
食と健康

　宝グループは、食品や医療に関わる事業を営む企業として、

安全な商品・サービスの提供を積み重ね、お客様に安心を

感じていただくことを重視しています。将来にわたって

お客様に信頼される企業グループであり続けるために、

食品安全・品質マネジメントシステムに基づいた適切な

管理に努めています。

　宝酒造では、国内全6工場（松戸工場、楠工場、伏見工場、

白壁蔵、黒壁蔵、島原工場）において、食品安全マネジメント

システムに関する国際規格FSSC22000※の認証を取得して

います。あわせて、同6工場で、品質マネジメントシステム

ISO9001の認証を取得することで、食品安全・品質管理に

万全を期しています。

　タカラバイオグループでは、タカラバイオ、宝生物工程

（大連）有限公司、タカラバイオDSSインド、タカラバイオ

ヨーロッパS.A.Sにおいて、品質マネジメントシステム

ISO9001の認証を取得しています。あわせて、タカラバイオ

USAにおいては、医療機器の品質マネジメントシステム

ISO13485の認証を取得し、厳正な品質管理を行っています。

さらに、タカラバイオにおいては衛生検査所登録、CAP-LAP

（米国病理学会の臨床検査室認定）、特定細胞加工物製造業

などの第三者認証や許可を取得し、製品やサービスの継続的

な品質向上に取り組んでいます。

商品企画
　商品企画にあたって、日々の営業活動による情報収集に

加えて、消費者アンケートやグループインタビューも実施

しています。味わいや安全・安心に関するお客様の潜在的

なニーズ、こだわりをキャッチすることや、自社の独自技術

の市場適合性を確認することによって、オリジナリティの

ある商品を提供しています。

設計審査
　商品設計の段階では、品質規格、商品の安全性から容器・

包装品、製造工程に至る商品の設計内容すべてに対し、

デザインレビュー（設計審査）の手法を用いて適法性や妥当性

を確認しています。

　こうして「不良」となりうる可能性を設計段階で極力排除し、

万全な品質設計であることを確認したうえで、商品化して

います。

原料調達
　原料の調達については、調達ルートがすべて間違いなく

確認できる原料、もしくは品質保証書において品質・安全性・

適法性が確認できる原料のみを採用しています。一部の

輸入原料や農産物原料に対しては、前述の取り組みに加え、

残留農薬、重金属などの分析を実施し、安全性を確認して

います。原料分析に際しては、専門分析機関と同等レベルの

高性能な分析機器を分析センターと主力工場に配備して

います。

　また、放射能リスクへの対応として、国産原材料については、

放射性物質の基準値への適合を確認したうえで調達して

います。あわせて、国産原材料の自社による検査を並行

して実施しています。さらに、関東・東北エリアの生産工場

においては、継続的に製造用水・製品の放射性セシウムを

モニタリングし、基準値への適合を確認しています。

製造
　工場の建屋内は清浄度別にゾーンを分けています。充填室

など最も高度な清浄性が要求される作業区域においては、

クリーンルーム仕様を採用し、異物混入を防いでいます。

　充填後は、自動検査装置による異物検査や印字検査、検査

員による目視検査や官能検査、最新の分析装置を利用した

成分分析を実施して、商品の安全と品質を確保しています。

物流
　製造された商品は､物流センター（東西2カ所）に転送され､

そこから出荷されます。物流センターでは､パレットごとに

貼付したバーコードによって、製造ライン、製造日時などの

情報を管理しています。製造履歴を管理することで商品の

品質情報を迅速に確認できる体制を整えています。

　お客様相談室には、年間約8,000件のお客様の声が寄せ

られています。内容は、商品の取扱店、賞味期限､原材料の

原産地などに関するお問い合わせ､さらには商品に関する

ご意見・ご指摘など､多岐にわたります。

　宝酒造では、これらの声の一つひとつに真摯に耳を傾け、

よりご満足いただける商品づくりや商品の改良に取り組んで

います。さらに、お客様対応／苦情対応マネジメントシステム

ISO10002の自己適合宣言により、お客様対応プロセスの

継続的な改善に取り組んでいます。

　タカラバイオでは、「遺伝子治療などの革新的なバイオ

技術の開発を通じて、人々の健康に貢献する」という企業

理念に基づき、世界中のすべての人々の健康的な生活に

貢献することを目指しています。

ライフサイエンス研究の発展を幅広く支援
　タカラバイオは、遺伝子工学技術・細胞工学技術を利用

した研究用試薬などを世界中の大学・企業に提供してい

ます。

　当社グループのバイオ事業は、1979年、国産初の遺伝子

工学研究用試薬として4種類の「制限酵素」の販売を開始

したことに始まります。その後、新製品の開発や事業の

拡大、買収などを経て製品のラインアップを強化し、現在の

アイテム数は約7,000。ライフサイエンスの最先端分野から

産業分野で日常的に使用される研究用試薬まで幅広く

製品を取り揃え、世界中で販売しています。

　今後も、世界の研究機関とともに、ライフサイエンス研究

の発展をグローバルで支援していきます。

がんなどをターゲットとした遺伝子治療の技術開発・商業化
　タカラバイオは、革新的なバイオ技術を活かして、がん

などのアンメット・メディカル・ニーズ（いまだ充足されて

いない医療ニーズ）に対する遺伝子治療や細胞医療などの

先端医療技術の開発を進めています。

　2008年に日本で初めて体外遺伝子治療の治験を開始した

タカラバイオは、その後も様々な試行錯誤を経ながら複数

の遺伝子治療プロジェクトに取り組んできました。

　現在、メラノーマや膵がんを対象とした腫瘍溶解性ウイルス

Canerpaturev（略称：C-REV）の臨床試験を進めており、

メラノーマについては2019年3月期に日本初のがんの

遺伝子治療薬として承認申請を予定しており、長年の研究

開発の積み重ねが医療という形で実用化されようとして

います。

　タカラバイオでは、これからも遺伝子治療の臨床開発を

着実に推進し、早期の商業化を実現することで、世界中の

人々の健康に貢献していきます。

安全・安心な品質の確保

食品安全・品質マネジメントシステム

宝酒造の安全な商品づくり

※ FSSC（Food Safety System Certification）22000とは、食品安全を確保
する衛生管理手法であるHACCPの考えを取り込んだISO22000に、
設備の構造、レイアウトや洗浄、殺菌など一般衛生管理の具体的要求事項
を規定したISO/TS22002-1(前提条件プログラム)、さらに従業員の
管理などに関する追加要求事項を加えたスキームです。

分析機器による検査

事業活動を通じて社会的価値を創造し
ESG課題の解決を目指す

「社会・環境側面の重点テーマ」

SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、世界が抱える問題を解決し、持続可能な社会をつくるために世界各国が合意した
17の目標と169のターゲットです。2015年9月、前身であるMDGs（ミレニアム開発目標）を継承し、国連で採択されました。貧困問題をはじめ、気候変動
や生物多様性、エネルギーなど、持続可能な社会をつくるために世界が一致して取り組むべきビジョンや課題が網羅されています。

