企業価値創造の戦略

成長戦略の方向性〜ESG課題への対応による企業価値向上
当社グループは「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、外部環境の変化によるESG課題にリスクと
機会の両面から対応していきます。
事業を通じて社会的課題の解決を図ることで、
豊かで元気な社会づくりに貢献し、
企業価値向上
の実現をめざします。

マーケットにおける
ヘルスケア関連市場
の成長

機会をとらえた事業の拡大

戦略的事業投資

自販機ビジネスモデルの
革新による
キャッシュ・フローの
継続的拡大

機会

外部環境の変化
＜当社グループが
対処すべき重要課題＞
・日本国内の人口動態の変化
・健康寿命の延伸
・グローバルでの健康志向の

環境への配慮と
コストダウンを両立し、
アイデアとテクノロジー
で付加価値を創造する

＋

大きな潮流

リスク

リスクへの
対応

自販機コアユーザーの離脱
労働人口の不足

食品

飲料

医薬品

人財投資による
迅速果断な意思決定を可能にする

グループ理念
11
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チャレンジする企業風土

飲料・食品・医薬品の枠組みを超えて、
「こころとからだに、
おいしいものを。
」
お届けする企業グループとして
豊かで元気な社会づくりに貢献
ヘルスケア領域の獲得により
各事業を融合し、新たな市場
を創造する

食品

ヘルスケア
関連

企業価値創造の戦略

ライフ
サイエンス
分野

飲料

医薬品

・ 希少疾病用医薬品事業
への参入

当社グループの強み
・ 本物のおいしさの創造技術
・ 薬をルーツとした高い品質
・ ユニークな商品開発力
「目に見えない資産」
の蓄積
コーポレート・ガバナンス体制の継続的改善

お客様本位の精神
（共存共栄）

DyDo Group Holdings 統合報告書 2018
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企業価値創造の戦略

トップメッセージ − 中期経営計画の進捗状況と今後の成長戦略 −

グループ理念・ビジョンへ込めた「想い」を
基点にビジネスを創造する。
社長就任とともに、グループ理念・ビジョンを策定

「想い」を、従業員と共に具現化していくためには、自らが
従業員一人ひとりに向けて浸透活動を行うべきであると考

私たちのコア事業である自販機ビジネスは、高度経済成

え、社長就任後の1年間、全国116か所の拠点すべてに訪問

長とともに大きく成長し、安定的な利益を生み出す収益体質

し、直接的な対話を通じて、グループ理念・ビジョンの制定

を構築してきました。しかし2000年以降の飲料自販機市場

の背景や目的への理解を深めるとともに、理念・ビジョン

は飽和状態に近づき、今後の大きな成長が見込みづらくな

の達成に向けて解決すべき現状課題と各拠点における役

るなか、当社グループも大きな転換点を迎えました。このよ

割や今後の取り組みについての議論を重ねました。1年間

うな中、私は、当社グループが持続的成長を実現するために

の取り組みにより、グループ内に理念・ビジョンが浸透し

は、当社の創業からの理念である共存共栄の精神を大切に

始めましたが、一層の浸透を図るためには、継続的な活動

するとともに、常にチャレンジを続けていくことが必要であ

が重要であると考え、翌年以降もさまざまな取り組みを続

ると考え、社長に就任した2014年に当社のグループ理念・

けています。

グループビジョンを新たに策定しました。

就任２年目からスタートした
「ダイドーオフサイトミーティ
ング」は、私が参加する事業所を離れた場で開催するミー

グループ理念・ビジョン浸透のための仕組みづくり

ティングで、勤務地の異なる社員が理念・ビジョンの具現化

私は、リーダーシップのスタート地点は「想い」であると

今後の目標などについて共有し、より深い議論が出来る場

考えています。 こういうことを成し遂げたい という「想

としています。取り組みや問題意識を共有することで、グ

い」があれば、自分とそれに関わる人の「想い」を合致させ

ループ理念・ビジョンがそれぞれの職務における判断・行動

ておくことが重要です。そのため、理念・ビジョンに込めた

の基軸となり始めていると感じています。

に向けた各々の成功事例や失敗事例、それらからの学びや

●持続的な成長に向けたグループ理念・ビジョンの実現のための取り組み
2015年〜

2014年3月〜

理解/浸透期

実践期

DyDoグループ理念・ビジョン策定

グループ理念に基づく従業員のチャレンジ

取り組み

・全従業員向けの経営方針説明会実施
・経営陣による拠点巡回
（従業員との対話）
・社内報の発行

13
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取り組み

・従業員のチャレンジを後押しする
仕組みづくり
・従業員の業績評価への反映
・経営陣と従業員の定期的な
意見交換会実施（オフサイトミーティング）

DyDoグループビジョン
の実現による
企業価値向上

これまで の浸 透 活 動により、日々の 会 話の中からも
チャレンジします！ というフレーズを頻繁に聞くように
なるなど、グループ理念にある「チャレンジ」する風土が醸
成されつつありましたが、私は、この風土をさらに根付か
せていくためには、 一人ひとりがチャレンジを続けるこ
と 、そして 周りの仲間に広げていくこと が大切である
と感じていました。そこで、失敗を恐れずチャレンジし、そ
の結果を社内外に発信することで、挑戦の輪を広げ、当社
グループの持続的な成長を実現していくことができると考
企業価値創造の戦略

