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宝グループ概要

宝ホールディングス

グループ全体の事業成長と企業価値向上を目指す
グループ経営基盤の強化／風土・人財育成／社会・環境行動の推進

技術に裏付けられた
安全・安心な商品を提供する

焼酎、清酒、
ソフトアルコール飲料、本みりん、
食品調味料、原料用アルコール
などの製造・販売

宝酒造（国内事業）

国内酒類・調味料・酒精事業売上構成比

宝酒造インターナショナル
グループ（海外事業）
海外酒類事業／
海外日本食材卸事業

和酒・和食を通じて
日本の食文化を世界に広める

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 の々健康に貢献する

タカラバイオグループ
（バイオ事業）
バイオ産業支援事業／遺伝子
医療事業／医食品バイオ事業

酒類・調味料などの輸出および
海外子会社での製造販売、
海外の日本食材卸子会社における
酒類・食品などの輸入・販売

研究用試薬・理化学機器の
開発・製造・販売、受託サービス
遺伝子治療薬の開発他
健康食品・キノコ事業

主な
事業内容

主な
事業内容

主な
事業内容

54.7%
売上構成比
28.0%

売上構成比
13.0%

宝グループ中期経営計画2019 
（2018年3月期～2020年3月期）

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。

‘20.3
（目標）

‘18.3
（実績）

売上高

定量目標 （2018年5月 上方修正後）

2,950億円以上

2,681億円

‘20.3
（目標）

‘18.3
（実績）

営業利益

187億円以上
156億円

海外売上高比率

‘18.3（実績） ‘20.3（目標）

33.0% 35.0%以上

1



社長メッセージ

　当社グループでは、2011年4月に策定した10年間の

長期経営ビジョン「宝グループ・ビジョン2020」の実現へ

向け、2017年4月から、2019年度（2020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

2019」をスタートさせ、取り組みを進めています。

　宝酒造では、戦略商品であるスパークリング清酒「澪」の

ラインアップとして、本年9月、辛口タイプの「澪」〈BRUT 

辛口〉を発売し、売上高のさらなる拡大を目指します。

また、好調のソフトアルコール飲料では、今後の市場の

拡大を見据え、缶入りチューハイの生産設備を増強すること

といたしました。

　宝酒造インターナショナルグループでは、世界での和食

人気の高まりを追い風に、海外日本食材卸事業の業績が

順調に拡大しており、北米の物流施設の拡張計画に着手する

など、さらなる成長に向けた基盤整備にも注力しました。

　タカラバイオグループでは、CDMO事業のさらなる

拡大に向け新施設の建設を進めたほか、遺伝子医療事業

では国内でのメラノーマを対象としたC-REV（旧称：

HF10）の本年度中の承認申請を目指すなど、臨床開発の

各プロジェクトを着実に推進しました。

　このほか、国内事業、海外事業、バイオ事業の３つの

事業セグメントに経営資源をより一層集中させるため、

当社子会社で通信販売を中心に健康食品を販売する宝

ヘルスケア（株）と、タカラバイオ（株）の健康食品事業を、

2019年1月1日付（予定）でシオノギヘルスケア（株）に譲渡・

承継することを決定しました。

「宝グループ中期経営計画2019」の進捗状況

さらなる企業価値向上に向けて

　「宝グループ中期経営計画2019」の達成と「宝グループ・

ビジョン2020」の実現、そしてその先の将来に向けたさら

なる飛躍を目指し、宝グループは、これからも一丸となって

取り組みを進めてまいります。

　株主のみなさまにおかれましては、引き続き当社グループへ

の温かいご支援をたまわりますよう、なにとぞよろしくお願い

申しあげます。

代表取締役社長

　当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、宝酒造、

宝酒造インターナショナルグループが好調に推移したこと

に加え、タカラバイオグループの遺伝子治療薬に関する共同

開発・独占販売契約にかかる対価料の受領等があり増収

となった結果、連結売上高は前年同期比4.0%増収の

133,987百万円と過去最高となりました。販売費及び一般

管理費では、運送費や管理費等が増加したものの、営業

利益は前年同期比33.1%増益の8,159百万円、経常利益

は前年同期比32.9%増益の8,243百万円と、いずれも過去

最高となりました。特別損益では、本年9月の台風21号の

影響による製品破損などの損失を特別損失に計上した

ものの、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期

比32.8%増益の4,578百万円となりました。

　通期の連結業績予想につきましては、売上高を期初計画

から2,000百万円下方修正するものの、営業利益、経常利益

は期初計画を据え置くこととし、特別利益に関係会社株式

売却益を計上する見込みであることなどから、親会社株主

に帰属する当期純利益は400百万円上方修正することと

いたしました。

　セグメント別の売上高および営業利益につきましては、

5ページをご覧ください。

　株主のみなさまにおかれましては、平素より格別のご高配を
たまわり厚くお礼申しあげます。
　ここに、第108期第2四半期累計期間（2018年4月1日から
2018年9月30日まで）の当社グループの事業の概況などに
ついてご報告申しあげます。