SDGsとは？ 

次ページ以降、上記重点テーマごとに、事業と社会課題の関わりに関する当社の基本的な認識や詳細な取り組み・パフォーマンスを紹介しています。

Section 4 ESG課題への取り組み

➡ P20 ➡ P29

活動領域

●安全・安心な品質の確保
●世界のライフサイエンス研究支援・
遺伝子治療実現への取り組み

●温室効果ガス排出の抑制
●水使用量の抑制
●廃棄物排出の抑制
●生物多様性の保全

重点テーマに関連するSDGs社会的価値創造のための重点テーマ

●多様性の確保・人財育成
●適正飲酒の促進
●海外への和食普及
●伝統文化の継承

食と健康

環境

人と社会

国連のSDGs（持続可能な開発目標）などで示されて

いる多様な社会課題の解決を視野に入れ、宝グループ

の事業と関わりの深い３つの活動領域において、

社会的価値を創造していくための重点テーマを定め、

取り組みを推進しています。

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、積極的な情報開示と対話を通じて、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。

社会・環境側面の
取り組み

コーポレートガバナンス
の取り組み1. 2.
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世界のライフサイエンス研究支援・
遺伝子治療実現への取り組み

お客様満足の追求

生産でのCO2削減

タカラバイオの研究風景

　地球温暖化に起因する気候変動は、全世界が一致協力

して取り組むべき重要な社会課題です。また、当社グループ

の事業継続にとってリスクとなる可能性もあるため、事業

に伴う温室効果ガス排出の抑制に取り組んでいます。

　宝グループの2018年3月期の生産工程におけるCO2の総

排出量は、108.93千ｔ-CO2となりました。一方、宝グループ

のCO2排出量の8割以上を占める宝酒造の生産工程での

CO2排出量は、2017年3月期までは順調に減少してい

ましたが、2018年3月期は前期比で3.5％増加しました。

　高効率ガスボイラーや省エネエアコンへの更新、照明の

LED化などの省エネ設備の導入や、省エネ診断を活用した

蒸気配管の保温対策の実施、原料アルコールの品質に

対応した蒸留条件の最適化

などに取り組みましたが、

製造数量増加によるCO2排出

量増加をカバーできません

でした。

〈生産工程でのCO2排出量削減の取り組み事例〉
● 重油ボイラーからガスボイラーへの転換および高効率

ボイラーへの更新
● 蒸気や高温排水の排熱の再利用
● コージェネレーション（熱電供給）システムの導入

温室効果ガス排出の抑制

マイクロガスタービン
コージェネレーションシステム
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1. 社会・環境側面の取り組み
Section 4 ESG課題への取り組み

宝グループ環境方針

宝グループは、地球環境の保全と事業活動の調和

を経営の重要課題のひとつとし、環境マネジメント

システムを構築して継続的な改善に取り組み、持

続可能な社会づくりに貢献します。

1. 環境に関連する法令および組織が同意する
その他の要求事項を順守します。

2. 宝グループが行う事業活動の中、以下の項目
について重点的に取り組みます。

（1）環境汚染の予防に努めます。

（2）省エネ・省資源を推進し、持続可能な資源
の利用に努めます。

（3）温室効果ガスの排出量を削減し、気候変動
の緩和に努めます。

（4）生物多様性や生態系の保護・保全に関わる
活動を推進、支援します。

（5）容器包装の３Ｒへの対応など、環境に配慮
した商品開発に努めます。

3. 環境活動への取り組みや環境パフォーマンス
情報を積極的に開示し、社会とのコミュニ
ケーションに努めます。

4. 本環境方針は、教育啓発活動を通じて宝
グループの全構成員に周知するとともに、
社員の社会貢献活動への参加を積極的に
支援します。

環境
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〈集計範囲〉
宝酒造、Takara Sake USA Inc.、宝酒造食品有限公司、
The Tomatin Distillery Co. Ltd、 タカラバイオ、瑞穂農林、
きのこセンター金武、宝生物工程（大連）有限公司



　宝酒造では、物流の効率化や省エネ運転、モーダルシフト※

の推進などにより、輸送時のCO2排出量の削減に取り組んで

います。

　2018年3月期の物流工程におけるCO2排出量は、前期比

で1.3％減少しました。その主な理由は、アルコール輸送

タンカーの燃料品質を変更

することで燃費が向上したこ

とによるものです。

〈物流工程でのCO2排出量削減の取り組み事例〉
● フェリー、鉄道などへのモーダルシフト
● 消費地生産による東西間の転送の削減
● 物流子会社による高積載トラックの開発

 

　宝グループにとって水は、酒類・調味料の原料としては

もちろん、製造設備や容器の洗浄、商品の冷却にも使用

するなど不可欠な資源です。水資源の持続的な利用は当社

グループの事業継続において重要なテーマであり、各製造

拠点を中心に、水の再利用や節水に努め、用水使用量の

削減に取り組んでいます。

　宝グループの2018年3月期の生産工程における用水

使用量は、611万m3となりました。一方、宝グループの用水

使用量の9割以上を占める宝酒造の用水使用量は、2017年

3月期までは順調に減少していましたが、2018年3月期は

前期比11.0％増加しました。増加の主な要因は、製造数量

の増加によるものです。

〈生産工程での用水使用量削減の取り組み事例〉
● 製造設備の洗浄方法の改善による洗浄水の削減
● 商品製造時の容器洗浄水や冷却水の再利用
● アルコール蒸留方法の改善による冷却水の削減

　近年、食品廃棄の問題をはじめとして、資源節約・循環

の重要性が叫ばれています。宝グループでは、持続可能な

循環型社会の形成・維持を重要な課題の一つと認識し、

事業活動で生じる廃棄物の削減に努めるとともに、空容器

の問題についても独自の取り組みを進めています。

　宝酒造の2018年3月期の廃棄物排出量は、前期比で

31.2％増加しました。工場では焼酎粕などの副産物や排水

処理汚泥、原料や容器の運搬資材などの廃棄物が発生

します。そのため、焼酎粕などの食品系副産物を飼料化・

肥料化するなど有効利用を図り、工場廃棄物排出量の削減に

取り組んでいます。2018年3月期に廃棄物排出量が増加

した主な理由は、製造数量の増加に伴い、設備能力の関係

から焼酎粕のうち焼却減容化にまわるものが増加したり、

排水処理汚泥などが増加したためです。

〈廃棄物削減の取り組み事例〉
● 焼酎粕飼料化設備の導入
● 排水処理汚泥の減容化

　日本では、一般家庭から出るごみの約6割（容積比）が

容器包装で占められています。宝酒造ではこの問題に対処

するため、リデュース（減量化）、リユース（再使用）、リサイ

クル（再資源化）の3Rに配慮した資材調達や商品開発を

進めています。

　また、宝酒造独自の取り組みとして、焼酎のはかり売りを

展開しています。自社工場で専用タンクに充填した焼酎を

販売店に直送し、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て、専用タンクから必要な分だけを

容器に詰めて購入します。このように、新たな容器を購入せず

必要な分だけ中身を買うため、資源の節約とごみの削減に

つながります。1998年の開始以来2018年3月までに、2.7ℓ

ペットボトル換算で約9,300万本を節約することができました。

　宝グループは、自然の恵みを得て様々な事業を展開して

おり、豊かな自然環境や生物多様性が保たれることは、

事業活動を進めるうえでの大前提となっています。

　宝グループでは、公益信託を通じた助成や子どもたちへの

環境教育活動などを通じて、生物多様性等を次世代へ守り

継いでいくことを目指しています。

　宝ホールディングスは、1985年に公益信託「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･

草原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。

　2018年3月期は、多数の応募の中から、「伊勢のウシモツゴ

を守る会」など全国で11件の自然環境保全に関する活動･

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344件、助成金累計額は1億6477万6千円になりました。

