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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

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
遺伝子治療薬の商業化

主な
事業内容

主な
事業内容

主な
事業内容

54.6%
売上構成比
29.4%

売上構成比
12.0%

宝グループ中期経営計画2019 
（2018年3月期～2020年3月期）

清酒を中心に各カテゴリーの売上高を拡大
するとともに、利益率を向上させ、国内の酒類・
調味料市場で和酒No.1メーカーとしての
確固たるポジションを確立する。

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。

基本方針

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。

財務方針

事業戦略

宝酒造

日本食材卸網の拡充により事業規模を飛躍的
に拡大するとともに、事業基盤の整備を進め、
世界の和酒・和食市場におけるリーディング
カンパニーに向けて地歩を固める。

宝酒造
インター
ナショナル
グループ

「バイオ産業支援」「遺伝子医療」の両事業の
部門戦略の推進とこれを支える経営基盤を
強化し、グローバル企業かつ再生医療等製品
企業としてのプレゼンスを向上させ、飛躍的
な成長を目指す。

タカラバイオ
グループ
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当社グループは、現在新しい長期経営ビジョンと中期経
営計画策定を進めております。中長期的な持続的成長のため、
そして宝グループがさらに飛躍するためのビジョンを描いて
いきたいと考えております。
株主のみなさまには、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。

社長メッセージ

第2四半期連結累計期間の業績概況

企業価値向上に向けて

代表取締役社長

「宝グループ中期経営計画2019」の進捗状況

2019年12月

　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109期第2四半期累計期間（2019年4月1日から
2019年9月30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。

当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は
前期に事業ポートフォリオの見直しにより健康食品事業と
キノコ事業を譲渡した影響はあったものの、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で、
137,502百万円（前年同期比2.6％増）となりました。
利益面では、原材料価格や仕入コストの上昇、また運送費

や販売促進費等を中心に販売費及び一般管理費が増加し、
営業利益は7,623百万円（前年同期比6.6％減）、経常利益は
7,871百万円（前年同期比4.5%減）、親会社株主に帰属する
四半期純利益は4,374百万円（前年同期比4.5％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。）
通期の連結業績予想につきましては、売上高は284,000
百万円（前期比2.4%増）、営業利益は17,500百万円（前期
比1.7%減）、経常利益は18,000百万円（前期比2.0%減）、
親会社株主に帰属する当期純利益は10,400百万円（前期比
0.1%減）となる計画で、直近の業績と経営環境を考慮し、
期初計画から下方修正いたします。
当期が最終年度となる「宝グループ中期経営計画2019」
の定量目標※につきましては、海外売上高比率は目標を達成
する見通しですが、売上高、営業利益については残念ながら
未達となる見込みです。
厳しい経営環境は続きますが、今回発表した計画値を

達成できるよう各事業戦略を推進してまいります。
また、株主還元の一環として、200万株、20億円を上限とする
自己株式の取得および消却を行うことを公表いたしました。
資本効率の向上にも引き続き注力いたします。

※ 売上高 2,950億円以上、営業利益 187億円以上、海外売上高比率 35％以上

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）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、取り組みを進めております。
宝酒造では、人気のスパークリング清酒“松竹梅白壁蔵「澪」”の

ラインアップとして、凍らせて楽しむタイプの“「澪」〈FROZEN〉”を新
発売し、「澪」ブランドのさらなる価値向上に努めました。また、拡大
する缶入りチューハイ市場に対し、引き続き好調の“タカラ「焼酎ハイ
ボール」”の拡売に注力しました。また、日本初の缶入りチューハイで
ある“タカラcanチューハイ”が今年発売35周年を迎えたことに合わ
せ、ブランドの再活性化を図るべく、プロモーションを強化しました。
宝酒造インターナショナルグループでは、海外酒類事業にお

いて世界的に人気の高まる清酒の拡売に努めたほか、海外日
本食材卸事業では、課題である物流コストの低減に向けた物
流体制の効率化を進めております。
タカラバイオグループでは、再生医療分野の今後のさらなる
市場拡大に対応するため建設を進めてきたＣＤＭＯ事業の新
施設が2020年1月にいよいよ本格稼働を開始します。また、
遺伝子医療事業では、本年9月に「腫瘍溶解性ウイルスＣ-ＲＥＶ」
の開発計画変更をし、膵臓がんを対象とした開発によりいっそう
注力する体制としました。
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特集 宝酒造

