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持続的な成長と
さらなる飛躍を目指して

「宝グループ中期経営計画2019」
の進捗状況

中長期的な成長に向けて
着実に歩みを進めています。
当社グループでは、2011年4月に策定した10年間の長期

利益率向上に取り組み、最注力カテゴリーである清酒において、
2018年
（1-12月）
の国内出荷数量で初の業界首位を獲得しま

2017年4月から2019年度
（2020年3月期）
を最終年度とする

してのポジションをさらに強固なものとしました。しかしながら

「宝グループ中期経営計画2019」
を推進しています。本中計

実際は市場全体が縮小傾向にあり、宝酒造も清酒カテゴリーに

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・

おいて対前期で減収となったなかでの首位獲得であり、手放し

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

で喜べるものではありません。次期
（2020年3月期）
も技術で

商品やサービスを多数揃えることで、他社に勝てる分野を数多く

差異化された商品開発に継続的に取り組むことで、売上高の拡

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

大とさらなるシェアの獲得を目指していきたいと考えています。
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連結売上高
（百万円）

売上高前期比

百万円

+9,301
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連結営業利益
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3月期実績

調整額

その他

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

宝酒造

2018年
3月期実績

2019年
3月期実績

調整額

その他

に取り組みました。海外酒類事業は、米英で展開するウイスキー

−291

268,142

タカラバイオ
グループ

カンパニーとなることを目指し、事業規模の拡大と基盤整備

+128

+2,617

宝酒造
インターナショナル
グループ

中計２年目にあたる当期
（2019年３月期）
は、各事業セグ

+2,191

（百万円）

277,443
−3,669

宝酒造

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

営業利益前期比

百万円

+1,908
+7,116

2018年
3月期実績

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

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。
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2019年3月期連結業績の事業セグメント別増減内訳

した。今回、16年ぶりの首位交代を実現し、焼酎、みりんに続
いて清酒でもトップシェアとなることで、
「和酒No.1メーカー」
と

メントで事業戦略に沿った諸施策を着実に進めました。

木村 睦

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

経営ビジョン
「宝グループ・ビジョン2020」
の実現へ向け、

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、

7

宝酒造では、国内の酒類・調味料市場で
「和酒No.1メーカー」

宝ホールディングス株式会社
代表取締役社長
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の販売が好調に推移したものの、清酒の販売については力

道を描き始めたタイミングでのこの決断により、自分たちの進

強さを欠く水準でした。海外の清酒市場全体は、日本からの

むべき方向がより明確になり、成長スピードをさらに加速

輸出品を中心に引き続き拡大しており、当社グループも従来

させることができると確信しています。

「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

の現地生産品主体のビジネスモデルに上乗せする形で、日本か

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

当期（2019年3月期）
の業績総括

らの輸出の強化に早急に取り組む必要があります。一方、海外
日本食材卸事業は、引き続き順調に売上高を拡大し、運送費や

事業基盤を確立する。

3つの主要セグメントで増収増益となり
過去最高の売上高・営業利益を更新しました。

人件費等のコストが、事業拡大に伴う先行投資も含めて増加
したものの、それらを吸収して増益となりました。今後も物流

定量目標

ナショナルグループ
（海外事業）
が好調に推移したことに加え、

の構築を最優先にスピード感を持って取り組みます。
タカラバイオグループでは、グローバル企業かつ再生医療

タカラバイオグループ
（バイオ事業）
においても前述の遺伝子

等製品企業としてのプレゼンスを向上させるべく、各事業

治療薬に関する共同開発・独占販売契約にかかる対価料の

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

受領などにより収益が拡大し、３つの主要事業セグメントの

産業支援事業では、主力の研究用試薬が海外を中心に好調に

すべてで増収増益を達成することができました。

事業が大きく伸長しました。遺伝子医療事業では、大塚製薬

（前期比3.5%増）
と、前期に続いて過去最高を更新しました。

株式会社との共同開発・独占販売契約に伴う対価料の受領や

利益面でも、営業利益は178億04百万円（同14.0%増）、

治験製品の売上などが収益に大きく寄与したほか、2019年

経常利益は183億59百万円
（同14.1%増）
と、いずれも過去最高

3月には国内でのメラノーマを対象とした腫瘍溶解性ウイルス

となりました。一方、親会社株主に帰属する当期純利益につい

C-REVの製造販売承認申請を行うなど、長年取り組んできた

ては、前期に計上した関係会社株式売却益の反動により特別

遺伝子治療の実現にあと一歩というところまできました。

利益が減少し、また2018年9月の台風による被災や、前述の

宝酒造（国内事業）

株式会社へ、タカラバイオグループのキノコ事業を株式会社
雪国まいたけへ、それぞれ事業譲渡しました。宝グループとし
ては国内、海外、そしてバイオの３つの事業セグメントに集中

