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次 世 代 の 住 環 境 を 見 据 え 、
新 し い 庭 文 化 を 創 造 す る 。

　私たちタカショーグループは1980年創業以来、
ガーデニング＆エクステリアを心豊かな生活文化と
捉え、“ハート＆アート”を基本テーマに様々な庭空間
を皆様にお届けしてまいりました。それは暮らしに新
鮮な風を吹き込み、庭での暮らしに関わるすべての
人々の笑顔を育むライフスタイルのご提案に他なり
ません。
　日本の四季やわびさびの美学が息づく、静寂で凛
とした和の庭園づくり。自然の鮮やかな色彩を楽し
む、華やかな洋のガーデニング。アジアとヨーロッパ

の文化が重なり合うニュージャパネスクの世界……。
私たちは国内外に広がるグループネットワークを活
かし、地球規模であらゆるエレメントを融合させて、
既存の枠を超えた独自の世界を創り上げ、永く受け
継がれる空間づくりを目指してまいります。
　また“自然との共生による循環型社会の実現”も私
たちの大きなテーマのひとつです。リーディングカン
パニーとしての誇りと責任を胸に、商品づくりはもち
ろん、企業活動全体の姿勢としてグループ一丸とな
って環境対応に取り組んでまいります。

心Heart
五つのこだわりに
真心こめて、
心がなごむ庭づくり

風Wind
それは木々や草花を
揺らし、季節を運び、
人と自然を包みます。

光Bright
それは世界を彩り、
夢を織りなし、
人と自然を照らします。

水Stream
それは生命を吹き込み、
季節を充たし、
人と自然を潤します。

緑Green
それは大地に根ざし、
大地を被い、
人と自然を癒します。
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株主の皆様へ

代表取締役社長

高岡 伸夫

日頃はタカショーの経営にご理解賜り、厚く御礼
申しあげます。

おかげさまで、1980年に会社を設立してから35
周年を迎えることができました。

事業展開としては、従来のガーデン分野に加え3
年前より金属エクステリア分野に本格的に展開し、
美しい情緒性のあるエクステリア製品をハウスメー
カー様や専門店様に向けて、販売を開始しました。
また、一般住宅以外の分野である、ホテル、レストラ
ンを始めとする商業施設や病院といったあらゆる施
設に対しても、新商品のエバーアートボードや従来
商品のエバーアートウッドなどの情緒性のある外装
用装飾建材を自社製造することにより、展開を始め
ております。これは、近年の増資による投資活動とし
て、工場や生産設備に積極的に力を入れてきたこと
が結果として出てきています。

さらに、LED照明は、ローボルトライト（12v低電
圧照明）が住宅分野で大きくシェアーを持つまでに
なりました。また、商業施設用として、さらに明るく、
そして光の距離が長い性能を持ったローボルトコン
トラクト（24v低電圧照明）を本年4月中旬に発売す
る予定となっております。

海外においては、本年2月3日にアメリカのペンシ
ルべニア州に当社の孫会社となる「ベジトラグUSA
株式会社」をイギリスの100％子会社「ベジトラグ株
式会社」の出資により設立いたしました。北米エリア

の市場に向け、自社中国工場で製造されたインター
ナショナルブランドの商品を投入してまいります。

そして、これからは、高齢化や医療、介護などの課
題に対して、健康寿命を平均寿命に近づけるための
暮らしのデザインやライフサポートを取り込んだ

「ガーデンセラピー（庭における心身の健康・癒し）」
をコンセプトにガーデン＆エクステリアのデザイン、
家と庭のデザインを考え、それらを提供できるメー
カーとして大きな成長をしてまいります。

そのような空間を実際に見学できる専門的なショ
ールームとして、JR北戸田駅（埼玉県戸田市）の前
に首都圏ショールームを本年9月頃の新設オープン
を予定に進めております。従来の東京、横浜のショ
ールームに加え、ここでは研修所やモデル店として
も役目を備えています。

