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トップメッセージ

2022年、宝ホールディングスは20周年を迎えました。
国内事業を担う宝酒造、海外事業の宝酒造インターナ
ショナルグループ、バイオ事業のタカラバイオグループ
の3事業が現在の宝グループを形成しています。3つの
事業による環境変化に強いバランスのとれた事業ポート

年の分社化の際、私自身もタカラバイオの立ち上げメ
ンバーとして参画しましたが、赤字経営からのスタート
でした。2004年にはマザーズ上場にプロジェクトメン
バーとともに取り組み、2008年3月期には、営業黒字
を達成しました。タカラバイオは2016年の東証一部へ
の市場変更を経て、着実に成長しています。
一方、海外事業については、海外市場における酒類

の製造・販売に加え、2010年には海外日本食材卸事
業に参入しました。そして、2017年には海外事業の成
長を加速させるため、宝酒造インターナショナルを設立
し、5年を経た今では、宝グループの海外売上高比率は
45％にまで高まっています。
宝ホールディングスの2022年3月期について、3事業

を個別に見ますと、宝酒造インターナショナルグループで
は、海外の飲食店市場においてコロナ禍から回復が進ん
だことや、販売チャネルの多角化を推し進めたことに加え
て、原価率の改善などもあり、売上高、営業利益ともにコ
ロナ禍前の水準を上回る業績となりました。また、タカラ
バイオグループでは、一般研究用試薬の増加に加えて、
新型コロナウイルスのPCR検査関連製品の増加によって
業績が大きく拡大しました。一方、宝酒造は業務用市場の
低迷による売上高の減少と原材料高などにより、営業利
益の減少となりましたが、宝グループ全体としては、売上
高とすべての利益項目で過去最高を記録しました。コロナ
禍の影響により特別な需要が生じたものの、この影響を
除いても長期的な成長を継続しています。

フォリオを確立することで、20年を経て営業利益は86
億円から317億円（2023年3月期業績予想）へ拡大し
ました。
タカラバイオは、バイオ事業を独立した事業として自

立・発展させることを目的として設立されました。2002

「宝らしさ」を追求した事業展開で
世界市場でのプレゼンスをさらに高め、

「Smiles in Life」への貢献を目指してまいります。
20年間に及ぶ持株会社体制のもとで
宝グループにおける3事業の自立と成長を推進しました
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2022年3月期連結業績の事業セグメント別増減内訳

300,918 百万円連結売上高
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壁を築けるのか、自分たちの力でやりきれる事業であ
るのかなど総合的な判断をしながら取り組んできまし
た。目指してきたのは、他社の物真似ではなく、自分た

ちの存在意義があるビジネスモデルの構築です。他社
にない強みを発揮できる市場で勝負をかけ、事業を広
げてきました。

宝酒造インターナショナルグループでは、今後さらに
拡大が期待される世界の日本食市場を背景に、成長に
向けた取り組みを加速させています。「日本食」に加え
て、日本伝統のお酒である清酒や焼酎といった「和酒」
のおいしさを伝えることで、日本の食文化を世界に広
め、世界の和酒・日本食市場におけるリーディングカン
パニーを目指しているところです。
海外事業の原点は1980年代にさかのぼります。米

国での日本食のブームと合わせて、清酒への関心も高
まりつつあったなかで、宝酒造が米国の清酒市場への
参入を目指しました。1983年に米国宝酒造を設立し、
カリフォルニア産の米を用いた「松竹梅」の製造・販売を
開始しました。この酒類の製造販売というビジネスモデ
ルは宝酒造の国内事業と同様であり、米国をスタート
に、英国、中国と広げてきました。

2010年にフランス最大規模の日本食材卸会社であ
るフーデックス社をパートナーに迎えてスタートした海外
日本食材卸事業は、当社グループとしては新しいビジネ
スモデルへの挑戦でした。以後、2013年に英国のタザキ
フーズ社、2014年にスペインのコミンポート社、2016年
にポルトガルのケタフーズ社と米国のミューチャルトレー
ディング社、2017年にはオーストラリアのニッポンフー
ド社をグループに加え、ネットワークを拡充し、世界15ヵ
国で事業所を展開しています。事業拡大の形態としては
M&Aが中心になりますが、よく言われるような時間をお
金で買うというやり方ではなく、パートナーとの価値観の
共有、我々と彼らの目指すことが合致していることを大切
にして、今日まで着実に成長してきました。

日本の食文化を世界に広め、
世界の和酒・日本食市場におけるリーディングカンパニーを目指します
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宝グループはそれぞれにしっかりと自立した3事業をグ
ローバルに展開し、国内外での持続的な成長の実現とグ
ループ企業価値の向上を目指しています。直近では、コロ
ナ禍や原材料高、為替の急激な変動など、想定外の事態
が次々に生じていますが、宝グループ全体としての業績
は成長を続けています。
このような事業ポートフォリオを形成してきた背景とし

ては、企業としての持続的成長を目指して、常に新しい
分野への挑戦を続けてきたことが挙げられます。かつて
1960年代にはビール事業に失敗し、企業自体の存続が
危ぶまれたことがあります。その経験から、企業の継続と
いうことを強く意識してきました。さらに2000年代には
飲料事業からの撤退もありましたが、常に新たな挑戦を通
じて成長を目指してきました。当社の宝ホールディングス
歴史記念館に展示されているとおり、宝グループの歴史
はまさにチャレンジの歴史だといえます。
たとえば、ビール事業からの撤退後、新事業の芽を

模索した末にたどり着いたのが、遺伝子工学技術を中

心とするバイオテクノロジーであり、これが現在のバイ
オ事業につながっています。また、人口動態の変化や消
費者の嗜好の変化から長期的に酒類の国内市場が縮
小傾向にあるなかで、海外市場に挑んできました。
直近では、コロナ禍という想定外の事態において、

海外の飲食店市場を中心とした海外事業は一時的に
大きな打撃を受けましたが、バイオ事業は、社会の要請
に応えることで業績を大きく伸ばしました。また、コロナ
禍で業務用の酒類事業が苦戦するなか、宝酒造が元々
強みを発揮していた家庭用市場における需要の高まり
に応えることができました。事業環境の変化に対して、
それぞれの事業が互いに補完しあう構造になっている
点が宝グループの強みです。宝ホールディングスのも
とで、宝グループ各社がそれぞれの事業を自立して行
うことで、環境変化に強い事業ポートフォリオが確立で
きていると考えています。
新たな事業機会の創出では、将来性や成長性を重視

しつつ、自分たちより強い競合が存在しないか、参入障

常にチャレンジすることで、
環境変化に強い事業ポートフォリオを確立しています

※ 2022年3月期より、「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴い、従来販売費及び一般管理費で処理していた費用の一部を売上高から控除しております。適用に伴う影響額は、宝酒造において
29,000百万円、宝酒造インターナショナルグループにおいて28百万円であり、収益認識に関する会計基準等を適用しなかった場合の連結売上高は329,947百万円となります。
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「暮らし」「人生」であり、また「生命」も意味します。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
プを通じて、「和酒・日本食市場」「ライフサイエンス産業」
での多様な価値を提供する宝グループにとって、「Smiles 
in Life」はふさわしいフレーズであり、今後、さまざまな
「Life」に貢献していきたいと考えます。
さらに、企業理念の実現に向けて、グループ共通の