%以上

営業利益目標

62

億円以上

億円以上

営業利益目標

売上高目標

830

52

億円以上

億円以上

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。
営業利益目標

売上高目標

タカラバイオ
グループ
（バイオ事業）

次期（2020年3月期）
の取り組みと業績見通し

現下の課題克服と将来に向けた
成長投資に取り組みます。

1,600

宝酒造インターナショナル
グループ
（海外事業）

健康食品の通信販売を行っていた宝ヘルスケア株式会社と
タカラバイオグループの健康食品事業をシオノギヘルスケア

35

億円以上

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。

したことなどから、
104億11百万円
（同5.6%減）
となりました。

当期に事業ポートフォリオの見直しを行いました。具体的には、

187

億円以上

海外売上高比率

売上高目標

医食品バイオ事業の譲渡に伴う減損損失を特別損失に計上

またグループ全体の経営資源のさらなる集中を図るため、

営業利益

事業戦略

この結果、宝グループの連結売上高は2,774億43百万円

推移したほか、CDMO
（再生医療等製品の開発・製造支援）

売上高

2,950

当期の当社グループは、宝酒造
（国内事業）
、宝酒造インター

拠点の拡充など先行投資は続きますが、食材卸ネットワーク

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、

385

60

億円以上

億円以上

「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。

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。

することで成長戦略をより一層推し進め、タカラバイオグ

「宝グループ中期 経 営 計 画 2019」の最 終 年 度となる

ループにとっても遺伝子医療事業が黒字化し、新たな成長軌

次期、宝酒造では、技術で差異化された商品開発に引き

経営基盤
強化

（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

中期経営計画2019定量目標との比較
連結売上高
（百万円）

連結営業利益

実績・計画
中期経営計画目標値

277,443
268,142

（百万円）

295,000

長期経営
ビジョン

海外売上高比率

実績・計画
中期経営計画目標値

（%）

実績・計画
中期経営計画目標値

2020年計画値

19,000

35.1

17,804

2020年
計画値

33.0

18,700

290,000

「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

2020年計画値

36.0

35.0

第１ステップ

第2ステップ
2011.4〜2014.3

宝グループ 中期経営計画2013

2,095 億円
営業利益
94 億円
海外売上高比率
13.0 %
売上高

15,612

2017

9

22.2

13,551

234,193
2018
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2019

2020 （3月期）
（計画）

2017

2018

2019

2020 （3月期）
（計画）

2017

（2014年３月期）

2018

2019

長期経営ビジョン

宝グループ・ビジョン
第3ステップ
2014.4〜2017.3

宝グループ 中期経営計画2016

2,341 億円
営業利益
135 億円
海外売上高比率
22.2 %
売上高

（2017年３月期）

2017.4〜2020.3

宝グループ 中期経営計画2019
売上高
営業利益

2,950
187
35.0

海外売上高比率

2020
の実現

億円以上
億円以上
%以上

（定量目標）

2020 （3月期）
（計画）
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続き注力し、市場シェアをさらに高めることで
「和酒No.1

目標には未達となりますが、営業利益、海外売上高比率は

メーカー」
としてのポジションをさらに盤石なものとします。

目標を上回る見通しです。

当期にトップシェアを獲得した清酒に関しては、重点商品の
“スパークリング清酒
「澪」
”や、家庭向けの“松竹梅
「天」
”、近年
人気の高まる純米酒や吟醸酒といった特定名称酒カテゴ
リーでの新商品育成など、各方面に抜け・モレのない商品
戦略を継続し、売上高拡大を実現します。成長著しいソフト