　宝酒造は、次世代を担う子どもたちに自然環境や生物多

様性を守ることの大切さ（環境教育）や自然の恵みのありが

たさ（食育）を伝えることを目的として、宝酒造「田んぼの

学校」を開催しています。

　小学生とそのご家族を対象に、5月から12月までの約半年

間に京都府南丹市園部町の田んぼと京都市内のクッキング

スクールにて、稲作体験や自然観察、料理教室などの授業

を4回にわたって行います。料理教室では、本みりんを使った

料理をつくってもらうことで、参加者に当社の商品に親しみ

を感じてもらえるようにしています。

物流でのCO2削減

生産工程での用水使用量の削減

工場廃棄物の削減

空容器問題への取り組み

子どもたちへの啓発̶宝酒造「田んぼの学校」

生態系や生物多様性を守る活動や研究への助成

※ トラックから環境負荷の小さい鉄道・
海運利用へと貨物輸送を転換する
こと。

専用タンカーでのアルコール輸送

田植え体験の様子

本みりんを手に料理する参加者の様子

水使用の抑制

廃棄物排出の抑制

生物多様性の保全

焼酎粕の飼料化設備

1. 社会・環境側面の取り組み
Section 4 ESG課題への取り組み

宝酒造の物流工程のCO2排出量（総排出量）

宝酒造の廃棄物排出量
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〈集計範囲〉
宝酒造、Takara Sake USA Inc.、宝酒造食品有限公司、
The Tomatin Distillery Co. Ltd、 タカラバイオ、瑞穂農林、
きのこセンター金武、宝生物工程（大連）有限公司
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　宝グループでは、「人」はかけがえのない「財産」である

