
2019 年 4月 1日 ～ 2020 年 3月 31日

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。

1,000株以上　3,000円相当の「〈酒類〉詰め合わせ」

株主優待制度のご案内
当社は、毎年 3月31日現在の株主名簿に記録された、
当社株式 100 株以上を所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 (2020年3月期)
当社株式の所有数に応じて以下の優待品を贈呈いたします。

● お申込みについて

100株以上1,000株未満  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）

www.takara.co.jp

2020年6月上旬にご送付しております当社第109回定時株主
総会招集ご通知に同封のお申込書に必要事項をご記入の上、
ご投函ください。

お申込み期限：2020年7月31日（金）消印有効

まだお申込みでない方はお早めにお申込みください。

1,000株以上　3,000円相当の「〈調味料〉詰め合わせ」

(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。（https://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。

証券コード：2531

株主のみなさまへ
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宝グループ概要 社長メッセージ

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

代表取締役社長

当期の業績概況

2020年6月

　株主の皆様におかれましては、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。また、新型コロナウイルス感染症に
罹患された皆様および感染の拡大により生活に影響を受け
ておられる皆様に心よりお見舞い申しあげます。
　ここに、第109期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
の宝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。

宝酒造（国内事業）
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）

技術に裏付けられた
安全・安心な商品を提供する

和酒・日本食を通じて
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）

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

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・理化学機器などの製造・販売、
受託サービス、遺伝子治療の商業化

主な
事業内容

主な
事業内容

主な
事業内容

54.5%
売上構成比
29.4%

売上構成比
12.3%

当期(2020年3月期)の業績につきましては、売上高は、
宝酒造ではソフトアルコール飲料が好調を維持するととも
に、宝酒造インターナショナルグループでも海外酒類事業、
海外日本食材卸事業がともに増収となり、281,191百万円

（前期比1.4％増）と過去最高となりました。
利益面では、タカラバイオグループが商品構成の変化や

販売費及び一般管理費の減少等により増益となりました
が、宝酒造での原材料、製造費用のコストアップや販売促
進費等の増加、宝酒造インターナショナルグループにおけ
る為替変動による仕入コストの上昇や人件費、物流費の増
加等により、営業利益は15,836百万円（前期比11.1％減）、
経常利益は16,269百万円（前期比11.4%減）、親会社株
主に帰属する当期純利益は8,980百万円（前期比13.7％
減）となりました。（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。）

また、当期の配当につきましては、前期18円から2円の
増配となる、20円の配当を実施させていただきました。

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」の実現に

向け、取り組みを進めてまいりました。
この間、国内事業では清酒販売数量で国内シェアNo.1を

達成し、海外では世界的な日本食人気を追い風に海外日本食
材卸事業を飛躍的に拡大させるとともに、さらなる成長に向け
宝酒造インターナショナルを設立しました。また、バイオ事業で
は、遺伝子・細胞プロセッシングセンターの稼働によるCDMO
事業の拡大と、遺伝子医療事業の収益化を実現しました。

「宝グループ・ビジョン2020」の成果と課題を踏まえ、
今回、新たな長期経営構想「TaKaRa Group Challenge 
for the 100th」(以下、TGC100)を策定しました。これは、
創立 100 周年を迎える2025 年 (2026 年 3月期 )をマイ
ルストンとした6 年間の経営計画であり、この TGC100
での Vision（=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、最終年度の宝
グループ連結での定量目標を、売上高 3,400 億円以上、
営 業 利 益 230 億 円 以 上、海 外 売 上 高 比 率 44% 以 上、
ROE8% 以上と定めました。（長期経営構想の詳細は 3
ページをご覧ください。）

また、TGC100の具体的な実行計画として、2022年度
（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」をスタートさせるとともに、
社会・環境課題に対する当社グループの考え方を示す「宝
グループ・サステナビリティ・ポリシー」を策定しました。

「宝 グ ル ープ 中 期 経 営 計 画 2022」の 初 年 度 で ある
2021 年 3月期の業績予想については、新型コロナウイル
ス感染症拡大による影響を織り込み、売上高 270,000 百
万円（前期比 4.0％減）、営業利益 10,000 百万円 ( 前期比
36.9% 減 )、経常利益 10,200 百万円（前期比 37.3% 減）、