これはすべて、一万人を越える株主様の投資のお
かげであると考えております。これからも、長くお持
ちいただける株主様を大事にさせていただきなが
ら、慎重かつ積極的に再投資をし、また成長させな
がら利益を出せる会社を目指してまいります。まだ
まだ未熟なところもありますが、しっかりと成長して
いけるタカショーグループでありたいと考えており
ます。

今後とも、ますますのご指導、ご鞭撻の程よろしく
お願い申しあげます。

株主の皆様には、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあ
げます。
さてここに、2014年1月21日から2015年1月20日までの「第35期事業
報告書」がまとまりましたので、ご報告させていただきます。

～次の時代を見据えた経営政策として～
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会社の概要／株式の状況　（2015年1月20日現在）

会社の概要

商　号 株式会社タカショー
TAKASHO CO.,LTD.

本　社 和歌山県海南市南赤坂20番地1

設　立 昭和55年8月

資本金 1,307,776,000円

従業員 291名（133名）
※注  （　）は臨時雇用者数であります。

事業内容 環境エクステリア（インドアおよびアウト
ドア庭園、緑化）に関する製品の企画開発・
ガーデン用品の輸出入販売・エクステリア
商品のソフトウェア開発販売・CAD,C.G.
ソフトウェアの提供および処理業務

役員

代表取締役社長 高　岡　伸　夫

常 務 取 締 役 平　松　　　昇

取 締 役 高　岡　淳　子

取 締 役 寒　川　　　浩

取 締 役 宮　本　和　紀

取 締 役(社 外) 山　田　拓　幸

監 査 役(常 勤) 鈴　木　鉄　志

監 査 役(社 外) 宮　尾　文　也

監 査 役(社 外) 嶋　津　裕　介

株式の状況
発行可能株式総数 ..............................................26,000,000株
発行済株式の総数 ..............................................12,278,452株

（自己株式101,362株を除く。）

当期末株主数 .............................................................12,246名

大株主 （上位10名）

株主名 持株数
高岡伸夫 2,090 千株

株式会社タカオカ興産 850
タカショー社員持株会 516
株式会社紀陽銀行 242
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 194
橋本総業株式会社 169
高岡淳子 135
吉田茂雄 122
高岡マサヱ 116
浅川文明 116

金融機関
7名

証券会社
22名
その他の法人
64名

外国法人等
23名

自己名義株式
1名

金融機関
750,980株
証券会社
93,807株

その他の法人
1,299,161株

外国法人等
15,600株

自己名義株式
101,362株

個人その他
12,129名

個人その他
10,118,904株

所有
株式数 株主数

株式分布状況
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タカショーの事業展開
独自の商品開発力でガーデニング市場をリード

Australia

ChinaEurope
America

東北支店

埼玉営業所
東京本部・東京支店

北関東営業所

札幌営業所

北陸営業所

大阪営業所

広島支店

名古屋支店

横浜営業所

本社・関西営業所
四国営業所

九州支店

新潟三条営業所
新潟営業所

Australia

ChinaEurope
America

東北支店

埼玉営業所
東京本部・東京支店

北関東営業所

札幌営業所

北陸営業所

大阪営業所

広島支店

名古屋支店

横浜営業所

本社・関西営業所
四国営業所

九州支店

新潟三条営業所
新潟営業所

Global Network From Kainan

海外タカショーグループ
天津高秀国際工貿有限公司
佛山市南方高秀花園製品有限公司
上海高秀園芸建材有限公司
満洲里高秀木業有限公司
浙江東陽高秀花園製品有限公司
江西高秀進出口貿易有限公司
九江高秀園芸製品有限公司
浙江正特高秀園芸建材有限公司
有限会社タカショーヨーロッパ
ベジトラグ株式会社
タカショーオーストラレイジア株式会社