価値観として策定したのが、企業として何を大切にして
いるか、すべきかを表した「TaKaRa Five Values」
です。「信用が第一」「技術・品質主義」「チャレンジ精神」
「多様な力の結集」「自分ごと化」の5つの価値観をグ
ループにおける心の拠り所としています。最初の3つで
ある「信用が第一」「技術・品質主義」「チャレンジ精神」
については、今に始まったことではなく、長い歴史のな
かで受け継いできたものです。加えて、グローバルに多
様な人財が働く企業となった宝グループが大事にする
価値観として多様性を重んじ個々の力を発揮するための
「多様な力の結集」と、当事者意識をもって物事に当た
るための「自分ごと化」の２つを追加しました。
事業の幹をより太くするうえでは、「TaKaRa Five 

Values」を通じ宝グループの約5,000人がありたい
姿に共感し、価値観を共有することが重要と考えます。

サステナビリティに関する取り組みとして、当社グ
ループは「宝グループ・サステナビリティ・ポリシー」を定
めており、10のマテリアリティを特定しています。2021
年６月には、サステナビリティ・ポリシーの方針に基づく
具体的な中長期の目標を備えた「宝グループ・サステナ
ビリティ・ビジョン」を公開し、サステナビリティサイトで
進捗を掲載しています。
「酒類メーカーとしての責任」への取り組みの一つと
して、アルコール飲料における純アルコール量の表示
を行っています。宝酒造では、2021年に発売したタカ
ラcanチューハイ「すみか」に、当社として初めて純アル
コール量を表示し、焼酎ハイボールなどにも順次表示
しています。2025年度までには、国内で販売するすべ
ての消費者向け商品（酒類調味料除く）に表示する方
針です。
一方、地球環境の保全と事業活動の調和もまた重要

課題の一つと位置づけ、積極的に取り組みを進めてい
ます。宝グループでは、気候変動が事業の持続性に影

響を与える重要な問題であると認識し、気候関連財務
情報開示タスクフォース（TCFD）のフレームワークに
沿って検討と対応を進めるとともに、関連する情報の開
示を行いステークホルダーの皆様と対話を続けていき
ます。
加えて、気候変動による事業機会として、エシカル消

費の増加が考えられることから、宝酒造では地域限定
クラフトチューハイ「寶CRAFT」や、国産レモンを用い
た、タカラcanチューハイ「すみか」など、時代の要請に
応じた商品の開発に注力しています。

2022年度、宝グループは経営環境の変化に機敏に
対応していくとともに、経営課題に一つずつ真摯に取り
組んでいきます。つきましては、ステークホルダーの皆
様のご支援を引き続き賜りますよう心よりお願い申しあ
げます。

TaKaRa Five Values
〜企業として何を⼤切にしているか、すべきか〜

信用が
第一

技術・
品質主義

チャレンジ
精神

多様な力の
結集

自分ごと化

トップメッセージ

宝グループの3事業について、現時点ではこれらの組
み合わせがうまく機能しており、今後もこの体制を堅持
し、3つの事業において、それぞれの課題に的確に対処し
ていくことが重要であると考えています。
この20年間を振り返ってみて、現状の業績を当初から

想定できていたわけではありません。日本の人口動態か
ら考えて、海外への事業領域の拡大が重要であることは
認識していました。その上で、事業環境を見極めることで
ポートフォリオを構築してきたつもりです。フォーメーショ
ンはできあがりつつあるものの、取り組むべき課題はいま
だ多いといえます。これら一つひとつに対応していくこと
で、各事業の幹をより太くすることに注力してまいります。
特に、宝酒造と宝酒造インターナショナルグループとの

密接な連携による海外戦略の展開を重要視しています。
現在、宝酒造と宝酒造インターナショナルグループ合計
の海外売上高比率は、5割近い割合となっており、海外市
場の開拓が着実に進んでいます。
近年、スパークリング清酒の松竹梅白壁蔵「澪」が、最

宝グループには、「自然との調和を大切に、発酵や
バイオの技術を通じて人間の健康的な暮らしと生き生
きとした社会づくりに貢献します。」という企業理念が
あり、これはグループとして不変のものです。そして、

大の輸出先である米国をはじめ、香港やシンガポールな
どのアジア各国やヨーロッパなどで伸びています。輸出
数量はこの10年で7倍に、販売国数は39ヵ国になりまし
た。もっとも、海外市場での販売量は日本の5分の1に過
ぎません。私の希望としては、少なくとも日本と海外とで
同じくらいの数量を売りたいと考えています。
酒類事業や日本食材卸事業における私たちの最終的

な目標は宝酒造のお酒を世界に広めていくことです。和
酒は基本的に食とともにたしなまれる商品であり、和酒に
親しんでもらうためには、世界における日本食文化の浸
透が欠かせません。宝酒造がつくる安全・安心で、世界に
通用する製品を、宝酒造インターナショナルが海外市場で
販売していく仕組みを確立していきます。
タカラバイオの事業展望としては、試薬・機器事業と

CDMO事業を通じて、バイオ創薬基盤技術開発を加速
し、新モダリティを継続的に創出する創薬企業を目指して
いきます。中長期には、創薬の基盤技術を提供できるとい
うプラットフォーマーになることを期待しています。

2026年3月期までの長期経営構想「TaKaRa Group 
Challenge for the 100th」では、ありたい姿として、
「笑顔で繋がる豊かな暮らしを ～Smiles in Life～」を
掲げています。「Smiles in Life」のLifeは、日本語にすると

市場環境の変化に対応し
3事業の幹をより太くすることに注力してまいります

「TaKaRa Five Values」による価値観の共有と
サステナビリティ経営を推進していきます
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2022年3月期の業績について

2022年3月期の業績につきましては、売上高は、海外

事業の宝酒造インターナショナルグループが、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響で低迷していた主要都市で