親会社株主に帰属する当期純利益 5,100 百万円（前期比
43.2% 減）の計画です。

長期経営構想の実現に向け、戦略を着実に実行してまい
ります。

当社グループは、これからも事業活動を通じた社会的
価値の創造により、ステークホルダーの皆様から信頼され
る企業グループを目指すとともに、持続可能な社会の実現
に貢献してまいります。

株主の皆様には、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。

長期経営ビジョン
「宝グループ・ビジョン2020」の振り返り

長期経営構想の策定および
次期（2021年3月期）の業績見通し

企業価値の向上に向けて

2020年3月期売上構成比
1 2
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特集

宝グループでは、会社創立100周年となる2025年（2026年3月期）に向け、将来グループとしてありたい姿（＝Vision）を定めた

6年間の経営計画である「TaKaRa Group Challenge for the 100th」を策定しました。

この長期経営構想にもとづき、笑顔で繋がる豊かな暮らしに貢献できるよう、事業活動に取り組みます。

売上高

3,400億円
以上 

営業利益

230億円
以上 

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。

宝酒造

「笑顔で繋がる豊かな暮らしを ～ Smiles in Life ～」
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。

事業戦略

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。

経営方針

長期経営構想策定に合わせ、財務面の方針である「宝グループ中期経営計画 2022」と非財務面の方針である
「宝グループ・サステナビリティ・ポリシー」（6ページで紹介）を策定しました。
「宝グループ中期経営計画 2022」の基本方針と定量目標は以下の通りです。

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

■ 定量目標
2023年3月期 宝グループ連結

定量目標
2026年3月期 宝グループ連結

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。

宝酒造インターナショナル
グループ

研究用試薬・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（治療
法）を創出し続ける創薬企業を目
指す。