広州オフィス
上海オフィス
台湾オフィス
コリアオフィス
ベトナムオフィス
シドニーオフィス

海外販売
●ドイツ他EU諸国 ●中国 ●韓国
●台湾 ●シンガポール ●オーストラリア

海外提携
●アメリカ ●イギリス ●イタリア
●オランダ ●ドイツ ●スペイン
●ブラジル ●オーストラリア ●台湾 ●ベトナム

国内タカショーグループ

販売・施工グループ
トーコー資材株式会社
●ガーデン、園芸用品の販売、施工
●当社商品の販売、施工、展示場

デジライト販売株式会社
●LEDブランドサインの販売

ガーデンプラン
株式会社青山ガーデン
●ガーデンエクステリアにおけるデザインソフトの販売
●ガーデニングに関するセミナーおよび教育
●ガーデン用品に関するオリジナル通販およびギフト販売

生産グループ
ガーデンクリエイト株式会社
●アルミ柱加工
●エバーバンブーフェンス製造
●合成竹組立
●別注商品製造および輸入品二次加工
●商品開発および改良
●天然竹製品加工および材料管理
●木製フェンスおよび

連杭などの塗装加工
●輸入製品の品質管理

徳島ガーデンクリエイト株式会社
●エバーバンブーボード真空成型および組立
●ラティス･ラフィードフェンス加工および組立
●押出および射出成型管理

株式会社ガーデンクリエイト関東
●エバーアートウッドの製造
●エバーアートウッド関連商品の製造
●エクステリア関連商品の製造

株式会社タカショーデジテック
●LED（発光ダイオード）照明機器の企画開発
●LED（発光ダイオード）サイン商品の企画開発
●ディスプレイサインの企画・設計・製造・販売・設備工事

デザインプラン
株式会社日本インテグレート
●セールスプロモーションの企画　●印刷物の企画、制作

本社には国内外からのマーケティング情報
を集約するとともに、プランニング機能、物
流システム開発から品質管理、人材開発、お
客様支援サービスの整備に至るまでのコア
機能を集約させ、世界のグループネットワー
クを動かしています。
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Market
●環境への取り組み　地球環境や人へのやさしさを追求しています。

▲

3つのRへのこだわり
環境保全・再生に向けた環境産業への転換が
地球環境再生への足がかりになると考えます。

ビオガーデン
人と自然とが共存し
あえる、やすらぎのあ
る水辺の空間をご提
案しています。

●物流システム
お客様の様々なニーズに
お応えするため、物流拠
点、物流システムの充実
を目指しています。

「ｅｃｏ×Ｇａｒｄｅｎ」
「環境のために私たちができること」をテーマに、エコを意識
して「環境に配慮すること」と、これからの「庭」のカタチを考
えることをかけ合わせ、“ｅｃｏ×Ｇａｒｄｅｎ（エコ・ガーデン）”とし
て取り組みます。

中央ロジスティックセンター

リサイクル
（繰り返し使える）
Recycle リデュース

（長持ちする）
Reduce

リユース
（部分的に再利用）

Reuse

総合カタログ カテゴリーカタログ 屋外照明
カタログ

屋内照明
カタログ

イルミネーション
カタログ

プロユース
PROガーデンエクステリア分野
戸建（新築、リフォーム）、ハウスメーカー様向け提案

ホームセンター、GMS事業
DIYで楽しめる商品を展開
自社ブランド「GADIS」、「g-STYLE」、「G-STORY」

海外　- 製造／販売／ネットワーク -
海外における製造拠点を中国に持ち、ヨーロッパ、
アメリカ、オーストラリアなどグローバルに販売を展開

e-コマース、通信販売
インターネットを通じて売買するｅ-コマース

ガーデンセンター　- ガーデナーズジャパン -
ガーデニング先進国であるヨーロッパスタイルの売り場づく
りや提案方法を取り入れたモデル店をオープン

ギフトカタログ事業
ガーデン・自然との暮らしをコンセプトに商品を掲載したセレ
クトカタログを展開

コントラクト分野
公共事業、商業施設等の非住宅向け提案

LEDソリューション事業
屋外、屋内LED、イルミネーションの企画、販売

ホームユース
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HOT NEWS
庭での暮らしを通じて、家族の健康・笑顔をもたらす「ガーデンセラピー」を提唱
かがやく風と光にあふれる美しい庭で育むもの。それは、きれいな花や緑、家族とのいきいきとした会話、そして身体と
心に満ちてくる健康です。庭に出て、豊かな自然とふれあい、五感でその喜びをいっぱいに感じ取ることで人はさらに笑
顔に、そして健康になっていきます。タカショーでは、みんなでもっと健康で幸せになるための新しい庭の楽しみ方 
～ガーデンセラピー～を提唱してまいります。
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タカショーは、「GARDEN」「EXTERIOR」「CONTRACT」の３つのマーケットに商品を展開しています。
2015年度も各マーケットに新商品を導入し、さらなる売上拡大を目指してまいります。