の飲食店市場が急回復するとともに、小売店やネット販

売等の販売チャネルの多角化が進んだことで、増収とな

りました。タカラバイオグループでは、一般研究用試薬

の販売が好調だったことに加え、新型コロナウイルスの

PCR検査関連製品の伸長により増収となりました。一方、国

内事業の宝酒造は、料飲店の営業自粛の影響や、2021

年5月にソフトアルコール飲料の製品自主回収をしたこ

となどにより減収となりましたが、グループ全体の売上

高は過去最高となる3,009億1,800万円（前期比8.1％

増）となりました。また、海外売上高比率は45％にまで拡

大しました。

営業利益は、宝酒造は売上高の減少や原材料価格の

上昇により減益となったものの、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売上高の増加

に加えて原価率の改善により大幅な増益となりました。

グループ全体の営業利益は433億5,400万円（前期比

100.8％増）、経常利益は432億3,000万円（前期比

97.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は207

億6,900万円（前期比96.4％増）となり、営業利益、経

常利益、親会社株主に帰属する当期純利益ともに過去

最高となりました。

宝グループの財務戦略について 

当社グループでは、2023年3月期を最終年度とする

3ヵ年の中期経営計画「宝グループ中期経営計画2022」

（以下：中期経営計画2022）における財務方針として「健

全な財務体質の維持をベースに、投資効率の向上を意識

した成長投資を行うとともに、収益性や効率性を改善し、

ROEの向上をはかる」ことと、「持続的な利益成長を踏ま

えた適切な株主還元を実施する」ことを掲げております。

そのなかでROEについては、長期経営構想の最終年

度である2026年3月期に8％以上の達成を、また中期

経営計画2022では7％以上を目標に掲げております。

2022年3月期は、タカラバイオグループにおける新型コ

ロナウイルスのPCR検査関連製品が急激に拡大したこと

によりROEは12.3％となり、2023年3月期の業績予想

では9.2％です。今後もROEを高めるため、ROICの向上

に関する経営指標をモニタリングしながら、コロナ禍で停

滞していた成長投資の再加速に取り組むなど、従来から

の強みを一層伸ばし、弱点を補強する取り組みを加速さ

せて収益性や効率性の改善をはかってまいります。

株主還元につきましては、「持続的な利益成長に合

わせて、配当性向で30％台後半となる安定的な配当

を継続する方針」としており、2022年3月期の配当は、

前期から16円増配となる一株あたり37円（配当性向

35.2％）といたしました。

2023年3月期の財務見通しについて

2023年3月期につきましては、宝グループ連結営業

利益で317億円、親会社株主に帰属する当期純利益は

173億円となる見通しです。タカラバイオグループにお

いて、新型コロナウイルスのPCR検査関連試薬の需要

の減少が見込まれるため、グループ全体では減益とな

りますが、２年前の2021年３月期との比較では、売上

高、各利益項目とも上回る計画となっております。配当

については一株当たり31円（配当性向35．4％）を予定

しております。

なお、長期経営構想については、新型コロナウイルス

感染症をはじめとする大きな環境変化が続いておりま

すが、宝グループの目指す事業活動の方向性は何ら変

わるものではなく、変更の必要はないものと考えており

ます。定量目標についても、現段階で目標値の変更は

せず、2023年度策定予定の次期中期経営計画におい

て、見直しを予定しております。

当社はこれからも、事業を通じた持続的な成長の

実現とグループの企業価値向上に取り組んでまいり

ます。

株主還元の状況 ROEの推移

収益性や効率性を改善し、
持続的な成長の実現と
グループの企業価値向上に
取り組んでまいります。

取締役
事業管理、財務・IR、経理、事業支援･IT推進担当

森　圭助

財務担当役員メッセージ

（3月期）20222020 2021 2023
（予想）

2026
（目標）

6.1

9.2

8.0

12.3ROE ％

12.3

6.9

（3月期）20222020 2021

37.0 円35.2配当性向 ％

2023
（予想）

21.0

37.0

44.3
39.3 35.2

20.0

1株あたり配当金（円）配当性向（％）

35.4

31.0
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長期経営構想

TaKaRa Group Challenge      for the 100th

アウトプット
長期経営構想
TGC100

宝グループ・
サステナビリティ・ビジョン

＜定量目標＞
（2026年3月期）宝グループ連結

＜主な目標＞

■海外事業　 ● 世界的な日本食市場の拡大 ● 日本産清酒のさらなる需要の高まり

■バイオ事業 ● バイオ産業の市場規模拡大

■共通　      ● コストの高騰、高止まり ●ESGやSDGsに関する様々な社会・環境課題への対応要請の高まり

■国内事業　 ● 国内飲酒人口の減少および若年層の酒離れ ● 酒税法改正 ● 中食を中心とした調味料市場の拡大

経営
環境

食品・医療の
安全性

アルコール
関連問題

気候変動

生物多様性
保全

資源保全

社会課題

売上高

3,400億円
以上

宝グループ
CO2排出量
実質ゼロ
(2050年度)

宝酒造の
消費者向け国内
販売全商品に

純アルコール量表示
(2025年度)

日本食の魅力や
新たな価値の
発信・提供

世界の
ライフサイエンス
研究・発展への
継続支援

営業利益

230億円
以上

海外
売上高比率

44%
以上

ROE
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以上

etc.

ガバナンス
宝グループ・サステナビリティ・ポリシー 宝グループ・サステナビリティ・ビジョン

人権尊重

宝ホールディングス

和酒･日本食とライフサイエンスにおける
多様な価値を提供する

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

（国内事業） （海外事業） （バイオ事業）
和酒No.1メーカーのポジションを
活用した付加価値経営への変革

国内事業との協業と国内外での
グループシナジーのさらなる発揮

試薬・機器事業と
CDMO事業を通じた

バイオ創薬基盤技術の開発

グループ経営の統括

品質保証
能力

健全な
財務体質

遺伝子工学・
細胞工学の技術

グローバルな
日本食材卸網

和酒No.1の
酒造りの技術力

TaKaRa Five Values
を有する人財

投入資本

財務資本

製造資本

知的資本

人的資本

社会・関係資本

自然資本

宝グループの強みと戦略
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■共通　      ● コストの高騰、高止まり ●ESGやSDGsに関する様々な社会・環境課題への対応要請の高まり

■国内事業　 ● 国内飲酒人口の減少および若年層の酒離れ ● 酒税法改正 ● 中食を中心とした調味料市場の拡大
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活用した付加価値経営への変革
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グループシナジーのさらなる発揮

試薬・機器事業と
CDMO事業を通じた

バイオ創薬基盤技術の開発

グループ経営の統括

品質保証
能力

健全な
財務体質

遺伝子工学・
細胞工学の技術

グローバルな
日本食材卸網

和酒No.1の
酒造りの技術力

TaKaRa Five Values
を有する人財

投入資本

財務資本

製造資本

知的資本

人的資本

社会・関係資本

自然資本

宝グループの強みと戦略

Page 23

Page 29 Page 31 Page 33

Page 25

Page 35

Page 35
Page 52

アウトカム

医療・健康領域に
おける価値の
創出

人々の豊かな
食生活への
貢献

笑顔で繋がる豊かな暮らしを

Vision

Smiles 
in 
Life

宝グループの価値創造プロセス

当社グループにとって、豊かな自然環境が保たれることは事業を継続するうえでの大前提です。また、食品や医療に
関わる事業を営む企業として、その安全・安心は最も重要なテーマであり、同時にアルコール関連問題をはじめとする
様々な社会課題にも対処していく必要があります。
当社グループは、長期経営構想「TaKaRa Group Challenge for the 100th」のもとで、事業活動を通じた社会的価値

の創造により、持続可能な社会づくりに向けた企業としての責任を果たしていくとともに、こうした価値創造プロセス
を通じ、人と人の繋がりと笑顔にあふれた健康的で豊かな日々の暮らしへの貢献を目指します。
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宝グループの資本

宝グループは、これまでの歴史のなかで社会の変化に機敏に対応する企業文化を育み、いつの時代においても他社の
真似をするのではなく、新たな価値を創出してきました。そのなかで積み上げてきた資本をさらに強化し、価値創造の
源泉として、持続可能な企業価値の向上を目指してまいります。

財務資本 人的資本

社会・関係資本製造資本

知的資本 自然資本

宝グループでは、環境変化に強い、バランスのとれた事業構造を目指しています。国内事業を維持
しつつ、海外事業とバイオ事業を成長させることにより、安定的な利益を生み出す構造へと進化
してきました。そして、中期経営計画2022でも掲げるとおり、健全な財務体質の維持をベースと
して、投資効率向上を意識した成長投資を行うとともに、収益性や効率性を改善し、ROEの向上
を図り、持続的な利益成長を踏まえた適切な株主還元を行ってまいります。