タカラバイオグループ

タカラバイオは、2020年1月に、滋賀県草津市の本社地区に

建設を進めていた再生医療等製品の研究・製造施設である「遺

伝子・細胞プロセッシングセンター2号棟」を本格稼働しました。

2014年に遺伝子・細胞プロセッシングセンターを建設し、

CDMO事業や遺伝子治療の臨床開発プロジェクトで使用す

る治験製品の製造を進めてきましたが、CDMO事業の需要

拡大や自社の遺伝子治療プロジェクトの上市を見据えた準

備が必要となり、2018年に新施設の建設を決めました。

延床面積は既存施設の2倍以上となり、医薬品や再生医

療等製品の製造・品質管理基準であるGMPやGCTPに準

拠した製造が可能です。

今後、再生医療等安全性確保法に規定された特定細胞

加工物製造業や、ISO9001等の業許可、品質マネジメント

システムなどの認証を取得していく予定です。

今回の新施設の稼働で、CDMO事業と自社の遺伝子治

療プロジェクトをいっそう発展・強化し、バイオ創薬関連技

術開発を進め、新モダリティ（治療法）を創出し続ける創薬

企業を目指します。

宝酒造インターナショナルは、2020年3月に、主に米国

向けに食料品の輸出販売を行う東京共同貿易株式会社

（以下、「東京共同貿易社」）の発行済株式を51.0% 取得

し、連結子会社化しました。

宝酒造インターナショナルグループでは、近年、日本食の

市場規模が大きい米国での事業拡大に特に注力しており、

2016年に連結子会社に迎え入れた米国のミューチャルト

レーディング社では、需要拡大を追い風に積極的な事業

展開を進めています。

今回、東京共同貿易社をグループに迎え入れたことで、

国内の仕入先との関係がさらに強化され、商品開発機能や

米国向けの商品供給機能の拡充を実現することができます。

そして将来的には、グループ全体での共通購買をさらに

推進し、競争力の強化を図ります。

近年の健康志向の高まりなどによる世界での日本食市場

の広がりを背景に、日本食は世界から注目を集めています。

今後も、和酒のさらなる販売強化と世界での日本食材卸

ネットワークの構築による事業拡大を積極的に進め、企業

価値の向上を図るとともに、和酒および日本食文化を世界

に広めてまいります。

宝酒造は、2020年3月に、「澪」ブランドから新商品の“松

竹梅白壁蔵澪「一果（いちか）」スパークリング清酒”を全国

発売しました。

原材料は、米と米麹のみですが、まるで果実のような

フルーティーな香りが楽しめるスパークリング清酒です。

“イチゴのような香りのスパークリング清酒”と“バナナのよ

うな香りのスパークリング清酒”の2種類あり、「一果」とい

う商品名で、ひとつの果実の香り際立つ、世界にひとつだ

けのスパークリング清酒であることを表現しています。

宝酒造が2011年にスパークリング清酒「澪」を発売して

以降、スパークリング清酒の市場は大きく拡大し、多くの

お客様にお楽しみいただいております。今後もさらに多く

のお客様にスパークリング清酒をお楽しみいただくため、

「一 果」を含めた「澪」ブ

ランドの育成に努めてま

いります。

宝酒造

まるでイチゴやバナナのような香り！
スパークリング清酒 澪「一果」を新発売

食料品等の輸出販売を行う
東京共同貿易株式会社を連結子会社化

宝酒造インターナショナルグループ

左から、
“松竹梅白壁蔵澪「一果」イチゴの
ような香りのスパークリング清酒”
“松竹梅白壁蔵澪「一果」バナナの
ような香りのスパークリング清酒”

新施設「遺伝子・細胞プロセッシングセンター
2号棟」が本格稼働

タカラバイオグループ

< 遺伝子・細胞プロセッシングセンター 2 号棟 >

長期経営構想 「TaKaRa Group Challenge for the 100th」 策定

※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

Vision（ありたい姿）

海外売上高比率

44％
以上 

44％
以上

ROE

8％
以上 

長期経営構想の概要

宝グループ中期経営計画2022

売上高

3,000億円
以上 

営業利益

174億円
以上 

海外売上高比率

39％
以上

ＲＯＥ

7％
以上
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特集

宝グループでは、会社創立100周年となる2025年（2026年3月期）に向け、将来グループとしてありたい姿（＝Vision）を定めた

6年間の経営計画である「TaKaRa Group Challenge for the 100th」を策定しました。

この長期経営構想にもとづき、笑顔で繋がる豊かな暮らしに貢献できるよう、事業活動に取り組みます。

売上高

3,400億円
以上 

営業利益

230億円
以上 

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。

宝酒造

「笑顔で繋がる豊かな暮らしを ～ Smiles in Life ～」
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。

事業戦略

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。

経営方針

長期経営構想策定に合わせ、財務面の方針である「宝グループ中期経営計画 2022」と非財務面の方針である
「宝グループ・サステナビリティ・ポリシー」（6ページで紹介）を策定しました。
「宝グループ中期経営計画 2022」の基本方針と定量目標は以下の通りです。

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

■ 定量目標
2023年3月期 宝グループ連結

定量目標
2026年3月期 宝グループ連結

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。

宝酒造インターナショナル
グループ

研究用試薬・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（治療
法）を創出し続ける創薬企業を目
指す。