え、
「DyDoチャレンジアワード」をスタートしました。制度
スタートの初年度となる2017年度は65件の応募があり、
自主的・積極的にチャレンジを行う風土が醸成されている
ことを実感しました。この取り組みをきっかけとして、従業
員のチャレンジをさらに加速させるために、今後も浸透活
動を推進していきます。
ると考え、主にマーケティングや海外事業の分野に専門性

人財の活性化に向けた多様な人財の登用

を有する外部人財の採用を積極的に進めました。当初は
意見の違いからくる戸惑いや軋轢も見られましたが、徐々

また、私が理念の浸透とともに力を入れたのは人財の活

に外部からの新しい視点と今まで積み重ねてきた経験か

性化です。当社は自販機ビジネスの成長とともに事業を拡

らの視点がうまく融合し始め、従業員へのグループ理念・

大してきたため、人財についても自販機ビジネスの発展に

グループビジョンの浸透も相まって、良い化学反応が生ま

ひたすら取り組んできた人財に偏っている傾向がありまし

れてきました。

た。しかしながら、当社を取り巻く環境は大きく変化してお
り、これに対応するためには、より多様な人財が必要であ

●従業員の取り組みを後押しする仕組みづくり
2015年

ヨンマル

みんなの4◎チャレンジ
従業員のチャレンジをサポート
取り組み

創業40周年記念事業
従業員が実現したいアイデアを
提案し、自ら実行に移す取り組み
実現したアイデア（一部）

・インバウンド需要に対応した4か国
語のおしゃべり自販機
・レンタルアンブレラ

2016年

チャレンジ報告会
従業員のチャレンジを表彰
取り組み

各部門から直近1年間の優れた
チャレンジ（取り組み）を選抜
報告会でチャレンジ結果を共有し、表彰
実現したアイデア（一部）

・
「ニューロ調査」のマーケティングへ
の活用
・サプリサーバ事業へ参入提案
（→ヘルスサーバ事業への出資）

2017年

DyDoチャレンジアワード
①従業員のチャレンジを賞賛
②従業員のアイデアを実現
取り組み

①「DyDoチャレンジ賞」
過去1年間に実行されたチャレンジ
から、特に企業価値向上に貢献した
ものを称える
②「DyDoチャレンジアイデア賞」
従業員からチャレンジしたいアイデア
を募り、翌年度以降、実行するもの
を選定する

DyDo Group Holdings 統合報告書 2018
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企業価値創造の戦略

中期経営計画の進捗と今後の成長イメージ

なってきました。
当社の成長への鍵は、厳しい環境下でも安定的・継続的

これらの取り組みにより、グループ理念・グループビジョ

にキャッシュを生み出す国内飲料事業のビジネスモデルを

ンの制定と同時に策定した、2018年度を最終年度とする

構築すること、そしてそこから生まれたキャッシュを活用

５ヵ年の中期経営計画
「Challenge the Next Stage」
にお

し、次の成長の柱を育成することだと考えています。国内飲

いては、これまでの４年間で、前向きな成果が着実に見え

料 事 業における自販機 固 定 費 低 減の取り組みにより、

始めましたが、一方で、将来の成長に向けた課題も明確に

2020年までは収益性の改善を見込んでいますが、その間

●中期経営計画「Challenge the Next Stage」
新規領域

2018年度

食や健康 関連の新規事業展開
新たな
事業基盤
確立への
Challenge

売上高：

一層の業績向上

生産性の改善

（安定キャッシュの創出）

既存事業
成長への
Challenge

2,000 億円
営業利益率：

4.0%

149,526

149,856

2014

2015

171,401

172,684

2016

2017

175,220（予）

120,000
60,000
0

2018

（年度）

既存領域

●連結営業利益
医薬品
関連事業
商品力強化への
Challenge

国内飲料事業

食品事業

海外展開への
Challenge

海外展開
による
市場の拡大

イノベーティブな商品開発の実現
国

内

（百万円）
6,000

5,174

4,988

4,000

3,857

海

0

外

2014

2017年度までの成果

2015

2016

既存事業成長へのChallenge

・自販機チャネルにおける固定費構造の改革

自販機ビジネスモデルを革新し、

・自販機の環境負荷低減とコストダウンの両立

キャッシュ・フローの継続的拡大を図る

・IoT機能搭載自販機の計画的な展開

「ダイドーブレンド」のブランド力をさらに高め、
トップブランドをめざす

5,740（予）

4,891

2,000

4つのチャレンジと事業戦略

商品力強化へのChallenge

2017

2018

P 25 P 26

「ダイドーブレンド」ブランドの購入意向の向上、お客様接点の拡大
・
・
「世界一のバリスタ※監修」
「大人のカロリミット○R 」茶シリーズが
一定のポジションを獲得

