
代表取締役社長　

「こころとからだに、おいしいものを。」持続的に
お届けする企業として豊かで元気な社会づくりに
貢献していきます。

当社グループは、戦後すぐに始めた配置薬業で起業し、その後、薬やドリンク剤の製造を経て、自販機で

缶コーヒーを販売する現在のコアビジネスの形態に移り変わってきました。その過程では、すべてのステー

クホルダーの皆様との共存共栄を図りながら、時代や環境の変化に合った新しい価値を社会に提供し続

けるために、失敗を恐れず、活路を求めて様々なことにチャレンジを続けてきました。

私が社長に就任した2014年に至るまでの10年間は、2008年のtaspoの導入、2013年のコンビニエン

スストアのカウンターコーヒー本格参入などにより、自販機の競合チャネルにあたるコンビニエンスストア

の存在が消費者にとってより身近になる一方で、これまで設置台数の増加とともに拡大を続けてきた国内

の飲料自販機売上が下落に転じるなど自販機業界をめぐる環境は大きく変化しました。そのような中、当

社においては自販機ビジネスの再構築に向けてさまざまな施策に取り組みましたが、業界の先行きへの

不透明感から、社内に拡がる閉塞感は否めませんでした。さらに2014年4月には17年ぶりに消費税の税

率が引上げられ、飲料業界はこれまでの収益モデルを見直すべき大きな転換点をむかえました。私は、そ

のような時だからこそ、当社グループの持続的成長の実現をめざすための重要な価値基準を、改めてすべ

てのステークホルダーの皆様と共有すべきであると考え、グループ理念・グループビジョン・スローガンを

新たに策定しました。「人と、社会と、共に喜び、共に栄える。その実現のためにDyDoグループは、ダイナ

ミックにチャレンジを続ける。」というグループ理念は、当社が創業から守り続けてきた共存共栄の精神を

大切にするとともに、時代の変化に対応してさらにチャレンジを続けていくという強い決意を表したもの

であります。私はこの決意を社内で共有すべく、理念・ビジョンの浸透活動を推進し、従業員との対話を

重ねてきました。これまでの4年間にわたる活動により、チャレンジする企業風土が醸成され、成長への

土台づくりが整ってきたと感じていますが、一方で将来の成長に向けた課題も明確になってきました。

 

