
宝グループのさらなる成長と
企業価値向上に取り組んでいきます。

当期（2018年3月期）の業績について

連結業績は過去最高を更新しました。

「宝グループ中期経営計画2019」の進捗状況

中期経営計画の定量目標を
上方修正しました。

2018年3月期連結業績の増減要因

（百万円）
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15,612 百万円連結営業利益

　当期の日本経済は、個人消費に力強さが欠けるものの、

国内外の底堅い需要を背景に企業収益や雇用環境は改善し、

緩やかな回復基調が続きました。一方、海外においては、

米国の製造業を中心とした景気拡大や中国経済の持ち直し

など、緩やかな回復傾向の持続が見込まれますが、貿易摩擦

への不安の高まりや、東アジアや中東情勢の緊迫などもあり、

世界経済は依然として先行きが不透明な状況です。

　このような経済状況のもと、当社グループは、長期経営

ビジョン「宝グループ・ビジョン2020」の実現に向け、当期

より2019年度（2020年3月期）を最終年度とする3ヵ年の

新たな中期経営計画「宝グループ中期経営計画2019」を

スタートさせ、積極的な事業活動を推進しました。

　当期の業績については、宝酒造、宝酒造インターナショナル

グループ、タカラバイオグループの各事業セグメントにお

いて、新規連結子会社の寄与も含め好調に推移した結果、

連結売上高は2,681億42百万円（前期比14.5%増）となり、

7期連続の増収となりました。利益面では、運送費や研究

開発費を中心に、販売費及び一般管理費が増加したものの、

売上高の増加に伴い売上総利益が増加したことにより、

連結営業利益は156億12百万円（同15.2%増）、連結経常

利益は160億84百万円（同12.1%増）となりました。また、

関係会社株式売却益を特別利益に計上したこともあり、

親会社株主に帰属する当期純利益は110億29百万円（同

30.0%増）となり、連結業績としては、売上高、営業利益、

経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益ともに過去

最高を更新しました。

　「宝グループ中期経営計画2019」では、海外売上高比率を

さらに高めるとともに、国内外で抜け・モレのない商品ライン

アップを構築し、また競争優位性の高い商品を多数揃える

ことで、他社に勝てる分野を数多く築き上げることに取り組ん

でいます。これにより、どのよう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ことを目指しています。

　国内事業を担う宝酒造では、「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べく、売上高の拡大と利益率

の向上に取り組みました。最注力カテゴリーである清酒では、

市場全体が縮小傾向にある中、若干の減収とはなったものの、

新商品発売効果もあり、市場でのシェアを拡大することが

できました。ソフトアルコール飲料（RTD）は、市場の追い風

もあり、タカラ「焼酎ハイボール」を中心に、引き続き売上が

伸長しました。利益面では、付加価値商品の開発に注力する

とともに、2017年6月の「酒類の公正な取引に関する基準」

施行に適切に対応することで、利益率の改善に一定の効果

を見ることができました。

　2017年7月3日付で宝酒造株式会社の海外事業を分社し、

新たに設立した宝酒造インターナショナルグループでは、

海外の日本食市場の広がりを背景に、世界の和酒・和食市場

におけるリーディングカンパニーとなることを目指し、事業

規模拡大と基盤整備を進めました。海外日本食材卸事業で

は、北米のミューチャルトレーディング社、オーストラリアの

ニッポンフード社、ポルトガルのケタフーズ社の3社が連結

対象に加わるとともに、欧州の既存の連結子会社各社の業績

も好調に推移したことから、売上高、利益ともに大きく伸長

しました。海外酒類事業でも、欧米の連結子会社のウイス

キー販売が好調であったほか、米国を中心とする海外清酒

市場のさらなる拡大を視野に、米国宝酒造で設備投資を

実施し、清酒の生産能力を2割増強しました。

+498

+1,210

+352
+151 −151

13,551

15,612

このたび、2018 年6月28日付で宝ホール

ディングス株式会社の代表取締役社長に

就任しました木村睦でございます。株主・

投資家をはじめとするステークホルダー

の皆様におかれましては、平素より格別

のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

前社長柿本敏男（現副会長）が築いてきた

経営基盤を継承し、中期経営計画、長期

経営ビジョンの達成に向けて、さらに

スピード感をもって取り組んでまいります。

当社グループのさらなる成長と企業価

値向上のために邁進する所存ですので、

変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろ

しくお願い申しあげます。

宝ホールディングス株式会社
代表取締役社長
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　バイオ事業を推進するタカラバイオグループでは、再生