「人」はかけがえのない「財産」であるとの視点から、宝グループでは「人財」と表現し、価値創造を担う重要
な経営資源であると認識しています。2020年にはグループ内の全社員に向け、大切にしていくべき価値
観としてTaKaRa Five Valuesを定義し、社員の判断や行動の拠り所としています。宝ホールディングス
歴史記念館では、宝グループのチャレンジの歴史について研修を行い、グループの持続的成長と発展の
ために、挑戦する人財の育成に努めています。また、女性やシニアの活躍推進や障がい者の雇用促進、さ
らには快適な職場環境とワークライフバランスの実現に向けた施策にも積極的に取り組んでいます。

宝グループでは、当社グループが提供する安全・安心な商品・製品に関わるお得意先をは
じめとしたステークホルダーとの関係性を重視しています。
120年以上の歴史をもつ「寶」ブランド、“よろこびの清

さけ
酒”でお馴染みの「松竹梅」など、皆

様に親しんでいただいている信頼のブランドを保有しています。それらは長年にわたっ
て協業してきたお得意先や調達先との深い絆があるからこそです。また2010年に参入した
海外日本食材卸事業では、取引関係のあった日本食材卸会社をパートナーとして迎え入れ
ることで、世界各地に日本食材ネットワークをひろげ、現在、15ヵ国で事業所を展開して
おり、世界へ和酒・日本食のおいしさを提案しています。タカラバイオは、大学や企業における
ライフサイエンス分野の研究活動を試薬・機器・CDMOの提供を通じ支援しています。さら
に、事業活動を通じ、さまざまなステークホルダーの人権に影響を及ぼす可能性を有している
ことを認識し、人権デューデリジェンスへの取り組み体制も整備を進めています。

製品やサービスの高品質で安定的な供給といった競争優位性の構築に、高い技術力は必要不
可欠です。国内事業では東西の基幹工場である松戸、伏見を中心に、純米、吟醸といった高品
質酒やスパークリング清酒「澪」のような革新的な日本酒を生み出し、日本酒の可能性を追求
している白壁蔵や、焼酎の味わいに大きな魅力を与える「樽貯蔵熟成酒」を約2万樽保有する
など、焼酎のおいしさへのこだわりの源となっている黒壁蔵等、それぞれの特徴的な機能をも
つ製造拠点を有しています。海外にも、米国、英国、中国に製造拠点があり、世界各地の需要に
応えています。バイオ事業では、本社が所在する滋賀県草津、中国の大連、さらに米国のサンノ
ゼの各拠点で、ライフサイエンスの最先端分野の研究開発を支援する試薬、機器、CDMOサー
ビスを提供するほか、創薬基盤技術などの研究開発を行っています。

企業理念にも掲げている「発酵やバイオの技術」は私たちの企業活動の源です。
酒類事業において伝統に裏付けされたおいしさへのこだわり、そして安全・安心な
製品やサービスを提供することは、すべて高い技術が起点になっています。商品開発に
関わるあらゆる研究・開発を行っている研究開発センターや、調理効果や機能を数値で見える
化し技術提案を行う調味料カスタマーセンターなど、差異化された技術力を保有しています。
バイオ事業では、中期経営計画2022を、事業成長戦略と経営基盤強化戦略を推進し、積極的に研究
開発投資を行い成長基盤の礎を構築する3年間と位置付けて、バイオ創薬基盤技術開発を進め、
新モダリティを継続的に創出する創薬企業を目指しています。

穀物や水、微生物といったさまざまな自然の恩恵のもとで事業活動を行う宝グ
ループにとって豊かな自然環境が保たれることは事業を継続するうえで大前提と

なっています。
当社グループは長い歴史のなかで自然環境への取り組みを行ってまいりました。1979年に

札幌豊平川にサケを戻す市民運動を支援するかたちから始まった「カムバック・サーモン・キャン
ペーン」は、企業の自然保護活動のさきがけとなりました。1985年に設立した公益信託「タカラ・
ハーモニストファンド」は、自然を守る活動や、そこに生息する生物を保護するための研究などに対
して助成を続けています。また、温室効果ガス排出量削減への取り組みや環境に配慮した容器の活
用など、持続可能な社会の実現へ向けた取り組みを進めています。

■ 自己資本比率 49.8%
■ グループ連結従業員数 4,934名
■ 海外従業員比率 49.4%　　　　　　　　　　　  　　(2022年3月31日現在）

■ 酒類製造拠点 国内6拠点 海外3拠点

■ 研究開発費 6,484百万円

■ 障がい者雇用率 2.44%(宝ホールディングス）　2.59%(宝酒造）
2.39%(タカラバイオ）　　　　     　(2022年4月1日現在）

■ バイオ研究開発拠点 3拠点

Page 29～34

■ 海外売上高比率 45.0%

■ 格付 A（R&I、JCR）

■ ROE 12.3%

■ タカラ・ハーモニストファンド 助成金累計額1億8,980万4千円
■ CO2排出量削減目標の設定

(2022年3月期）

(2022年3月期）
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財務資本 人的資本

社会・関係資本製造資本

知的資本 自然資本

宝グループでは、環境変化に強い、バランスのとれた事業構造を目指しています。国内事業を維持
しつつ、海外事業とバイオ事業を成長させることにより、安定的な利益を生み出す構造へと進化
してきました。そして、中期経営計画2022でも掲げるとおり、健全な財務体質の維持をベースと
して、投資効率向上を意識した成長投資を行うとともに、収益性や効率性を改善し、ROEの向上
を図り、持続的な利益成長を踏まえた適切な株主還元を行ってまいります。

「人」はかけがえのない「財産」であるとの視点から、宝グループでは「人財」と表現し、価値創造を担う重要
な経営資源であると認識しています。2020年にはグループ内の全社員に向け、大切にしていくべき価値
観としてTaKaRa Five Valuesを定義し、社員の判断や行動の拠り所としています。宝ホールディングス
歴史記念館では、宝グループのチャレンジの歴史について研修を行い、グループの持続的成長と発展の
ために、挑戦する人財の育成に努めています。また、女性やシニアの活躍推進や障がい者の雇用促進、さ
らには快適な職場環境とワークライフバランスの実現に向けた施策にも積極的に取り組んでいます。

宝グループでは、当社グループが提供する安全・安心な商品・製品に関わるお得意先をは
じめとしたステークホルダーとの関係性を重視しています。
120年以上の歴史をもつ「寶」ブランド、“よろこびの清

さけ
酒”でお馴染みの「松竹梅」など、皆

様に親しんでいただいている信頼のブランドを保有しています。それらは長年にわたっ
て協業してきたお得意先や調達先との深い絆があるからこそです。また2010年に参入した
海外日本食材卸事業では、取引関係のあった日本食材卸会社をパートナーとして迎え入れ
ることで、世界各地に日本食材ネットワークをひろげ、現在、15ヵ国で事業所を展開して
おり、世界へ和酒・日本食のおいしさを提案しています。タカラバイオは、大学や企業における
ライフサイエンス分野の研究活動を試薬・機器・CDMOの提供を通じ支援しています。さら
に、事業活動を通じ、さまざまなステークホルダーの人権に影響を及ぼす可能性を有している
ことを認識し、人権デューデリジェンスへの取り組み体制も整備を進めています。