HOT NEWS
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スタイリッシュな
ガラス折戸が付いた
ポーチです

開閉式のガラスをすべて閉じれば、景観を取り込みなが
ら空間を仕切ることのできるプライベート空間となり
ます。
すべてのガラスを開ければ、庭と部屋をつなぐ開放的な
空間となります。

ガラスで仕切る
開放的な空間

簡
単
施
工
で
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル

ワ
イ
ヤ
ー
タ
イ
プ
の

壁
面
緑
化
シ
ス
テ
ム

夜のシーンを豊かにする
２つのおすすめライティング

壁面を緑のカーテンに
ウォールイージーグリーンシステム

開放的な空間　オールグラスポーチ

2015 NEW PRODUCTS

にぎやかなディナーやパーティ、リラックスしたくつろぎの時間など、
シーンに合わせたライティングで贅沢なひとときを演出できます。
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アートポートワイド スノースタイル ホワイトパイン

重厚感のある
門柱セット

表札やポストも
取付可能
表札：	シンプルサイン２型
	 147×147
ポスト：	ディーポスト
	 ブラックエボニー

定番
カラー
６色

別注
カラー
20色 こだわりの

デザイン

エバーアートボード門扉（両開き）

エバーアートボード門柱 オーガンウッドナチュラル

優れた
耐風圧
強度 木目が

美しい

カラーは
全６色

2015 NEW PRODUCTS

積雪対応が新登場
アートポートワイド スノースタイル

アートポートワイド スノースタイル54-50 標準柱 クリアカットポリカ ダークパイン

積雪最大100cm
相当まで対応可能

和風、洋風、スマートな門扉
エバーアートボード門扉

100Vの門柱灯が標準セット
エバーアートボード門柱

戸当たりやレバーハンドル、ヒンジから落とし棒などの細部
までこだわったスタイリッシュなデザインの門扉です。
フェンスや機能門柱とのコーディネートも可能です。

降雪地域でも安心してお使いいただける、スノースタ
イルが登場。積雪最大100cm相当まで対応。耐風圧強
度にも優れた設計です。

100Vの門柱灯が標準セット。
門柱の前面上部にアルミパネル
があるため、任意の位置にポス
ト、表札、インターホンを追加で
取り付けられます。
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公共施設から一般住宅まで
さまざまな敷地条件に
対応可能

コントラクトガーデンを網羅する11のカテゴリー

すべての
落とし棒を

上げなくても
開閉可能

従来の小規模向け12Vローボルトライトより光量が強い
24Vローボルトライトをラインアップに追加し、中・大規模
の商業施設などに提案できるアイテムが充実しました。

片開き：最大約20m
両開き：最大約40m

H2.1m
H1.8m
H1.6m
H1.4m
H1.2m

コントラクトB型H18両開き 68スパン キャスターステンカラー（使用イメージ）

スポットライト ウォールライト ポールライト パススタンドライト フットライト

24V
LIGHT

01 02 03 04 05

地中埋込型ライト ウォーターライト デッキライト ダウンライト 屋外用部材ライト 和風ライト

06 07 08 09 10 11

2015 NEW PRODUCTS2015 NEW PRODUCTS

最長約40mの大型ゲート
エバーアートゲート コントラクト

空間デザイン＆省エネのトータル提案
コントラクトライティング

公共施設で使用できるように耐風圧も考慮した設計で、
さまざまな敷地条件に対応可能
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TOPICS ▼ ▼ ▼

