコール飲料の新商品の売上が未達となっており、課題を残す結果であったと
捉えています。

通期では、期初計画には入っていなかったタザキフーズが連結に加わりますが、原材料価格
の高騰など、国内の酒類事業を取り巻く環境が厳しいため、営業利益は期初計画を据え置
いています。
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宝酒造グループを取り巻く事業環境について説明します。

左側のグラフは 粗留アルコールの価格動向を表したものです左側のグラフは、粗留アルコ ルの価格動向を表したものです。

青いラインがドルベース、赤いラインが円ベースの価格動向であり、ドルベースでは昨年より
低い価格で安定しているものの、円安の影響を受けて、円ベースの価格が高騰しています。

粗留アルコールは、甲類焼酎やソフトアルコール飲料などの原料であり、宝酒造の原価に占
める割合が大きく、今後も価格動向を注視し、仕入れ価格の抑制に努めてまいります。

右上の表は、加工用米の価格動向ですが、2011年の米トレーサビリティ法の施行以来、国産右上の表は、加工用米の価格動向ですが、2011年の米トレ サビリティ法の施行以来、国産
の加工用米の需要が高まっているうえ、補助金の高い飼料用米へ生産がシフトしていること
によって価格が高騰しております。

これを受けて、本年10月1日から清酒の値上げを実施しました。

右下の表は、宝酒造の販売数量と市場動向を比較したものです。

焼酎は、前期に「宝焼酎100周年キャンペーン」を実施したため、その裏返しで市場の趨勢を酎 期 酎 年 裏
下回っていますが、期初の想定程度の減少です。

清酒は、松竹梅白壁蔵「澪」スパークリング清酒が好調に推移していますので、市場の趨勢
を上回って前期比でもプラスとなっています。

ソフトアルコール飲料は、新商品の売上が思ったように伸びてはいませんが、市場並みに伸
ばすことはできています。
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各事業の戦略について、国内酒類事業から説明します。

今期の重点施策は 松竹梅白壁蔵「澪」スパークリング清酒や ジュレのお酒「果莉那」 タカ今期の重点施策は、松竹梅白壁蔵「澪」スパ クリング清酒や、ジュレのお酒「果莉那」、タカ
ラcanチューハイ「すりおろし」を中心に、従来のヘビーユーザーだけではなく、酒類ライト
ユーザーの需要も獲得し、特に清酒とソフトアルコール飲料で売上を伸ばすことを目指して
います。

ソフトアルコール飲料の新商品であるジュレのお酒「果莉那」とタカラcanチューハイ「すりおろ
し」については、高い売上目標を立てていたので今のところ計画を下回っていますが、粘り強
く育成してまいりたいと考えています。
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松竹梅白壁蔵「澪」スパークリング清酒は、飲食店などのルート限定で販売していましたが、
非常に好評であり、お客様からの要望も強く、9月より全ルートで販売を開始しました。

 10月からはテレビCMも開始し、 需要期である年末に向けて売上の拡大を目指すとともに、10月からはテ CMも開始し、 需要期である年末に向けて売上の拡大を目指すとともに、
ブランド育成も行ってまいります。

昨年から海外にも輸出しており、米国や欧州および香港・シンガポール・中国などのアジア各
国でも販売しています。

海外においても日本食レストランを中心にお取り扱いいただき、好評をいただいています。

松竹梅白壁蔵「澪」スパークリング清酒は、アルコール分が5%と低めであり、さらにスパークリ
ングということで、普段あまり清酒を飲まれないお客様にもお楽しみいただける商品です。

この商品のように、独自の技術に裏付けられた差異化品質を持つ商品を開発し、様々なニー
ズを持つお客様にご提案して新たな需要を獲得することが、国内酒類事業にとって重要な戦
略であると考えています。
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B to B事業であります調味料・酒精事業について説明します。

調味料事業では 顧客の求める機能の強化に特化した商品の開発に注力しており 麹の酵調味料事業では、顧客の求める機能の強化に特化した商品の開発に注力しており、麹の酵
素や風味を活用した調味料を2種類発売しました。

この麹調味料は、長年お酒の醸造を行っており、この過程で蓄積された、当社の麹に関する
ノウハウから開発に至った、技術力に基づいて差異化された商品です。

酒精事業では、昨年発売した99%の工業用アルコールの販売や、原材料価格の高騰に対応
した適正価格での販売に取り組んでいます。
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海外事業の説明の前に、海外の事業環境について説明します。

こちらは 世界の日本食市場の規模を 日本食レストランの店舗数で表したものですこちらは、世界の日本食市場の規模を、日本食レストランの店舗数で表したものです。

世界で日本食市場が拡大していることがお分かり頂けるかと思います。

特に、当社が日本食材卸事業を展開する欧州では、規模はまだ小さいものの、3年間で倍以
上となる伸びを示しています。
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海外事業の戦略は、海外で清酒やみりんを製造・販売する海外酒類事業と、日本食材の輸
入卸を行う日本食材卸事業の、両事業をそれぞれ拡大し、この両輪で海外事業を成長させ
たいと考えています。

近年の展開を振り返りますと、2010年4月にフランスのフーデックスの株式を取得し、日本食
材卸事業に参入しました。

また、昨年11月には、米国の日本食材卸会社であるミューチャルトレーディングの第三者割
当増資を引き受け、持分比率を24%から45%に高めて、北米におけるパートナーシップを強化
しました。

さら 今年 ギ 本食材卸会社 あ ザ ズ 経営権 取得す なさらに、今年9月には、イギリスの日本食材卸会社であるタザキフーズの経営権を取得するな
ど、日本食材卸事業の拡大に向けた事業展開を行っています。
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タザキフーズの経営権取得について説明します。