製品やサービスの高品質で安定的な供給といった競争優位性の構築に、高い技術力は必要不
可欠です。国内事業では東西の基幹工場である松戸、伏見を中心に、純米、吟醸といった高品
質酒やスパークリング清酒「澪」のような革新的な日本酒を生み出し、日本酒の可能性を追求
している白壁蔵や、焼酎の味わいに大きな魅力を与える「樽貯蔵熟成酒」を約2万樽保有する
など、焼酎のおいしさへのこだわりの源となっている黒壁蔵等、それぞれの特徴的な機能をも
つ製造拠点を有しています。海外にも、米国、英国、中国に製造拠点があり、世界各地の需要に
応えています。バイオ事業では、本社が所在する滋賀県草津、中国の大連、さらに米国のサンノ
ゼの各拠点で、ライフサイエンスの最先端分野の研究開発を支援する試薬、機器、CDMOサー
ビスを提供するほか、創薬基盤技術などの研究開発を行っています。

企業理念にも掲げている「発酵やバイオの技術」は私たちの企業活動の源です。
酒類事業において伝統に裏付けされたおいしさへのこだわり、そして安全・安心な
製品やサービスを提供することは、すべて高い技術が起点になっています。商品開発に
関わるあらゆる研究・開発を行っている研究開発センターや、調理効果や機能を数値で見える
化し技術提案を行う調味料カスタマーセンターなど、差異化された技術力を保有しています。
バイオ事業では、中期経営計画2022を、事業成長戦略と経営基盤強化戦略を推進し、積極的に研究
開発投資を行い成長基盤の礎を構築する3年間と位置付けて、バイオ創薬基盤技術開発を進め、
新モダリティを継続的に創出する創薬企業を目指しています。

穀物や水、微生物といったさまざまな自然の恩恵のもとで事業活動を行う宝グ
ループにとって豊かな自然環境が保たれることは事業を継続するうえで大前提と

なっています。
当社グループは長い歴史のなかで自然環境への取り組みを行ってまいりました。1979年に

札幌豊平川にサケを戻す市民運動を支援するかたちから始まった「カムバック・サーモン・キャン
ペーン」は、企業の自然保護活動のさきがけとなりました。1985年に設立した公益信託「タカラ・
ハーモニストファンド」は、自然を守る活動や、そこに生息する生物を保護するための研究などに対
して助成を続けています。また、温室効果ガス排出量削減への取り組みや環境に配慮した容器の活
用など、持続可能な社会の実現へ向けた取り組みを進めています。

■ 自己資本比率 49.8%
■ グループ連結従業員数 4,934名
■ 海外従業員比率 49.4%　　　　　　　　　　　  　　(2022年3月31日現在）

■ 酒類製造拠点 国内6拠点 海外3拠点

■ 研究開発費 6,484百万円

■ 障がい者雇用率 2.44%(宝ホールディングス）　2.59%(宝酒造）
2.39%(タカラバイオ）　　　　     　(2022年4月1日現在）

■ バイオ研究開発拠点 3拠点

Page 29～34

■ 海外売上高比率 45.0%

■ 格付 A（R&I、JCR）

■ ROE 12.3%

■ タカラ・ハーモニストファンド 助成金累計額1億8,980万4千円
■ CO2排出量削減目標の設定

(2022年3月期）

(2022年3月期）

Page 29～34

Page 49～50

Page 19～20 Page 45～46

Page 41～42
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「TaKaRa Group Challenge for the 100th」

宝グループは、おいしさを追求する技術と革新的なバイオ技術によって、
和酒・日本食とライフサイエンスにおける多様な価値を安全・安心に提供し続ける企業グループとなることで、

人と人の繋がりと笑顔にあふれた健康的で豊かな日々の暮らしへの貢献を目指します。

笑顔で繋がる豊かな暮らしを
~ S m i l e s  i n  L i f e ~

国内の和酒No.1メーカーのポジション
を活用した付加価値経営への変革によっ
て、着実に利益成長できる事業基盤を再
構築し、企業イメージを向上させてグ
ローバル和酒No.1企業（※1）としての根
幹を支える。

グローバルな和酒の拡大を加速させると
ともに、海外日本食材卸のネットワークの
拡充を進めながら、国内外でのグループ
シナジーをさらに発揮し、海外における
和酒・日本食材No.1企業（※2）を目指す。

試薬・機器事業とCDMO事業を通じ、
バイオ創薬基盤技術開発を進め、新モダ
リティ（※4）を創出し続ける創薬企業を
目指す。

※1：国内＋海外（輸出＋現地生産）で和酒No.1 
※2：海外（輸出＋現地生産）和酒No.1＋海外日本食材卸No.1

※3：グローバル和酒No.1＋海外日本食材卸No.1 
※4：治療法

宝グループ内における位置付けや担う役割から明確にされた各社のミッションを確実に遂行
し、グループの業績と企業価値向上に貢献する。

その他
（国内グループ会社）

経営基盤
（コーポレート部門）

国内事業と海外事業が協業することで、一体感を持って
「グローバル和酒・日本食材No.1企業（※3）」を目指す。

国内事業・海外事業
共通目的

グローバルにグループ経営をリードし、グループの企業価値と一体感を高めるためのコーポレート
機能を強化するとともに、コーポレート部門の効率性を向上する。

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

長期経営構想

宝グループ中期経営計画2022

Vision

技術力、商品力、ブランド力をさらに向上させ、
「和酒・日本食市場」「ライフサイエンス産業」における多様な価値を提供することで、
宝グループの国内外での存在感を高めながら、持続的な成長と飛躍を実現する。

売上高

3,400億円
以上

230億円
以上

営業利益

44%
以上

海外
売上高比率

8%
以上

ＲＯＥ

定量目標（2026年3月期）宝グループ連結

事業戦略

経営方針

※ 定量目標につきましては、2022年3月期の実績が長期経営構想を上回っておりますが、コロナ禍の影響をはじめとする大きな環境変化が続いているため現時点では目標値の変更は
行わず、2023年度に策定予定の次期中期経営計画において、2026年3月期までの計画を示す計画です。

環境変化の兆しを掴みとり、強化すべき領域へ適切な経営資源の配分と投下を行い、収益力を高める多様な「価値」を生み出し
続ける事業構造とグローバルなコーポレート機能の再構築を推し進めることで、国内外での持続的な成長の実現とグループ
の企業価値向上に向けて足元を固める。

基本方針

その他
（国内グループ会社）

①グループ内の物流、調達等の機能のより一層の強化
②外販事業における利益水準の向上やキャッシュ創出によるグループへの貢献

経営基盤
（コーポレート部門）

①海外事業の業績の早期把握とグローバルキャッシュマネジメント基盤の確立
②グローバルな事業成長を実現する人財の計画的な採用・育成・配置
③海外日本食材卸事業を含めた国内外の品質監査体制の強化
④海外グループ会社のリスクマネジメント・コンプライアンス強化
⑤ TGC100におけるVision、Valuesなどグループ共通の価値観の社内浸透
⑥企業価値向上に向けたコーポレートコミュニケーションの強化
⑦  コーポレートガバナンス・コードや株式市場の変化を踏まえた、最適なコーポレートガバナンス体制の継続的検討