日本には長い歴史を経て、今なお成長を続けている企業が多く存在します。それらの偉大な企業に共通

するのは、創業の想いを軸にステークホルダーと共存し、早い時期からESGへの対応、すなわち次の時代

へ進むための社会的課題の解決を通じて、持続的に企業価値を向上し続けてきたことだと考えています。

当社は設立からまだ40年あまりですが、私は当社グループを100年先も持続的に成長を続ける企業グ

ループにしたいと考えています。当社を取り巻く経営環境の変化は一層加速しており、自販機ビジネスに

おいては、今後の大きな成長が見込めない中で、マーケットにおいてはヘルスケア関連市場が着実に成長

を続けています。さらに健康志向の流れは、世界的なトレンドとしても大きな潮流となっていることは確実

です。このようなトレンドに対応し、今後も成長を続けていくためには、「こころとからだに、おいしいもの

を。」持続的に皆様にお届けする企業グループとして、事業を通じた社会的課題の解決を図りながら、豊か

で元気な社会づくりに貢献していく必要があると考えています。

今後、「飲料」「食品（ゼリー）」「医薬品」は「健康」をキーワードに事業の垣根が低くなっていくと感じてい

ます。そのような中、末永く愛される商品をお届けしていくためには、それぞれの事業分野で培ったノウハ

ウを融合し、ヘルスケア分野として大きく育て、単なる「おいしさ」だけでなく、日常生活の中で健康に寄与

する「おいしさ」をお届けしていくことが必要不可欠であると考えています。そして、これらを実現していく

ためには、「見えない資産」への投資、すなわち、人財戦略が大きなカギを握ると考えています。今後につき

ましては、経営環境の大きな変化をチャンスととらえ、ヘルスケア関連市場を次なる成長領域と定め、

グループ一丸となって新たな価値を創造していきます。おいしく、そして健康的な商品やサービス、すなわ

ち、グループスローガンに掲げる「こころとからだに、おいしいものを。」持続的に皆様にお届けする企業グ

ループとして、私たちはチャレンジを続けていきます。

ステークホルダーの皆様へ
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当時のドリンク剤

お客様を想う姿勢を貫く

1940年代
創業者 
髙松冨男

配置薬の箱

DyDoグループの歴史は、戦後、創業者が個人事業で始めた
医薬品配置販売業から始まります。医薬品配置販売業とは、
「おきぐすり」とも呼ばれ、300年以上前から続く日本独自の薬
の販売システムで、薬箱を各家庭に配置し、かぜ薬、胃腸薬な
どを必要な時に使ってもらい、代金は後日集金する仕組みで
す。この商品が入る「箱」を置き、その家庭で必要とされる薬を
備え、後日訪問した際にご利用になられた分だけの代金をお支
払いいただく仕組みは、まず求められる場所に自販機を設置
し、多種多様な商品を用意することで、お客様が必要とされる
時にいつでも購入いただけるという今の自販機ビジネスの原型
ともいえます。このようなビジネスだからこそ、創業者は、各家
庭の訪問に際し、お客様のお名前、使用した薬の銘柄・使用量
など事細かな記録により、各家庭の立場で健康管理を提案す
ることで、事業を成長させてきました。販売データを最大限活
用し、お客様に寄り添った提案に繋げるDyDoグループの姿勢
はここから受け継がれています。
医薬品配置販売業は、事業の拡大に合わせ、会社を法人化。

「大同薬品株式会社（現在の大同薬品工業株式会社）」を設立
し、その2年後に医薬品製造販売の許可・承認を得て、工場を
新築しました。アンプル剤（小さなガラス製の容器に薬液が封
入されたもの）の製造を経て、現在のキャップ式ドリンク剤の
製造に至っています。
一方、医薬品配置販売業の販路も各家庭から事業所へと広
がり、ドリンク剤の需要とともに売上を伸ばしていく中、日本は
高度経済成長期を迎えます。 

祖業から受け継ぐ、共存共栄の精神

個人のお客様との関係を大切にする医薬品配置販売業が

祖業であるDyDoグループは、「共存共栄」の精神を第一に、

様々な挑戦を続け、事業を拡大してきました。

2017年１月に持株会社体制へ移行し、

次代に向けた企業価値創造への

チャレンジを加速しています。

●売上高の推移

DyDoグループの価値創造の歴史

あくなき挑戦で
次代を拓く。

19751947 1956 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

国内飲料事業 医薬品関連事業 食品事業 海外飲料事業

創業

大同薬品工業株式会社が、医薬品等の
受託製造事業を本格化

「大同薬品株式会社」設立
（現在の「大同薬品工業株式会社」）

持株会社体制へ移行、「ダイドーグループホールディングス株式会社」が始動2017

2016
2015

2013
2012

現地企業のM&Aによりトルコ共和国へ進出

現地企業のM&Aによりマレーシアへ進出

ロシアへ子会社を設立し進出

1975

1991 「株式会社たらみ」がDyDoグループ入り

飲料販売事業の新会社
「ダイドー株式会社」設立

自販機が日本全国へ普及自販自販 が日が日本全国本全国へ普へ普

※2015年度以前の「国内飲料事業」の実績には、ロシア・中国の実績を含む
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時代のニーズをとらえ、飛躍的に成長