タザキフーズは イギリス 大規模の日本食材卸であり ロンドンなど主要都市の日本食レスタザキフ ズは、イギリス 大規模の日本食材卸であり、ロンドンなど主要都市の日本食レス
トランや小売店に、米や海苔などの日本食材を販売しています。

経営権を取得することで、欧州における日本食材卸販売網の拡大と、フーデックスとのシナ
ジーによる日本食材卸事業の強化を図っています。
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こちらは、タザキフーズを加えた日本食材卸販売網を示したものです。

欧州では イギリスをタザキフーズが フランスを中心に欧州大陸をフーデックスがカバーして欧州では、イギリスをタザキフ ズが、フランスを中心に欧州大陸をフ デックスがカバ して
いますが、今後さらに周辺国へと販売網を拡大していきたいと考えています。

また、米国では、持分法適用会社のミューチャルトレーディングが、ロサンゼルスを中心とす
る西海岸のみならず、ニューヨークなどの東海岸にも販売網を構築しています。
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こちらは、宝酒造グループの海外拠点を示したものです。

アジアでは 昨年 シンガポール駐在事務所を開設しましたので 欧米に加えて この地域アジアでは、昨年、シンガポ ル駐在事務所を開設しましたので、欧米に加えて、この地域
でも事業拡大に向けた準備を進めてまいります。
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こちらのグラフは、宝酒造グループの海外売上高の推移を表したものです。

日本食材卸事業に参入して以来 順調に売上を拡大しており 今期は150億円以上となる見日本食材卸事業に参入して以来、順調に売上を拡大しており、今期は150億円以上となる見
込みです。

そのうち、日本食材卸事業の売上高は、タザキフーズの下期の売上も加えて、86億円となる
見込みです。
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海外の主な子会社の業績概況です。

＜米国宝酒造＞＜米国宝酒造＞

売上高は、前期比で増収ですが、期初計画に対しては未達です。

営業利益は、昨年実施した値上げの効果やコストダウンによって、前期比・期初計画比ともに
上回っており、通期でも同様の見通しです。

＜宝酒造食品（中国）＞

倹約令など 中国の国内情勢の影響により厳しい状況です倹約令など、中国の国内情勢の影響により厳しい状況です。

＜フーデックス＞

売上拡大に伴い営業利益も増益となり、期初計画を上回って推移しており、通期でも期初計
画を上回って増収増益となる見通しです。
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健康食品事業を行う宝ヘルスケアの概況について説明します。
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売上高は、茶飲料のPB供給事業を終了したために、前期比で減少していますが、主力の「フ
コイダン」シリーズの売上が伸び、ヘルスケア事業は順調に拡大しています。

これにより、今期は、期初に計画していた通り黒字化を達成できる見通しです。これにより、今期は、期初に計画していた通り黒字化を達成できる見通しです。

商品戦略では、タカラバイオの研究成果でもあるボタンボウフウイソサミジンを含有した新商
品を発売したほか、既存商品のリニューアルも行いました。

今後も、タカラバイオの研究成果を活かした新商品の開発および販売促進活動を行い、健康
食品事業の拡大を図ってまいります。
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TaKaRaグループの今後の成長戦略について説明します。
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当社グループは、酒類・調味料事業という基盤事業と、バイオ事業と健康食品事業という有
望な将来性のある成長・育成事業を併せ持つ、独自の強固な事業ポートフォリオを、さらに強
化していくことで、環境変化に強いバランスのとれた事業構造を確立することを目指していま
す。

 10年間の長期経営ビジョンである「TaKaRaグループ・ビジョン2020」では、特に海外での事業
拡大を通じて、このような事業構造を確立することを経営目標としています。
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長期経営ビジョンの実現に向けた第1ステップとして取り組んでいるのが、今期を 終年度と
する中期経営計画であり、国内における安定成長の実現と、海外で大きく成長するための事
業基盤の拡大を図っています。

中期経営計画の定量目標として掲げた営業利益100億円の水準には届かない見通しですが、
売上高2,000億円、海外売上高比率10%以上という水準はクリアできる見通しです。

営業利益についても、早期に100億円以上に伸ばせるよう、来年4月からスタートする次期の
中期経営計画では、成長事業を積極的に拡大していきたいと考えています。
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成長事業について、各事業グループの戦略を説明します。

宝酒造グループについては 世界で日本食市場が拡大しているという背景がありますので宝酒造グル プについては、世界で日本食市場が拡大しているという背景がありますので、
日本食材卸事業を中心に、海外でのさらなる事業拡大に向けた投資を行いたいと考えてい
ます。

タカラバイオグループについては、先端医療の普及を推進する政府方針があり、これを追い
風にして、遺伝子導入用ベクターの製造受託などを行うCDMO事業の拡大や、遺伝子治療
の臨床開発プロジェクトの推進など、遺伝子医療事業の成長を加速させていきたいと考えて

すいます。

このように、当社グループは、事業を伸ばせる分野を見極め、その分野で勝つための明確な
ビジョンをもった会社の集合体であり、各社において目標に向かって積極的に事業を推進す
ることで長期経営ビジョンの実現を目指してまいります。
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成長戦略を実現するための資本政策として、8月に、タカラバイオの新株式発行および当社
が保有するタカラバイオ株式の一部売出しを行いました。

これに伴い、タカラバイオの当社持分は、70%から60%に下がりましたが、タカラバイオが当社これに伴い、タカラ イオの当社持分は、70%から60%に下がりましたが、タカラ イオが当社
グループの成長事業であるバイオ事業を担う重要な連結子会社であるという位置付けは不
変であり、今後、当面は現在の持分を維持してまいりたいと考えています。

以上で、私からの説明を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。
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