との視点に立ち、人材を「人財」と表現しています。多様な

人財が健康的に働くことのできる環境整備に努めるとともに、

社員研修施設の宝ホールディングス歴史記念館などを活用

した人財育成に取り組み、長期的な事業成長に欠かせない

人的資源の維持・強化を図っています。

　宝グループでは、女性のさらなる活躍を重要テーマと捉え、

行動計画を策定するなど、取り組みを進めています。

　宝ホールディングス、宝酒造、宝酒造インターナショナル

の3社では、全社員に占める女性社員比率が約10％程度

である状況をふまえ、2020年3月までの計画において、

事務系・技術系の新卒採用者の女性比率を3社計で30％

以上とすることを目標の一つに掲げています。ウェブサイト

上で女性社員が活躍する事例をインタビュー形式で詳しく

紹介するとともに、会社説明会に女性社員を積極的に登用

するなど、当社で働く女性像を求職者に具体的にイメージ

してもらいやすくする取り組みを進めたことにより、2019年

3月期の新卒採用者については、女性比率34.8％（23名中

8名）となりました。

　また、女性活躍推進のもう一つの柱として、新任女性

管理職、新任女性課長補佐を2016年4月から2020年3月

までの期間中に延べ18名以上登用することを目指してい

ます。女性社員のキャリア意識の形成と人財育成を目的と

して実施しているキャリア研修では、女性を取り巻く環境

の理解と役割の自覚を促すとともに、女性社員一人ひとり

の特性を活かしたリーダーシップの発揮について考えるなど、

役割拡大に必要となるスキル学習とトレーニングを実施して

います。こうした取り組みにより、2018年4月1日までの新任

女性管理職、新任女性課長補佐の登用人数は17名となって

います。

　タカラバイオにおいては、2019年3月期の新卒採用者は

女性比率52.0％（25名中13名）で、全社員に占める女性

社員比率が約40％となりました。また、2022年3月までに

女性管理職を10人以上登用する、または管理職に占める

女性割合を25％以上（2016年3月末時点の全管理職に

対して）とすることを目標に掲げて取り組みを進めており、

2018年4月1日までに4名を登用し、管理職に占める女性

の割合は21.4％となっています。

　宝ブループでは社員の人権を尊重し、差別のない、明るく

いきいきと働ける職場づくりを目指し、入社時や管理職研修、

コンプライアンス研修において、人権に関する啓発活動を

実施しています。

　採用活動においても、男女雇用機会均等法を遵守すると

ともに、人権への配慮を徹底するため、採用に関わる社員

にはマニュアルなどによる人権教育・啓発を行っています。

また、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント、妊娠、

出産、育児・介護に関するハラスメントの防止に向けて、

事業場ごとに相談・苦情の窓口と苦情処理委員会を設置

しています。

　障がい者の雇用にあたっては、職業能力の把握、障がい者

の特性に応じた職域の確保・開発、職場環境の改善などを通

じて障がい者がその能力を十分に発揮できる職場を確保し

ています。さらに、障がい者が健常者とともに職業生活に

参加し、働く生きがいを見出せる環境づくりに取り組んで

います。

　なお、2018年4月1日現在の障がい者雇用人数は、

宝ホールディングスでは3名、宝酒造では37名、タカラバ

イオでは11名となっており、いずれも法定雇用人数を満た

しています。
（注） 法定雇用率：2.2％（2018年4月1日より）

　社員の心の健康サポートの一環として、メンタルヘルス不調

の未然防止と社員自身のストレスへの気付きを促すことを

目的に、外部機関による「ストレスチェック」をグループ各社

において毎年実施しています。高ストレスと判定された社員

が希望した際は、産業医との面談を実施し、就業上の措置が

多様性の確保・人財育成

女性の活躍推進

差別のない人権に配慮した職場づくり

障がい者が働きやすい職場づくり

外部機関による診断でメンタルヘルスを確保

必要と判断された場合にはその内容に従って対応するなど、

メンタルヘルス不調を未然に防ぐ取り組みを行っています。

　また、宝グループ健康保険組合においても被保険者を対象

とした「ストレスチェック」を実施しており、外部機関の診断

を定期的に受けられる制度を整えています。診断結果は

本人にのみ通知され、希望に応じて電話やウェブサイト、

面談によるカウンセリングサービスを利用することができます。

　宝ホールディングス、宝酒造、宝酒造インターナショナル

では、海外で活躍できる人財の育成を目的として、語学学校

への通学支援やオンライン英語レッスンの受講支援を行う

ことで、ビジネスに必要な語学スキルの習得を図っています。

　また、社員の自己啓発支援においては、語学系講座に

関する通信教育の複数受講を認めているほか、新入社員研修

においては「グローバルコミュニケーション研修」と「英語力

測定試験」を行うとともに、内定者に対しても入社前に英語

学習プログラムを提供するなど、グローバルな事業展開を

積極的に推進していくための社内風土醸成を図っています。

研修施設「宝ホールディングス歴史記念館」で
グループの一体感を高め、将来の事業発展を担う人財を育成

　2017年3月、当社創立90周年事業の一環として、創業の

地である京都市伏見区竹中町に国内外のグループ社員を

対象とした研修施設「宝ホールディングス歴史記念館」を

開館しました。

　1842年に酒造業から始まった当社グループの事業領域は、

現在、バイオ事業、そして海外日本食材卸事業にまで拡がり、

また地域的にも、欧米・アジア・オセアニアで積極的に事業活動

を展開しており、人財も多様化しています。

　そこで、同記念館では、宝グループ全社員を対象とした

「歴史記念館見学研修プログラム」を実施しており、グループ

全体が一体となって企業価値の向上に邁進する風土を醸成

するとともに、将来にわたってグループを支える人財の育成

に取り組んでいます。

　日本をはじめ世界各地で酒類を製造・販売する宝グループ

において、宝酒造は1984年の「はたちまでストップ」キャン

ペーン以来、過剰な飲酒や未成年者飲酒、妊産婦飲酒、

飲酒運転の防止に関する情報発信に努めています。また、

不適正な飲酒を誘発するような広告表現や表示、販売を

行わないように徹底しています。

　宝酒造は、1986年にお酒の正しい知識や飲み方をわかり

やすくまとめたパンフレット「Say No読本」を発行しました。

　さらに2009年にはこれをリニューアルした「お酒おつき

あい読本」を発行し、適正飲酒を呼びかけています。この

冊子を様々なイベントなどでご提供しているほか、同内容を

宝酒造ウェブサイトでも公開しています。

　酒類のテレビCMについては、①未成年者飲酒を誘発

するような表現はしない、②過度の飲酒を勧めるような

表現や社会的良識に反する飲酒の表現はしない、③未成年者

飲酒、飲酒運転、妊娠中や授乳期の飲酒およびアルコールの

過剰摂取等の防止に関する注意表示を明示する、④放送時

間帯を制限する（昼間[18時まで]は放送しない）、⑤未成年

の視聴者が多い番組での放送は自粛するといった業界基準

を遵守しています。

　新聞・雑誌などテレビCM以外の宣伝広告についても

同様に、未成年者の飲酒を禁止する旨などのメッセージを、

読者の目に付きやすい位置にはっきりと表示しています。

　未成年者の飲酒を防止する取り組みとして､1995年から

商品パッケージに「未成年者の飲酒は禁止されている」旨の

表示をしています。また、妊娠中や授乳期の飲酒防止の

ために､2004年から商品パッケージや新聞・雑誌広告に

妊産婦飲酒に関する注意事項を表記しています。さらに、

1995年から酒類全商品のパッケージに飲酒運転に関する

注意表示を行っています。

　清涼飲料との誤飲防止については、ソフトアルコール

飲料に「お酒」マークを業界で初めて表示するなどの取り組み

を実施してきました。現在も、缶入り商品および300㎖以下

の酒類商品で、アルコール分10度未満のすべての商品に

「お酒」マークを明示しています。また、試供品配布につい

ても､未成年者でないこと､運転者でないことが確認できる

場合に限って実施しています。

　世界的に健康志向が高まる中、ユネスコ無形文化遺産への

「和食」の登録などを契機に、海外でも日本食へのニーズ

が高まっています。宝グループは和食の普及を通じて世界中

の人々に健康的で豊かな食生活を提供していきます。

　海外の日本食レストラン数はここ10年ほどで約5倍に

増加しています。宝酒造インターナショナルグループでは、

海外日本食材卸事業を通じて、和食をつくるために必要な

コメ、のり、しょう油、お酢などの様々な和の食材や周辺商材

を現地のレストランや小売店に提供しています。

　今後もさらなる拡大が期待される世界の日本食市場の

広がりを背景に、「和食」に加え、日本伝統のお酒である

清酒や焼酎といった「和酒」の魅力を伝えることで、日本の

食文化を海外に広めていきます。

　英国で事業を展開するタザキフーズは、現地の日本食材

卸業界におけるパイオニアであり、プライベートブランド

「Yutaka」は多くの小売店で店頭に並ぶほか、業務用食材

分野でも確固たるポジションを確立しています。「Yutaka」

ブランドの高い認知度を活かし、タザキフーズでは英国各地

で開催される食の展示会への出店や、YouTube、Facebook

などを通じた積極的な情報発信にも努めています。

　また、清酒（Sake）のニーズの高まりに対しては、日本食

レストランのスタッフ向けに清酒のサービスに関する研修

を実施したり、蔵元との連携によって清酒の造りや特徴と

いったストーリーを発信する試みも始めています。

　宝酒造が製造・販売する清酒や焼酎、本みりんなどは、

長い伝統文化とともに発展してきたものです。そこで、

宝グループでは、社会貢献活動においても伝統文化を大切

にし、将来にわたって継承していくことを目指しています。

　「宝酒造杯 囲碁クラス別チャンピオン戦」は、宝酒造と

公益財団法人日本棋院の主催による、満20歳以上の成人

の方なら誰でも参加できる国内最大級のアマチュア囲碁

大会です。対局だけでなく、宝酒造のお酒の試飲やクイズ

ラリー、プロ棋士による指導碁なども実施し、当社グループ

への理解や商品への愛着を深めていただく良い機会にも

なっています。

　第10回を迎えた2018年3月期は全国13会場で地区大会、

および全国大会を執り行い、延べ9,961名の方に参加いた

だきました。宝酒造ではこの大会を通じて、囲碁愛好家の

裾野を広げ伝統文化である囲碁の普及に貢献します。

人と社会

グローバル人財の育成

1. 社会・環境側面の取り組み
Section 4 ESG課題への取り組み
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　宝グループでは、「人」はかけがえのない「財産」である