当第2四半期連結累計期間の業績概況

2018年12月
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SAKE
MUSEUM

出典：醸造産業新聞社

特集 宝酒造インターナショナルグループ

　“和食ブーム”を背景に、海外の清酒市場は年々拡大が続いており、過去5年間で40％以上伸長、今後もさら

なる拡大が期待されます。

　宝グループが米国への清酒の輸出を開始したのは1951年。1980年代初頭には米国での現地生産を開始

するなど、早くから清酒の世界展開に乗り出しました。現在では、海外清酒市場全体に占めるシェアは約2割、

最大のマーケットである北米でのシェアは3割近くに達すると推計され、海外における清酒のトップ

メーカーのポジションにあります。

　北米カリフォルニア州にある米国宝酒造では、米国産「松竹梅」の製造・販売を行うほか、清酒の

資料館「SAKE MUSEUM（サケミュージアム）」を併設し、清酒に関する情報発信や体験の

場を提供することで、清酒のおいしさや文化を広める取り組みを続けています。

清酒のおいしさを世界へ

海外清酒市場の動向
（kl）

30,439

‘12

42,688

‘17‘07

24,467

米国宝酒造の
商品ラインアップ
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タカラバイオは大韓民国のDong-A ST Co., Ltd.に

対し、自社が商業化を進める腫瘍溶解性ウイルス※

C-REV（旧称HF10）の同国における独占的開発

および販売を許諾するライセンス契約を、2018年

８月22日付で締結しました。
※ 正常な細胞内ではほとんど増殖せず、がん細胞内で特異的に増殖
するウイルスで、増殖により直接的にがん細胞を破壊します。
さらにその際放出されたウイルスが、周囲のがん細胞に感染・増殖
して破壊することで、投与部位以外のがんの縮小も期待されます。

宝酒造 タカラバイオグループ

2018年9月に、シングルセル（1細胞）由来の超微量

DNAなどを次世代シーケンサー※で解析するための

研究用試薬「SMARTer® PicoPLEX® Gold Single 

Cell DNA-Seq Kit」の販売を開始しました。本製品に

より、遺伝子検査の感度が大きく向上し、がん診断

をはじめクリニカル領域での貢献が期待されます。

韓国企業と腫瘍溶解性ウイルスC-REV
に関するライセンス契約を締結和酒No.1メーカーがお届けする、こだわりの新商品ラインアップ

次世代シーケンサー向け
超微量DNA解析キットを販売開始

研究用試薬「SMARTer® PicoPLEX® Gold Single Cell DNA-Seq Kit」

“BRUT（ブリュット）”はシャン
パンの「辛口」の意。アルコール
度数7％で、口に広がる爽やか
な酸味ときりっと切れる後味は、
お寿司や海鮮料理はもちろん、
和洋を問わず幅広い料理によく
合います。

松竹梅白壁蔵「澪」〈BRUT辛口〉
スパークリング清酒

米のうまみを引き出す黄麹と、
有機酸を豊富に生み出す白麹が、
料理に深いコクとうまみを与え、
肉や魚の生臭みを抑えます。
“食塩ゼロ”、“国産米100％”にも
こだわった、料理をおいしくする
清酒です。

タカラ「料理のための清酒」
〈米麹双麹仕込〉

2018年9月25日発売

2018年9月4日発売

※ 飲食店ルート、自社通販ルート先行発売

独自製法による、麦本来の
甘みのある香りと食事に合う
すっきりとした味わい。宮崎県
の「日向 黒壁蔵」から生まれた、
飲むほど心に青空が広がるよう
な、香りを楽しむ新タイプの本格
麦焼酎です。

本格麦焼酎
「ひゅうが晴（ばれ）」

2018年9月18日発売

“寶「極上レモンサワー」”は、 
“焼酎”と“レモン”のおいしさを
追求したこだわりのシリーズ
です。新発売の〈熟成つけ込み
レモン〉は、国産レモンを使用し
た「糖づけレモンシロップ」と厳選
宝焼酎により、熟成感のある贅沢
なコクがお楽しみいただけます。

寶「極上レモンサワー」
〈熟成つけ込みレモン〉

2018年9月4日発売 New
!