P 29 P 30

※ワールドバリスタチャンピオンシップ第14代チャンピオン ピート・リカータ氏

海外展開へのChallenge

・イスラム圏（トルコ・マレーシア）における戦略拠点の獲得

海外事業展開を加速し、

・トルコにおけるバリューチェーンの強化、ビジネスモデルの

トップラインの飛躍的成長を実現する

新たな事業基盤確立へのChallenge
M&A戦略により、新たな収益の柱を確立する

15

●連結売上高
（百万円）
180,000
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再構築

P 31 P 32

・事業領域拡大へ機動的に対応できる体制の整備
・ターゲットをライフサイエンスをはじめとするヘルスケア領域へ
絞り込み、参入に向けた専門人財の確保

（年度）

に、事業ポートフォリオを再構築する必要があります。現

●将来の事業領域イメージと人財投資

在、日本国内では高齢長寿化が進んでおり、自販機ビジネ

ケアサイクルのより深い「治療」の段階まで顧客に寄り添うことで
企業理念であるお客様との「共存共栄」を具現化

スにおいては、コアユーザーの離脱が懸念される一方で、

顧客のケアサイクル

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

健康

つづけています。さらに健康志向の流れは、世界的なトレン

一般飲料
・食品

予防

未病

治療

予後・介護

健康食品

一般用
医薬品

医療用
医薬品

介護用飲料
・食品

ドとしても大きな潮流となっていることは確実です。私は、
このような中において、DyDoグループの次なる成長領域は

※出資先
台湾TCI

ヘルスケア関連市場にあると考えています。
これまで当社グループが培ってきたおいしさや健康に関

既存ビジネスのキャッシュ
フロー創出に貢献する人財

する知見、それを実現する製造技術に、グループ外の知見や

今後獲得していく分野
ライフサイエンス分野
イノベーションを起こす
多様な人財

専門の知見・技術・
ノウハウを有する人財

企業価値創造の戦略

競争力の源泉となる人財投資

研究開発力の融合により、
「予防」
「未病」
の分野へ提供価値
を拡げていきます。2019年7月に希少疾病用医薬品事業

戦略の実現に向けた「見えない資産」への投資

へ新規参入することを決定し、ライフサイエンスの分野を事
業領域に加えることで、事業を通じて社会的課題の解決を

そしてこれを実現するためには「見えない資産」への投

図ります。これらの取り組みを進め、拡大するヘルスケア関

資、すなわち、人財戦略が大きなカギを握ると考えていま

連市場を将来の大きな成長の柱へ育成していくことで、中

す。従業員一人ひとりのポテンシャルをさらに引上げ、常に

長期的な企業価値の向上をめざします。

ベストなパフォーマンスを発揮することで組織の総力を高
めていくこと、そして、ベストパフォーマンスを実現するため

持続的成長に向けた課題

課題への取り組みによるビジョンの実現

・自販機1台当たり売上高の低下

DyDoは社会と共に。

・オフィス内などへの設置促進

・自販機を社会のインフラに

・販売チャネルの特性に応じた商品ラインアップの最適化

・自販機の新たな付加価値の創造

・
「Smile STAND」の利用者拡大

・人と、社会と、環境に配慮した自販機ビジネスのサスティナビリティー

・お客様の価値観や消費行動の多様化への対応
・お客様の求める「おいしさ」
「健康」に対する
ニーズの多様化への対応
・お客様の「共感」を得る商品の開発
・マレーシア・ロシア・中国における改革の実行
・グローバルで加速する「健康志向」に対応した
商品ラインアップの強化拡充

・
「健康」
「医薬」に関するさらなる専門人財、知見、
ノウハウ、技術の獲得
・健康寿命延伸に対応した新たな市場の開拓

DyDoはお客様と共に。
・イノベーションを起こす多様な人財の採用・定着・キャリア開発
・外部の知見や研究開発力との融合（オープンイノベーション）
DyDoは次代と共に。
・日本のノウハウと現地のノウハウの融合による「高い品質」の
商品開発
・既存の枠組みを超えた「DyDoスタンダード」の創造
DyDoは人と共に。
・医薬品を通じた価値提供による社会的課題の解決
・飲料・食品・医薬品の枠組みを超えて「こころとからだに、
おいしいものを。」

DyDo Group Holdings 統合報告書 2018
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企業価値創造の戦略