医療関連の製品を手掛けるグローバルな企業としてのプレ

ゼンスを向上させるべく、各事業部門戦略の推進と経営基盤

の強化に注力しました。バイオ産業支援事業では、ベクター

製造、細胞加工・検査を中心にCDMO（再生医療等製品の

開発・製造支援）事業の業績が大きく伸長し、今後もさらなる

事業拡大が見込まれることから、再生医療等製品の研究およ

び製造施設の新設を決定しました。遺伝子医療事業では、国内

でのメラノーマを対象としたCanerpaturev（略称：C-REV / 

旧HF10）※の第Ⅱ相患者組入れを完了したほか、2018年

4月には大塚製薬株式会社とNY-ESO-1・siTCR®および

CD19・CARの日本国内における共同開発・独占販売に関す

る契約を締結するなど、遺伝子治療の実現に向けて大きく

前進しました。

　これらの取り組みが順調に進捗した結果、本中計初年度

の連結営業利益は156億12百万円となり、中計最終年度

（2020年3月期）の当初目標であった「155億円以上」を前

倒しで達成することができました。これを受け、本中計の最

終年度の定量目標を、連結売上高2,950億円以上、連結営

業利益187億円以上、海外売上高比率35.0％以上に上方

修正しました。

社長メッセージ
Section 2 宝グループの目指す姿
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連結売上高

中期経営計画2019定量目標との比較

2016 2017 2018 2019 2020

（百万円）
中期経営計画目標値

（3月期）
（計画） （目標）

実績 計画

「宝グループ中期経営計画2019」の概要（2018年5月 定量目標修正後）

基本方針

当初定量目標

上方修正後
定量目標

事業戦略

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。

経営基盤
強化

長期経営
ビジョン

（基盤強化）グローバル展開の拡大に向けた経営管理機能の強化
（風土・人財）グループを支える人財の育成とグループ人事戦略の強化
（CSR）コーポレートガバナンスポリシーに則した体制整備と社会貢献・環境活動、ESG情報開示の推進

財務方針 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。

（　　　）2020年3月期
宝グループ連結

宝酒造インターナショナル
グループ（海外事業）

750億円以上（当初）

830億円以上（修正）

43億円以上

52億円以上

40億円以上

60億円以上

タカラバイオ
グループ（バイオ事業）

1,600億円以上

売上高目標 営業利益目標

売上高目標 営業利益目標

売上高目標 営業利益目標

宝酒造（国内事業）

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。

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。

「バイオ産業支援」、「遺伝子医療」、「医食品バイオ」の3つの事業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。

