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社長メッセージ

長期経営ビジョンに基づく持続的成長
　TaKaRaグループは、2011年4月から長期経営ビジョン

「TaKaRaグループ・ビジョン2020」をスタートさせ、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目指しています。
　TaKaRaグループは、これまでも自社の強みを活かせる領域
で、息の長い挑戦を続けてきました。技術に根ざした独自性の
高い事業や、確かな技術力で差異化された商品を生み出し、
長期的な視点に立って育成することが、TaKaRaグループの企
業風土であり、グループの発展を支え続ける経営方針です。
　持続的な成長を実現していくには、「お客様の潜在的なニー
ズを掘り起こす」精神で、たえず世の中の流れをつかみ、差異
化された幅広い製品を取りそろえることが重要であり、そうする
ことで１つの製品の販売力が低下したとしても他の製品群で
カバーできると考えています。事業・商品・地域の各階層で収
益構造のバランスをとり、現在の事業ポートフォリオをさらに
強化するという長期経営ビジョンも、こうした考え方から生ま
れたものです。
　TaKaRaグループにはそれを可能にする技術力があり、生
み出された製品を新しい提案として育成してきた実績がありま
す。これがTaKaRaグループの強みであり、今後の事業展開を
進めていくうえでも磨き続けていく考えです。

TaKaRaグループ中期経営計画2013の進捗
　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「TaKaRaグループ中期経営計画2013」では、国内での 
安定成長の実現と、海外で大きく成長するための事業基盤の
拡大を目指しています。
　当第2四半期連結累計期間は、宝酒造グループでは、消費
者ニーズに応えたオリジナリティのある商品の開発・育成を
強化し、また、海外事業も順調に推移しました。タカラバイオグ
ループでも、市場の伸びが期待できるリアルタイムPCR分野・
細胞生物学分野での新製品の発売や、高速シーケンサーを用
いた新受託サービスを開始し、さらに遺伝子治療・細胞医療
の臨床開発を推進するなど、着実に進捗しました。

当第2四半期連結累計期間の業績について
　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、期初計画では減収を見込んでいましたが前年同期比で増
収となりました。営業利益、経常利益はいずれも、前年同期比
で減益となりましたが期初計画を上回りました。一方、四半期
純利益は、株価下落の影響を受け投資有価証券評価損を計
上したことなどにより、前年同期比で減益となり、期初計画を
下回りました。（業績の詳細は、5〜8ページをご覧ください。）

企業価値向上に向けて
　当社は持株会社として、グループ経営基盤の強化、風土・人
財の育成、社会・環境行動の推進などを通じて、事業方針に
沿ったグループ経営を実践し、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。

　2012年12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。

基本方針

定量目標

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。

「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  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

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
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特 集

TaKaRaグループの成長事業の展開
中期経営計画2013で成長事業に位置付ける

『遺伝子工学研究事業の戦略』についてご紹介します。

遺伝子工学
研究事業
戦略

高速シーケンス関連試薬の開発

遺伝子工学
から

細胞生物学
へ

研究支援
から

産業支援
へ

基礎研究支援
から

先端研究支援
へ

遺伝子増幅(PCR)
技術の応用領域の

開拓

細胞生物学分野の
新製品開発強化、

技術的シナジーのある
企業等との提携推進

　タカラバイオグループの収益基盤であり、TaKaRaグループの中

では一層成長が期待できる事業として「成長事業」に位置付ける

遺伝子工学研究事業では、研究開発の生産性を向上させ、基盤技

術の開発を推進するとともに、リアルタイムPCR分野や細胞生物

学分野等で売上の拡大を目指します。また、マーケティング力を

強化することでアジア・パシフィック等、国内外市場の積極的な開

拓を進めていきます。

事業方針
基盤技術開発と新興国をはじめとした

国内外の市場開拓を進め、売上拡大と

収益力強化を図る。

製品・サービス
研究用試薬

● 遺伝子増幅試薬
● 遺伝子発現試薬
● タンパク質発現試薬
● 抗体　等

研究用試薬

理化学機器
● 遺伝子増幅装置
● 質量分析装置　等

リアルタイムPCR装置

研究受託サービス
● ゲノム解析
● DNAチップ解析　等

高速シーケンサー
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トピックス

■ 宝酒造グループ

■ タカラバイオグループ

細胞・遺伝子治療用の研究・製造施設を新設

　タカラバイオは、滋賀県草津市に土地を確保し、細胞・遺
伝子治療用の研究・製造施設を新設します。新施設は、遺伝
子治療・再生医療用の遺伝子導入用ベクターおよび遺伝子
導入細胞のGMP製造（医薬品の製造管理、品質管理基準に
準拠した製造）や、基盤技術開発を行うための施設です。新
施設の完成時期は2014年3月を予定しています。
　タカラバイオの遺伝子治療臨床開発プロジェクトは計画
通り進んでおり、臨床試験後期のステージにおいて、本社