に、従業員一人ひとりに豊かな生活を送ってもらうことが必
要不可欠です。これから益々多様化していく個々人のキャリ

コーポレート・ガバナンスの継続的改善

ア・プランやライフ・プランに応じた働き方を実現できる環

私は経営環境が激変する中で、当社のビジネスに関わる

境や制度を整備していくとともに、個々人のスキル・知識を

すべてのステークホルダーの皆様とともに、持続的な成長

更新したり底上げしたりするための教育・研修や学習支援

と中長期的な企業価値向上を実現していくためには、既存

の拡充を図ることで、仕事にも、生活にもベストを尽くすこ

の枠組みに捉われず、グループの事業モデルを大きく変革

とができる環境を整備していきます。

していく必要があると考えています。そのためには、中長期

個人の成長のためには、従業員一人ひとりの努力も重要

的視点による迅速・果断な意思決定をもった大胆な企業施

です。私は若手を中心としたリーダーシップ研修や社内イン

策も必要となります。一方で、施策の検討・決定過程におい

トラなどを通じて、従業員へは、自分の将来への強い「意

ては、より一層の透明性・公正性が求められていることも

思」を持ち、
「学習」と「健康」を大切にするよう話していま

認識しています。この考えのもと、コーポレート・ガバナン

す。変化の速い時代に順応するためには、従業員一人ひとり

ス体制を強化することが、当社の経営上の最重要課題と位

が個人レベルでも将来に対するビジョンをしっかりと抱き、

置づけ、その継続的改善に努めています。

現状に甘んじることなく学び続け、知識やスキルを向上し続

2014年の社長就任時には、２名の独立社外取締役を迎

ける姿勢が大切です。また、常に健康で活力に満ちている

え、社外の知見を当社の経営に活かす体制を整えました。

ことが良い仕事に繋がることから、自分自身の
「ライフスタ

社外の方に向けては従来よりも丁寧な説明が求められたこ

イル」
をしっかり見直してもらいたいと考えています。

とから、今までにない気付きを得ることができたほか、それ

「仕事にベストを尽くす人財、プライベートにもベストを

ぞれの取締役の知見を活かした有用なアドバイスも得られ

尽くす人財」が私の求める従業員像であり、その先に当社

るなどの効果を感じることが出来ました。さらに2015年に

グループの持続的な成長があると考えています。これから

はコーポレート・ガバナンスコードの施行をきっかけに、取

も制度の拡充・意識改革を進め、
「強い人財づくり」
に努め、

締役の委任範囲の見直しや任期の短縮、
「コーポレートガバ

一人ひとりの力を原動力として、今後も成長し続ける力強

ナンスに関する基本方針」
の制定、業績連動型インセンティ

いDyDoグループをめざします。

ブ制度の導入など、様々な改革を進めてきました。
また、広がりつつあるグループの業容をより透明性の高い

●ビジョンの実現に向けた人財づくり

形で統治するため、2017年に持株会社体制へ移行すること
で、グループガバナンスを強化し、各事業の責任と権限の明

人財力が勝利の源泉・人財力で勝ち抜き

確化を図るとともに、海外飲料事業の重要性の高まりに対

ダイドーグループの持続的成長を実現する
個人
知識・スキルの
向上

会社
【めざすべき人財像】

仕事にベストを尽くす人財

仕事の生産性
向上

生活にもベストを尽くす人財

生活の質改善

ベストなコンディションで仕事にのぞむために
健康維持や学習する人財

学習支援
制度・仕組み
の改善
健康支援など

応し、海外飲料子会社を持株会社が直接管理する体制とし
ました。また、これまで積み上げてきた内部留保を有効活用
し、ヘルスケア領域などの収益性・成長性の高い新たな事
業領域を獲得していくために、
Ｍ＆Ａ戦略に機動的に対応で
きる組織体制を整備しました。
持株会社体制への移行により、取締役会における議論は
大きく変化しました。これまでグループの親会社としての機

全従業員が生きいきと働ける人事制度
一人ひとりが最大限の力を発揮するために
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能を担っていたダイドードリンコの取締役会の議論は、国内
飲料事業に特化したことでより深い議論がされるようにな

りました。一方、持株会社であるダイドーグループホールディ

いくことで、中長期的な企業価値向上を実現していきたい

ングスの取締役会においては、各事業会社に権限を委譲し

と考えています。

たことにより、議題が絞り込まれ、議論の深みはもちろん、

そして、その実現のためには、現在の当社グループはさら

目線とスピード感がひとつ高まったことを実感しています。

なる成長に向けた投資が必要な時期にあります。内部留保

持株会社が直轄する体制となった海外飲料子会社について

につきましては、持続的な利益成長・資本効率向上につな

は、モニタリングや今後の方向性に関する議論が深まりを

がる戦略的事業投資に優先的に充当し、収益性を高め、持

みせています。将来の成長に向けたヘルスケア領域の獲得

続的な利益成長を実現することにより、中期的な増配基調

にむけては、進出していくべき領域についてより深い研究が

をめざしていきます。

可能となり、取締役会においても今後の方向性についてよ
機関投資家をはじめとする株式市場からの評価・要望・

企業価値向上への課題

懸念事項などの当社の経営改善に資する情報の報告に十

2018年度を最終年度とする中期経営計画「Challenge

分な時間を取れるようになったことも良い変化であると考

the Next Stage」
は、持続的成長の実現に向けたひとつの

えています。また、社外取締役への情報共有の方法も迅速

通過点と位置付けています。現在は将来の成長に向けた基

化と充実化を図ったことから、一部に課題はあるものの、そ

盤づくりに注力していることから、資本コストを超える収益

れぞれの立場からこれまで以上に建設的な意見をいただけ

性、効率性を実現するにいたっていません。

る体制となったことが、議論をより充実したものへと深化さ
せています。

今後、中長期的な企業価値向上の実現に向けて、新たな経
営戦略・経営目標・ＫＰＩ等に関する検討を進めていきます。

今後につきましては、特に自販機ビジネスにおける事業
環境の変化に対応し、
「自販機ビジネスモデル」のサスティ
ナビリティーへの重要課題を共有するとともに、当社グルー
プの持続的成長の実現に向けて、グループの長期的なあり
たい姿、グループ全体の事業ポートフォリオのあり方に関す
る議論を深めていきます。またその過程において、より一層
資本効率を意識した視点を共有することで、経営戦略の大
きな方向性に関する議論をさらに深めていきます。

