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社長メッセージ

長期経営ビジョンのスタートから2年が経過
　TaKaRa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・
育成事業を有する独自の強固な事業ポートフォリオを築いて
きました。この事業ポートフォリオをベースに、国内はもとより海
外においても事業を伸ばし、さらに環境変化に強いバランスの
とれた事業構造を確立するため、2011年4月には、10年間の
長期経営ビジョン「TaKaRaグループ・ビジョン2020」を策定
しました。
　この長期経営ビジョンでは、「国内外の強みを活かせる市場
で事業を伸ばし、環境変化に強いバランスのとれた事業構造
を確立する」ことを経営目標に、技術に裏づけられた安心・安
全な商品やサービスを世界中にお届けするとともに、医療の進
歩に貢献し、世界の人々の暮らしを豊かなものにしていくことを
通じて、TaKaRaグループの企業価値の向上を目指しています。

最終年度を迎えた中期経営計画の進捗状況
　長期経営ビジョンの実現に向けた第1ステップとして策定し
た3年間の「TaKaRaグループ中期経営計画2013」では、「国
内での安定成長を実現するとともに、海外で大きく成長する
ための事業基盤を拡大する」ことを基本方針とし、定量目標と
しては、最終年度である2014年3月期の売上高2,000億円以
上、営業利益100億円以上、海外売上高比率10％以上などを
掲げています。
　国内の人口減少や長引くデフレ、原材料価格の高騰など、
TaKaRaグループを取り巻く環境が厳しさを増しているなか、
当期（2013年3月期）の売上高は、前期に引き続き過去最高
かつ初の2,000億円台となり、中期経営計画の目標を1年前
倒しで達成しました。一方、当期の営業利益は減益となり、

若干計画を下回って進捗しています。現時点での2014年3月
期の業績予想におきましては、営業利益100億円の達成を掲
げられない状況ですが、その他の目標比率とともに最後まで達
成に向け取り組んでまいります。
　また、当期の株主のみなさまへの還元では、1株当たり９円
の配当に加え、280万株（1,565百万円）の自己株式を取得し、
中期経営計画の財務方針に掲げた株主還元性向50％以上
を実施しました。

長期経営ビジョンの実現に向けて
　急速な円安の進行による、原材料の仕入価格上昇など、
TaKaRaグループを取り巻く環境は一層厳しくなっています。
このような状況において、長期経営ビジョンを実現するために
は、差異化された商品の開発・育成を通じて国内酒類事業の
収益力を強化することと、海外における事業拡大を加速させる
ことが必要であると考えています。
　当社は持株会社として、事業方針に沿ったグループ経営を
実践し、長期経営ビジョンの実現を通じて、TaKaRaグループ
の企業価値向上のために邁進してまいります。
　株主のみなさまにおかれましても、なにとぞ倍旧のご支援、
ご鞭撻をたまわりますようお願い申しあげます。

　2013年6月

　代表取締役社長
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TaKaRaグループ中期経営計画2013（2011年4月～2014年3月）

長期経営ビジョン　TaKaRaグループ・ビジョン2020

海外酒類事業、日本食材卸事業
調味料・酒精事業
遺伝子工学研究事業

中核事業として収益力の強化に取り組み、
グループの成長を支える。

成長が見込まれる市場で、積極的に事業拡大を図り、
グループ全体の成長を牽引する。

成長が見込まれる市場で、次期の成長事業化を目指し、
事業基盤の確立に取り組む。

基盤事業

成長事業

育成事業

国内酒類事業

健康食品事業
遺伝子医療事業

国内外において環境変化に強いバランスのとれた事業ポートフォリオへ

海外への
事業拡大

バイオ事業
（タカラバイオグループ）

健康食品事業
（宝ヘルスケア）

酒類・調味料事業
（宝酒造グループ）

国内外の強みを活かせる市場で事業を伸ばし、環境変化に強いバランスのとれた事業構造を確立する。

事業の
位置付けと
事業方針

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。企業理念

2014年3月期業績予想
連結売上高 206,300百万円
連結営業利益 9,200百万円
海外売上高比率 10.2%
成長事業＋育成事業
売上高比率 24.2%