医薬品配置販売業を原点としながら、現在のコア事業で

ある自販機ビジネスへ移行したDyDoグループの成長は、

一見、業態の変化の歴史にみえるかもしれません。しかし

ながら当社グループが一貫して取り組んできたことは、ま

ず商品を販売するネットワークを開拓し、その場所に応じ

てお客様が求める商品をお届けしていくということです。

一般的なメーカーが、まず自社商品を開発し、その商品を

販売する販路を模索していくのと全く逆の発想で、お客様

との共存共栄をめざしてきました。自販機はお客様との接

点になる私たちの店舗であり、店舗である限りは、お客様

に「また訪れたい」と感じていただけるものでなくてはなら

ないと考えています。そしてこの考えが、当社グループの業

界における独自のポジションの確立に繋がっています。

店舗である自販機を魅力的にするためには、いくつかの

大切な要素があります。まずは自販機の設置場所。お客

様がいつでも手軽にご利用いただける場所に設置を進め、

現在の全国約28万台の自販機網を築きました。

次に、店舗としての魅力を追求するため、お客様に楽し

みをお届けするおしゃべり機能や、当たりが出るルーレッ

ト機能のほか、環境面に配慮した省エネ機能、すべてのお

客様に心地よくご利用いただけるユニバーサルデザインの

自販機など、自販機の機能の強化に努めてきました。

またお届けする商品でもお客様の満足感を高めること

が店舗としての大切な役割です。そのため、主力のコー

ヒー飲料はすべて香料無添加にこだわり、お客様へ“本物

のおいしさ”をお届けすることをめざしています。さらに清

潔感ある店舗を維持するとともに、季節・ロケーションに

応じた商品をきめ細かにセットするオペレーションによっ

て、自販機をいつでも気持ちよく、手軽に手頃にご利用い

ただけるよう取り組んでいます。

このように、常にお客様の満足を追求し、自販機、商品、

サービス（自販機のオペレーション）、ロケーション（自販機

の設置場所）という店舗の要素となるすべてにおいて、「ま

た買いに訪れたい」と感じていただける店舗としていくこと

で、事業価値に磨きをかけています。

いつもお客様の身近にある「店舗」として

自販機保有台数

約28万台

「店舗」である
自販機への
4つのこだわり

店舗として魅力ある自販機をつくる

店舗としてのサービス向上に努める 店舗としての利便性を向上する

お客様満足度の高い商品を揃える

・おしゃべり機能

・IoT機能 主力のコーヒー飲料はすべて香料無添加
“本物のおいしさ”を追求

・当たりが出るルーレット機能

・ユニバーサルデザイン

・省エネ機能

お客様がいつでも手軽に
ご利用いただける場所に設置

多様なお客様の
好みに応える
商品展開

・季節やロケーションに
  応じた商品を
  きめ細かにセット

・清潔感ある環境を維持

高度経済成長に伴い、当社グループも大きな成長を遂げまし
た。牽引したのはドリンク剤と、現在当社グループの主力商品
である缶コーヒーを中心とした清涼飲料水の販売です。
車の交通量が飛躍的に増える中、当初は運転中の眠気覚ま
しのニーズが高かったトラックドライバーを新たな顧客層とし
て、これまでの医薬品配置販売業のお客様であった企業の事
業所に加え、国道沿いのパーキングにショーケースを設置し、
ドリンク剤の販売を開始しました。
その後、同じ効能を期待され、新たに登場した缶コーヒーに
着目、いち早く取り扱いを決定し、大同薬品工業の新規事業と
して缶コーヒーを販売する飲料販売事業を立ち上げました。
当時、缶コーヒーはもちろん、ソフトドリンクの製造ノウハウ

もほとんど持ち合わせていない当社が缶コーヒーの製造・販売
に参入することは大きなチャレンジです。使用原材料の選定や
製法の検討など、すべての工程において、外部の製造工場や、
原材料・資材メーカーの協力無くしては実現できないものばか
りの状況で、当社は協力業者とともに開発するという選択をし
ました。缶コーヒーは、豆の配合が同じでも水や製造環境が違
えば味が変わってきます。焙煎の度合や抽出の温度を工場ごと
に変えるなど、協力業者とともに試行錯誤を繰り返した結果、
ようやくお客様ニーズを満たす自信作にたどりつきました。
1973年、「ダイドージャマイカンブレンドコーヒー」の誕生です。
当時は250g缶が主流であったなか、“本物のおいしさ”を追求し
た当社の商品は小容量でも十分に満足いただける品質、味わい
を確信し、190gのショート缶での発売となりました。

発売後は順調に売上を伸ばし、缶コーヒーの販売が第２の
柱となり始めたことをきっかけに、飲料販売事業の新会社
「ダイドー株式会社」を1975年に設立しました。そして、飲料事
業会社の設立とともに、「ダイドージャマイカンブレンドコー
ヒー」は「ダイドーブレンドコーヒー」へと進化し、現在も受け継
がれる当社グループの看板商品となったのです。香料を一切使
用しないことにこだわったコーヒーは、お客様ニーズをとらえ、
多くの支持を集めました。
時を同じくして、温かい缶飲料と冷たい缶飲料を同時に販売