資本政策と株主還元について

成長投資と株主還元の充実に
努めていきます。

環境（Ｅ）
の側面では、穀物や水、微生物といった様々な

でしたが、2019年３月期には約35％となりました。そして、

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、

宝グループで働く約4,500人の社員のうち、海外で働く社員

豊かな自然環境が保たれることは、グループ存続の大前提で

が約2,200人とほぼ半数を占めるまでになりました。

あるという考えのもと、
「宝グループ環境方針」
を定め、環境

こうした変化のなか、当社グループでは、2017年3月に開館

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

した
「宝ホールディングス歴史記念館」
において、国内外の

目指して取り組みを進めています。

社員に対し、これまでの当社グループの歩みを学ぶ研修プロ

社会
（Ｓ）
の側面では、安全・安心な商品やサービスの提供

グラムを行っています。当社グループの歴史は、先達が新しい

アルコール飲料（RTD）市場に向けては、
「樽貯蔵熟成酒」

「宝グループ中期経営計画2019」
では、
「健全な財務体質

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

価値観や環境の変化、困難な局面などに柔軟に対応しながら、

など宝 酒 造の強みを活かした商 品 展 開で、独自のポジ

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

一つひとつ課題を乗り越えてきたチャレンジの歴史です。

ションを構築していきます。

を実施することによってROEを向上させ、適正な株価水準

に注力しています。

その歴史を学ぶことで、社員全員が現在のめまぐるしい環境

宝酒造インターナショナルグループでは、日本からの清酒の

を実現する」
ことを財務方針に掲げています。株主の皆様

コーポレートガバナンス
（Ｇ）
については、透明・公正かつ

輸出強化に取り組みます。“スパークリング清酒
「澪」
”をはじめ

への利益還元については、配当総額の税引後連結営業利益

迅速・果断な意思決定を行うために、
「宝ホールディングス

これからも価値を創造し続けていく組織であるために、歴史

とする国内有力商品の海外展開強化や純米酒など海外専用

として30%を目安に配
に対する比率を
「みなし配当性向 」

コーポレートガバナンスポリシー」
を定め、ステークホル

記念館の研修を通じて、拡大する組織において希薄化しがち

商品の開発・育成による輸出の拡大と、米国、中国での現地

当する方針としており、これに基づき当期は、前期より2円

ダーの皆様と積極的な対話を行うことで、信頼関係の構築

なグループの一体感を醸成しています。

生産による“地の利”を活かした生酒や冷用酒の販売強化を、

増配となる1株当たり18円の配当を実施しました。

を目指しています。なお、
取締役会の実効性をさらに高める

現在、新しい長期経営ビジョンと中期経営計画策定の

※

変化にも対応できるようなチャレンジ精神を養うとともに、

両輪で進めます。また海外日本食材卸事業では、欧米の新規

また次期の配当につきましては、当期から1株当たり2円

べく、
2019年6月開催の第108回定時株主総会をもって

ための準備を進めています。今後の持続的な成長のため、

エリアへの拠点進出や既存拠点の機能拡充によるネット

増配となる20円を予想しております。次期の業績予想に

社外取締役を1名増員し、取締役会に占める独立社外取締役

そして宝グループがさらに飛躍するためのビジョンをステーク

ワークの拡大に、引き続き注力します。

基づき試算したROEは7.1%程度となる見込みですが、自己

の割合を3分の1以上としました。

ホルダーの皆様と共有し、掲げた目標を達成していきたいと

タカラバイオグループでは、バイオ産業支援事業の成長エン

株式の取得や政策保有株式の売却などの施策も状況に応じ

今後も事業活動を通じて、SDGs
（持続可能な開発目標）
などに

ジンであるCDMO事業のさらなる拡大に注力するとともに、

機動的に実施することで、ROEの向上を目指します。

示される様々な社会課題の解決に向けて継続的に取り組み、

遺伝子医療事業では、当期に国内でのメラノーマを対象と

※ みなし配当性向＝配当総額／
（連結営業利益 （1-法定実効税率）
）

ESG情報に係る適切な情報開示も進めていきます。

ESG（環境・社会・ガバナンス）
への取り組み

ステークホルダーへのメッセージ

事業を通じた価値創造により持続可能な
社会の発展に貢献していきます。

持続的な成長に向けて
新たなビジョンを描いていきます。

考えています。
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、
何卒よろしくお願い申しあげます。

した製造販売承認申請を行った腫瘍溶解性ウイルスC-REV
をはじめ、がん免疫遺伝子治療薬CD19・CAR、NY-ESO-1・
siTCR®といった各プロジェクトの着実な進行に努めます。
またその一方で、新たな臨床開発プロジェクトの早期立ち
上げなどに向け、基盤技術の開発を推進してまいります。
そして、本中計の目標達成に向けて注力する一方で、将来
のさらなる事業成長に向け、各事業への成長投資も継続し

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することを目指しています。

ます。国内では、拡大するソフトアルコール飲料市場に対し、
缶チューハイの生産ラインの増設を進めており、2019年9月

ます。またバイオ事業においても、今後さらなる成長が期待
される再生医療分野に向け、CDMO事業の新施設建設を

みなし配当性向

連結業績は、売上高2,900億円（前期比4.5%増）、営業利
益190億 円
（同6.7%増）
、経 常 利 益195億 円
（同6.2%増）、

ビジョン2020」
を策定し、
「国内外の強みを活かせる市場で
を確立する」
ことを目標に取り組みを進めてきました。

29.3

（％）

みなし配当性向

（円）

配当金

％

配当金

18.0

この長期経営ビジョンがスタートして８年が経過しましたが、
円

20.0

ついては、例えば当期の事業セグメント別の営業利益の構成
比でみると、宝酒造が約33％、宝酒造インターナショナル

16.0

グループが約25％、タカラバイオグループが約31％と、我々

30.5

13.0
28.0

宝グループの事業ポートフォリオ、国内外の地理的ポート
フォリオは大きく変化しています。事業ポートフォリオに

18.0

進めており、2019年12月に本格稼働となる計画です。
こうした取り組みも踏まえ、中計最終年度となる次期の

当社グループは、
2011年4月に長期経営ビジョン
「宝グループ・
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

株主還元の状況

の稼働を予定しています。海外では、さらなる事業拡大を
念頭に、海外日本食材卸事業の物流機能の拡充を進めてい

宝ホールディングス株式会社
代表取締役社長

が目指すバランスがとれた姿に近づいてきました。さらに
29.6

国内外の地理的ポートフォリオについても、連結売上高の海外

29.3

親会社株主に帰属する当期純利益107億円
（同2.8%増）
の

売上高比率は、長期経営ビジョン策定時の８年前は約８％

増収増益を見込んでおり、３つの主要事業セグメントのす
べてで増収増益、海外売上高比率は36%となる計画です。
売上高は、当期の事業譲渡の影響などから本中計の定量
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