実はこんなところもパイオニア
1984年
「はたちまでストップ」
という未成年飲酒の
問題に、初めて正面か
ら取り組んだ企業広告
を出したのも宝酒造
でした。

売上
累計本数※1

突破！
22

　近年活況の続くチューハイ市場。1984年に日本初の缶入りチューハイとして発売さ
れ、パイオニアとしてこの市場を切り拓いたのが“タカラcanチューハイ”でした。
　「チューハイ」の語源は「焼酎ハイボール」と言われています。焼酎を炭酸で割る飲み方
はそれまでもありましたが、1980年代になると、これに果汁等のいろいろなフレーバー
をミックスするという新しい価値観が生まれ、チューハイ人気は急激に高まりました。
　この流れを受けて誕生したのが“タカラcanチューハイ”です。手軽に飲めることや、
シンプルで斬新なパッケージデザインが若者を中心に支持され、缶入りチューハイという
新たな市場を創造しました。
　宝酒造はその後も“タカラcanチューハイ”に続く商品を次 と々発売。スイート系チューハイ
の先駆けとなった「デラックス」シリーズでは、〈すりおろしりんご〉のCMが話題となりました。
そして、下町の大衆酒場で昔から飲まれていた“焼酎ハイボール”の味わいを追求した“タカラ
「焼酎ハイボール」”を発売し、年間で1,000万ケース以上を販売する基幹ブランドとなりました。
　その源流となった“タカラcanチューハイ”の発売から35年。店頭には数多くの缶入り
チューハイ製品が並び、競争の激しい市場で宝酒造は業界4位のポジションにあります。
しかしこの移り変わりの激しい市場においても、“タカラcanチューハイ”は多くのお客様
の支持を受け、1980年代発売の商品としては唯一、2018年のブランド別販売数量ラン
キング※２でトップ10にランクインしています。
　「愛され続けて35年」。これからも品質にこだわり、変わらぬおいしさをみなさまにお届け
していきます。

※1 350ml換算（期間：1984年1月～ 2019年3月）　※2 出所：日刊食品通信　※3 現在は発売されておりません。

1984年
発売当時の
デザイン

タカラcan
チューハイ
「デラックス」
〈すりおろし
りんご〉※3

タカラ
「焼酎ハイボール」

億本

「愛され続けて35年」 日本初の缶入りチューハイ 
“タカラcanチューハイ”
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　タカラバイオは2019年9月、欧州臨床腫瘍学会の2019