との視点に立ち、人材を「人財」と表現しています。多様な

人財が健康的に働くことのできる環境整備に努めるとともに、

社員研修施設の宝ホールディングス歴史記念館などを活用

した人財育成に取り組み、長期的な事業成長に欠かせない

人的資源の維持・強化を図っています。

　宝グループでは、女性のさらなる活躍を重要テーマと捉え、

行動計画を策定するなど、取り組みを進めています。

　宝ホールディングス、宝酒造、宝酒造インターナショナル

の3社では、全社員に占める女性社員比率が約10％程度

である状況をふまえ、2020年3月までの計画において、

事務系・技術系の新卒採用者の女性比率を3社計で30％

以上とすることを目標の一つに掲げています。ウェブサイト

上で女性社員が活躍する事例をインタビュー形式で詳しく

紹介するとともに、会社説明会に女性社員を積極的に登用

するなど、当社で働く女性像を求職者に具体的にイメージ

してもらいやすくする取り組みを進めたことにより、2019年

3月期の新卒採用者については、女性比率34.8％（23名中

8名）となりました。

　また、女性活躍推進のもう一つの柱として、新任女性

管理職、新任女性課長補佐を2016年4月から2020年3月

までの期間中に延べ18名以上登用することを目指してい

ます。女性社員のキャリア意識の形成と人財育成を目的と

して実施しているキャリア研修では、女性を取り巻く環境

の理解と役割の自覚を促すとともに、女性社員一人ひとり

の特性を活かしたリーダーシップの発揮について考えるなど、

役割拡大に必要となるスキル学習とトレーニングを実施して

います。こうした取り組みにより、2018年4月1日までの新任

女性管理職、新任女性課長補佐の登用人数は17名となって

います。

　タカラバイオにおいては、2019年3月期の新卒採用者は

女性比率52.0％（25名中13名）で、全社員に占める女性

社員比率が約40％となりました。また、2022年3月までに

女性管理職を10人以上登用する、または管理職に占める

女性割合を25％以上（2016年3月末時点の全管理職に

対して）とすることを目標に掲げて取り組みを進めており、

2018年4月1日までに4名を登用し、管理職に占める女性

の割合は21.4％となっています。

　宝ブループでは社員の人権を尊重し、差別のない、明るく

いきいきと働ける職場づくりを目指し、入社時や管理職研修、

コンプライアンス研修において、人権に関する啓発活動を

実施しています。

　採用活動においても、男女雇用機会均等法を遵守すると

ともに、人権への配慮を徹底するため、採用に関わる社員

にはマニュアルなどによる人権教育・啓発を行っています。

また、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント、妊娠、

出産、育児・介護に関するハラスメントの防止に向けて、

事業場ごとに相談・苦情の窓口と苦情処理委員会を設置

しています。

　障がい者の雇用にあたっては、職業能力の把握、障がい者

の特性に応じた職域の確保・開発、職場環境の改善などを通

じて障がい者がその能力を十分に発揮できる職場を確保し

ています。さらに、障がい者が健常者とともに職業生活に

参加し、働く生きがいを見出せる環境づくりに取り組んで

います。

　なお、2018年4月1日現在の障がい者雇用人数は、

宝ホールディングスでは3名、宝酒造では37名、タカラバ

イオでは11名となっており、いずれも法定雇用人数を満た

しています。
（注） 法定雇用率：2.2％（2018年4月1日より）

　社員の心の健康サポートの一環として、メンタルヘルス不調

の未然防止と社員自身のストレスへの気付きを促すことを

目的に、外部機関による「ストレスチェック」をグループ各社

において毎年実施しています。高ストレスと判定された社員

が希望した際は、産業医との面談を実施し、就業上の措置が

必要と判断された場合にはその内容に従って対応するなど、

メンタルヘルス不調を未然に防ぐ取り組みを行っています。

　また、宝グループ健康保険組合においても被保険者を対象

とした「ストレスチェック」を実施しており、外部機関の診断

を定期的に受けられる制度を整えています。診断結果は

本人にのみ通知され、希望に応じて電話やウェブサイト、

面談によるカウンセリングサービスを利用することができます。

　宝ホールディングス、宝酒造、宝酒造インターナショナル

では、海外で活躍できる人財の育成を目的として、語学学校

への通学支援やオンライン英語レッスンの受講支援を行う

ことで、ビジネスに必要な語学スキルの習得を図っています。

　また、社員の自己啓発支援においては、語学系講座に

関する通信教育の複数受講を認めているほか、新入社員研修

においては「グローバルコミュニケーション研修」と「英語力

測定試験」を行うとともに、内定者に対しても入社前に英語

学習プログラムを提供するなど、グローバルな事業展開を

積極的に推進していくための社内風土醸成を図っています。

　日本をはじめ世界各地で酒類を製造・販売する宝グループ

において、宝酒造は1984年の「はたちまでストップ」キャン

ペーン以来、過剰な飲酒や未成年者飲酒、妊産婦飲酒、

飲酒運転の防止に関する情報発信に努めています。また、

不適正な飲酒を誘発するような広告表現や表示、販売を

行わないように徹底しています。

　宝酒造は、1986年にお酒の正しい知識や飲み方をわかり

やすくまとめたパンフレット「Say No読本」を発行しました。

　さらに2009年にはこれをリニューアルした「お酒おつき

あい読本」を発行し、適正飲酒を呼びかけています。この

冊子を様々なイベントなどでご提供しているほか、同内容を

宝酒造ウェブサイトでも公開しています。

　酒類のテレビCMについては、①未成年者飲酒を誘発

するような表現はしない、②過度の飲酒を勧めるような

表現や社会的良識に反する飲酒の表現はしない、③未成年者

飲酒、飲酒運転、妊娠中や授乳期の飲酒およびアルコールの

過剰摂取等の防止に関する注意表示を明示する、④放送時

間帯を制限する（昼間[18時まで]は放送しない）、⑤未成年

の視聴者が多い番組での放送は自粛するといった業界基準

を遵守しています。

　新聞・雑誌などテレビCM以外の宣伝広告についても

同様に、未成年者の飲酒を禁止する旨などのメッセージを、

読者の目に付きやすい位置にはっきりと表示しています。

　未成年者の飲酒を防止する取り組みとして､1995年から

商品パッケージに「未成年者の飲酒は禁止されている」旨の

表示をしています。また、妊娠中や授乳期の飲酒防止の

ために､2004年から商品パッケージや新聞・雑誌広告に

妊産婦飲酒に関する注意事項を表記しています。さらに、

1995年から酒類全商品のパッケージに飲酒運転に関する

注意表示を行っています。

　清涼飲料との誤飲防止については、ソフトアルコール

飲料に「お酒」マークを業界で初めて表示するなどの取り組み

を実施してきました。現在も、缶入り商品および300㎖以下

の酒類商品で、アルコール分10度未満のすべての商品に

「お酒」マークを明示しています。また、試供品配布につい

ても､未成年者でないこと､運転者でないことが確認できる

場合に限って実施しています。

　世界的に健康志向が高まる中、ユネスコ無形文化遺産への

「和食」の登録などを契機に、海外でも日本食へのニーズ

が高まっています。宝グループは和食の普及を通じて世界中

の人々に健康的で豊かな食生活を提供していきます。

　海外の日本食レストラン数はここ10年ほどで約5倍に

増加しています。宝酒造インターナショナルグループでは、

海外日本食材卸事業を通じて、和食をつくるために必要な

コメ、のり、しょう油、お酢などの様々な和の食材や周辺商材

を現地のレストランや小売店に提供しています。

　今後もさらなる拡大が期待される世界の日本食市場の

広がりを背景に、「和食」に加え、日本伝統のお酒である

清酒や焼酎といった「和酒」の魅力を伝えることで、日本の

食文化を海外に広めていきます。

　英国で事業を展開するタザキフーズは、現地の日本食材

卸業界におけるパイオニアであり、プライベートブランド

「Yutaka」は多くの小売店で店頭に並ぶほか、業務用食材

分野でも確固たるポジションを確立しています。「Yutaka」

ブランドの高い認知度を活かし、タザキフーズでは英国各地

で開催される食の展示会への出店や、YouTube、Facebook

などを通じた積極的な情報発信にも努めています。

　また、清酒（Sake）のニーズの高まりに対しては、日本食

レストランのスタッフ向けに清酒のサービスに関する研修

を実施したり、蔵元との連携によって清酒の造りや特徴と

いったストーリーを発信する試みも始めています。

　宝酒造が製造・販売する清酒や焼酎、本みりんなどは、

長い伝統文化とともに発展してきたものです。そこで、

宝グループでは、社会貢献活動においても伝統文化を大切

にし、将来にわたって継承していくことを目指しています。

　「宝酒造杯 囲碁クラス別チャンピオン戦」は、宝酒造と

公益財団法人日本棋院の主催による、満20歳以上の成人

の方なら誰でも参加できる国内最大級のアマチュア囲碁

大会です。対局だけでなく、宝酒造のお酒の試飲やクイズ

ラリー、プロ棋士による指導碁なども実施し、当社グループ

への理解や商品への愛着を深めていただく良い機会にも

なっています。

　第10回を迎えた2018年3月期は全国13会場で地区大会、

および全国大会を執り行い、延べ9,961名の方に参加いた

だきました。宝酒造ではこの大会を通じて、囲碁愛好家の

裾野を広げ伝統文化である囲碁の普及に貢献します。

適正飲酒の推進 海外への和食普及 伝統文化の継承

パンフレットによる啓発

広告での配慮

商品表示の配慮

海外日本食材卸事業を通じた和食普及 「宝酒造杯 囲碁クラス別チャンピオン戦」開催

和食文化の情報を発信

宝酒造杯の様子

「お酒おつきあい読本」

英国展示会での「Yutaka」ブランドPR

お酒マークの表示の例

注意表示の例
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コーポレートガバナンスに関する
基本的な考え方