できる自販機が登場。お客様の嗜好により、ホットとコールド
の両方が求められる缶コーヒーにおいて効果を発揮する販売
ツールであると見込んだ当社グループは、従来のショーケース
を自販機に置き換え、自販機ビジネスに本格参入します。
日本において自販機が爆発的に普及していく中、当社グルー
プも自社で販路を拡大していくとともに、急速に拡大する需
要に対応するため、地域に根差した営業活動を展開し、全国
各地の企業とともに自販機網の拡充を進めました。そして、当
社商品を扱う全国の特約オペレーターを「ダイドーベンディング
共栄会」として組織化、自販機展開の手法やオペレーション
ノウハウの共有を進め、組織立った販売体制を確立していき
ました。
時流をとらえた挑戦と、各地域の企業との協働が、現在の
全国約28万台の自販機網と業界No.１を自負する品質の高い
オペレーション体制へと繋がっています。

「ダイドージャマイカン
ブレンドコーヒー」発売

1973年

多様化する顧客の嗜好に
あわせ、商品も多様化

現在

ビジネスモデルの詳細は P 19 P 20 P 21

1970 年代 自販機事業がコアビジネスへ

「ダイドーブレンド
コーヒー」誕生

1975年

IoT対応自販機の導入を促進

現在１台で温・冷対応
できる自販機が登場、
爆発的に普及

1977年

卓上自販機にて販売を開始

1973年

自販機の省エネ対応が加速

1990年代
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時代のニーズをとらえ、飛躍的に成長

医薬品配置販売業を原点としながら、現在のコア事業で

ある自販機ビジネスへ移行したDyDoグループの成長は、

一見、業態の変化の歴史にみえるかもしれません。しかし

ながら当社グループが一貫して取り組んできたことは、ま

ず商品を販売するネットワークを開拓し、その場所に応じ

てお客様が求める商品をお届けしていくということです。

一般的なメーカーが、まず自社商品を開発し、その商品を

販売する販路を模索していくのと全く逆の発想で、お客様

との共存共栄をめざしてきました。自販機はお客様との接

点になる私たちの店舗であり、店舗である限りは、お客様

に「また訪れたい」と感じていただけるものでなくてはなら

ないと考えています。そしてこの考えが、当社グループの業

界における独自のポジションの確立に繋がっています。

店舗である自販機を魅力的にするためには、いくつかの

大切な要素があります。まずは自販機の設置場所。お客

様がいつでも手軽にご利用いただける場所に設置を進め、

現在の全国約28万台の自販機網を築きました。

次に、店舗としての魅力を追求するため、お客様に楽し

みをお届けするおしゃべり機能や、当たりが出るルーレッ

ト機能のほか、環境面に配慮した省エネ機能、すべてのお

客様に心地よくご利用いただけるユニバーサルデザインの

自販機など、自販機の機能の強化に努めてきました。

またお届けする商品でもお客様の満足感を高めること

が店舗としての大切な役割です。そのため、主力のコー

ヒー飲料はすべて香料無添加にこだわり、お客様へ“本物

のおいしさ”をお届けすることをめざしています。さらに清

潔感ある店舗を維持するとともに、季節・ロケーションに

応じた商品をきめ細かにセットするオペレーションによっ

て、自販機をいつでも気持ちよく、手軽に手頃にご利用い

ただけるよう取り組んでいます。

このように、常にお客様の満足を追求し、自販機、商品、

サービス（自販機のオペレーション）、ロケーション（自販機

の設置場所）という店舗の要素となるすべてにおいて、「ま

た買いに訪れたい」と感じていただける店舗としていくこと

で、事業価値に磨きをかけています。