当社の100％子会社である株式会社タカショーデジテックが製造する屋外用低電圧LED照明「タカショーローボルトⓇライトシステ
ム」は、このたび一般社団法人HEAD研究会※1主催の「HEADベストセレクション賞2014※2」を受賞いたしました。

「タカショーローボルトⓇライトシステム」は、電気工事士の資格を持たない方でも照明施工が安全かつ簡単にでき、ガーデンとエク
ステリアのあらゆるシーンを美しくライティングできる充実したラインアップを取り揃えています。このたび、建築の価値を高める優れ
た部材として評価されました。
これからも当社はガーデンとエクステリアの視点から照明を考え、より快適な屋外照明を生み出し続けます。

■■ タカショーローボルトⓇライトシステムが「HEADベストセレクション賞」を受賞

※1 一般社団法人HEAD研究会
 「日本の建築と部品の潜在能力をとき放つ」ことを目標に掲げ、建築家、研究者、施工者、建材メーカーなど、業種の枠をこえたメンバーが集い、
 建築産業の「次」のあり方を創り、発信する団体です。
※2 HEADベストセレクション賞
  一般社団法人HEAD研究会建材部品タスクフォースが中心となり、「優れた建築を生み出すことに貢献しうる、優れた建材・製品」に与えられる

賞です。

ローボルトのメリットはこんなにいっぱい！
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「LEDIUS（レディアス）」ブランドで展開する屋外照明において、2015
年２月１日（日）の「タカショープロエクス総合カタログ」発刊に合わせ電
球型蛍光灯などの旧光源を廃止し、既存商品約1200アイテムの100
％LED化を実現します。 
地球環境に配慮した、高効率で省エネルギーなLEDを使用することに
より、環境負荷の抑制と、美しく安全な夜の屋外空間の創出を両立する
ことができます。

2014年9月1日（月）に、当社が運営する ｢タカショーエクステリア＆ガーデンライティングマイスター制度｣の専用Webサイトの全面的なリ
ニューアルを実施しました。
Webサイトでは、夜のガーデンやエクステリアの空間をライトアップした実際の施工例写真を数多く登録し、誰もが閲覧できるように公開し
ております。また、その現場を施工した施工店に直接コンタクトを取れるような仕組みになっており、ますますライティングの魅力を広げるよ
うな展開をしております。

■■ 照明器具約1200アイテムを100％LED化

■■ 『ライティングマイスター制度』の専用Webサイトを開設

ライティングマイスター 
Webサイト
リニューアル

マンスリースポットライト“Ｎice!”ボタンで人気投票 マイスタークローズアップ

650点以上の施工例が掲載。
新たな機能や特集を追加。商品データべースとの
リンクも可能になり、ますます照明のスキルを高めるサイトにリニューアル。

良いと感じた施工事例に投票で
きる「Nice!」ボタンを新たに設
置。人気順での並び替えもでき
ます。 

施工事例の中から、照明計画の参考
になるような現場作品を特集。照明
計画のポイントや現場のこだわりな
どを紹介します。

全国のライティングマイスターへ
のインタビュー企画です。マイス
ターの照明に対する考え方や想い
などを詳しく紹介します。

掲載施工例
６5０点以上

表札灯 ウォールライト ミニポールライト パス／スプレッドライト門柱灯 ポールライト フットライト

スポットライト 屋外用部材ライトデッキライト 和風ライト地中埋込型ライト セキュリティライトウォーターライト
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連結財務諸表（要約）

連結貸借対照表 （単位：百万円）

科　目 第35期
2015年1月20日現在

第34期
2014年1月20日現在

●資産の部

流動資産 11,162 9,918

固定資産 5,573 4,996

　有形固定資産 3,814 3,553

　無形固定資産 692 774

　投資その他の資産 1,066 668

資産合計 16,736 14,914

●負債の部

流動負債 7,446 5,151

固定負債 1,572 2,483

負債合計 9,018 7,635

●純資産の部

株主資本

　 資本金 1,307 1,307

　 資本剰余金 1,358 1,358

　 利益剰余金 4,246 4,156

　 自己株式 △ 26 △ 26

株主資本合計 6,885 6,796

その他の包括利益累計額

　その他有価証券評価差額金 48 20

　繰延ヘッジ損益 191 115

　為替換算調整勘定 437 278

　退職給付に係る調整累計額 69 ―

その他の包括利益累計額合計 746 413

少数株主持分 85 68

純資産合計 7,717 7,278

負債純資産合計 16,736 14,914

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科　目
第35期

2014年1月21日から
2015年1月20日まで

第34期
2013年1月21日から
2014年1月20日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 770 △ 205