「宝グループ・ビジョン2020」
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

宝グループ・ビジョン

2020

長期経営ビジョン

の実現

2,095億円売上高

（2014年３月期）

94億円営業利益

13.0%海外売上高比率

（2017年３月期）

2,341億円売上高

135億円営業利益

22.2%海外売上高比率

2,950 億円以上売上高

（定量目標）

187 億円以上営業利益

35.0 %以上海外売上高比率

第１ステップ
第2ステップ

第3ステップ

2011.4～2014.3
2014.4～2017.3

2017.4～2020.3

宝グループ 中期経営計画2013
宝グループ 中期経営計画2016

宝グループ 中期経営計画2019

33 %以上

35 %以上

海外売上高比率

（当初）

（修正）

（当初）

（修正）

62億円以上

385 億円以上

2,950 億円以上

2,900 億円以上

売上高

187 億円以上

155 億円以上

営業利益

　「宝グループ中期経営計画2019」では、海外売上高比率を

さらに高めるとともに、国内外で抜け・モレのない商品ライン

アップを構築し、また競争優位性の高い商品を多数揃える

ことで、他社に勝てる分野を数多く築き上げることに取り組ん

でいます。これにより、どのよう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ことを目指しています。

　国内事業を担う宝酒造では、「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べく、売上高の拡大と利益率

の向上に取り組みました。最注力カテゴリーである清酒では、

市場全体が縮小傾向にある中、若干の減収とはなったものの、

新商品発売効果もあり、市場でのシェアを拡大することが

できました。ソフトアルコール飲料（RTD）は、市場の追い風

もあり、タカラ「焼酎ハイボール」を中心に、引き続き売上が

伸長しました。利益面では、付加価値商品の開発に注力する

とともに、2017年6月の「酒類の公正な取引に関する基準」

施行に適切に対応することで、利益率の改善に一定の効果

を見ることができました。

　2017年7月3日付で宝酒造株式会社の海外事業を分社し、

新たに設立した宝酒造インターナショナルグループでは、

海外の日本食市場の広がりを背景に、世界の和酒・和食市場

におけるリーディングカンパニーとなることを目指し、事業

規模拡大と基盤整備を進めました。海外日本食材卸事業で

は、北米のミューチャルトレーディング社、オーストラリアの

ニッポンフード社、ポルトガルのケタフーズ社の3社が連結

対象に加わるとともに、欧州の既存の連結子会社各社の業績

も好調に推移したことから、売上高、利益ともに大きく伸長

しました。海外酒類事業でも、欧米の連結子会社のウイス

キー販売が好調であったほか、米国を中心とする海外清酒

市場のさらなる拡大を視野に、米国宝酒造で設備投資を

実施し、清酒の生産能力を2割増強しました。 ※ 腫瘍溶解性ウイルスHF10の国際一般名がCanerpaturev（略称：C-REV）
に決定しました。本レポートでは国際一般名を使用しています。

268,142268,142

225,364225,364

234,193234,193

282,000282,000

295,000295,000

連結営業利益

2016 2017 2018 2019 2020

（百万円）
中期経営計画目標値

（3月期）
（計画） （目標）

15,61215,612

11,68011,680

13,55113,551

17,30017,300

18,70018,700

海外売上高比率

2016 2017 2018 2019 2020（3月期）
（計画） （目標）

33.033.0

20.520.5

22.222.2

34.934.9 35.035.0

（%）
中期経営計画目標値

　バイオ事業を推進するタカラバイオグループでは、再生

医療関連の製品を手掛けるグローバルな企業としてのプレ

ゼンスを向上させるべく、各事業部門戦略の推進と経営基盤

の強化に注力しました。バイオ産業支援事業では、ベクター

製造、細胞加工・検査を中心にCDMO（再生医療等製品の

開発・製造支援）事業の業績が大きく伸長し、今後もさらなる

事業拡大が見込まれることから、再生医療等製品の研究およ

び製造施設の新設を決定しました。遺伝子医療事業では、国内

でのメラノーマを対象としたCanerpaturev（略称：C-REV / 

旧HF10）※の第Ⅱ相患者組入れを完了したほか、2018年

4月には大塚製薬株式会社とNY-ESO-1・siTCR®および

CD19・CARの日本国内における共同開発・独占販売に関す

る契約を締結するなど、遺伝子治療の実現に向けて大きく

前進しました。

　これらの取り組みが順調に進捗した結果、本中計初年度

の連結営業利益は156億12百万円となり、中計最終年度

（2020年3月期）の当初目標であった「155億円以上」を前

倒しで達成することができました。これを受け、本中計の最

終年度の定量目標を、連結売上高2,950億円以上、連結営

業利益187億円以上、海外売上高比率35.0％以上に上方

修正しました。
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　国内では、景気は緩やかな回復基調が続くものの、高齢化