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

①  和酒No.1企業としての強みを活かした、
利益創出型の企業体質への進化

②  お客様のニーズを捉え、利益の視点を高
めた商品開発・育成の推進

③  お客様の需要を喚起する効率的な育成策
の継続によるブランド価値の向上

④  稼働率平準化を中心とした、全体最適視
点でのコスト削減の推進

⑤  製造委託先や海外グループ会社での品
質管理体制の強化

①  清酒を中心としたグローバルな和酒拡
大の加速

②  海外日本食材卸網の拡充と商品調達力
の強化

③  海外日本食材卸事業と海外酒類事業の
シナジーの発揮

④海外グループ会社の管理面の強化

①  研究開発投資や設備投資を積極的に
実施。試薬事業やCDMO事業をさら
に拡充し、持続的な成長を目指す。

②  人材育成など長期的な業績拡大の基
盤構築にも注力し、「創薬企業」の実現
へ向けた事業促進も加速する。

③  サステナビリティ経営を推進し、バイオ
テクノロジーを駆使し、「持続可能な社
会の実現」と「タカラバイオグループの
持続的成長」の両立を目指す。

国内事業・海外事業
共通目的

国内事業と海外事業の協業を推進し、輸出商品の開発と国内
外への情報発信を強化することで、松竹梅を中心とした宝の
和酒のグローバルブランド化を進める。

各事業の重点戦略

  健全な財務体質の維持をベースに、投資効率の向上を意識した成長投資を行うとともに、収益性や効率性を改善し、ROE
の向上をはかる。

  持続的な利益成長を踏まえた適切な株主還元を実施する。

株主還元方針
  持続的な利益成長に合わせて、配当性向で30%台後半と
なる安定的な配当を継続する。
加えて、機動的な自己株式取得を実施する。

ROE向上施策
  運転資本回転率の向上に取り組むことで、営業CFを増加させる。
  政策保有株式の機動的な売却を行い、資金を創出する。
  積極的な成長投資を行うことで、利益を向上させる。

財務方針
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Mission
企業理念

 Values
グループ共通の価値観

Vision
ありたい姿

自然との調和を大切に、発酵やバイオの技術を通じて人間の健康的
な暮らしと生き生きとした社会づくりに貢献します。

グループの存在意義

信用が第一 技術・品質主義 チャレンジ精神
多様な力の結集 自分ごと化

企業として何を大切にしているか、すべきか
「TaKaRa Five Values」

笑顔で繋がる豊かな暮らしを
～Smiles in Life～

グループとして将来どういう姿に
なりたいと考えているか

当社グループは、長期経営構想「TaKaRa Group Challenge for the 100th」の策定に合わせ、宝グループの「アイ
デンティティ（宝らしさ）」を制定しました。
グループとしての存在意義である「Mission（企業理念）」のもとで、その実現に向けてグループ内のすべての社員が大切に

していくべき価値観を「Values（グループ共通の価値観）」として新たに定義し、TGC100で掲げる「Vision（ありたい姿）」と
あわせて、宝グループの「アイデンティティ（宝らしさ）」として体系化したものです。
この「アイデンティティ」を拠り所として、宝グループの社員一人ひとりの多様な力を結集することで、「宝らしさ」を失うこと

なく、グループとしての一体感を高めながら、「Vision」を実現していくための企業風土を醸成してまいります。

自然との調和を大切に、
発酵やバイオの技術を通じて人間の健康的な暮らしと

生き生きとした社会づくりに貢献します。

古くから社内に継承されてきた価値観や考え方、精神を、時代の変化やグローバル化を
踏まえ、国内外の社員にわかりやすく伝わるように「TaKaRa Five Values」として表現
したもの。

コアコンピタンス（強み）、事業ドメイン(領域）、社会提供価値等の要素を踏まえ、長期的に
目指したいグループの姿を表現したもの。

Mission
企業理念

Values
グループ共通の
価値観

Vision
ありたい姿

宝グループのアイデンティティ（宝らしさ）

「TaKaRa Five Values」は、社是「三重三慎」の考え方や精神を、時代の変化やグローバル化に対応して、社員にわかり
やすく伝わるように表現した、グループ共通の価値観を示したものです。
宝グループが「Vision」で示すありたい姿を実現し、グループの存在意義である「Mission」を果たしていくためには、

「ベクトル合わせ」が重要です。ベクトルの矢印を個人の力とすると、長さは力の大きさ、向きは考え方の方向性になり、
個々の力は同じでも、方向性が近ければ近いほど総和は大きくなり、よりスピーディーに高い目標へと到達できます。
そのベクトル合わせに役立つのが「TaKaRa Five Values」であり、5つの価値観で構成しています。1つ目は「信用が

第一」ということ。2つ目は「技術・品質主義」にこだわるということ。3つ目は「チャレンジ精神」を大切にするというこ
と。これら3点は宝グループがこれまでの歴史のなかで培い、受け継いできた価値観であり、今後も大切にしていくべ
き重要な要素です。そしてさらに、グローバルに多様な人財が働く企業となった宝グループが、めまぐるしい環境変化に
対応するために、これまで以上に大切にしたい価値観として補強したのが、4つ目の「多様な力の結集」と5つ目の「自分
ごと化」です。
研修などを通じ、社員の間に「TaKaRa Five Values」を浸透させ、共有化していくことで、「Vision」の実現につなげ

ていきます。

京都市伏見区にある宝ホールディングス歴史記念館では、企業史とあわせて、TaKaRa Five Valuesの研修を行っています。
「歴史から見るTaKaRa Five Values」というテーマのもと、これまでの宝グループのチャレンジの歴史を振り返りながら、脈々
と培われてきた私たちの価値観を学びとることで、これからの自分たちのチャレンジに結び付けていこうというものです。
講習のあとには社員同士によるディスカッションが行われ、自らが行うべきチャレンジについて意見交換がなされています。

歴史記念館での研修

Ta K a R a  F i v e  Va l u e s

受講者のレポートから

「チャレンジ精神こそが私たちの原動力であり、宝グループの
強みであるということ、また、そのチャレンジは、信用、技術、多
様な力があるからこそ実現できることと実感しました。」

「『信用が第一』に関しては、お客様に対してはもちろんのこと、
社内においても重要で、業務の完成度にもつながるとても重要
な因子であると感じました。」

宝グループのアイデンティティ（宝らしさ）

TaKaRa Five Values

社是（三重三慎）※

自分
ごと化

多様な力
の結集

チャレンジ
精神

技術・
品質主義

信用が
第一

※ 礼節を重んずべきこと、法規を重んずべきこと、責任を重んずべきこと、言行を慎むべきこと、火気を慎むべきこと、機械を慎むべきこと。

TaKaRa Five Values冊子 研修風景
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※ 2022年3月期より、「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴い、従来販売費及び一般管理費で処理していた費用の一部を売上高から控除しております。
2021年3月期以前の売上高および販売費及び一般管理費は「収益認識に関する会計基準」等の適用前の数字になっております。