収益性
売上高純利益率

資産効率性
総資産回転率

財務レバレッジ

資本政策について
当社グループは、今まさに大きな転換点を迎えています
が、私は、次の世代やその先の世代まで会社を繋いでいき
たいと考えています。それを実現するには現状維持ではな
い、新たなチャレンジが必要不可欠です。日本国内におい
て、高齢長寿化が一層進行し、健康寿命の延伸が課題とな
るなか、私は、既存の飲料・食品・医薬品の枠組みを越えて
ヘルスケア関連市場を将来の大きな収益の柱へと育成して

企業価値創造の戦略

り具体的なイメージを共有することができました。さらに、

総資産÷自己資本

2017年度
実績

課題と対策

1.5%

・国内飲料事業におけるキャッシュ・フロー
の継続的拡大
・各事業セグメントの営業利益率の改善
・事業ポートフォリオの強化・拡充
・ヘルスケア関連市場を収益の柱へ育成

1.0回

・有効な戦略的事業投資による資産効率性の
改善
・売上高の拡大と、自販機資産圧縮による、
国内飲料事業の資産回転率の継続的改善

1.9倍

・財務健全性・成長投資・株主還元のバラン
スを考慮したBSマネジメント

●フリー・キャッシュ・フローの状況

（百万円）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
営業活動による
キャッシュ・フロー（a）
有形及び無形固定資産
の取得による支出（b）
フリー・キャッシュ・
フロー（a-b）

13,959

14,603

15,309

14,308

△10,424

△9,797

△8,447

△8,913

3,535

4,806

6,862

5,395
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企業価値創造の戦略

DyDo グループの価値創造ビジネスモデル
国内飲料事業
売上高構成比

売上高
（百万円）
150,000
120,000

73.4%

営業利益
124,597 124,192 128,278 126,712 127,070（予）

（百万円）
8,000

90,000

4,000

60,000

3,839

3,745

3,958

2014

2015

2016

2,000

30,000
0

6,700（予）
5,542

6,000

2014

2015

2016

2017

0

（年度）
2018

※売上高構成比は外部顧客に対する売上高の比率

2017

2018（年度）

※売上高、営業利益は各セグメント間の取引を含む

国内飲料事業はグループの中核企業であるダイドードリンコが担っています。
製造と物流を外部の協力企業に委託することで、
経営資
源を商品開発と主力販路である自販機の開発・オペレーションに集中する独自のビジネスモデルを確立し、
安定的かつ効率的な事業
運営を行っています。

バリューチェーン
企画・開発

製造

物流

営業

物流の効率化
多様な商品

外部委託

外部委託

自販機

企画・開発
原材料
資材

製造協力工場

飲料の製造

独自の
自販機

販売

質の高い自販機
オペレーション

商品化

全国の営業所、
共栄会※

配送
センター

国内約

28

万台

コンビニエンス
ストア、量販店

自販機メーカー
自販機の製造

消費者ニーズのフィードバック

経営資源はお客様と直接関わる
自販機のオペレーションと商品開発へ集中

自販機を通じたコーヒー飲料の販売により、
安定的な業績を確保
国内飲料事業の売上高の80%以上を占める主力販路である
自販機は、
販売数量及び価格の変動が比較的少ないため、
安定

ダイドー
オンラインショップ

※当社特約オペレーター（当社商品を取り扱う自販機運営業者）

●国内飲料事業の売上高に占める割合（2017年度）

コーヒー飲料

56.3%

自販機

83.1%

した売上を維持しています。一方、商品別では、売上高の50%
以上は飲料カテゴリの中でも利益率が高いコーヒー飲料によ
るものです。
「収益性の高いコーヒー飲料を中心に、価格安定
性、販売安定性が高い自販機で販売する」という戦略により着
実な業績の確保に繋げています。
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【業界全体】
コーヒー飲料

約20%
※当社調べ

【業界全体】
自販機

約30%

※当社調べ

ファブレス経営による盤石な財務基盤
ダイドードリンコは自社工場を持たず、製造を外部の協力工
場に全て委託するファブレスメーカーです。

に対し、売上金の回収は自販機からの現金主体であるため、収
支ギャップは常に小さく、
安定したキャッシュ･フローを生み出し

物流も全国の協力業者に分散委託しており、製造・物流をア

ています。このような強固な財務基盤こそが、ダイドードリンコ

ウトソーシングすることで、設備投資などの大きな投資リスク

の強みであり、
攻めの経営を推し進め、
グループの新たな成長を

を回避し、物流コストも軽減しています。このような体制によ

実現する原動力となっています。

り、効率的な経営資源の配分が可能となり、商品の企画・開発
と自販機オペレーションに経営資源を集中することで、他社に

●キャッシュインが先行するビジネスモデル

はない高付加価値の商品やお客様に密着したきめ細かな自販
機運営を実現しています。

て自社で製造するには多額の設備投資が必要な上、全国の自販

協力工場

掛払い

売上金の
現金回収

機へセットするための物流コストの負担などが発生します。
自販
機での販売比率が高い当社にとって全国の協力工場に分散して
製造委託するファブレス形態は非常に合理的な選択なのです。