定量目標

連結売上高2,000億円以上
連結営業利益100億円以上
海外売上高比率10%以上
成長事業+育成事業売上高比率25%以上

TaKaRaグループ中期経営計画2013（2011年4月～2014年3月）

長期経営ビジョン　TaKaRaグループ・ビジョン2020

海外酒類事業、日本食材卸事業
調味料・酒精事業
遺伝子工学研究事業

中核事業として収益力の強化に取り組み、
グループの成長を支える。

成長が見込まれる市場で、積極的に事業拡大を図り、
グループ全体の成長を牽引する。

成長が見込まれる市場で、次期の成長事業化を目指し、
事業基盤の確立に取り組む。

基盤事業

成長事業

育成事業

国内酒類事業

健康食品事業
遺伝子医療事業

国内外において環境変化に強いバランスのとれた事業ポートフォリオへ

海外への
事業拡大

バイオ事業
（タカラバイオグループ）

健康食品事業
（宝ヘルスケア）

酒類・調味料事業
（宝酒造グループ）

国内外の強みを活かせる市場で事業を伸ばし、環境変化に強いバランスのとれた事業構造を確立する。

事業の
位置付けと
事業方針

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。企業理念

2014年3月期業績予想

連結売上高 206,300百万円

連結営業利益 9,200百万円

海外売上高比率 00.0%

成長事業＋育成事業
売上高比率 00.0%

基本方針
「TaKaRaグループ・ビジョン2020」の実現に向けて、

国内での安定成長を実現するとともに、
海外で大きく成長するための事業基盤を拡大する。

定量目標
2014年3月期  TaKaRaグループ  連結売上高2,000億円以上、
連結営業利益100億円以上、海外売上高比率10%以上、
成長事業+育成事業売上高比率25%以上

基本方針 「TaKaRaグループ・ビジョン2020」の実現に向けて、国内での安定成長を実現するとともに、
海外で大きく成長するための事業基盤を拡大する。

2014年3月期
TaKaRaグループ
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特 集

TaKaRaグループの成長事業の展開

　「成長事業」に位置付ける調味料・酒精事業では、両

事業の相乗効果を活かし、両方の事業に共通する顧

客への提案力を強化するとともに、B to Bビジネスとし

て将来の事業の柱となるよう拡大を目指します。その

ための準備として、まずは加工業務用調味料と酒精の

それぞれの分野での売上拡大を目指します。

　加工業務用調味料事業では、顧客視点に立った商

品開発と提案営業で顧客の課題解決に貢献すること

を通じ、さらなる事業拡大を図ります。酒精事業では、

新規事業領域における成長戦略と、既存事業における

量的拡大や競争優位性確立などの強化戦略を同時並

行で推進します。

中期経営計画2013で成長事業に位置付ける
『調味料・酒精事業の戦略』についてご紹介します。

加工業務用調味料事業および酒精事業の顧客

宝酒造グループ
調味料・酒精事業

消費者

加工業務用
調味料事業

酒精事業

調味料

工業用アルコール

酒類用アルコール

惣菜

メニュー

加工食品

化粧品等

酒類

中食（スーパー、コンビニ）

外食（飲食店）

加工食品メーカー

化粧品メーカー等

酒類メーカー
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トピックス

■ タカラバイオグループ
HIV-1感染症に対する遺伝子治療の第I相臨床試験を米国で開始

　タカラバイオは、米国ペンシルベニア大学およびドレクセ
ル大学と共同で、エイズの原因ウイルスであるHIV-1感染症
に対するMazF遺伝子治療※1の第 I相臨床試験を2012年12
月に開始しました。
　MazF遺伝子治療は、大腸菌由来のRNA分解酵素である
MazFを利用したHIV感染症に対する遺伝子治療法です。本
臨床試験に使用されるMazFレトロウイルスベクターは、タ
カラバイオの草津事業所内の細胞・遺伝子治療センターで
GMP製造（医薬品の製造管理、品質管理基準に準拠した製
造）されました。被験者に投与される遺伝子導入細胞は、ペ
ンシルベニア大学の細胞・ワクチン製造施設において、タカ