（滋賀県大津市）および草津事業所（滋賀県草津市）にある
既存の施設では遺伝子治療用ベクターの製造能力が不足し
ます。また、臨床試験用ベクターの製造受託サービスのニー

ズも高まっており、ベクター製造施設の拡張が必要です。さ
らに、遺伝子治療臨床試験の後期ステージにおいては、患
者に投与される遺伝子導入細胞を調製する工程を、厳密な
管理のもとで集約して実施する細胞調製施設が、医療機関
内ではなくタカラバイオの施設として必要となります。
　タカラバイオは、体外遺伝子治療の臨床試験を国内で実
施している唯一の企業ですが、この優位性を確固としたも
のにすべく、新施設を設置し、遺伝子治療プロジェクトを加
速させ、また大学や企業からの遺伝子導入用ベクターの
GMP製造受託サービスの売上拡大を図ります。さらに、遺伝
子治療・細胞医療の研究開発から製造までの体制を集約
し、研究開発の効率化も図ります。

300㎖750㎖

■ 宝酒造グループ ■ 宝酒造グループ

松竹梅白
しらかべぐら

壁蔵「澪
みお

」スパークリング清酒の
750㎖ボトル新発売

タカラ本みりん「醇
じゅんりょう

良」500㎖と
本格焼酎「黒よかいち」〈芋〉〈麦〉900㎖の
パウチパック新発売

　松竹梅白壁蔵「澪」スパークリング清酒は、米と米麹に由来するほんのり甘い
味わいとほどよい酸味、爽やかな泡立ちが楽しめるアルコール分5度のスパー
クリング清酒です。
　2011年6月に300㎖の発売を開始し、新たに750㎖をラインアップに加える
ことで、さまざまな飲用シーンにお応えするとともに、清酒の新しい価値をご
提案しています。

　収納やごみ捨てに便利なパウチパックを使用しています。
　タカラ本みりん「醇良」500㎖は、宝酒造の同容量のペット容器商品と比較
して約35％のごみ減量化を実現しました。また、本格焼酎「黒よかいち」〈芋〉

〈麦〉900㎖は、宝酒造の同容量の紙パック商品と比較して約50％のごみ減
量化を実現しました。どちらの商品も、使用後は本体、キャップともにプラス
チックごみとして一緒に捨てることができます。

パーティーや
贈り物にも適した

中容量サイズ

収納しやすく
使用後は

捨てやすい
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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

セグメント別概況

■ 宝酒造グループ カテゴリー別
売上構成比

※その他20.1％

売上
構成比
88.7%

売上
構成比
9.4%

売上
構成比
1.2%

焼酎
42.2％

清酒
9.3％

ソフトアルコール
飲料

15.9％

調味料
12.5％

(百万円)

前第2四半期（累計）当第2四半期（累計） 前年同期比

売上高 84,996 84,909 99.9%

営業利益 2,569 2,014 78.4%

業績概況
　焼酎は、混和焼酎や果実酒用35度 
焼酎の売上が減少したため減収となり
ました。清酒は、松竹梅「天」や松竹梅 
白壁蔵「澪」の好調な推移などにより増収となりました。
ソフトアルコール飲料は、「焼酎ハイボール」の売上は増
加したものの、前期の震災に起因する特殊要因の反動で

「直搾り」などが減少し、減収となりました。また、調味料
のほか、原料用アルコール等やFOODEX S.A.S.(仏国)の
日本食材卸事業は増収となりました。この結果、売上高
は前年同期比99.9%の84,909百万円となりました。
　利益面では、原材料価格の高騰により原価率が上昇し、
売上総利益は減少しました。また、運送費や管理費等の減
少により販売費及び一般管理費が減少したものの、営業
利益は前年同期比78.4%の2,014百万円となりました。
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■ 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
88.7%

売上
構成比
9.4%

売上
構成比
1.2%売上
構成比
88.7%

売上
構成比
9.4%

売上
構成比
1.2%

遺伝子工学
研究事業
81.8％

遺伝子
医療事業

6.7％

医食品
バイオ事業

11.5％

(百万円)

前第2四半期（累計）当第2四半期（累計） 前年同期比

売上高 8,642 9,013 104.3%

営業利益 394 423 107.6%

(百万円)