企業価値創造の戦略

また、
魅力的な自販機であるための条件の１つとして、
商品の
品揃えが豊富であることがあげられますが、多くの品目をすべ

商品の
補充

仕入れ

自販機

収支のギャップは常に小さく、安定したキャッシュ・フロー

さらに、資金面では、仕入れが協力工場への掛払いであるの

No.１のオペレーション体制
ダイドードリンコでは、グループの販売会社や、共栄会（当社

●自販機オペレーションに従事する従業員※の割合

特約オペレーター）を通じた強固な販売体制を構築していま
す。
自社に蓄積された膨大な販売データから分析した結果を元
に、
自販機設置場所の特性に応じた最適な品揃えを設定した上
で、
それぞれの自販機のオペレーション担当者がその場所の特

国内飲料事業に
従事する
従業員数

2,575人

性に応じたきめ細かな対応をすることで、売上の最大化をめざ

2017年度末

69.1%

ループ販売会社の担当者のレベル向上への取り組みはもちろ
ん、DyDoグループの約半数の自販機のオペレーションを担う
共栄会とも、
各企業が担当するエリアの地域特性や販売動向の

●高いオペレーション品質を維持する仕組み
データに基づく
基本の最適な
品ぞろえを設定

情報の共有を受けながら、時には実地での指導も含めてオペ

フォローが、
高いオペレーション品質の維持・向上に繋がってい
ます。

一体経営
タイムリーな
情報共有

レーションのノウハウを展開しています。
人財教育とIT活用の相乗効果、
また共栄会へのきめ細やかな

1,780人

※グループ販売会社（連結子会社）の
従業員の合計

しています。
全国の自販機で高いオペレーション品質を維持すべく、グ

自販機オペレーション
に従事する従業員数※

ダイドー
ドリンコ

グループ
販売会社

直接指導
タイムリーな
情報共有

設置場所に応じたきめ
細やかなオペレーション

共栄会

DyDo Group Holdings 統合報告書 2018
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こだわりのブレンドの追求
厳選したコーヒー豆とこだわりのブレンド技術を駆使して開

●「ダイドーブレンドデミタス」シリーズ

発した
「ダイドーブレンド」
は、あくまでコーヒー本来の味わいを
追求し、
「香料無添加の缶コーヒー」
であることにこだわり続け
ています。
「ダイドーブレンド」
のブランド価値と長年にわたるお
客様からの支持が当社グループの安定的なキャッシュ・フロー
の源泉となっています。
また、商品開発では、香料無添加へのこだわりはそのまま
に、幅広いお客様の嗜好や飲むシーンに合わせ、ラインアップ
を拡充しています。中でも、2017年に発売 25周年を迎えた
「ダイドーブレンドデミタス」
は、小容量缶コーヒー※1売上No.１

●「ダイドーブレンド世界一のバリスタ※監修」
シリーズ

※２のシリーズへ成長するなど、
確固たる地位を築いています。

また、コーヒーの消費量が増加し、飲み方が多様化する中、
2014 年にはミルク入り微糖コーヒーをボトル缶で発売しまし
た。当時はボトル缶は無糖ブラックが主流で、同商品を投入す
ることで、マーケットの拡大に繋げました。
※1 180mℓ以下缶・ボトル缶コーヒー
※2 インテージSRI 180mℓ以下缶・ボトル缶コーヒー市場
2014年３月〜 2016年12月 デミタスシリーズ累計販売金額

※ワールドバリスタチャンピオンシップ
第14代チャンピオン ピート・リカータ氏

革新的な商品の開発
素材にこだわった商品や、他社とは一線を画したダイドー
ドリンコならではのユニークな商品もまた、自販機を主力販路
とする当社だからこそ実現できることであると考えています。
自分たちの「店舗」である自販機を通じ、お客様へ直接販売す

●「ぷるっシュ!! ゼリー ×スパークリング」シリーズ
炭酸を閉じ込めたゼリーにナタデココを加えた独自製法で、炭酸の
シュワッ 、ゼリーの ぷるっ 、角切りナタデココの コリコリ食感 が
同時に楽しめる、新感覚炭酸飲料

る体制が、商品を時間をかけて育成することを可能にしていま
す。自販機を訪れる多様な顧客層に、常に新たな味わいを発見
できる楽しみ・サプライズをお届けするため、ダイドードリンコ
は常に既成概念に捉われない「オンリーDyDo」の商品を開発
しています。

課題と今後の戦略

社会インフラとしての自販機の可能性に挑む
近年、自販機ビジネスを取り巻く環境は厳しさを増しており、自販機１台当たりの売上高は低下傾向
が続いています。またお客様の価値観や消費行動は多様化しており、お客様の求める
「おいしさ」
や
「健
康」に対するニーズも多様化しています。このような状況の中、自販機ビジネスによるキャッシュ・フ
ローの継続的拡大を図るためには、お客様にとっての自販機の付加価値を、より一層高めていくととも
に、価値観の多様化に対応した商品を提供していくことが大きな課題となっています。
今後につきましては、IoTを通じて、自販機を社会のインフラとして活用し、幅広い分野でお客様の
生活を、より快適で豊かにするサービスの提供をめざします。そして、オープン・イノベーションとダイ