※1 タカラバイオは、大腸菌由来のRNA分解酵素であるMazFを用いたHIV遺伝子治療
（MazF遺伝子治療）の開発を進めており、これまでにエイズの原因ウイルス（HIV-1）

を用いた培養細胞への感染実験により、MazF遺伝子をヒトT細胞に導入することに
よって、細胞に対しては毒性を示すことなく、HIV-1の複製のみが効果的に抑制され
ることを発見しています。

※2 細胞表面マーカーであるCD4が陽性であるT細胞のことで、活性化されたCD4陽性
細胞は、他のT細胞の機能を誘導したり、B細胞に抗体産生を誘導したりし、免疫応
答を増強します。HIVはCD4陽性T細胞に感染します。

ラバイオが供給するMazFレトロウイルスベクターを用いて
調製されます。
　第I相臨床試験では、被験者は6か月間にわたりMazF遺伝子
が導入された自己のCD4陽性細胞※2の安全性、忍容性、免疫
原性について評価されます。タカラバイオは2022年度の商業
化を目指し、MazF遺伝子治療の臨床開発を推進していきます。

■ 宝酒造グループ

　独自の焼
しょう

成
せい

香
こう

味
み

製法によってとうもろこしの
香ばしさと甘さを存分に引き出し、味わい深さ
が特長の黒麹を使用することでコクと深みのあ
る濃醇な味わいを実現しました。さまざまな飲
み方でお楽しみいただけますが、とうもろこしの
香りや味わいを感じることのできる、濃いめの
水割り（焼酎2：水1）やお湯割りがおすすめです。

本格焼酎「黒よかいち」
〈とうもろこし〉新発売

とうもろこしの香ばしく甘い香りを
引き出した本格焼酎

ジュレのお酒
「果

か り な
莉那‒Carina‒」新発売

　とろっとした口あたりとほどよい果実の甘さ
が特長の新感覚のリキュールです。独自の技
術により、これまでにないジュレ感を実現しま
した。壜を振ってジュレ状にお酒をくずし、スト
レートはもちろん、カクテルやデザートのような
感覚で飲むのもおすすめです。

振って楽しい！振っておいしい！
新感覚のジュレのお酒新登場

タカラcanチューハイ
「すりおろし」シリーズ新発売

　果実入りのすりおろしたような果汁感とすっ
きりとした甘さが楽しめます。アルコール度数
は3％と低アルコールで、飲みやすい味わいに
仕上げました。1994年2月に発売し好評をいた
だいたブランドであり、食事中をはじめ幅広い
シーンでお楽しみいただけるよう、酒質を改
め、生まれ変わっての新登場です。

あの人気チューハイが生まれ変わって
新登場！すっきりおいしい果実入り
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セグメント別概況

宝酒造グループ
酒類・調味料事業

タカラバイオグループ
バイオ事業

宝ヘルスケア
健康食品事業

その他
子会社

宝ホールディングス

■ 宝酒造グループ カテゴリー別
売上構成比

※その他20.6％

売上
構成比
88.0%

売上
構成比
10.2%

売上
構成比
1.0%

焼酎
39.8％

清酒
12.3％

ソフトアルコール
飲料

14.6％

調味料
12.7％

(百万円)

2012年3月期 2013年3月期 前期比

売上高 175,503 176,946 100.8%

営業利益 6,768 6,387 94.4%

業績概況
　焼酎は、本格焼酎の売上は増加しまし
たが、飲用甲類焼酎などが減少し、減収
となりました。清酒は、「澪」、エコパウチ
が寄与した「天」、業務用限定の「豪快」が増加し、増収とな
りました。ソフトアルコール飲料は、「焼酎ハイボール」が
増加しましたが、「直搾り」が前期の震災による特殊要因
の反動もあり減少し、減収となりました。また、調味料、原
料用アルコール等や、日本食材卸事業を行う仏国フー
デックス社、物流子会社は増収となりました。この結果、売
上高は前期比100.8％の176,946百万円となりました。
　利益面では、原価率が上昇したため、売上総利益は減
少しました。また、販売費及び一般管理費は減価償却費
の減少や管理費の削減などにより減少しましたが、営業
利益は前期比94.4％の6,387百万円となりました。

