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鼎

談

社長

社外取締役

代表取締役社長

髙松

富也

独立社外取締役

井上

正隆

独立社外取締役

森

真二

持続的成長の実現に向けた挑戦
持株会社体制への移行により、取締役会議論が充実
持株会社体制への移行により

する施策とKPIが明確に示されました。
する施策とKPIが明確に示されまし これにより毎月の報
告でも進捗の確認ができ、モニタリングの質も大きく改善

髙松 2017年１月の持株会社体制移行に伴う事業会社へ

したと考えています。

の権限委譲により、取締役会の議題の絞り込みや審議内容
の充実を図ってきました。特に将来の成長に向けた投資案

将来の成長に向けたヘルスケア領域への取り組み

件や海外事業のモニタリングについては、議論が充実して
きたと感じています。
井上 持株会社化後は、取締役会の議題は全社的なもの

ていますが、この領域は先行しているグループがあり、投資

に限定され、その結果「重要案件」に関する議論の時間が

金額も大きいものがあります。我々は大手と違った方向での

確保できることになり、充実度が飛躍的に上がっていると

「ヘルスケア領域」をめざさねばならないと思いますが、具体

思います。ただ、新たな投資議案については、成功した際の

的にはどのような領域を狙い、長期的にどのような成長戦略

将来像をしっかりイメージすること、投資に対するリターン

を描いていくのか、社長のお考えをお聞かせください。

への意識をより強く持つことが、当社の今後の課題だと感
じています。
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森 将来の成長に向け
「ヘルスケア領域」
を投資領域に掲げ