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 455 △ 557

財務活動によるキャッシュ・フロー 256 357

現金及び現金同等物に係る換算差額 34 73

現金及び現金同等物の増減額 606 △ 331

現金及び現金同等物の期首残高 1,777 2,108

現金及び現金同等物の期末残高 2,383 1,777

科　目
第35期

2014年1月21日から
2015年1月20日まで

第34期
2013年1月21日から
2014年1月20日まで

売上高 18,484 18,069

売上原価 11,073 10,629

　売上総利益 7,411 7,440

販売費及び一般管理費 6,807 6,434

　営業利益 603 1,006

営業外収益 200 132

営業外費用 123 165

　経常利益 679 973

特別利益 2 24

特別損失 4 6

税金等調整前当期純利益 678 990

　法人税、住民税及び事業税 328 505

　法人税等調整額 18 △ 31

少数株主損益調整前当期純利益 332 516

少数株主利益 9 8

当期純利益 323 508

連結損益計算書 （単位：百万円）
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株主メモ
事 業 年 度 1月21日から翌年1月20日まで
決 算 期 1月20日
配 当 金 1月20日現在の株主、中間配当実施のときは

7月20日現在の株主に、それぞれ配当します。
定時株主総会 4月
 【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出および
ご照会は、口座のある証券会社宛てにお願いいたします。証券会社に口
座を開設されていない株主様は、右記の電話照会先にご連絡ください。

株主名簿管理人および 
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事 務 取 扱 場 所

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（郵便物送付先） 〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（電話照会先） 0120-782-031
（ イ ン タ ー ネット
ホームページURL）

http://www.smtb.jp/personal/agency/
index.html

 【特別口座について】
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されてい
なかった株主様には、株主名簿管理人である左記の三井住友信託銀行
株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設いたしております。特別
口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会
先にお願いいたします。

公 告 方 法 当社のホームページに記載する。
<http://takasho.co.jp>
ただし電子公告によることが出来ない事故そ
の他やむを得ない事由が生じたときは、日本
経済新聞に掲載します。

上場証券取引所 東京証券取引所 JASDAQ スタンダード

（単位:百万円）■ 売上高 （単位:百万円）■ 経常利益 （単位:百万円）■ 当期純利益

■ 総資産　■ 純資産 ■ 自己資本利益率 ■ 1株当たり当期純利益
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　当社は株主優待制度として、庭のお好きな方や、これから庭を楽しみたい方にさらにご満足
いただける「タカショーガーデン友の会」を発足いたしました。目的は、当社を通じ豊かな時代
を創るオーナーとして、21世紀の環境づくりに参加していただき、なお且つガーデニング
人口を増やしていこうという考えも入っております。今後とも、より一層のご支援を賜ります
よう心よりお願い申しあげます。
（注）特典2、4については、毎年1月20日の株主名簿に記録された株主様のみとなります。

本社　和歌山県海南市南赤坂20-1　〒642-0017

TEL 073-482-4128（代表）　FAX 073-486-2560（代表）　ホームページ　http://takasho.co.jp

タカショーオリジナルカレンダー
プレゼント

ご所有株数200株以上で
自社商品プレゼント

● 持株数に応じて、商品が異なります。
　 掲載商品は2015年1月期の優待です。

株主様特別販売カタログ
をお届け（年2回発送）

●PROEX「総合カタログ」掲載商品の割引販
売から、割引価格で掲載した「株主様特別販売
カタログ」をお届する形に2015年1月20日よ
り変更となりました。

年に一度タカショーイベントにご招待!
● 但し、交通費は実費となりますので、ご了承ください。
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