いつもお客様の身近にある「店舗」として

自販機保有台数

約28万台

「店舗」である
自販機への
4つのこだわり

店舗として魅力ある自販機をつくる

店舗としてのサービス向上に努める 店舗としての利便性を向上する

お客様満足度の高い商品を揃える

・おしゃべり機能

・IoT機能 主力のコーヒー飲料はすべて香料無添加
“本物のおいしさ”を追求

・当たりが出るルーレット機能

・ユニバーサルデザイン

・省エネ機能

お客様がいつでも手軽に
ご利用いただける場所に設置

多様なお客様の
好みに応える
商品展開

・季節やロケーションに
  応じた商品を
  きめ細かにセット

・清潔感ある環境を維持

高度経済成長に伴い、当社グループも大きな成長を遂げまし
た。牽引したのはドリンク剤と、現在当社グループの主力商品
である缶コーヒーを中心とした清涼飲料水の販売です。
車の交通量が飛躍的に増える中、当初は運転中の眠気覚ま
しのニーズが高かったトラックドライバーを新たな顧客層とし
て、これまでの医薬品配置販売業のお客様であった企業の事
業所に加え、国道沿いのパーキングにショーケースを設置し、
ドリンク剤の販売を開始しました。
その後、同じ効能を期待され、新たに登場した缶コーヒーに
着目、いち早く取り扱いを決定し、大同薬品工業の新規事業と
して缶コーヒーを販売する飲料販売事業を立ち上げました。
当時、缶コーヒーはもちろん、ソフトドリンクの製造ノウハウ

もほとんど持ち合わせていない当社が缶コーヒーの製造・販売
に参入することは大きなチャレンジです。使用原材料の選定や
製法の検討など、すべての工程において、外部の製造工場や、
原材料・資材メーカーの協力無くしては実現できないものばか
りの状況で、当社は協力業者とともに開発するという選択をし
ました。缶コーヒーは、豆の配合が同じでも水や製造環境が違
えば味が変わってきます。焙煎の度合や抽出の温度を工場ごと
に変えるなど、協力業者とともに試行錯誤を繰り返した結果、
ようやくお客様ニーズを満たす自信作にたどりつきました。
1973年、「ダイドージャマイカンブレンドコーヒー」の誕生です。
当時は250g缶が主流であったなか、“本物のおいしさ”を追求し
た当社の商品は小容量でも十分に満足いただける品質、味わい
を確信し、190gのショート缶での発売となりました。

発売後は順調に売上を伸ばし、缶コーヒーの販売が第２の
柱となり始めたことをきっかけに、飲料販売事業の新会社
「ダイドー株式会社」を1975年に設立しました。そして、飲料事
業会社の設立とともに、「ダイドージャマイカンブレンドコー
ヒー」は「ダイドーブレンドコーヒー」へと進化し、現在も受け継
がれる当社グループの看板商品となったのです。香料を一切使
用しないことにこだわったコーヒーは、お客様ニーズをとらえ、
多くの支持を集めました。
時を同じくして、温かい缶飲料と冷たい缶飲料を同時に販売

できる自販機が登場。お客様の嗜好により、ホットとコールド
の両方が求められる缶コーヒーにおいて効果を発揮する販売
ツールであると見込んだ当社グループは、従来のショーケース
を自販機に置き換え、自販機ビジネスに本格参入します。
日本において自販機が爆発的に普及していく中、当社グルー
プも自社で販路を拡大していくとともに、急速に拡大する需
要に対応するため、地域に根差した営業活動を展開し、全国
各地の企業とともに自販機網の拡充を進めました。そして、当
社商品を扱う全国の特約オペレーターを「ダイドーベンディング
共栄会」として組織化、自販機展開の手法やオペレーション
ノウハウの共有を進め、組織立った販売体制を確立していき
ました。
時流をとらえた挑戦と、各地域の企業との協働が、現在の
全国約28万台の自販機網と業界No.１を自負する品質の高い
オペレーション体制へと繋がっています。