5



■ タカラバイオグループ

■ 宝ヘルスケア

カテゴリー別売上構成比
売上
構成比
88.0%

売上
構成比
10.2%

売上
構成比
1.0%売上
構成比
88.0%

売上
構成比
10.2%

売上
構成比
1.0%

細胞医療用培地・バッグ

遺伝子
医療事業

6.0％

ホンシメジ

医食品
バイオ事業

11.3％

(百万円)

2012年3月期 2013年3月期 前期比

売上高 19,578 20,564 105.0%

営業利益 1,547 1,691 109.3%

(百万円)

2012年3月期 2013年3月期 前期比

売上高 2,338 2,008 85.9%

営業利益 △114 △22 ―

業績概況
　遺伝子工学研究事業は、質量分析装
置などの理化学機器の売上は減少しま
したが、主力製品である研究用試薬や、
研究受託サービスが増加し、増収となりました。遺伝子医
療事業は、細胞医療用培地・バッグの売上が好調に推移
し、増収となりました。医食品バイオ事業は、健康食品およ
びキノコ関連製品の売上がいずれも減少し、減収となりま
した。この結果、売上高は前期比105.0％の20,564百万円
となりました。

　利益面では、売上高の増加に伴って売上総利益は増加
しました。また、人件費や研究開発費の増加により販売費
及び一般管理費が増加しましたが、営業利益は前期比
109.3％の1,691百万円となりました。

業績概況
　フコイダンを中心とするヘルスケア事
業は増収となりましたが、茶飲料PB供給
事業の終了により、売上高は前期比85.9％

の2,008百万円となりました。
　利益面では、利益率の高いヘルスケア事業の比率が
高まったため原価率は改善しましたが、売上高の減少に
伴って売上総利益は減少しました。一方、販売費及び一般
管理費が各費目で削減に努めたことにより減少し、営業
損失は前期比92百万円改善し22百万円となりました。

細菌検出キット

遺伝子工学
研究事業
82.7％
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連結貸借対照表（要約）
(百万円)

2012年3月期末 2013年3月期末

資産の部
　流動資産 126,078 133,285
　固定資産 71,359 74,301
　　有形固定資産 41,996 42,639
　　無形固定資産 5,236 5,426
　　投資その他の資産 24,126 26,235
資産合計 197,437 207,586

負債の部
　流動負債 51,247 49,394
　固定負債 38,530 43,873
負債合計 89,777 93,268

純資産の部
　株主資本 97,512 98,503
　その他の包括利益累計額 △2,728 1,537
　少数株主持分 12,876 14,277
純資産合計 107,659 114,318
負債純資産合計 197,437 207,586

総資産 (百万円)

’10.3 ’11.3 ’12.3 ’13.3

195,495 192,448 197,437 207,586

’13.3

純資産 (百万円)

’10.3 ’11.3 ’12.3

109,206 114,318
106,895 107,659

’13.3

売上高 (百万円)

’10.3 ’11.3 ’12.3

190,525 189,769 198,690 200,989

連結業績のご報告

総資産
　総資産は、前期末比10,148百万円増加の
207,586百万円となりました。流動資産は、社債
の償還資金調達のための新たな社債発行によ
る現金及び預金の増加などにより、前期末比
7,206百万円の増加となりました。固定資産は、
タカラバイオによる土地の取得や、上場株式の
時価回復による投資有価証券の増加などによ
り、前期末比2,941百万円の増加となりました。

1

1

2

3

負債
　負債は、前期末比3,490百万円増加の93,268
百万円となりました。流動負債は、未払酒税の
減少などにより、前期末比1,852百万円の減少
となりました。固定負債は、社債の発行などによ
り、前期末比5,343百万円の増加となりました。