　宝グループは、「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。」という企業理念のもと、日本伝統の

酒造りの発酵技術と最先端のバイオ技術の革新を通じて、

食生活や生活文化、ライフサイエンスにおける新たな可能性

を探求し、新たな価値を創造し続けることによって社会への

貢献を果たしています。

　2011年4月に公表した10年間の長期経営ビジョン「宝グ

ループ・ビジョン2020」では、酒類・調味料事業を基盤とし、

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

事業を有する独自の強固な事業ポートフォリオをベースと

し、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ことを

目指しています。また、長期経営ビジョンを実現するための

具体的な実行計画として策定した3ヵ年の「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」という基本

方針の下、売上高や営業利益、海外売上高比率といった業績

目標のほか、成長投資と適切な株主還元の実施によりROE

の向上を目指す方針を公表しています。具体的には、営業

利益をベースとした「みなし配当性向※130％」を目安とした

配当を行うとともに、自己株式の取得や政策保有株式の売却

にも、状況に応じた機動的な対応を図っていきます。

　このように、長期経営ビジョンと中期経営計画を着実に実行

し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を遂げるため

には、株主、顧客、従業員、債権者、地域社会などのステーク

ホルダーの立場をふまえたうえで、透明・公正かつ迅速・果断

な意思決定を行うためのコーポレートガバナンス体制が必要

であり、「宝ホールディングス コーポレートガバナンスポリ

シー※2」に定める具体的方針に則って取り組んでいきます。

報告指示

（注）タカラバイオ連絡会議は、タカラバイオ株式会社の業績・活動状況などの報告を目的としたものであり、同社の取締役会決議事項の事前承認などは求めておらず、
同社の自主性・独立性を妨げるものではありません。

執行部門・グループ会社

監査役会
（5名）

（うち社外監査役3名）

代表取締役
（3名）

監査部

コンプライアンス委員会
内部統制委員会

総務部
（コンプライ
アンス委員会
事務局）

グループ戦略会議

主な経営会議体（重要事項協議）

宝酒造
戦略会議

宝酒造
インターナショナル

戦略会議

監査部
（内部統制委員会 

 事務局）

選任・解任

選定・監督

招集

監査
監査監査

選任・解任

連携
報告

連携

会計監査

連携

報告

報告指示

報告指示 報告指示

報告指示

内部監査

解任・不再任・選任
議案の決定
監視

監査

報告

指示

報告

選任

選任・解任

会
計
監
査
人

コーポレートガバナンス体制の模式図（2018年6月28日現在）

指示報告

　当社は、経営戦略の策定・遂行を通じ、各事業子会社の業務

執行の監査・監督を行うためには、各事業に関する高度な専門

知識と豊富な経験を持つ取締役が経営の意思決定を行い、

業務を監督するとともに、株主を含むすべてのステークホル

ダーの視点に立脚する幅広い見識をもった独立性の高い

社外取締役および社外監査役が業務の執行の監査・監督に

関与することで経営に対する監督機能が強化されるものと

の考えから監査役設置会社の体制をとり、これにより取締役

に対する実効性の高い監督を行うこととしています。

　また、「グループ会社管理規程」を制定し、持株会社として、

グループ各社の独自性・自律性を維持しつつ、「グループ戦略

会議」をはじめとする経営会議体を通じて 各社の経営上の

重要案件の事前協議や報告を義務付け、業務執行を監督しな

がら適切なリスクテイクを支える体制をとることとしています。

　当社は、社外役員5名のうち、社外取締役吉田寿彦氏

および友常理子氏ならびに社外監査役北井久美子氏の3名に

ついて、当社の定める「社外役員の独立性判断基準※」により、

一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、独立性を備えた

者であると判断したため、独立役員として指定しています。

独立役員の選任理由と取締役会および監査役会への出席状況（2018年3月期）

氏名 選任理由 取締役会への出席 監査役会への出席

籔 ゆき子
（社外取締役）
2018年6月退任

パナソニック株式会社において要職を歴任しており、その幅広い見識ならびに
一般消費財製品の企画・開発、市場調査・分析、マーケティングなどに関する
豊富な経験と実績が、当社の経営体制の一層の充実に反映されると判断した
ためです。

13回中13回 ̶

国税庁などにおいて要職を歴任しており、その幅広い見識ならびに税務に関する
豊富な経験と実績が、当社の経営体制の一層の充実に反映されると判断した
ためです。

吉田 寿彦
（社外取締役） 13回中13回 ̶

弁護士として企業法務などに関する豊富な経験と実績および高い見識を有して
おり、これらが当社の経営体制の一層の充実に反映されると判断したためです。

友常 理子
（社外取締役）
2018年6月就任

̶ ̶

労働省入省後、静岡県副知事を務めたことがあり、その後も厚生労働省などに
おいて要職を歴任しており、その幅広い見識ならびにこれまでの豊富な職歴
による経験と実績が、当社の監査体制の一層の充実に反映されると判断した
ためです。

北井 久美子
（社外監査役） 13回中13回 13回中13回

　当社の取締役会は9名で構成され、うち2名が社外取締役

です。社外取締役については、持続的な成長と中長期的な

企業価値向上のために、2016年6月開催の第105回定時

株主総会における決議を経て、複数選任体制としました。

　また、経営環境への迅速な対応、取締役の経営責任の明確

化のために、取締役の任期は1年としています。

　取締役会の実効性についてはその運営面を中心として

評価を行っており、その概要については当社ウェブサイト※

などで開示しています。

　当社の監査役会は5名で構成され、うち3名が社外監査役

です。当社の監査役および監査役会は、その役割および責務

の遂行について、独立した客観的な立場から適切な判断を

行うこととしています。

　また、監査役は、取締役会や各種の重要な経営会議への

出席や経営陣および内部監査部門等との意見交換の場など

を通じて、会計監査や業務監査を適切に行うだけではなく、

必要と判断したときは、経営陣に対して様々な提言を行う

こととしています。

※1 みなし配当性向＝配当総額／（連結営業利益×（1－法定実効税率））
※2 当社ウェブサイト「コーポレート・ガバナンス」参照
http://ir.takara.co.jp/ja/Management_index/CorporateGovernance.html

※ 当社ウェブサイト「コーポレート・ガバナンス」参照
http://ir.takara.co.jp/ja/Management_index/CorporateGovernance.html