「ダイドージャマイカン
ブレンドコーヒー」発売

1973年

多様化する顧客の嗜好に
あわせ、商品も多様化

現在

ビジネスモデルの詳細は P 19 P 20 P 21

1970 年代 自販機事業がコアビジネスへ

「ダイドーブレンド
コーヒー」誕生

1975年

IoT対応自販機の導入を促進

現在１台で温・冷対応
できる自販機が登場、
爆発的に普及

1977年

卓上自販機にて販売を開始

1973年

自販機の省エネ対応が加速

1990年代
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ダイドードリンコが大きく成長していく中で、祖業である大同
薬品工業もまたその事業の形態を大きく変えていきます。製造
ラインを効率的に使用するため、自社グループのドリンク剤の製
造に加えて、他社商品の受託製造を徐々に開始します。機能性飲
料のブームにより製造量が増えていく中、1992年に現在の奈良
県葛城市に工場を新設移転しました。これを機に、自社ブランド
のドリンク剤を製造するブランドメーカーから、医薬品メーカー
をはじめとした他社ブランドのドリンク剤を製造する受託専業
メーカーへ転換し、次なる成長に向けてチャレンジを加速しまし
た。自社グループ製品の開発・製造で蓄積したノウハウを元に、
着実に受託製造の実績を積み上げる中で、業界を取り巻く環境
の変化を巧みに捉え、さらなる飛躍のきっかけとなったのが、
1999年の薬事法（現在の「医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律」）の改正です。規制緩和に
より、それまで薬局やドラッグストアでしか販売できなかった

ドリンク剤が、医薬部外品に該当する製品については、コンビニ
エンスストアや自販機でも販売できるようになりました。そして
同年、主に100mlのドリンク剤向けの製造ラインを有する大同
薬品工業の第２工場が稼働を開始し、コンビニエンスストア、ド
ラッグストアチェーン等で人気のある大手メーカーの受注に対応
できる体制を整えました。また、翌年には、ダイドードリンコの自
販機で、栄養ドリンクの販売を開始し、販路を拡大します。2000
年代には女性向けの美容ドリンク「コラーゲンドリンク」が登場、
爆発的なブームとなる中、大同薬品工業は化粧品メーカーとの取
引も拡大します。また、これら異業種からのドリンク剤市場への
参入をきっかけに、それまで多くの医薬品メーカーの受託製造で
培った高い品質管理体制に加え、製品の開発・提案力を高め、製
品開発も行えるパートナー企業として、現在の業界トップクラス
の受託専業メーカーの地位を確立しました。

グループ力を強化し、さらなる飛躍へ

2017年１月、ガバナンスの強化によるグループの経営管理体
制の強化、また新たな事業領域への投資に機動的に対応でき
る組織体制の整備、国内飲料事業とのシナジーの発揮による
海外飲料事業の強化・育成を図ることを目的に、持株会社体制へ
　

移行し、「ダイドーグループホールディングス」が始動しました。
持株会社体制への移行を、将来の飛躍的成長への第一歩と
位置づけ、DyDoグループは次代に向けた企業価値創造への
チャレンジを続けていきます。

とろける味わい
本格みかんジュレ

2012
2012年、新たな収益の柱の獲得をめざしてフルーツデザー
トゼリー市場で卓越した知名度と圧倒的なブランド力を持つ
たらみの全株式を取得し、連結子会社化しました。
お客様の多面的なニーズに対応した驚きや感動を生む商品

を提供し続けることで、業界トップの地位をゆるぎないものと
し、お客様を基軸とした長期的成長をめざしています。

フルーツデザートゼリー市場シェアNo.１のたらみを傘下へ

2013～ 海外展開を加速。トップラインの飛躍的成長をめざす

成長の最大化に向けた業態転換

1990年代 大同薬品工業はドリンク剤の受託専業メーカーへ

フルーツヘルシー
蒟蒻みかん

そして、次の成長ステージへ

当社グループはこれまで「日本国内の自販機で缶コーヒーを
販売する」ことを事業の柱としてきましたが、トップラインの飛
躍的成長をめざし、海外展開を加速しています。国内で培った
ノウハウを活かし、各国・地域の特性に合わせた方法で事業
フィールドを世界へ拡大しています。
2013年、先進国の中でもっとも自販機普及率が低く、今後
の成長ポテンシャルが見込めるロシア・モスクワ市に100%子
会社であるDyDo DRINCO RUS, LLCを設立しました。当社
が得意とする自販機ビジネスの横展開を図り、現地パートナー
の協力のもと自販機の設置を推進し、さらなる浸透にチャレン
ジしています。
また、2015年12月にはマレーシア市場、2016年２月にはト