年総会において、国内で実施中の切除不能進行膵臓

がんを対象とした腫瘍溶解性ウイルス※1C-REV（一般名

canerpaturev）の第 II相臨床試験(拡大ステージ)の中間

結果を発表しました。

一次治療の標準療法として知られるゲムシタビン・ナブ

パクリタキセル※2にC-REVを併用した試験は、日本人患者

16例において、奏効率44%、病勢コントロール率94%、無

増悪生存期間7.6ヵ月と、良好な治療成績を示しました。

　また、ゲムシタビン抵抗性のステージ IV進行膵臓がん

患者20例に対し二次治療として実施した、C-REVとS-1（エ

スワン：抗がん剤）併用療法の試験は、良好な安全性と忍容

性を示し、本併用療法が膵臓がんの二次治療としても有用

な選択肢となることが示唆されました。

　引き続き、国内提携先の大塚製薬株式会社と共同で、

上記の第 I相臨床試験を実施中です。今後は、これまでに

取得した結果をもとに、さらに多くの症例を対象とした

拡大ステージ試験を行う予定です。

近年、スイーツや飲料に抹茶を使用した商品が数多く

登場し、世界的にも注目を集めています。そのようなブー

ムを背景に、甲類焼酎などを抹茶で割った“抹茶ハイ”を提

供する飲食店が全国的に増え始めています。

この流れを受け、宝酒造では、本格的な“抹茶ハイ”が手軽

に楽しめる「抹茶アルコール飲料」を発売。味わいもドライ

タイプやスイートタイプなど、豊富な商品ラインアップで、

多様なお客様のニーズに対応しています。

ベースとなるアルコールには、宮崎県「黒壁蔵」で製造した

“樽貯蔵熟成焼酎”を使用。また、原材料に日本有数の

茶所である京都の宇治抹茶を使用し、独自技術により着色

料を用いることなく抹茶の色調と風味の保持を可能にしま

した。“樽貯蔵熟成焼酎”ならではの芳醇な深みと宇治抹茶

本来の豊かな風味が味わえる本格的な“抹茶

ハイ”をお楽しみいただけます。こだわりの

「抹茶アルコール飲料」の販売により、拡大

するソフトアルコール飲料市場の

さらなる活性化に努めます。

※1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する。

※2 膵臓がんに効果を示す化学療法薬剤。進行膵臓がんに対する標準治療と
して用いられる。

宝酒造

本格的な本格的な“抹茶ハイ”“抹茶ハイ”をお手軽をお手軽に！
様 な々タイプの「抹茶アルコール飲料」を発売様 な々タイプの「抹茶アルコール飲料」を発売

中国最大級の日本酒中国最大級の日本酒コンテストコンテスト
「SAKE-China」で、“松竹梅「白壁蔵」「SAKE-China」で、“松竹梅「白壁蔵」
〈生〈生酛純米〉”が金賞を受賞純米〉”が金賞を受賞

宝酒造インターナショナルグループ

「SAKE-China」
純米酒部門金賞受賞
松竹梅「白壁蔵」〈生酛純米〉

左から、寶「極上抹茶ハイ」
〈宇治抹茶〉、寶「極上抹茶
ハイの素」〈宇治抹茶〉、
寶 京都産抹茶のお酒
「京都宇治抹茶」

膵臓がんを対象とした腫瘍溶解性ウイルス膵臓がんを対象とした腫瘍溶解性ウイルス
C-REVの第I相臨床試験のREVの第I相臨床試験の
中間結果を発表中間結果を発表

タカラバイオグループ

宝酒造インターナショナルのグループ会社である宝酒造

食品有限公司が中国国内で販売する“松竹梅「白壁蔵」〈生

酛純米〉”が2019年度日本酒品評会「SAKE-China」の「純
米酒」部門で金賞を受賞しました。

「SAKE-China」は、一般社団法人 全日本コメ・コメ関連

食品輸出促進協議会をはじめとした日本と中国の食品関連

団体が主催する、中国で最大級の日本酒のコンテストです。

審査員はお酒の専門家ではなく一般の中国人に限られ、

ブラインドテイスティングによる5段階評価で審査を行い

ます。2回目となる今年は、20府県から40の蔵元が参加し、

108銘柄が出品されました。

審査対象は「大吟醸」「純米大吟醸」

「吟醸／純米吟醸」「純米酒」「本醸造／

普通酒」の5部門で、それぞれに「プラチ

ナ賞」と「金賞」が贈られます。

中国で日本酒ブームが起きている今、

一般の中国人においしい日本酒と評価

されたことは、需要拡大の機会となります。

今後も中国における日本酒の嗜好を研究

するとともに、当社日本酒のブランド認知

獲得と消費拡大に向け、活動を続けて

いきます。

の

の保持を可能にしま

醇な深みと宇治抹茶
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73,259 2,275

37,527 2,434

17,370
2,623

40,477

2,525

4,5788,243

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、売上高は前年同期比2.6%
の増収となりましたが、原材料のコスト
アップや運送費、販売促進費等の増加
により、営業利益は前年同期比8.5%
の減益となりました。

海外酒類事業、海外日本食材卸事業
がともに好調に推移したことから売上
高は前年同期比7.9%の増収となり
ましたが、為替変動による仕入コスト
の上昇や運送費および人件費等の大幅
な増加により、営業利益は前年同期比
35.7％の減益となりました。