※ 数百から数億個のDNAデータを並列に大量取得することが
できる解析装置。
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業績ハイライト

宝グループ連結 宝酒造

タカラバイオグループ

宝酒造インターナショナルグループ

売上高は、焼酎や清酒、みりんが減収
となったものの、ソフトアルコールなど
が好調に推移し、前年同期比1.8％の
増収となりました。販売費及び一般
管理費では、運送費が増加したものの
販売促進費のコントロールに努めた
結果、営業利益は前年同期比14.3％
の増益となりました。

世界での日本食市場の広がりを背景
に、欧州のフーデックスグループや
北米のミューチャルトレーディング
などの海外日本食材卸事業が順調
に推移し、売上高は前年同期比
11.0％の増収、営業利益は前年同期
比9.5％の増益となりました。

主力の研究用試薬が増加したこと
に加え、遺伝子治療薬に関する共同
開発・独占販売契約の対価料を受領
したことなどにより、売上高は前年
同期比23.0％の増収、営業利益は
前年同期比280.9％の大幅な増益
となりました。

73,259

売上高

154,000

‘18.3

200,000

150,000

100,000

50,000

0

149,839

‘19.3

（百万円） 通期（予想）中間

71,973
1,991 2,275

営業利益

6,100

‘18.3

7,500

5,000

2,500

0

5,569

（百万円） 通期（予想）中間

‘19.3

‘19.3

101,130
106,934

107,509 128,855

売上高

268,142

‘18.3‘17.3‘16.3‘15.3

300,000

200,000

100,000

0

219,490 234,193

‘19.3

（百万円）

225,364

通期（予想）中間

133,987

280,000

3,275 3,880
5,207

‘18.3‘17.3‘16.3‘15.3

20,000

15,000

10,000

5,000

0

11,096

6,128

15,612
13,551

（百万円）

‘19.3

11,680

営業利益

通期中間 通期（予想）中間

8,159

17,300

‘19.3

3,429 4,326
5,614 6,200

経常利益

16,084

‘18.3‘17.3‘16.3‘15.3

20,000

15,000

10,000

5,000

0

11,827
14,344

（百万円）

12,840

通期（予想）中間

8,243

17,900

1,828
2,525

3,177 3,447

‘18.3‘17.3‘16.3‘15.3

11,029

8,480

5,706
7,055

12,000

9,000

6,000

3,000

0

（百万円）

親会社株主に帰属する当期純利益

通期（予想）中間

4,578

10,000

‘19.3

総資産

284,281

‘18.3‘17.3‘16.3‘15.3

360,000

270,000

180,000

90,000

0

264,438 274,368

（百万円）

253,253

通期中間

281,851

‘19.3 ‘18.3‘17.3‘16.3‘15.3

176,217

165,920158,404

156,148

240,000

180,000

120,000

60,000

0

（百万円）

純資産

通期中間

175,637

‘19.3

37,527

売上高

78,000

‘18.3

100,000

75,000

50,000

25,000

0

70,717

（百万円） 通期（予想）中間

33,822

‘19.3

2,223 2,434

営業利益

4,900

‘18.3

5,400

3,600

1,800

0

4,393

（百万円） 通期（予想）中間

‘19.3

17,370

売上高

35,800

‘18.3

40,000

30,000

20,000

10,000

0

32,312

14,126

（百万円） 通期（予想）中間

688

2,623

営業利益

5,000

‘18.3

6,000

4,000

2,000

0

3,555

（百万円） 通期（予想）中間

‘19.3

（注）当期より税効果会計基準の一部改正を適用しており、2018年3月期の数値については一部組み替えて表示しています。
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会社情報 （2018年9月30日現在）

株式の状況

会社概要

株価の推移

商号

本店所在地

設立

資本金

従業員数

連結対象会社

宝ホールディングス株式会社
（英文表記： TAKARA HOLDINGS INC.）

京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地
TEL 075-241-5130

1925年（大正14年）9月6日

132億2,621万5,144円

176名（グループ連結：4,349名）
（2018年3月31日現在）

61社

大株主（上位10名）

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口）
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）
株式会社みずほ銀行
農林中央金庫
明治安田生命保険相互会社
株式会社京都銀行
国分グループ本社株式会社
宝グループ社員持株会
日本アルコール販売株式会社
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口5）

持株数（千株） 持株比率（％）株主名

発行可能株式総数

発行済株式総数

株主数

870,000,000株

201,699,743株

22,796名

統合報告書「宝グループレポート
2018」を発行しました

20,453

17,417

9,738
9,500
5,370
5,000
3,489
3,152
3,000

2,929

10.25

8.72

4.88
4.76
2.69
2.50
1.75
1.58
1.50

1.47

CSR NEWS

　宝グループでは2018年版より、従来、宝ホール

ディングスが発行してきた年次報告書「アニュアル

レポート」と、宝酒造が発行してきたCSR報告書「緑字

企業報告書」を集約し、統合報告書「宝グループレポート」

として発行することとしました。

　これにより、財務情報や事業戦略に加え、ESGを

はじめとする様 な々課題に対する当社グループの考え方

や取り組み状況をより具体的に示すことで、ステーク

ホルダーの皆様との信頼関係を築いていきたいと考え

ています。

　「宝グループレポート2018」は当社ウェブサイトに

掲載しておりますので、是非ご一読ください。

1.持株数の千株未満は切り捨てております。
2.持株比率は、自己株式（2,069千株）を控除して計算しております。

（注）

所有者別株式分布状況

金融機関 50.34%

証券会社 0.98%
その他の国内法人 16.48%

外国法人等 14.86%

個人その他 16.31%

その他 1.03%

2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800
9月8月7月6月5月4月3月2月1月12月11月10月