2

純資産
　純資産は、自己株式の増加1,433百万円があ
りましたが、利益剰余金が2,424百万円増加し
たほか、円安による為替換算調整勘定のマイナ
スの減少、株価回復によるその他有価証券評
価差額金の増加などでその他の包括利益累計
額が4,266百万円増加し、前期末比6,658百万
円増加の114,318百万円となりました。
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連結貸借対照表（要約） 連結損益計算書（要約）
(百万円)

2012年3月期 2013年3月期

売上高 198,690 200,989
　売上原価 121,462 123,630
売上総利益 77,228 77,359
　販売費及び一般管理費 67,963 68,225
営業利益 9,264 9,133
経常利益 9,617 9,296
税金等調整前当期純利益 8,590 9,256
当期純利益 3,995 4,687

連結キャッシュ・フロー計算書（要約）
(百万円)

2012年3月期 2013年3月期

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,013 7,967
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,779 △3,672
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,265 1,229
現金及び現金同等物に係る換算差額 △186 596
現金及び現金同等物の増減額 781 6,121
現金及び現金同等物の期首残高 28,384 29,165
現金及び現金同等物の期末残高 29,165 35,287

’13.3

営業利益 (百万円)

’10.3 ’11.3 ’12.3

8,572 8,335
9,264 9,133

’13.3

当期純利益 (百万円)

’10.3 ’11.3 ’12.3

4,677 4,687

3,788 3,995

’13.3

経常利益 (百万円)

’10.3 ’11.3 ’12.3

8,727 8,427
9,617 9,296

5

4

6

7

売上高
　宝酒造グループは、焼酎、ソフトアルコール飲
料の売上が減少しましたが、清酒や、フーデック
ス社、物流子会社の売上増加などにより、増収
となりました。タカラバイオグループも、遺伝子
工学研究事業の研究用試薬や、遺伝子医療事
業の細胞医療用培地・バッグの売上増加などに
より、増収となりました。この結果、売上高は前
期比101.2％の200,989百万円となりました。

4

営業利益
　原材料価格が高含みに推移したことに加え、
販売促進費の増加などにより販売費及び一般
管理費が増加しましたので、営業利益は前期比
98.6％の9,133百万円となりました。

5

経常利益・当期純利益
　補助金収入などの営業外収益の減少、社債
発行費や社債利息などの営業外費用の増加に
より、経常利益は前期比96.7％の9,296百万円
となりました。一方、固定資産売却益などの特
別利益の増加が、投資有価証券評価損などの
特別損失の増加を上回り、さらに税金費用も減
少しましたので、当期純利益は前期比117.3％
の4,687百万円となりました。
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CSR活動　

公益信託「タカラ・ハーモニストファンド」
　当社は、1985年の創立60周年を機に公益信託「タカラ・
ハーモニストファンド」を設立し、以来毎年、日本の森林や水
辺の自然環境を守る活動や、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行っています。助成先の選考
は、自然科学分野の専門性の高い有識者により構成される運
営委員会により行われます。

　2012年度は、多数の応募の中から、青森県で絶滅危惧種
イヌワシの調査を行いその保護をめざす「白神山地イヌワ
シ生息実態調査」や「京都における絶滅危惧種カスミサン
ショウウオの生息状況調査」など全国で10件の自然保護活
動や研究が助成先として選ばれました。第1回からの助成先
件数は延べ291件、助成金累計額は1億4,005万円となりました。