髙松 「健康」
というキーワードは国内だけではなく世界的
な潮流と感じています。中でも当社の事業の成り立ちから

森 新たな事業に取り組むにあたっては、短期的な利益追

いくと、未病・予防医学の分野が身近です。３月に発表した

求ではなく、長期的な視点でその事業を
「育てていく」
心構

希少疾病用医薬品事業への参入は「健康」と「医薬」に関す

えが大切だと考えています。一方で、投資時に定めた撤退

る知見を得るための重要な布石になると考えています。既

条件は常に意識し、時には撤退することも必要で、その点を

存の飲料・食品・医薬品の枠組みを越えて、健康寿命を延

しっかりとモニタリングしていくことが取締役会の役割のひ

ばすヘルスケア関連市場を将来の大きな収益の柱へと育成

とつだと考えています。

していきたいと考えています。

井上 2016 年２月に買収したトルコ飲料事業は、当社に

井上 元々、医薬品の事業からスタートした当社にとって

とって初めての本格的な海外事業だったこともあり、従事

はフィット感のある分野だと思います。長期的な視点で事

する社員にとっては「わからないところがわからない」とい

業を育てることを念頭に、まず会社としてノウハウを吸収す

う状況だったかと思います。ところが、買収翌年の2017年

るための投資をすること、その上で長期的な医薬品事業の

１月には重点的に取り組むべき課題が整理され、それに対

育成方針をしっかりと立てることが必要だと考えています。

DyDo Group Holdings 統合報告書 2018

ステークホルダーとの対話を戦略へ活かす

聞かせてください。
森 連結・非連結を含めた 20 社以上のグループ子会社

髙松 持株会社化後、株主・投資家との対話に関する報告
内容も充実させてきました。
井上 機関投資家のみなさんは投資効率を測るプロなので、

を統括するためのガバナンス体制は、非常に重要だと考え
ています。グループ子会社自体もそれぞれの責任で事業の
執行とその監査体制を備えていく時代だと考えています

当社にその重要性を客観的に示唆いただいており、彼らとの

が、その体制を築くべく指導・チェックしていくのが持株会

対話は非常に意義があると感じています。また専門家として

社の役割であり、またそれを機能させることが成長戦略に

業界を取り巻く環境や市場の分析などは、当社が長期戦略を

繋がっていくと考えています。

策定する上で参考になることが大いにあると感じています。

井上 事業推進面から申し上げると、将来にわたる成長に

森 株主・投資家のみならずステークホルダー全般に目を

向けて、事業ポートフォリオの核を複数作らなければならな

移せば、消費者の意見を汲み上げることが非常に重要です。

いと考えています。そのための資金として当社のコア事業で

各事業において、お客様の求める商品を生み出し続けるた

ある国内飲料事業が継続的にキャッシュを生み出し続ける

めには、消費者との対話を深めることが大切だと思います。

ことが、当社グループのベースであると思います。全国28万
台の自販機という「店舗」を活かし、安全・安心な商品を提

人財投資の重要性

供すること、またそれらの活動を行う上で、エネルギー・資
源を無駄なく活用すること、ひいては
「人にやさしく、社会に

髙松 昨今、株式市場からもあらためて
「人財投資」
の重要

やさしい」
事業を行っていくことが、当社にとっての課題と考

性が問われていますが、私は
「人財」
は当社の経営に非常に

えています。エネルギーの効率利用が進む中、業界全体の

重要なポイントであると考えています。中でも人財育成制

自販機総台数は減少するという予測のもとで、当社自身は

度の整備や、従業員が気持ちよく働ける環境づくりは喫緊

「店舗」としての魅力を高め生き残っていくことが、社会の

の課題であると考えています。賃金や報酬はもちろん大事

サスティナビリティにも貢献することだと考えています。

ですが、強い人財を育成するとともに、仕事のやりがいや働

森 国内飲料事業においては、全国28万台の自販機が社

きやすさ、プライベートとのバランスなどを充実できるよう

会インフラとしての可能性を大いに秘めています。飲料を売

な環境を作っていきたいと考えています。

るだけではなく、新たなビジネスに結びつく、自販機ビジネ

井上 当社が新たに取り組む事業に従事する社員は、これ
までの業務の延長線ではない資質が求められます。全体を

スの改革や価値創造を他社に先駆けてどんどんやっていく
ことを期待しています。
髙松 企業が永続的に事業を継続していくためには、一つ

作り、PDCAを回すという訓練を積ませることで、その人財

のことを極めることも重要ですが、時代の変化にあわせて、

は大きく成長すると思います。その際に大切なのは、その

自らも変化していくこともまた重要です。

人財に事業・財務双方の知見を持たせるよう、事前に教育

これまで当社グループは国内飲料事業が収益の柱として

すること。この２つをしっかり押さえておけば、ビジョンから

支えてきました。今、当社が取り組みを強化しているヘルス

戦略へさらに事業計画へと落とし込むことができ、マネジ

ケア領域は、社会的課題であり、さらには人間の根源的な

メントサイクルを回すことが可能になると考えます。

課題でもあると考えています。この領域への課題の解決に

髙松 ビジョンから経営戦略があり、それを具体的な経営
計画に落としていく、一連のプロセスがきちんと行える人
財育成ができる体制づくりが必要だと感じています。

企業価値創造のための基盤

俯瞰しやすい規模の事業に、有能な人員を配置し、戦略を

向けてしっかり取り組んでいくことで、社会へ貢献していき
たいと思います。
地球温暖化や資源枯渇の問題、テクノロジーの進化な
ど、今まさに時代は大きく変化しています。この変化は、当

時代の変化に対応し、人と社会と共に成長する

社グループにとって向かい風になることもありますが、チャ
ンスに変えていくことも可能だと考えています。この環境の

髙松 当社グループにとっての持続的成長を実現するため
の課題と、取締役会が果たすべき役割についてのお考えを

変化にしなやかに対応し、次のステージへ向けて DyDo
グループを大きく成長させていきます。
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コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方

じた販売によるものです。また、自社工場を持たず、生産・物流
を全国の協力業者にすべて委託するファブレス経営により、当
社は製品の企画・開発と自販機オペレーションに経営資源を

当社グループは、
「人と、社会と、共に喜び、共に栄える。そ

集中し、全国に約28万台を保有する自販機は当社グループ

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

の従業員と共栄会
（当社商品を取り扱う自販機運営事業者）
に

を続ける。」との「グループ理念」のもと、健全な企業活動とコ

より管理しております。

ンプライアンスを徹底し、経営の効率性と透明性を高め、お客

このような当社独自のビジネスモデルは、ステークホルダー

様、従業員、取引先、地域社会、株主といった、すべてのステー

の皆様との信頼関係によって成り立っていることから、
「人と、

クホルダーの皆様との共存共栄を図りながら、持続的な成長

社会と、共に喜び、共に栄える。」ことが会社としての責務であ

と中長期的な企業価値向上に努めることをコーポレートガバ

り、経営上の最重要課題であると認識しております。そして、そ

ナンスの基本的な考え方としております。

の実現のために、
「ダイナミックにチャレンジを続けていく」
ため

当社グループのコア事業である国内飲料事業は、清涼飲料と

の基盤として、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うた

いう消費者の皆様の日常生活に密着した製品を取り扱ってお

めの仕組みであるコーポレートガバナンスを継続的に改善して

り、部門売上高の80%以上は地域社会に根差した自販機を通

いくことが、株主共同の利益に資するものと考えております。

●コーポレート・ガバナンスの継続的改善の変遷
〜

2012年

2014年

2016年

2017年

2018年

12年6月 たらみの子会社化
事業展開の変遷

13年12月 ロシアで自販機事業の展開開始
15年12月 マレーシアの飲料市場へ参入
16年2月 トルコの飲料市場へ参入
18年3月 希少疾病用医薬品事業への参入を発表
14年 髙松富也 社長就任