タカラバイオグループ

タカラバイオは、2020年1月に、滋賀県草津市の本社地区に

建設を進めていた再生医療等製品の研究・製造施設である「遺

伝子・細胞プロセッシングセンター2号棟」を本格稼働しました。

2014年に遺伝子・細胞プロセッシングセンターを建設し、

CDMO事業や遺伝子治療の臨床開発プロジェクトで使用す

る治験製品の製造を進めてきましたが、CDMO事業の需要

拡大や自社の遺伝子治療プロジェクトの上市を見据えた準

備が必要となり、2018年に新施設の建設を決めました。

延床面積は既存施設の2倍以上となり、医薬品や再生医

療等製品の製造・品質管理基準であるGMPやGCTPに準

拠した製造が可能です。

今後、再生医療等安全性確保法に規定された特定細胞

加工物製造業や、ISO9001等の業許可、品質マネジメント

システムなどの認証を取得していく予定です。

今回の新施設の稼働で、CDMO事業と自社の遺伝子治

療プロジェクトをいっそう発展・強化し、バイオ創薬関連技

術開発を進め、新モダリティ（治療法）を創出し続ける創薬

企業を目指します。

宝酒造インターナショナルは、2020年3月に、主に米国

向けに食料品の輸出販売を行う東京共同貿易株式会社

（以下、「東京共同貿易社」）の発行済株式を51.0% 取得

し、連結子会社化しました。

宝酒造インターナショナルグループでは、近年、日本食の

市場規模が大きい米国での事業拡大に特に注力しており、

2016年に連結子会社に迎え入れた米国のミューチャルト

レーディング社では、需要拡大を追い風に積極的な事業

展開を進めています。

今回、東京共同貿易社をグループに迎え入れたことで、

国内の仕入先との関係がさらに強化され、商品開発機能や

米国向けの商品供給機能の拡充を実現することができます。

そして将来的には、グループ全体での共通購買をさらに

推進し、競争力の強化を図ります。

近年の健康志向の高まりなどによる世界での日本食市場

の広がりを背景に、日本食は世界から注目を集めています。

今後も、和酒のさらなる販売強化と世界での日本食材卸

ネットワークの構築による事業拡大を積極的に進め、企業

価値の向上を図るとともに、和酒および日本食文化を世界

に広めてまいります。

宝酒造は、2020年3月に、「澪」ブランドから新商品の“松

竹梅白壁蔵澪「一果（いちか）」スパークリング清酒”を全国

発売しました。

原材料は、米と米麹のみですが、まるで果実のような

フルーティーな香りが楽しめるスパークリング清酒です。

“イチゴのような香りのスパークリング清酒”と“バナナのよ

うな香りのスパークリング清酒”の2種類あり、「一果」とい

う商品名で、ひとつの果実の香り際立つ、世界にひとつだ

けのスパークリング清酒であることを表現しています。

宝酒造が2011年にスパークリング清酒「澪」を発売して

以降、スパークリング清酒の市場は大きく拡大し、多くの

お客様にお楽しみいただいております。今後もさらに多く

のお客様にスパークリング清酒をお楽しみいただくため、

「一 果」を含めた「澪」ブ

ランドの育成に努めてま

いります。

宝酒造

まるでイチゴやバナナのような香り！
スパークリング清酒 澪「一果」を新発売

食料品等の輸出販売を行う
東京共同貿易株式会社を連結子会社化

宝酒造インターナショナルグループ

左から、
“松竹梅白壁蔵澪「一果」イチゴの
ような香りのスパークリング清酒”
“松竹梅白壁蔵澪「一果」バナナの
ような香りのスパークリング清酒”

新施設「遺伝子・細胞プロセッシングセンター
2号棟」が本格稼働

タカラバイオグループ

< 遺伝子・細胞プロセッシングセンター 2 号棟 >

長期経営構想 「TaKaRa Group Challenge for the 100th」 策定

※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

Vision（ありたい姿）

海外売上高比率

44％
以上 

44％
以上

ROE

8％
以上 

長期経営構想の概要

宝グループ中期経営計画2022

売上高

3,000億円
以上 

営業利益

174億円
以上 

海外売上高比率

39％
以上

ＲＯＥ

7％
以上
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業績ハイライト

所有者別株式分布状況 （2020年3月31日現在）

金融機関 54.21%

証券会社 1.78%その他の国内法人 16.25%

外国法人等 8.29%

個人その他 18.48%

その他 0.99%

株価の推移
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会社情報

株式の状況 （2020年3月31日現在）

会社概要 （2020年3月31日現在）

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

183名（グループ連結：4,680名）

59社

大株主（上位10名） （2020年3月31日現在）

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

JP MORGAN CHASE BANK 385151
宝グループ社員持株会
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

199,699,743株

39,736名

27,641

18,385

9,738
9,500

5,370
5,000
3,489
3,155

3,146

3,058

13.98

9.30

4.93
4.81

2.72
2.53
1.77
1.60

1.59

1.55

CSR NEWS

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（1,995千株）を控除して計算しております。

（注）

取締役および監査役  （2020年6月26日現在）

代表取締役会長

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）

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

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

川上　智子

渡邉　酉造

山中　俊人

三枝　智之

三井　照明

北井　久美子

「宝グループ・サステナビリティ・
ポリシー」を策定
　 宝グループでは、長期経営構想「TaKaRa Group 

Challenge for the 100th」の策定に合わせ、社会・環境

課題に対する当社グループの考え方を示す「宝グループ・

サステナビリティ・ポリシー」を策定しました。

　「宝グループ・サステナビリティ・ポリシー」では、当社グ

ループを取り巻く社会課題について、ステークホルダーから

の期待度と当社グループの事業への影響度を考慮し、「安

全・安心」をはじめとする１０の重要課題（マテリアリティ）を

取り上げ、各々についての取り組み方針を示しています。

　今後、これらの方針に基づいて取り組みをさらに進めると

ともに、長期の目標策定にも取り組んでまいります。

基本的な考え方（一部抜粋）

270,000

181,329

16,084

281,191

業績ハイライト業績ハイライト

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

タカラ「焼酎ハイボール」を中心に
ソフトアルコール飲料が引き続き好
調に推移し、売上高は前期比0.4%
の増収となったものの、原材料等の
コストアップや運送費、販売促進費
等の増加により、営業利益は前期比
29.8%の減益となりました。