コロナ禍で生活様式が大きく変化し、和酒市場においては、「香り系和酒商品の伸長」という
トレンドが生まれています。宝酒造では今年2月に、香り高い日本酒と焼酎を新発売しました。
“松竹梅「昴」〈生貯蔵酒〉”は、独自開発した通常の吟醸酒の2倍以上※の香り成分を生成する酵
母を使用。香りを閉じ込める低温貯蔵によって、日常の晩酌を華やかに彩る日本酒です。

“全量芋焼酎「ISAINA」”は、飲み方によって香りが変わる本格芋焼酎です。「炭酸割り」で
は、宝酒造独自の「かおり酵母」によりみずみずしいフルーティーな香り。「ロック」では、麹
まで芋を使用した「全量芋焼酎」により、ほっこり甘い香りが堪能できます。
宝酒造では、和酒No.1企業として、新たなトレンドの高まりを大きなチャンスと捉え、

「香る和酒」の市場の拡大に注力してまいります。
※ 当社吟醸酒比。このお酒は吟醸酒ではありません。

「香る和酒」 ─ 松竹梅「昴
すばる

」〈生貯蔵酒〉、全量芋焼酎「I
イサイナ

SAINA」新発売

国内の人口減少や高齢化の影響からアルコール総消
費量の減少が続くなか、コロナ禍により変化した消費ス
タイルが定着しつつあります。一方、資源価格の高騰や円
安の進行によって原材料価格の上昇が続いています。こ
のような状況のもと、宝酒造は、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止に留意しながら、最優先の課題である
安全・安心な商品の安定供給に努めるとともに、高付加価
値商品の育成、徹底的なコスト削減に取り組みました。ま
た、2021年5月に発生したチューハイ製品の自主回収を
踏まえ、改めて品質管理の徹底を行いました。
焼酎では、料飲店の営業自粛の影響によって本格焼酎

が減少し、若干の減収となりました。
清酒については、海外市場の回復に伴って輸出向けが増

加しましたが、料飲店の営業自粛が響き、減収となりました。

ソフトアルコール飲料では、“タカラ「焼酎ハイボール」”
が引き続き増加基調を維持したものの、製品自主回収の
影響を受け、高付加価値のレモンサワーが減少した結果、
若干の減収となりました。
そのほか、調味料では本みりん、料理清酒などが増加

し、増収となりました。また原料用アルコール等では減収
となりました。
以上の結果、宝酒造の売上高は、収益認識に関する会計

基準等の影響△290億円を含め、1,197億10百万円とな
りました。売上原価は908億98百万円となり、売上総利
益は288億11百万円となりました。販売費及び一般管理
費は同基準等の影響△290億円を含め246億76百万円
となり、営業利益は41億35百万円(前期比15.2％減)と
減益となりました。

本みりんなど調味料が健闘したものの、
全体では減収減益に

セグメント情報

宝酒造
Ta k a r a  S h u z o

清酒・焼酎や和の調味料の本みりんなど、日本の伝統的な酒類・調味料
である「和酒」に強みを持つ国内有数のメーカーとして、独自の技術
開発力と安定的な生産体制から生み出されるバランスのとれた商品
ポートフォリオを築いています。

宝酒造では、「和酒No.1企業」としてのポジション
を活かしながら、各カテゴリー戦略を実行しつつ、全社
一体となったコスト削減と効率化の徹底を図ることに
よって、利益を創出し続ける企業体質への進化を目指
しています。お客様のニーズを捉え、利益の視点を高め
た商品を開発・育成するとともに、高利益商品を軸とし
たプロダクトミックスの改善、価格改定などを行い、利
益率のさらなる向上を図ります。併せて、稼働率平準化
を中心としたコスト削減を推し進め、委託先や海外グ
ループ会社も含めた品質管理体制を強化します。

2023年3月期は、引き続き原材料価格の上昇等によ
るコストアップの影響を受けるものの、価格改定等を
行い、高付加価値商品の拡販やコスト削減を徹底する
ことにより増益を目指します。
具体的には、“タカラ「焼酎ハイボール」”のコンセプ

ト訴求を強化して新規ユーザーを開拓するとともに、
“スパークリング清酒「澪」”、“全量芋焼酎「一刻者」”な
ど高利益率の商品については、ファン層のロイヤル化
を狙いとして、広告・イベント等の施策を展開します。
加えて、消費者からの支持を生み出す差異化ポイン

トを明確にした新商品を開発・育成します。たとえば、
“タカラcanチューハイ「すみか」”では、20～40代の
女性を主要なターゲットとして、テレビ、デジタルな
どメディアミックスによる認知度向上とともに、サン
プリングキャンペーンにより飲用経験率の向上を図
ります。
さらに、将来の事業の柱として、宝酒造インターナ

ショナルグループとのシナジー効果を活かして輸出の
拡大に取り組みます。
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事業の概況

「宝グループ中期経営計画2022」における取り組み

松竹梅「昴」〈生貯蔵酒〉 全量芋焼酎「ISAINA」

事業戦略
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1969年に英国で創設された権威のある品評会「インターナショナル・ワイン・アンド・スピリッツ・コンペティション（IWSC）
2022」にて宝酒造インターナショナルグループ傘下のエイジ・インターナショナル社（米国・ケンタッキー州）が輸出・販売する
“ブラントン・ストレート・フロム・ザ・バレル”が特別
金賞を受賞しました。さらに、米国最大の国際的コ
ンペティション「サンフランシスコ・ワールド・スピ
リッツ・コンペティション（SFWSC）」においても、
トマーチン社（スコットランド・インヴァネス州）が
製造・販売する“ク・ボカン”各種がそれぞれ特別金賞
を受賞しました。品質の高さが世界的なコンペティ
ションで高い評価をいただいています。

日本食の広がりを背景に
過去最高の売上高、利益を達成

宝酒造インターナショナルグループは、日本からの酒類・調味料の輸
出や海外各地で酒類の製造・販売を行う海外酒類事業と、海外の日本
食レストランや小売店に日本食材などを販売する海外日本食材卸事
業を展開しています。

海外
事業

セグメント情報

宝酒造インターナショナル
グループ
Ta k a r a  S h u z o  I n t e r n a t i o n a l  G r o u p
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売上高 営業利益 2022年3月期の売上高増減要因
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宝酒造インターナショナルグループは、日本からの酒
類の輸出や海外各地で酒類の製造・販売を行う海外酒類
事業と、海外の日本食レストランや小売店に日本食材な
どを販売する海外日本食材卸事業を展開しています。前
期減収の要因となった新型コロナウイルス感染症による
影響は、ワクチンの普及などに伴い、地域差はあるものの
徐々に回復しています。
このような状況のもと、海外酒類事業において、ウイス

キーはプレミアムバーボン“ブラントン”が引き続き好調
に推移し、スコッチウイスキー“トマーチン”も売上を伸
ばしました。清酒など和酒の売上もコロナ禍の影響を受
けた前期から回復し、日本からの輸出も増加したため、売
上高は140億63百万円(前期比39.2％増)となりました。

海外日本食材卸事業では、コロナ禍にあって、小売店向
けの販売強化やネット販売向けの拡大などに努めたこと
に加え、主要都市でのレストラン営業再開に伴って販売
が急速な回復を遂げ、売上高は897億28百万円(前期比
48.5％増)となりました。
以上の結果、セグメント内取引消去後の宝酒造インター