社長
グループ体制
取締役会の
活性化・
機能強化

17年 持株会社体制
12年 執行役員制度
16年 委任範囲の見直し 17年 事業会社への権限委譲
定款に定める取締役の員数は９名以内

16年 定款に定める取締役の員数は７名以内
17年 業績連動型インセンティブ制度

取締役会の
実効性向上

16年 取締役会の実効性評価 17年 評価結果の概要の開示
14年 独立社外取締役２名選任

社外取締役
企業理念

16年 独立社外取締役比率は1/3
（６名中２名）
84年 ダイドードリンコの
コーポレートマインド（企業理念）の制定

14年 新たなグループ理念・ビジョン・スローガンの制定
16年「コーポレートガバナンスに関する基本方針」の制定

グループ理念・ビジョン・スローガンの体現

■ 経営陣と従業員の対話機会の創出

当社グループでは、新たなグループ理念・グループビジョン・グ

ループスローガンの策定後、代表取締役社長が国内の全拠点を巡
コアビジネスである国内飲料事業を取り巻く環境が大きく

回し、策定の背景や目的を共有するとともに、各部門の役割や今後

変化する中、グループ全従業員が一丸となって将来の持続的

の取り組みなどについて従業員と議論を重ねました。その後も、代

成長をめざすべく、2014年に新たな「グループ理念・グループ

表取締役社長が定期的に各地を訪れ、従業員と対話を行う「ダイ

ビジョン・グループスローガン」を制定しました。そして、その

ドーオフサイトミーティング」や、若手従業員を中心とした勉強会を

具現化に向けて、経営陣と従業員の対話機会の創出や人事施

通じて、各自の問題意識や今後の目標を共有し、それぞれの職務や

策・制度の構築を通じて、浸透活動を図っています。

階層において期待される役割などを伝えることで、組織の士気を高
め、グループ理念にある「チャレンジ」する風土を醸成しています。
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コーポレート・ガバナンス体制の概要
選任・解任

株主総会
選任・解任

選任・解任
監視

取締役会

連携

監査役会
監査

業務執行
報告

選定・
解任

報告

会計監査人

内部監査

各事業部門・グループ会社

顧問弁護士等

指示

報告

報告

指示

経営会議

助言・指導

連携

代表取締役社長

グループリスク管理委員会

連携

監査部

グループ連携会議

会計監査

（2018年４月13日現在）

組織形態

監査役会設置会社

執行役員制度

有

定款上の取締役の員数

７名以内

定款上の監査役の員数

４名以内

定款上の取締役の任期

１年

定款上の監査役の任期

４年

取締役の人数

６名（うち独立社外取締役２名）

監査役の人数

４名（うち社外監査役３名）

監査役

執行役員

●

●

（ ●※２ ）

主要子会社※１
社長

役割
経営戦略などの重要事項を協議・決定するとともに、取締役の
職務の執行とグループ各社の業務執行を監督しています。
監査に係る重要事項について報告を受け、協議または
決議を行うとともに、取締役の職務の執行を監査しています。

●

監査役会

経営の全般的執行についての方針及び計画の立案、
その他調査、研究、企画、管理、連絡、調整等を行っています。

経営会議

○

○

●

グループ連携会議

○

○

●

●

グループにおける重要事項を共有するとともに、
各子会社からの経営状況の報告等を行っています。

グループリスク
管理委員会

○

○

●

●

全社的なリスクを抽出・評価し、対策を審議・決定するとともに、
リスク管理全体の点検及び改善をしています。

※１ ダイドードリンコ、大同薬品工業、たらみ
※２ 取締役を兼務しない執行役員はオブザーバーとして出席

企業価値創造のための基盤

取締役会

取締役

●該当者すべて ○常勤者のみ
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取締役会の実効性評価
当社は、取締役会が実効的にその役割を果たしているか検