※ 「宝ホールディングス コーポレートガバナンスポリシー」に記載

タカラバイオ
連絡会議

取締役会
（9名）

（うち社外取締役2名）

株主総会

コーポレートガバナンス体制

監査役および監査役会

独立役員の選任状況

取締役および取締役会

2. コーポレートガバナンスの取り組み
Section 4 ESG課題への取り組み

コーポレートガバナンスの
取り組み
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役員報酬

　取締役および監査役の報酬については、株主総会で決議さ

れたそれぞれの報酬総額の限度額の範囲内において、取締役

会で承認された「役員報酬内規」に基づいて決定しています。

取締役の報酬額は、役職位に応じた役付部分と、役位ごとの

基準金額をもとに各取締役の前期の業績評価の点数に応じ

て決定される業績評価部分からなり、業績評価部分の取締役

個々の業績評価は、代表取締役社長が他の代表取締役との

協議を経て行うこととしています。また、監査役の報酬額は、

監査役の協議により決定しています。

　「役員報酬内規」の改定は、取締役に関する部分は取締役

会の決議、監査役に関する部分は監査役の協議を経るもの

としています。

　宝グループでは、誠実で公正な企業活動を確保するため、

社長を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置し、

グループ全体のコンプライアンス推進体制の強化を図って

います。そして、「宝グループコンプライアンス行動指針」に

基づき、グループ各社が適正に法・社会倫理を遵守し、危機

管理に対応することで、宝グループ全体が企業の社会的責任

を果たし、企業価値を向上させることを目指しています。

　法令違反や不正行為を発見した場合の通報窓口として

設置している「ヘルプライン」には、社内（総務部）と社外

（第三者機関）の二つの窓口を設け、相談者が不利益な取り

扱いを受けることがないよう、「公益通報者保護法」と「ヘルプ

ライン規程」に基づいて運用されています。寄せられた通報

に対しては、秘密保持に十分に配慮したうえで調査し、確認

された事実関係に基づき適切に対応しています。

コンプライアンス

リスク管理体制の状況

　当社は、2007年6月28日開催の当社第96回定時株主総会

における承認可決により、当社および当社グループの企業

価値、ひいては、株主の皆様の共同の利益を確保し、また

は向上させることを目的として、当社取締役会の事前の

賛同を得ずに行われる当社株券等の大規模な買付行為に

対する対応方針（買収防衛策）を導入しました。

　以後、2010年6月29日開催の当社第99回定時株主総会

および2013年6月27日開催の当社第102回定時株主総会

において、買収防衛策の一部変更および継続についてそれ

ぞれ承認可決され、またその後2016年5月9日開催の当社

取締役会において新たに独立委員会を設置するなど内容を

一部変更して継続することを決議し、2016年6月29日開催

の当社第105回定時株主総会において承認可決されました。

　その内容については、当社ウェブサイト※ならびに有価証

券報告書に掲載しています。

当社株券等の大規模な買付行為に対する
対応方針（買収防衛策）について

　宝グループでは、平時より職場を総点検し、リスクを洗い

出すことで、優先順位を付けながらリスクの顕在化防止と

軽減に努めています。こうした活動は毎年繰り返し実施し、

その結果をコンプライアンス委員会で報告しています。

　また、人命・身体に危険が及ぶおそれのある事態、企業の

信用や資産に重大な影響が及ぶおそれのある事態などが

発生した場合は、緊急対策本部を設置するとともに、各部署

が連携し、迅速かつ的確に対応します。

　一方で、大規模地震の発生を想定し、事業継続計画（BCP：

Business Continuity Plan）を策定しています。具体的な

対策としましては、自家発電装置導入による生産拠点での

電力確保や情報伝達の確実性向上、被災時のバックアップ

オフィスの準備などに対応しているほか、計画に基づく訓練

の実施により実効性を確認しています。

　今後も、大規模地震以外の災害についての検討も含め、

継続的に事業継続計画の改善に取り組んでいきます。

リスクマネジメント

（注）1. 取締役の報酬などの額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は
含まれていません。

　　2. 取締役の報酬限度額は、固定報酬額については、2017年6月29日
開催の第106回定時株主総会において年額136百万円以内（うち社外
取締役分20百万円以内）、業績連動報酬額（社外取締役以外の取締役
を対象）については、2015年6月26日開催の第104回定時株主総会
において年間につき前事業年度の連結営業利益の1％相当額以内
（ただし、これらの額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含ま
ない）と決議いただいています。また、監査役の報酬限度額は、2017年
6月29日開催の第106回定時株主総会において、年額120百万円以内
と決議いただいています。

取締役および監査役の報酬など（2018年3月期）

取締役
（うち社外取締役）

役員区分
対象人数対象人数 総額（百万円）

業績連動報酬額固定報酬額

総額（百万円）

合計
（百万円）

監査役
（うち社外監査役）

合計
（うち社外役員）

9名
（2名）

5名
（3名）

14名
（5名）

97
（11）

73
（39）

171
（50）

7名
（-）

-
（-）

7名
（-）

74
（-）

-
（-）

74
（-）

172
（11）

73
（39）

245
（50）

当社の上場子会社タカラバイオについて

コーポレートガバナンスに
重要な影響を与えうる特別な事情

　2018年6月28日現在、当社は、タカラバイオ株式会社

（東証一部、コード番号4974）の議決権の60.9％を所有する

親会社であり、当社と同社の関係は以下の通りです。

① 当社グループにおけるタカラバイオ株式会社の位置付け
　タカラバイオ株式会社は、2002年4月1日に、物的分割の

方法により当社の100％子会社として設立しました。その

後、当社の議決権所有比率は、同社による第三者割当増資、

公募増資、新株予約権付社債の発行などにより、現在の議決

権所有比率となっています。

　2018年6月28日現在、当社グループは、当社、子会社63社、

および関連会社2社で構成され、その中でタカラバイオ

株式会社はバイオテクノロジー専業の事業子会社として位置

付け、当社グループとしてバイオ事業を推進しています。

② 当社のグループ会社管理について
　タカラバイオ株式会社についても、前述の「グループ会社

管理規程」を適用し、同社の取締役会において決議された事項

等の報告を受けていますが、取締役会決議事項の事前承認

などは求めておらず、同社が独自に事業運営を行っています。

　また、「グループ戦略会議」、「タカラバイオ連絡会議」など

の会議体には、必要に応じてタカラバイオ株式会社の代表

取締役、役員、執行役員などの出席を求めていますが、これら

の会議体は、グループ全体の方針についての討議や、グループ

会社間の報告を目的としたものであり、同社の自主性・独立

性を妨げるものではありません。

※ 当社ウェブサイト「買収防衛策」参照
http://ir.takara.co.jp/ja/Management_index/TakeoverDefense.html

2. コーポレートガバナンスの取り組み
Section 4 ESG課題への取り組み

社外取締役メッセージ
MESSAGE

ステークホルダーの皆様の視点に立って、意見を発言してまいります。

（2016年6月29日就任）

吉田 寿彦
社外取締役

当社グループは、2017年7月に宝酒造の海外事業
を独立させ宝酒造インターナショナルを設立する
など、グループ内の事業セグメントを明確化しました。
この体制のもとで、長期経営ビジョンの目標達成に
向け、その最終ステップである「中期経営計画2019」
に取り組み、環境変化に強いバランスのとれた事業
構造を構築していきます。国内事業、海外事業および
バイオ事業それぞれで異なる事業環境のもと、各社
が適切に事業を推進し、グループ全体の企業価値の