 （注）CSR：Corporate Social Responsibility（企業の社会的責任）の略語

助成先団体・個人 地域 テーマ

 NPO法人エトピリカ基金 北海道  北海道東部における海鳥類繁殖地の保全活動

 青森イヌワシ調査会 青森県  白神山地イヌワシ生息実態調査

 大阪湾見守りネット 大阪府  タコの生態や歴史・人とのかかわりを通して大阪湾を知る活動

 牛窓のスナメリを見守る会 岡山県  瀬戸内海におけるスナメリの呼称（地方名）分布図の制作と配布

 NPO法人九州バイオマスフォーラム 熊本県  阿蘇草原環境学習の指導者育成事業

 竹中 健 北海道  シマフクロウの繁殖率と給餌生態の解明

 田和 康太 滋賀県  冬期湛水農法の水田における水生動物の生息状況と保全に関する研究

 西川 完途 京都府  京都における絶滅危惧種カスミサンショウウオの生息状況調査

 松田 春菜 徳島県  徳島県の山間部地域に生息する希少貝類の保全に向けた研究

 NPO法人くすの木自然館 鹿児島県  クロツラヘラサギの越冬地におけるエリア利用と生活パターンの解明

活
動
の
部

研
究
の
部

2012年度 助成先 一覧

マダコ スナメリ シマフクロウ カスミサンショウウオ

※写真はいずれも助成先より提供
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会社概要

発行可能株式総数 870,000,000株
発行済株式総数 217,699,743株
株主数 26,706名

代表取締役会長 大宮　久
代表取締役副会長 大宮　正
代表取締役社長 柿本　敏男
取締役 松崎　修一郎
取締役 岡根　孝男
取締役 中尾　大輔
取締役 仲尾　功一
取締役 伊藤　和慶
取締役（社外取締役） 植田　武彦
常勤監査役 釜田　富雄
常勤監査役（社外監査役） 山中　俊人
監査役 上田　伸次
監査役（社外監査役） 三枝　智之
監査役（社外監査役） 北井　久美子

取締役および監査役（2013年6月27日現在）

株式の状況

会社情報 （2013年3月31日現在）

商号 宝ホールディングス株式会社
 （英文表記： TAKARA HOLDINGS INC.）
本店所在地 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地
 TEL 075-241-5112
設立 1925年（大正14年）9月6日
資本金 132億2,621万5,144円
従業員数 16名（グループ連結：3,465名）
連結対象会社 38社

株主名 持株数（千株）持株比率（%）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 13,906 6.85

株式会社みずほコーポレート銀行 9,738 4.80 
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 9,705 4.78

農林中央金庫 9,500 4.68
明治安田生命保険相互会社 5,370 2.65
株式会社京都銀行 5,000 2.46
国分株式会社 3,489 1.72
宝グループ社員持株会 3,216 1.59
日本アルコール販売株式会社 3,000 1.48
三井住友信託銀行株式会社 2,753 1.36

大株主（上位10名）

金融機関 39.36％

証券会社 4.28％その他の国内法人 16.40％
外国法人等 9.06％

個人その他 24.09％

その他 6.81％

所有者別株式分布状況

株価の推移

1,000

800

600

400

200

0
’12.10 ’12.11 ’12.12 ’13.1 ’13.2 ’13.3’12.4 ’12.5 ’12.6 ’12.7 ’12.8 ’12.9

高値
終値

始値
安値

高値
始値

終値
安値

（円）

（注） 1. 持株数の千株未満は切り捨てております。
 2.  当社は自己株式を14,833千株保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。
  また、大株主の持株比率は自己株式を控除して計算しております。
 3.  三井住友信託銀行株式会社の持株数には、信託業務に係る株式数は含んでおりません。
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株主メモ 

この印刷物は環境に配慮し、植物油インキ・水なしオフ
セット印刷で制作しています。
この用紙費用の一部は『日本赤十字社』に寄付されており
ます。

■ 特別口座で株式を保有されている方へ
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。

■ 単元未満株式を保有されている方へ
単元未満株式（1,000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（1,000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）

【お問合せ先】 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 

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月 
基 　 準 　 日 ■ 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。
単 元 株 式 数 1,000株
上 場 取 引 所 東証1部、大証1部　（※2013年7月16日付で大証の現物市場は東証の現物市場に統合されます。）
証 券 コ ー ド 2531 
公 告 方 法 電子公告により、当社ホームページ（http://www.takara.co.jp）に掲載いたします。 
 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。
株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関 みずほ信託銀行株式会社

株式に関するお問合せ先 以下の表をご覧ください。

主なお手続、ご照会内容 お問合せ先

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 
※なお、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。

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） 

　宝ホールディングスをはじめとするTaKaRaグループ
の企業情報、商品情報、社会貢献活動などの詳細な
情報は、ぜひホームページをご覧ください。

http://www.takara.co.jp

※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。