ダイドードリンコ株式会社

バーシティへの取り組みを推進することにより、価値観の多様化に対応し、お客様の共感を得られる高

代表取締役社長

品質なおいしさと健康をお届けしていきます。
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取り組みの詳細は P 25 P 26 P 29 P 30

髙松 富也

海外飲料事業
売上高構成比

売上高

営業利益

（百万円）

20,000

10.7%

16,735

18,547

19,410(予)

（百万円）

500

15,000

0

10,000

△500

5,000

△1,000

0

2016

2017

△838
△1,266

△1,500

2018（年度）

※売上高構成比は外部顧客に対する売上高の比率

2016

2017

△680（予）

2018（年度）

※売上高、営業利益は各セグメント間の取引を含む

海外飲料事業では、トルコ・マレーシア・ロシア・中国において、エリア特性に応じた事業を展開しています。中でも、2016 年に現地企
業のM&Aにより進出したトルコ飲料事業は、当社グループにおける海外飲料事業の中核を担っています。既存ブランドの知名度や、販売
企業価値創造の戦略

網・製造ラインを活かしながら、当社グループのノウハウを注入し、トップラインの飛躍的成長に向けて、強化・育成していきます。

バリューチェーン（トルコ）
企画・開発

調達

営業

販売

自社の販売網

国民になじみの
あるブランド

量販店
など

企画開発

トルコ

トルコ国内

原材料・資材

日本

生産

日本で培った
商品開発ノウハウ

トルコ国外

原材料・資材

HORECA※

自社工場
北部・南部の
計 6か所で
広大な国土を
カバー

個人宅・
オフィス

Yildiz社の販売網を
活用しつつ、自社の
販売網を整備

輸出
個人商店

※HORECA（Hotel/Restaurant/Cafe）

バリューチェーンの強化、ビジネスモデル
の再構築への取り組みが進捗
トルコ飲料事業は、トルコ北部に４か所、南部に２か
所の工場を持ち、ミネラルウォーター「Saka（サカ）」
や、炭酸飲料「ÇAMLICA(チャムリジャ）
」など、トルコ
国民に知名度のある商品を生産しています。また、それ
らの自社ブランド商品を、株式の取得元であるYildiz社
から引き継いだ販売網を整備・活用し販売しています。
トルコは、平均年齢が 30 歳前後と若年人口の比率
が非常に高く、今後さらなる人口の増加が見込まれる
ことから、飲料市場も拡大が見込まれます。また、トル
コの 飲 料市 場 は、水やコーラ、炭 酸 飲 料、フル ーツ
ジュースなど、比較的シンプルなカテゴリで構成され
ています。当社は既存ブランドの拡販に加え、日本国
内で培ったノウハウを活かし缶コーヒーや健康・美
容飲料などの商品展開を図ることで、新たな飲料カ
テゴリを創出し、市場平均を上回る成長をめざして
います。

課題と今後の戦略

事業基盤の強化を進め、
トップラインの飛躍的成長を実現
トルコ市場は、周辺国の情勢不安、リラ安など、事業環境は短
期的には良好とはいえませんが、中長期的な経済成長が見込め
る魅力的なマーケットです。
M&A 当初は、販売面・経営管理面ともにYildiz社への依存度
が高かったものの、一部の販路を残して自社の管理体制へ移行
が進んでいます。また、現地の従業員が主体となり、当社のミッ
ションやコアバリューを再定義したことで、人財面でも今後力強
く成長できる体制が整いつつあると考え
ています。
今後は販売チャネルの自社管理化をさら
に推進するとともに、輸出事業の強化により
為替耐性を高め盤石な事業基盤を整えると
ともに、先進的でユニークな商品の開発を
進め、市場での存在感を高めていきます。
取り組みの詳細は P 31 P 32

DyDo DRINCO Turkey
CEO

坂下 直史
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企業価値創造の戦略

医薬品関連事業
売上高構成比

売上高

営業利益

（百万円）

12,000

5.8%

（百万円）

10,220

9,126

9,068

10,536 10,500（予）

1,500

1,135

8,000

1,000

4,000

500

0

2014

2015

2016

0

（年度）
2018

2017

※売上高構成比は外部顧客に対する売上高の比率

2014

1,271
979

944

2015

2016

1,100（予）

2017

（年度）
2018

※売上高、営業利益は各セグメント間の取引を含む

医薬品関連事業では、
大同薬品工業が医薬品・医薬部外品の栄養ドリンクや、
美容ドリンクなどのOEM
（受託製造）
に特化したビジネ
スを展開しています。日産170万本を誇る生産能力と高い製造品質により国内の大手メーカーの信頼を獲得し、ドリンク剤受託メー
カーとしてトップクラスの実績により高い収益性を維持しています。