や人口減少、消費の多様化を背景に次期も厳しい競争環境が

続くと予想されます。また、海外では和酒・和食人気の高まり、

バイオ事業では再生・細胞医療分野での技術開発の進展など

により、それぞれの関連市場が一層拡大する見込みですが、

一方で競争も激化してくるものと考えられます。

　このような環境の中、宝酒造では、引き続き「和酒No.1

メーカー」としての確固たるポジション確立に向けて、清酒を

中心に売上の拡大を図ります。また、拡大するソフトアルコール

飲料（RTD）市場に向け、「樽熟成焼酎」など焼酎トップメー

カーならではの強みを活かした商品開発に注力するととも

に、継続して収益力の向上にも取り組みます。

　宝酒造インターナショナルグループでは、まず海外酒類

事業において米国清酒市場を最重点エリアと定め、現地産

に加え日本からも輸出を拡大することにより商品ラインアップ

をさらに強化し、シェア拡大を図ります。海外日本食材卸事業

では、さらなる事業規模拡大に向け、拠点・エリアの拡充と

営業力の強化に注力するとともに、共通購買などグループ

卸会社間のシナジー創出の具体化を目指します。

　タカラバイオグループでは、当期よりグループ化した米国

2社とのシナジーの最大化を図るとともに、CDMO事業の

さらなる拡大に向け、新施設の建設と既存の研究・製造

施設の拡張を進めます。遺伝子医療事業では、当期に国内

での第Ⅱ相臨床試験を開始したメラノーマを対象とする

Canerpaturev（C-REV）の承認申請を目指すとともに、

膵がんを対象とした第Ⅰ相臨床試験を推進します。また、

NY-ESO-1・siTCR®遺伝子治療では、滑膜肉腫を対象とし

た国内第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験、CD19・CAR遺伝子治療では、

急性リンパ芽球性白血病を対象とした国内第Ⅰ/Ⅱ相臨床

試験を進めます。

　これらの取り組みにより、次期の連結業績見通しは、売上高

2,820億円（前期比5.2%増）、営業利益173億円（同10.8%

増）、経常利益179億円（同11.3%増）を計画しています。

一方、当期に特別利益に計上していた関係会社株式売却益

がなくなることから、親会社株主に帰属する当期純利益は

96億円（同13.0%減）となる見込みです。

次期（2019年3月期）の見通し

各事業の戦略を推進し、
さらなる成長を目指します。

株主還元について

成長投資と株主還元の
さらなる充実に努めます。

ステークホルダーの皆様へ

新たな経営体制のもと、
さらなる飛躍を目指します。

ESG（環境・社会・ガバナンス）側面について

社会的価値の創造と持続可能な社会の
発展に貢献していきます。
　当社グループは、事業活動を通じて、社会的価値を創造

することで、持続可能な社会の発展に貢献していくことを

目指しています。

　環境側面においては、穀物や水、微生物といった様々な自然

資源の恩恵のもとで事業活動を行う宝グループにとって、

豊かな自然環境が保たれることは、当社グループが存続する

うえでの大前提であるという考えのもと、「宝グループ環境

方針」を定め、環境負荷の削減を通じて、地球環境の保全と

事業活動の調和を目指して取り組みを進めています。

　社会側面においては、安全・安心な商品やサービスの提供

を通じて、人々の健康的で生き生きとした社会づくりへの

貢献を目指すとともに、将来にわたる事業成長を担う人財

の育成に注力しています。

　コーポレートガバナンスの側面においては、透明・公正かつ

迅速・果断な意思決定を行うために、「宝ホールディングス 

コーポレートガバナンスポリシー」を定め、積極的な対話を

行うことで、株主、顧客、従業員、債権者、地域社会などの

ステークホルダーの皆様との信頼関係の構築を目指して

います。

　今後も事業活動を通じて、社会に貢献していくことを目指す

とともに、SDGs（持続可能な開発目標）などで示される社会

課題の解決に向けて継続的に取り組みを進めていきます。

　「宝グループ中期経営計画2019」では、「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、適性な株価水準

を実現する」という財務方針のもと、株主の皆様への利益

還元につきましては、連結営業利益の水準に応じて配当する

方針とし、配当総額の税引後連結営業利益に対する比率を

「みなし配当性向※」として30%を目安に配当する方針として

おります。これに基づき、当期の配当につきましては、前期

から3円増配の1株当たり16円とさせていただきました。

　また当期には、株主還元の一環として20 億円分の自己

株式取得と発行済株式総数の7.35%にあたる自己株式を

消却するとともに、株主の皆様の日頃からのご支援への感謝

のしるしとして、株主優待制度を導入しました。なお、次期の

配当につきましては、さらに2円増配となる1株当たり18円

を予定しております。
※ みなし配当性向＝配当総額／（連結営業利益×（1-法定実効税率））≒30％

　当社グループは、2011年4月から2021年3月までの10

年間の長期経営ビジョン「宝グループ・ビジョン2020」を

策定し、「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

経営目標に掲げ、取り組みを進めてきました。

　長期経営ビジョンのスタートから次期までの8年間で、

宝グループの連結営業利益は2倍以上に拡大し、また海外

事業、バイオ事業は、事業セグメントの利益構成比において

それぞれ30％近くにまで向上するなど収益基盤として大きく

成長し、バランスのとれた事業構造に近づきつつあります。

そして、今後もさらなる企業価値の向上と持続的な成長を

実現していくために、コンプライアンスや内部統制、財務面

におけるリスクマネジメントを適切に行うとともに、様々な

ステークホルダーに配慮したESGへの取り組みなどを推進し、

あらゆる方面に対して強固な事業基盤を確立していきます。

　このたび、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」とを集約し、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、ESG

をはじめとする様々な課題に対する当社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。

　新たな経営体制のもと、中期経営計画の達成と長期経営

ビジョンの実現、そして将来に向けたさらなる飛躍を目指し、

グループ一丸となって取り組んでまいります。ステークホル

ダーの皆様には、引き続き当社グループへの温かいご支援を

賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

12.0※
13.0

18.0

16.0

みなし配当性向 配当金

株主還元の状況

円％

※ うち記念配当1円

29.6 16.0

2016 2017 2018 （3月期）2019
（計画）

（％） 配当金みなし配当性向

30.930.9
28.028.0 29.629.6 30.130.1

社長メッセージ
Section 2 宝グループの目指す姿
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