前第2四半期（累計）当第2四半期（累計） 前年同期比

売上高 1,326 1,135 85.6%

営業利益 △86 △3 ―

業績概況
　遺伝子工学研究事業は、主力の研究
用試薬の売上が増加し、理化学機器の
減少を補い、増収となりました。遺伝子
医療事業は、リンパ球培養用培地・バッグの売上が好調
に推移し、増収となりました。また、医食品バイオ事業は、
健康食品は減少しましたがキノコ関連の売上が増加し、
増 収となりました 。この 結 果 、売 上 高 は 前 年 同 期 比
104.3%の9,013百万円となりました。
　利益面では、利益率の高い品目の売上が増加したこと

業績概況
　健康食品では、主力のフコイダン関連
商品の消費者向け通信販売が減少しまし
たが、企業向けの原料販売およびOEM事

業の売上が増加しました。一方で、茶飲料PB供給事業は
減 収となりました 。この 結 果 、売 上 高 は 前 年 同 期 比
85.6％の1,135百万円となりました。
　利益面では、原価率は低下しましたが、売上高減少の
影響により、売上総利益は減少しました。一方、営業損失
は、前年同期より83百万円改善し3百万円となりました。

から、売上総利益は増加しました。また、人件費や研究開
発費等の増加により販売費及び一般管理費が増加しま
したが、営業利益は前年同期比107.6%の423百万円とな
りました。

細胞培養用培地 ホンシメジ研究用試薬
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連結業績のご報告

連結貸借対照表（要約）
(百万円)

2012年3月期末 2013年3月期第2四半期末

資産の部
　流動資産 126,078 127,956
　固定資産 71,359 69,342
　　有形固定資産 41,996 42,183
　　無形固定資産 5,236 5,105
　　投資その他の資産 24,126 22,054
資産合計 197,437 197,299

負債の部
　流動負債 51,247 49,958
　固定負債 38,530 42,901
負債合計 89,777 92,859

純資産の部
　株主資本 97,512 94,496
　その他の包括利益累計額 △2,728 △3,135
　少数株主持分 12,876 13,079
純資産合計 107,659 104,439
負債純資産合計 197,437 197,299

総資産 (百万円)

’10.3 ’11.3 ’12.3 ’13.3

195,495 192,448 197,437 197,299
期末第2四半期末

’13.3

純資産 (百万円)

’10.3 ’11.3 ’12.3

109,206 106,895 107,659 104,439

期末第2四半期末

’13.3

売上高 (百万円)

’10.3 ’11.3 ’12.3

91,125 91,472 95,478

189,769 198,690

95,711

通期

190,525
第2四半期（累計）

総資産
　 総 資 産 は 、前 期 末 比 1 3 8 百 万 円 減 少 の
197,299百万円となりました。流動資産は、現金
及び預金の増加や棚卸資産の増加、余資の運
用としての有価証券の減少などにより、前期末
比1,878百万円の増加となりました。固定資産
は、主として上場株式の時価下落による投資有
価証券の減少により、前期末比2,016百万円の
減少となりました。

1

1

2

3

負債
　負債は、前期末比3,082百万円増加の92,859
百万円となりました。流動負債は、納税によ
る未払法人税等の減少などにより、前期末比
1,289百万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4,371百万円
の増加となりました。

2

純資産
　純資産は、当社における配当金の支払1,851
百万円や株主還元策としての自己株式の取得
1,565百万円などにより、前期末比3,220百万円
減少の104,439百万円となりました。

3
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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月期第2四半期（累計） 2013年3月期第2四半期（累計）

売上高 95,478 95,711
　売上原価 58,583 59,163
売上総利益 36,895 36,548
　販売費及び一般管理費 33,569 33,648
営業利益 3,326 2,899
経常利益 3,451 2,874
税金等調整前四半期純利益 2,271 1,607
四半期純利益 959 405

連結キャッシュ・フロー計算書（要約）
(百万円)

2012年3月期第2四半期（累計） 2013年3月期第2四半期（累計）

営業活動によるキャッシュ・フロー 804 1,315
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,496 △2,594
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,022 1,137
現金及び現金同等物に係る換算差額 10 79
現金及び現金同等物の増減額 △5,703 △62
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四半期末残高 22,680 29,102

’13.3

営業利益 (百万円)

’10.3 ’11.3 ’12.3

2,937 3,248 3,326 2,899

8,335
9,264

通期

8,572

第2四半期（累計）

’13.3

純利益 (百万円)