前連結会計年度中に健康食品および
キノコの両事業を譲渡した影響により、
売上高は前年同期比5.3％の減収と
なりましたが、原価率の低下や、販売
費及び一般管理費における研究開発
費等の減少により、営業利益は前年
同期比15.7％の増益となりました。

（注）前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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4,374

10,400

‘20.3

総資産

287,106

‘19.3

360,000

270,000

180,000

90,000

0

（百万円） 通期中間
277,375

‘20.3

179,795
240,000

180,000

120,000

60,000

0

（百万円）

純資産

通期中間

178,754

‘20.3

75,135

売上高

157,787

‘19.3

200,000

150,000

100,000

50,000

0
‘20.3

（百万円） 通期（予想）中間

2,082

営業利益

5,760

‘19.3

7,500

5,000

2,500

0

5,948

（百万円） 通期（予想）中間

‘20.3

売上高

81,546100,000

75,000

50,000

25,000

0

77,834

（百万円） 通期（予想）中間

1,565

営業利益

3,795
5,400

3,600

1,800

0

4,532

（百万円） 通期（予想）中間

16,450

売上高

33,90040,000

30,000

20,000

10,000

0

（百万円） 通期（予想）中間

3,035

営業利益

6,2007,500

5,000

2,500

0

5,463

（百万円） 通期（予想）中間

107,509 128,855

268,142

‘18.3‘17.3‘16.3

234,193
225,364

5,207

‘18.3‘17.3‘16.3

6,128

15,612
13,551

11,680

5,614 6,200

16,084

‘18.3‘17.3‘16.3

14,344
12,840

3,177 3,447

‘18.3‘17.3‘16.3

11,029

8,480
7,055

284,281

‘18.3‘17.3‘16.3

274,368

253,253

‘18.3‘17.3‘16.3

176,217

165,920

156,148

‘19.3

‘19.3

‘19.3

106,934

3,880

4,326

8,159

‘19.3 ‘20.3 ‘19.3 ‘20.3

‘19.3 ‘20.3 ‘19.3 ‘20.3

152,457

35,841

137,502
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会社情報 （2019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

183名（グループ連結：4,493名）
（2019年3月31日現在）

58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
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口５)
日本アルコール販売株式会社

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

26,198名

宝酒造「エコの学校2019」を開催
――ガラス絵づくりを通してエコを学ぶ

26,803

16,677

9,738
9,500
5,370
5,000
3,489
3,094

3,010

3,000

13.43

8.35

4.88
4.76
2.69
2.50
1.75
1.55

1.51

1.50

CSR NEWS

宝酒造が主催する「エコの学校」は、小学3～6年生と

そのご家族を対象に、ごみ問題について、リサイクル

体験を交えながら楽しく学ぶ体験型の教育プログラ

ムです。自治体や環境学習施設などと連携し、2012年

から毎年開催しています。

2019年は神戸市・東京都・京都市・名古屋市に加え、

新たに神奈川県藤沢市でも開催し、各回約50名の親子

が参加しました。

授業は2部構成で行われ、1部ではごみ問題の現状や

ごみを減らす方法について学びました。2部ではリサイ

クル体験としてカレット（回収されたガラスびんを粉砕

したもの）を利用した「ガラス絵づくり」を体験しました。

参加者からは「一人ひとりのちょっとした活動が大きな

エコにつながると実感できた」といった感想が寄せ

られました。

今後も、より多くの子どもたちがエコを学べる機会

を提供する取り組みを進めていきます。

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 52.92%

証券会社 0.49%その他の国内法人 16.41%

外国法人等 12.79%

個人その他 16.36%

その他 1.03%

9月8月7月6月5月4月

(円)

’18 ’19

高値
始値

終値
安値

高値
終値

始値
安値

取締役および監査役 
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

鷲野　稔

北井　久美子

親子でガラス絵づくりに挑戦
3月2月1月12月11月10月

2,000

1,700

1,400

1,100

800
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(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様々な要因により、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。

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（2019年3月期 実施時）
※ タカラcanチューハイ復刻デザイン缶は2019年の期間限定品です。
※ 本年度実施分の申込み受付は終了いたしました。

ニュース IR情報

株主優待制度について
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）

www.takara.co.jp