ルコ市場に進出し、今後、経済成長が見込まれるイスラム圏に
おける東西の戦略拠点を獲得しています。
マレーシアでは、スナック菓子・インスタント麺等でトップ

シェアを持つMamee-Double Decker(M) Sdn. Bhd.（マミー

社）との合弁事業により、マレーシア飲料市場に参入、日本
DyDoの商品開発ノウハウを活かし、健康志向に対応する高品
質な新製品の展開を加速しています。
トルコでは、トルコ最大の菓子メーカーを傘下に持つ、Yildiz 

（ユルドゥズ）Holdings A.Ş.の飲料事業部門の株式の取得によ
り、今後のさらなる人口増加に伴い、飲料市場の拡大が予想さ
れるトルコ市場に参入しています。M&A以降、事業基盤の整備
を着実に進めるとともに、2017年12月には、需要の拡大が著
しいミネラルウォーターの製造会社のM&Aを新たに行うな
ど、当社の海外事業の柱として育成しています。
今後は、トルコ・マレーシア・ロシア・中国といった戦略拠点
を活用することで、海外におけるトップラインの飛躍的な成長
を実現し、利益面でもグループに貢献できる事業へと変革して
いきます。 

2017 持株会社体制への移行

ビジネスモデルの詳細は P 24

ビジネスモデルの詳細は P 23 トルコ事業のビジネスモデルの詳細は P 22

51% 51%49% 49%

●海外飲料事業の資本構成

・マレーシア ・トルコ

DyDo Mamee
Distribution MDD Beverage

DyDo DRINCO
TURKEY

Della Gida Bahar Su Ilk Mevsim

※数値は議決権の保有割合

2016年2月
飲料販売部門を分離

2017年
12月

新たに取得

80%

100%

90% 10%

ダイドーグループ
ホールディングス

ダイドーグループ
ホールディングス Yildiz HoldingsMamee-Double

Decker(M)

ミネラルウォーター

ミネラルウォーター
フルーツジュース
炭酸飲料

ガス入り
ミネラルウォーター フルーツジュース

製造会社 生産品目販売・マーケティング会社
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ダイドードリンコが大きく成長していく中で、祖業である大同
薬品工業もまたその事業の形態を大きく変えていきます。製造
ラインを効率的に使用するため、自社グループのドリンク剤の製
造に加えて、他社商品の受託製造を徐々に開始します。機能性飲
料のブームにより製造量が増えていく中、1992年に現在の奈良
県葛城市に工場を新設移転しました。これを機に、自社ブランド
のドリンク剤を製造するブランドメーカーから、医薬品メーカー
をはじめとした他社ブランドのドリンク剤を製造する受託専業
メーカーへ転換し、次なる成長に向けてチャレンジを加速しまし
た。自社グループ製品の開発・製造で蓄積したノウハウを元に、
着実に受託製造の実績を積み上げる中で、業界を取り巻く環境
の変化を巧みに捉え、さらなる飛躍のきっかけとなったのが、
1999年の薬事法（現在の「医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律」）の改正です。規制緩和に
より、それまで薬局やドラッグストアでしか販売できなかった

ドリンク剤が、医薬部外品に該当する製品については、コンビニ
エンスストアや自販機でも販売できるようになりました。そして
同年、主に100mlのドリンク剤向けの製造ラインを有する大同
薬品工業の第２工場が稼働を開始し、コンビニエンスストア、ド
ラッグストアチェーン等で人気のある大手メーカーの受注に対応
できる体制を整えました。また、翌年には、ダイドードリンコの自
販機で、栄養ドリンクの販売を開始し、販路を拡大します。2000
年代には女性向けの美容ドリンク「コラーゲンドリンク」が登場、
爆発的なブームとなる中、大同薬品工業は化粧品メーカーとの取
引も拡大します。また、これら異業種からのドリンク剤市場への
参入をきっかけに、それまで多くの医薬品メーカーの受託製造で
培った高い品質管理体制に加え、製品の開発・提案力を高め、製
品開発も行えるパートナー企業として、現在の業界トップクラス
の受託専業メーカーの地位を確立しました。