向上を図るべく、宝ホールディングスが経営資源の
効率的配分をはじめ、グループ全体の経営を担ってい
くことになります。
今後とも、的確な内部統制とコンプライアンスの
徹底を基礎に、新たなセグメントのもとで適切な経営
判断が行われ、宝グループの持続的な成長と企業価値
の向上が図られるよう、ステークホルダーの皆様の
視点に立って、社外取締役として必要な意見を発言
してまいります。

コンプライアンスの充実とコーポレートガバナンスの強化に努めます。

友常 理子
（2018年6月28日就任）

社外取締役

このたび、当社の社外取締役に就任いたしました
友常理子です。当社は現在、長い歴史を持つ国内
酒類事業に留まらず、海外やバイオ分野にも積極的に
事業を展開していますが、同時に、社会・環境側面の
活動にも早くから取り組んできました。1979年、他社
に先駆けて環境活動を始め、その後も公益信託による
自然保護活動・研究の支援や次世代に向けた環境教育
活動を継続的に行っているほか、社内でもワークライフ
バランス実現や女性活躍推進に力を入れています。

私はこれまで、弁護士として、各企業の特性をふま
えた法的アドバイスを心がけてまいりました。また、
自衛隊員倫理審査会委員として、現場を視察しつつ、
効率的な組織運営とコンプライアンスの両立を考え
てまいりました。今後は、こうした経験を活かし、
コンプライアンスの充実とコーポレートガバナンスの
強化に努めることで、当社のより一層の企業価値
向上に貢献できるよう精一杯取り組んでまいります。
どうぞよろしくお願い申しあげます。
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渡邉 酉造（62歳） 山中 俊人（57歳）

常勤監査役（社外監査役）

2012年 4月 （株）みずほ銀行営業店
業務第三部長

2013年 4月 同行グループ人事部審議役
　　　　6月 同行退職

常勤監査役（現職）
宝酒造（株）監査役

北井 久美子（65歳）

監査役（社外監査役）

2005年 8月 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
2007年 8月 同省退官

中央労働災害防止協会専務理事
2011年 5月 同協会理事退任
2011年 6月 監査役（現職）

宝酒造（株）監査役
2014年 7月 勝どき法律事務所弁護士（現職）

鷲野 稔（63歳）

常勤監査役

1978年 4月 当社入社
2003年 4月 法務グループ

ジェネラルマネージャー
2012年 4月 総務部長
2014年 6月 取締役

宝酒造(株)取締役
2017年 6月 常務取締役
2018年 6月 常勤監査役（現職）

大宮 久（75歳）

代表取締役会長

1968年 4月 当社入社
1974年 4月 開発部長
　　　　5月 取締役
1982年 6月 常務取締役
1988年 6月 専務取締役
1989年 7月 バイオ事業部門本部長
1990年 4月 東地区酒類事業部門本部長
1991年 6月 代表取締役副社長
1993年 4月 酒類事業部門本部長
　　　　6月 代表取締役社長
2002年 4月 宝酒造（株）代表取締役社長

タカラバイオ（株）取締役会長（現職）
2012年 6月 代表取締役会長（現職）

宝酒造（株）代表取締役会長（現職）
2017年 7月 宝酒造インターナショナル（株）

代表取締役会長（現職）

仲尾 功一（56歳）

取締役

1985年 4月 当社入社
2002年 4月 タカラバイオ（株）取締役
2003年 6月 タカラバイオ（株）常務取締役
2004年 6月 タカラバイオ（株）専務取締役
2007年 6月 タカラバイオ（株）代表取締役副社長
2009年 5月 タカラバイオ（株）代表取締役社長（現職）

Takara Bio USA Holdings Inc.
代表取締役社長（現職）

　　　   6月 取締役（現職）

柿本 敏男（67歳）

代表取締役副会長

1973年 4月 当社入社
1998年 4月 製造部長
2003年 6月 宝酒造（株）取締役
2004年 6月 宝酒造（株）常務取締役
2010年 6月 代表取締役副社長

宝酒造（株）代表取締役副社長
2012年 6月 代表取締役社長

宝酒造（株）代表取締役社長
2017年 6月 宝酒造（株）取締役（現職）
2017年 7月 宝酒造インターナショナル（株）

取締役（現職）
2018年 6月 代表取締役副会長（現職）

木村 睦（55歳）

代表取締役社長

1985年 4月 当社入社
2002年 4月 タカラバイオ（株）取締役
2004年 6月 タカラバイオ（株）常務取締役
2007年 6月 タカラバイオ（株）専務取締役
2009年 6月 タカラバイオ（株）

代表取締役副社長
2014年 6月 取締役

宝酒造(株)専務取締役
2016年 6月 代表取締役副社長
2017年 6月 宝酒造（株）取締役（現職）
2017年 7月 宝酒造インターナショナル（株）

代表取締役社長（現職）
2018年 6月 代表取締役社長（現職）

髙橋 秀夫（56歳）

取締役
人事、総務、環境広報、品質保証担当

1985年 4月 当社入社
2012年 4月 人事部長
2017年 6月 執行役員人事部長
2018年 6月 取締役（現職）

宝酒造（株）監査役（現職）

友常 理子（46歳）

取締役（社外取締役）

2002年10月 田辺総合法律事務所入所
2010年  4月 自衛隊員倫理審査会委員（現職）
2013年  4月 田辺総合法律事務所パートナー

（現職）
2018年  6月 取締役（現職）

吉田 寿彦（63歳）

取締役（社外取締役）

2014年 7月 国税庁高松国税局長
2015年 7月 同庁退官
2015年 8月 吉田寿彦税理士事務所

税理士（現職）
2016年 6月 取締役（現職）

宝酒造（株）取締役

村田 謙二（58歳）

取締役

1983年 4月 当社入社
2005年 4月 宝酒造（株）SＣＭ部長
2010年 6月 宝酒造（株）取締役

技術・供給本部長
2014年 6月 宝酒造（株）常務取締役

調味料・酒精事業本部長
2016年 6月 取締役（現職）

宝酒造（株）代表取締役副社長
2017年 6月 宝酒造（株）代表取締役社長（現職）

常勤監査役

1978年 4月 当社入社
2003年 6月 宝酒造（株）技術グループ 

ジェネラルマネージャー
2007年 4月 宝酒造（株）黒壁蔵工場長
2009年 4月 宝酒造（株）執行役員黒壁蔵工場長
2011年 4月 宝酒造（株）執行役員松戸工場長
2013年 4月 宝酒造（株）執行役員品質保証部長
2015年 6月 常勤監査役（現職）

宝酒造（株）監査役

役員（2018年6月28日現在）

監査役

取締役

三枝 智之（62歳）

常勤監査役（社外監査役）

2011年 6月 農林中央金庫監事
2013年 6月 同金庫監事退任

監査役
宝酒造（株）常勤監査役

2017年 6月 常勤監査役（現職）

森 圭助（55歳）

取締役
事業管理、IR、経理･シェアードサービス、
事業支援･IT推進担当

1985年 4月 当社入社
2008年 4月 業務革新推進部長
2011年 4月 経営企画部長兼務
2012年 4月 事業管理部長（現職）
2017年 6月 執行役員事業管理部長
2017年 7月 宝酒造インターナショナル（株）

監査役（現職）
2018年 6月 取締役（現職）

2. コーポレートガバナンスの取り組み
Section 4 ESG課題への取り組み
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