バリューチェーン
営業・企画・開発

生産
原料・原薬
メーカー様

最新情報キャッチ

消費者ニーズをキャッチ

企画・開発・試作
共同開発
メーカー

多様なニーズに柔軟に対応

販売

170 万本

日産

製品化

自社工場
品質保証
ISO9001・
FSSC22000認証

小ロット多品種の生産、
有効性・安全性を担保
する品質管理

情報の蓄積
多様化する消費者ニーズを
フィードバック

業界トップクラスの実績に裏打ちされる
大手メーカーからの高い信頼
大同薬品工業が得意とするドリンク剤は多様化が進み、機能
やターゲットが細分化しています。そのため、多品種小ロット
の製造ニーズは高く、受託専業メーカーとして成長してきた
大同薬品工業の柔軟な生産ラインは、大きな強みを発揮でき
ます。さらに、自社の医薬品製造開始から60 年以上にわたり
培ってきた医薬品の製造ノウハウ、新素材情報をいち早く入手
できる原料・原薬メーカーとの強いパイプ、高く安定した品質
をお届けする体制は、国内大手の医薬品メーカー・化 粧品
メーカーからの厚い信頼を得て、ドリンク剤製造受託メーカー
として、トップクラスの実績を維持しています。
また、医薬品・医薬部外品の製造は許認可が 求められる
業種※であり、参入障壁が高いニッチな産業であることも、収
益力の高さに繋がっており、当社グループ内でも安定収益を確
保するセグメントとして位置づけています。
※大同薬品工業が許認可を持つ業種
①医薬品製造業 ②第二種医薬品製造販売業 ③医薬部外品製造業
④医薬部外品製造販売業 ⑤清涼飲料水製造業
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共同開発
メーカー

100 社
以上

課題と今後の戦略

ドリンク剤受託専業メーカーとして
圧倒的な地位を確立する
近年、栄養ドリンクのコアユーザー層の高齢化などを背
景にドリンク剤市場は縮小傾向にある一方で、消費者の
健康・美容志向の高まりによって、美容系ドリンク剤を中
心に伸長傾向が見られます。また、BCP 対策の一環とし
ての生産のリスク分散や物流費高騰への対応はブランド
メーカーにとっての懸案事項となっています。このような
環境下においては、当社が 高い製
造品質と安定的な供給体制を整備
し、お取引先の様々なご要望やニー
ズにお応えしていくことが重要課
題となっています。当社が長年培っ
たノウハウをより一層強化・拡充す
ることにより、ドリンク剤受託メー
カーとしてトップクラスの地位をさ
らに強固にしていきます。
取り組みの詳細は P 27 P 28

大同薬品工業株式会社
代表取締役社長

髙橋 豊

食品事業
売上高構成比

売上高

営業利益

（百万円）
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※売上高構成比は外部顧客に対する売上高の比率
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259
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219
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（年度）
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※売上高、営業利益は各セグメント間の取引を含む

フルーツデザートゼリー市場でトップシェアを維持するたらみは、当社グループの食品事業を担っています。2012年に連結子会社化
後、
グループ第3の柱として連結業績に貢献するとともに、
高い知名度がグループ全体のブランド力向上へも寄与しています。
企業価値創造の戦略

バリューチェーン
企画・開発

調達
消費者モニタ
リングを通じ
ニーズを商品化

多彩なニーズに
対応できるよう
に新たな味わい
や食感を発案

直接対話
品質管理
方法に
ついて指導

生産者

世界中から
厳選して調達

「果物」のおいしさを届け、
業界トップ企業としての期待に応える
たらみはフルーツデザートゼリーのパイオニアとして、長年
業界トップシェアを堅持しています。青果店を祖業とするたら
みでは、世界中の果物を素材以上のおいしさで消費者に楽しん
でいただくことを開発の原点としています。そのため、新しい
素材
（フルーツ）
の調査・研究を繰り返し、ゼリーの味・食感な
どで他社と圧倒的な差をつけた商品をめざしています。また、
製造においてはきめ細かな設備管理により、廃棄ロスを低減し
ながら、高い品質と完成度の高い商品を生み出すための改革
を続けています。
食の安全・安心を担保しながら、お客様においしいものを
お買い得感ある価格で提供していくことが、業界のトップ企業
としての使命と考え、商品の付加価値向上に向けて、常に自ら
を改革する姿勢が、たらみの強みであり、業界トップを維持
する原動力となっています。

生産

自社工場

営業

商品化

品質保証
ISO9001・
FSSC22000認証

販売

コンビニエンス
ストア、量販店

たらみ
オンラインショップ
ドライゼリー市場

シェアNo.１

課題と今後の戦略

「やっぱりたらみ」と選ばれるブランドをめざす
近年、ドライゼリー市場は、低価格帯の販売量が減
少する一方で、中価格帯の商品の売上が伸長しており、
お客様は
「こだわり」
にお金を使う時が近づいてきてい
ると感じています。
このような環境下において、お客様に「たらみ」ブラ
ンドの商品を積極的に選んでいただくためには、お客
様の多面的なニーズに対応し、お客様の驚きや感動を
生む商品を幅広く創り続けるこ
とが重要な課題であると考えて
います。
今後につきましては、
「顧客目
線」と「イノベーション」への取り
組みを一層推 進し、ブランド訴
求、商品価値訴求を強化すること
により、お客様を基軸とした長期
的成長をめざします。

株式会社たらみ
代表取締役社長

八尾 雅幸
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