グループ力を強化し、さらなる飛躍へ

2017年１月、ガバナンスの強化によるグループの経営管理体
制の強化、また新たな事業領域への投資に機動的に対応でき
る組織体制の整備、国内飲料事業とのシナジーの発揮による
海外飲料事業の強化・育成を図ることを目的に、持株会社体制へ
　

移行し、「ダイドーグループホールディングス」が始動しました。
持株会社体制への移行を、将来の飛躍的成長への第一歩と
位置づけ、DyDoグループは次代に向けた企業価値創造への
チャレンジを続けていきます。

とろける味わい
本格みかんジュレ

2012
2012年、新たな収益の柱の獲得をめざしてフルーツデザー
トゼリー市場で卓越した知名度と圧倒的なブランド力を持つ
たらみの全株式を取得し、連結子会社化しました。
お客様の多面的なニーズに対応した驚きや感動を生む商品

を提供し続けることで、業界トップの地位をゆるぎないものと
し、お客様を基軸とした長期的成長をめざしています。

フルーツデザートゼリー市場シェアNo.１のたらみを傘下へ

2013～ 海外展開を加速。トップラインの飛躍的成長をめざす

成長の最大化に向けた業態転換

1990年代 大同薬品工業はドリンク剤の受託専業メーカーへ

フルーツヘルシー
蒟蒻みかん

そして、次の成長ステージへ

当社グループはこれまで「日本国内の自販機で缶コーヒーを
販売する」ことを事業の柱としてきましたが、トップラインの飛
躍的成長をめざし、海外展開を加速しています。国内で培った
ノウハウを活かし、各国・地域の特性に合わせた方法で事業
フィールドを世界へ拡大しています。
2013年、先進国の中でもっとも自販機普及率が低く、今後

の成長ポテンシャルが見込めるロシア・モスクワ市に100%子
会社であるDyDo DRINCO RUS, LLCを設立しました。当社
が得意とする自販機ビジネスの横展開を図り、現地パートナー
の協力のもと自販機の設置を推進し、さらなる浸透にチャレン
ジしています。
また、2015年12月にはマレーシア市場、2016年２月にはト
ルコ市場に進出し、今後、経済成長が見込まれるイスラム圏に
おける東西の戦略拠点を獲得しています。
マレーシアでは、スナック菓子・インスタント麺等でトップ

シェアを持つMamee-Double Decker(M) Sdn. Bhd.（マミー

社）との合弁事業により、マレーシア飲料市場に参入、日本
DyDoの商品開発ノウハウを活かし、健康志向に対応する高品
質な新製品の展開を加速しています。
トルコでは、トルコ最大の菓子メーカーを傘下に持つ、Yildiz 

（ユルドゥズ）Holdings A.Ş.の飲料事業部門の株式の取得によ
り、今後のさらなる人口増加に伴い、飲料市場の拡大が予想さ
れるトルコ市場に参入しています。M&A以降、事業基盤の整備
を着実に進めるとともに、2017年12月には、需要の拡大が著
しいミネラルウォーターの製造会社のM&Aを新たに行うな
ど、当社の海外事業の柱として育成しています。
今後は、トルコ・マレーシア・ロシア・中国といった戦略拠点
を活用することで、海外におけるトップラインの飛躍的な成長
を実現し、利益面でもグループに貢献できる事業へと変革して
いきます。 

2017 持株会社体制への移行

ビジネスモデルの詳細は P 24

ビジネスモデルの詳細は P 23 トルコ事業のビジネスモデルの詳細は P 22

51% 51%49% 49%

●海外飲料事業の資本構成

・マレーシア ・トルコ

DyDo Mamee
Distribution MDD Beverage

DyDo DRINCO
TURKEY

Della Gida Bahar Su Ilk Mevsim

※数値は議決権の保有割合

2016年2月
飲料販売部門を分離

2017年
12月

新たに取得

80%

100%

90% 10%

ダイドーグループ
ホールディングス

ダイドーグループ
ホールディングス Yildiz HoldingsMamee-Double

Decker(M)

ミネラルウォーター

ミネラルウォーター
フルーツジュース
炭酸飲料

ガス入り
ミネラルウォーター フルーツジュース

製造会社 生産品目販売・マーケティング会社
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