世界的な和酒・日本食人気を背景に、
海外酒類事業、海外日本食材卸事業
ともに好調に推移し、売上高は前期
比6.3%の増収でしたが、為替変動に
よる仕入コストの上昇や人件費、運送
費等の増加により、営業利益は前期
比22.1%の減益となりました。

前期にキノコ事業および健康食品事
業を事業譲渡した影響等により、売
上 高 は前期比3.6%の 減 収 でした
が、商品構成比の変化や販管費の減
少により営業利益は前期比14.8%
の増益となりました。
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（注）2019年3月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。

●詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。
www.takara.co.jp
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業績ハイライト

所有者別株式分布状況 （2020年3月31日現在）

金融機関 54.21%

証券会社 1.78%その他の国内法人 16.25%

外国法人等 8.29%

個人その他 18.48%

その他 0.99%

株価の推移
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会社情報

株式の状況 （2020年3月31日現在）

会社概要 （2020年3月31日現在）

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

183名（グループ連結：4,680名）

59社

大株主（上位10名） （2020年3月31日現在）

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

JP MORGAN CHASE BANK 385151
宝グループ社員持株会
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

199,699,743株

39,736名

27,641

18,385

9,738
9,500

5,370
5,000
3,489
3,155

3,146

3,058

13.98

9.30

4.93
4.81

2.72
2.53
1.77
1.60

1.59

1.55

CSR NEWS

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（1,995千株）を控除して計算しております。

（注）

取締役および監査役  （2020年6月26日現在）

代表取締役会長

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）

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

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

川上　智子

渡邉　酉造

山中　俊人

三枝　智之

三井　照明

北井　久美子

「宝グループ・サステナビリティ・
ポリシー」を策定
　 宝グループでは、長期経営構想「TaKaRa Group 

Challenge for the 100th」の策定に合わせ、社会・環境

課題に対する当社グループの考え方を示す「宝グループ・

サステナビリティ・ポリシー」を策定しました。

　「宝グループ・サステナビリティ・ポリシー」では、当社グ

ループを取り巻く社会課題について、ステークホルダーから

の期待度と当社グループの事業への影響度を考慮し、「安

全・安心」をはじめとする１０の重要課題（マテリアリティ）を

取り上げ、各々についての取り組み方針を示しています。

　今後、これらの方針に基づいて取り組みをさらに進めると

ともに、長期の目標策定にも取り組んでまいります。

基本的な考え方（一部抜粋）

270,000

181,329

16,084

281,191

業績ハイライト業績ハイライト

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

タカラ「焼酎ハイボール」を中心に
ソフトアルコール飲料が引き続き好
調に推移し、売上高は前期比0.4%
の増収となったものの、原材料等の
コストアップや運送費、販売促進費
等の増加により、営業利益は前期比
29.8%の減益となりました。

世界的な和酒・日本食人気を背景に、
海外酒類事業、海外日本食材卸事業
ともに好調に推移し、売上高は前期
比6.3%の増収でしたが、為替変動に
よる仕入コストの上昇や人件費、運送
費等の増加により、営業利益は前期
比22.1%の減益となりました。

前期にキノコ事業および健康食品事
業を事業譲渡した影響等により、売
上 高 は前期比3.6%の 減 収 でした
が、商品構成比の変化や販管費の減
少により営業利益は前期比14.8%
の増益となりました。
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（注）2019年3月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。

●詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。
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2019 年 4月 1日 ～ 2020 年 3月 31日

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。

1,000株以上　3,000円相当の「〈酒類〉詰め合わせ」

株主優待制度のご案内
当社は、毎年 3月31日現在の株主名簿に記録された、
当社株式 100 株以上を所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 (2020年3月期)
当社株式の所有数に応じて以下の優待品を贈呈いたします。

● お申込みについて

100株以上1,000株未満  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）

www.takara.co.jp

2020年6月上旬にご送付しております当社第109回定時株主
総会招集ご通知に同封のお申込書に必要事項をご記入の上、
ご投函ください。

お申込み期限：2020年7月31日（金）消印有効

まだお申込みでない方はお早めにお申込みください。

1,000株以上　3,000円相当の「〈調味料〉詰め合わせ」

(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。（https://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。

証券コード：2531

株主のみなさまへ

宝グループ概要
社長メッセージ
特集
TOPICS
業績ハイライト
会社情報

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　6

I N D E X

第 109 期 報告書