(円)

’17 ’18

高値
始値

終値
安値

高値
終値

始値
安値

当社ウェブサイト（IR情報）
https://ir.takara.co.jp/ja/Library_index/AnnualReport.html

取締役および監査役
代表取締役会長

代表取締役副会長

代表取締役社長

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役（社外取締役）

取締役（社外取締役）

常勤監査役

常勤監査役（社外監査役）

常勤監査役（社外監査役）

常勤監査役

監査役（社外監査役）

大宮　久

柿本　敏男

木村　睦

仲尾　功一

村田　謙二

髙橋　秀夫

森　　圭助

吉田　寿彦

友常　理子

渡邉　酉造

山中　俊人

三枝　智之

鷲野　稔

北井　久美子

6



(注) この報告書に記載されている業績予想等の将来に関する事項は、現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいていますが、実際の業績等は、予期しない
経済状況の変化をはじめさまざまな要因により、大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。

この印刷物は、環境に配慮した植物油インキと、適切
に管理されたFSC®認証林からの原材料および再生
資源から作られた紙を使用して制作されています。

見やすいユニバーサル
デザインフォントを採用
しています。

住所・氏名等のご変更
口座の残高照会
配当金の受取方法の指定

未払配当金に関するご照会
郵送物等の発送と返戻に関するご照会
特別口座から一般口座への株式の振替手続
その他株式事務に関する一般的なお問合せ

口座を開設されている証券会社等

みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話番号（フリーダイヤル）： 0120-288-324（土日・祝日を除く平日9時～17時）

主なお手続、ご照会内容 お問合せ先

特別口座に記録されている株式は、株式市場

での売買はできません。株式市場における株式

売買のためには、証券会社にお取引口座を開設

し、みずほ信託銀行の特別口座からの株式の

振替手続が必要となります。

単元未満株式（100株未満株式）をお持ちの場合、

会社に対して、次の請求を行うことができます。

1. 単元未満株式の買取りを請求する（買取請求）
2. 単元株式（100株）にするため、不足する株数
の株式の売渡しを請求する （買増請求）

　

特別口座で株式を保有されている方へ 単元未満株式を保有されている方へ

証券会社の口座で管理されている単元未満株式 
　口座を開設されている証券会社

特別口座で管理されている単元未満株式 
　みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

お問合せ先

株主メモ

（注） 特別口座に記録されている株式については、下記のみずほ信託銀行　証券代行部まで
お問合せください。

事業年度 
定時株主総会 
基準日

単元株式数
上場取引所
証券コード

毎年4月1日から翌年3月31日まで
毎年6月

100株
東証1部
2531

● 定時株主総会（議決権行使）、期末配当
毎年3月31日

● その他必要があるときは、あらかじめ公告
して基準日を定めます。

公告方法

 

株式に関するお問合せ先

みずほ信託銀行株式会社

以下の表をご覧ください。

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関 

電子公告により、当社ウェブサイトに掲載し
ます。（http://www.takara.co.jp）
ただし、事故その他のやむを得ない事由に
よって電子公告による公告をすることができ
ない場合は、京都新聞および日本経済新聞に
掲載して行います。

ウェブサイトのご案内
宝ホールディングスのウェブサイトでは、ニュースリリースや
IR情報など、最新の情報を掲載しています。また、グループ
各社のウェブサイトでは、商品や事業の詳しい情報をご覧
いただけるほか、オンラインショップもご利用いただけます。

グループ各社サイトへの入り口

酒類詰め合わせ（3,000円相当）の商品例（2018年3月期 実施時）

ニュース IR情報

株主優待制度のご案内
当社は、毎年3月31日現在（初回は2018年3月31日）の
株主名簿に記録された、当社株式100株以上を保有されて
いる株主様を対象とした株主優待制度を実施しています。

● 優待内容
当社株式の保有数に応じて優待品を年1回贈呈いたします。

100～999株 1,000円相当

1,000株以上 3,000円相当

左記金額相当の酒類詰め合わせ、調味
料詰め合わせより1点選択（優待品に
代えて社会貢献活動への寄付も選択可）

https://www.takara.co.jp/