’10.3 ’11.3 ’12.3

1,706
1,378

959
405

3,788 3,995

通期

4,677

第2四半期（累計）

’13.3

経常利益 (百万円)

’10.3 ’11.3 ’12.3

3,127 3,234 3,451
2,874

8,427
9,617

通期

8,727

第2四半期（累計）

5

4

6

7

売上高
　宝酒造グループは、清酒、調味料などの売上
は増加しましたが、焼酎、ソフトアルコール飲料
が減少し、わずかに減収となりました。タカラバ
イオグループは、遺伝子工学研究事業におけ
る研究用試薬の売上増加や、遺伝子医療事業
の好調な推移などにより、増収となりました。こ
の結果、売上高は前年同期比100.2%の95,711
百万円となりました。

4

営業利益
　原材料価格の上昇などにより売上原価が増加
し、また、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
前年同期比87.2%の2,899百万円となりました。

5

経常利益・四半期純利益
　受取配当金などの営業外収益の減少、社債
発行に伴う社債利息や社債発行費用などの営
業外費用の増加により、経常利益は前年同期
比83.3%の2,874百万円となりました。
　また、株価下落の影響を受け投資有価証券
評価損1,019百万円を特別損失に計上したこと
などにより、四半期純利益は前年同期比42.3%
の405百万円となりました。

6 7

8



CSR活動CSR活動

4Rの推進による空容器問題への対応

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

空容器の発生回避に向けて
　宝酒造では、焼酎や清酒、チューハイ、本みりんなどを製
造し、ガラスびんやペットボトル、アルミ缶、紙パックなどさ
まざまな容器に充填して販売しています。ところが、これらの
商品を販売し中身が消費された後に発生する空容器は、社
会に大きな環境負荷を与えています。
　このため、宝酒造ではこの空容器の問題に対処するため、
リデュース（Reduce：減量化）、リユース（Reuse：再使用）、 
リサイクル（Recycle：再資源化）の3Rにリフューズ（Refuse：
発生回避）を加えた4Rの取り組みを進めています。
　リフューズとは、余分なものを買わずに必要な物だけを
買うことにより、ごみを減らす活動です。「はかり売り」は、余
分な容器を購入せず必要な分だけ中身を買うという意味で 
リフューズにあたります。

宝酒造の取り組み
　宝酒造では、「環境配慮型商品の開発」を継続的に進め
ています。ISO14001（環境マネジメントシステムの国際規
格）の毎年の目標にも掲げ、商品開発や改良を行っており、
2011年度は、焼酎2.7ℓペット製品の外

そとばこ
函軽量化、黒

くろかべぐら
壁蔵紙

パック製品のキャップ軽量化など計8件の環境配慮型商品の
開発・改良を行いました。
　また、独自の活動として、焼酎のはかり売りを展開してい
ます。「はかり売り」実施店の新規開拓を同じくISO14001の
目標に掲げ、焼酎のはかり売りの拡大に取り組んでいます。
　「焼酎のはかり売り」は、新たな容器を使用せず中身だけを
販売する「リフューズ」の実践です。お客様は家庭にあるペッ
トボトルなどの空容器を販売店に持参し、宝酒造は1㎘や
200ℓの専用タンクで焼酎を工場から販売店に直送します。
販売店ではお客様が持参した空容器を洗浄し、店頭でその
容器にお客様が必要な分だけ詰めて購入していただきます。
　現在は全国で約200店舗にご協力いただき、1998年の開
始以来2012年3月までに、2.7ℓペットボトルで約659万本、
段ボール約165万枚を節約することができました。

焼酎のはかり売りによる累積節約量

約659万本 約165万枚
2.7ℓペットボトル 段ボール

はかり売り
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会社概要

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） 12,336 6.08

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 9,993 4.93

株式会社みずほコーポレート銀行 9,738 4.80
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 3,192 1.57
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 39.06％

証券会社 2.51％その他の国内法人 17.05％
外国法人等 9.01％

個人その他 25.56％

その他 6.81％

所有者別株式分布状況

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 27,906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 矢野　雅晴
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（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） 半田　邦博
監査役 友村　秀夫
監査役（社外監査役） 香川　孝三
監査役（社外監査役） 北井　久美子

取締役および監査役

株式の状況

株価の推移

600

500

400

300

200

100

0
’11.10 ’11.11 ’11.12 ’12.1 ’12.2 ’12.3 ’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14,818千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。

会社情報 （2012年9月30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 15名（グループ連結：3,462名）
連結対象会社 38社
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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しています。

■ 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
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