ナショナルグループの売上高は、1,021億86百万円(前期比
46.8％増)と円安の効果も含め大幅な増収となりました。売
上原価は700億45百万円(前期比43.0％増)となり、売上総
利益は321億40百万円(前期比56.0％増)となりました。販
売費及び一般管理費は、人件費・物流費が増加し236億67
百万円(前期比21.0％増)になりましたが、営業利益は84億
72百万円(前期比712.1％増)と大幅な増益となりました。

事業の概況 宝酒造インターナショナルグループは、国内外のグ
ループ会社との連携のもと、「グローバル和酒・日本食
材No.1企業」を目指し、事業基盤の強化に取り組んで
います。海外日本食材卸ネットワークの拡充や新商品
の開発によって成長を加速させながら、販売チャネル
の多角化を推進しています。併せて、ロジスティックス
業務の効率化を行い、利益を創出する体質への進化を
図ります。また、品質管理の徹底に継続して取り組むと
ともに、日本の食文化の情報発信と啓発に注力します。

2023年3月期においては、海外での日本食の広がり
を背景に、海外酒類事業、海外日本食材卸事業ともに
増益となる見通しです。このような見通しのもと、飲食
店ルートの深耕や小売店等販売ルートの開拓を進めま
す。また、世界市場において新たなユーザーの獲得を目
指して宝酒造との協業を深め、日本産輸出商品の開発、

情報発信の強化に取り組みます。
事業別の戦略としては、海外日本食材卸事業におい

て、資本提携を含む、拠点の拡大によって卸ネットワー
クを拡充するとともに、顧客ニーズに即した商品調達
と供給体制を整備します。さらに量販ルート、ネット販
売の強化に継続して取り組みます。
海外酒類事業については、和酒において日本産・現

地産の商品を組み合わせた戦略的な品揃えを展開し、
輸出事業の拡大を目指します。洋酒は、旺盛なウイス
キー需要に対応しつつ、高付加価値商品の販売を強化
しブランド価値を向上させます。さらに、宝酒造や現地
法人と連携して、現地のニーズを捉えた海外専用商品
等を開発します。

「宝グループ中期経営計画2022」における取り組み

世界的な酒類コンペティション IWSC/SFWSC 2022受賞

ク・ボカン　シグネチャーとクリエーション＃3ブラントン・ストレート・フロム・ザ・バレル

IWSC
特別金賞

SFWSC
特別金賞

事業戦略
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タカラバイオは、メッセンジャーRNA（以下、ｍRNA）合成を効率的に
行うためのmRNAワクチン開発用試薬「Takara IVTproTM mRNA 

Synthesis System」を2022年3月より発売しました。
mRNAは、私たちの体の中では、遺伝子情報をタンパク質に変換する

機能を持つ重要な分子です。最近では、この性質を応用して、新型コロナ
ウイルスに対するワクチンとして利用されました。

mRNA合成の反応条件を最適化しているため、当社従来製品と比
較して約6倍と、mRNAを高収量に合成できます。タカラバイオでは、遺
伝子工学、細胞工学研究用製品の豊富な開発経験で培った技術・ノウハ
ウを活用し、mRNAワクチン開発を強力にサポートしていきます。

試薬および受託がけん引し、
売上高および各利益ともに過去最高を更新

「遺伝子治療などの革新的なバイオ技術の開発を通じて人々の健康に
貢献する」ことを企業理念としています。 バイオ

事業

タカラバイオグループは、試薬・機器事業とCDMO事業
を通じ、バイオ創薬基盤技術開発を進め、新たなモダリティ
を継続的に創出する創薬企業を目指した取り組みを推進し
ています。2022年3月期は新型コロナウイルスのPCR検査
関連製品の安定的な供給や、ワクチンを含む再生医療等製
品の製造体制整備等に積極的に取り組みました。

2022年3月期の売上高は、機器および遺伝子医療が前
期比で減少したものの、試薬および受託が前期比で増加
しました。具体的には、試薬において、一般研究用試薬が
過去最高の売上高となったことに加えて、新型コロナウ
イルスのPCR検査関連試薬も大幅に伸長しました。受託
については、再生医療等製品関連受託において、製薬企業
やバイオベンチャーの需要に応え、ベクター製造、細胞加

工、品質試験といった全領域の受注が好調に推移し、新型
コロナウイルスワクチン関連のプロジェクトも複数の受
託を獲得しました。さらに、遺伝子解析・検査関連受託に
ついても、複数の大型ゲノム解析プロジェクトを受注す
るなど堅調に推移しました。
以上の結果、タカラバイオグループの売上高は、676

億99百万円(前期比46.9％増)と増収となりました。原価
率が改善して売上原価は184億88百万円(前期比30.1％
増)となりましたので、売上総利益は492億11百万円(前
期比54.4％増)となりました。販売費及び一般管理費は、
人件費および研究開発費等が増加し203億9百万円(前期
比13.3％増)となったものの、営業利益は289億2百万円
(前期比107.1％増)と大幅な増益となりました。

事業の概況

タカラバイオグループでは、中計2022を「試薬・機器
事業とＣＤＭＯ事業を通じ、バイオ創薬基盤技術開発を
進め、新モダリティを創出し続ける創薬企業を目指す」の
達成に向けた「成長基盤を構築するための3ヵ年」と位置
付けています。
中計2022の最終年度となる2023年3月期は、新型コロナ

ウイルスのPCR検査関連試薬の需要の急減により、減収減
益を予想していますが、試薬・CDMO事業を軸とする継続
的な事業拡大と業績伸長を目指し、中計2022に定めた施策
の総仕上げに取り組み、各定量目標を達成する見込みです。
事業別では、試薬事業は、グローカル化の推進により、

製造体制の再編に加え、日本、米国、中国の各開発拠点に
おける開発テーマの最適化を図り、開発効率の向上を目
指します。また、各拠点における現地需要に柔軟に対応す
べく、カスタマイズした製品開発に取り組みます。
機器事業においては、主力製品であるPCR装置につ

いて、基礎研究や検査現場での利用に加え、新たに検体採

取現場での検査などの需要に対応する装置や専用試薬
システムの開発を進めます。

CDMO事業においては、成長が著しい再生医療等製
品関連受託では、製薬企業などの旺盛な遺伝子治療薬な
どの開発需要を受注に結び付けるべく、多様なサービ
スメニューの開発および効率的な製造技術開発を行いま
す。また、遺伝子解析・検査関連受託では、大型ゲノムプ
ロジェクトなどへの対応力を増強し、超微量の遺伝子取
扱技術などの当社の強みを活かし、より付加価値の高い
サービスを提供していきます。
遺伝子医療事業においては、当社独自の創薬技術であ

るsiTCR®技術、JAK/STAT技術、CereAAVTM技術など
の価値の最大化を目指し、応用開発に注力していきます。
その他、研究開発、設備投資では、上振れた収益を有効

に活用し、経営基盤の強化計画を前倒しして進めます。
また、将来を担う人材の育成にも積極的に取り組んでいき
ます。

「宝グループ中期経営計画2022」における取り組み

mRNAワクチンの開発試薬を発売

セグメント情報
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グループ
Ta k a r a  B i o  G r o u p

（百万円）

（百万円）

売上高 営業利益 2022年3月期の売上高増減要因
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Takara IVTproTM mRNA Synthesis System
本試薬は研究向け製品です。

事業戦略
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