■ 2017年度の評価・分析結果の概要

証するとともに、取締役会の機能強化を図り、実効性をさらに

自己評価結果の分析を踏まえて討議した結果、当社取締役会

高めることを目的に、取締役会の実効性に関する評価・分析

は、
「取締役会の実効性は有効に機能している」と結論づけました。

を実施しています。
【取締役会の議題および運営に関する改善状況】
●

■ 評価・分析方法

取締役会の議題は、持株会社にふさわしい事項に絞り込んで選定
されており、特に、以下の事項について内容の充実が図られた。

当社取締役会は、取締役会の実効性を評価・分析するため、

① 新規事業領域拡大に関する審議

調査票に基づく全取締役・全監査役による自己評価と取締役

② 海外飲料事業のモニタリング

会事務局による個別ヒアリングを実施しています。その後に

③ 株主・投資家との対話に関する報告

開催する取締役会において、自己評価結果の分析及び現状の

●取締役会における上記項目の議題数

課題認識の共有を図るとともに、より実効性の高い取締役会
の実現に向けた今後の取り組みなどについて、建設的な討議
を実施しています。

■ 評価項目

新規事業

取締役会の
開催回数

6

18

6

17

2017年度

11

13

13

17

社外取締役、社外監査役への情報提供については、セキュリ
ティーに配慮したシステムの導入によるアクセス環境の整備

自己評価調査票における大項目は、持株会社の取締役会と

により、改善が図られた。

しての審議状況や昨年の課題に対する対応状況を確認するた
●

議題の重要性に応じた十分な事前説明や審議時間の確保

●

重要事項の審議にあたっては、社外取締役・社外監査役の

については、一部に課題はあるものの、着実に改善された。

（１）持株会社体制移行後の取締役会の議題・運営について
（２）海外事業展開や事業領域拡大を踏まえた取締役会の構

IR活動

2016年度

●

め、以下の通りとしました。

海外飲料事業

意見を尊重する議事進行がなされており、特にグループの

成について
（３）コーポレートガバナンス・コードを踏まえた今後の課題に

将来にとって重要と思われる案件については、性急な結論
を求めず、次回送りとするなど、適切な運営がなされた。

ついて
［ご参考］ 前年度の課題

取締役会の実効性をさらに高めていくための今後の課題

（2017年３月15日公表）

１.取締役会の構成については、海外における事業展開の加
速や事業領域の拡大等の経営戦略の進展に応じて、さら
に多様な人財の登用を行うこと。
２.取締役会の議題については、審議事項の絞り込みを行い、
グループ経営における企業戦略の大きな方向性や、海外
事業の重要性の高まりに対応したリスクマネジメントのあ
り方などに関する建設的議論をより一層深めていくこと。
３.取締役会の運営については、社外役員への情報提供のあ
り方、議題の重要性に応じた審議時間の配分、資料内容
やその説明の方法等に工夫の余地があること。

【今後の課題】
（１）取締役会の構成については、経営戦略の進展に応じて、
ヘルスケア領域の知見を有する人財の登用を行うこと。
（２）社外取締役、社外監査役への情報提供については、さら
なる早期化と内容の充実化を図ること。
（３）投資案件の審議にあたっては、リスクとリターンに関する
説明の充実を図るとともに、撤退基準を明確にすること。
（４）海外飲料事業のリスクマネジメントについては、現地従業員に対
する意識啓蒙を図るなど、さらなる取り組みが必要であること。

■ 今後の取り組み
今後につきましては、当社グループの持続的成長の実現に
向けて、以下のテーマを中心に、経営戦略の大きな方向性に関
する議論をさらに深めてまいります。
「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
（１）
（２）グループ全体の事業ポートフォリオのあり方
（３）成長戦略を推進するための人財投資のあり方
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役員報酬

内部統制とコンプライアンス

当社グループは、役員の報酬等を当社グループの持続的成

当社は、
「内部統制システムの整備に関する基本方針」や「コ

長と中長期的な企業価値向上に資するものとすべく、役員報

ンプライアンス行動指針」を制定し、健全な企業活動の推進

酬制度を設計し、運用しています。

とコンプライアンスの徹底に取り組んでいます。

取締役の報酬構成

内部統制システム

取締役の報酬は、基本報酬と賞与で構成し、個別の基本報

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合し、健全

酬の水準はその職責に応じて設定しています。また、賞与につ

かつ効率的な業務遂行を図るため、会社法及び会社法施行規

いては、年度の業績に応じてその金額を決定しています。

則に基づき、
「内部統制システムの整備に関する基本方針」を制

●2017年度の役員報酬等

定しています。

報酬額の
総額

（単位：百万円）

報酬等の種類別の総額
基本報酬

賞与

退職慰労金

対象となる
役員数（人）

取締役※

139

112

10

16

６

監査役※

13

13

0

ー

１

社外役員

22

22

ー

ー

５

※社外取締役・社外監査役を除く

■ 業績連動型インセンティブ制度
2017年１月21日の持株会社体制への移行にあわせて、業

本方針のもと、グループ各社が内部統制システムを整備・運
用し、当社の内部監査部門とグループ各社の内部監査担当者
が連携し、年間監査計画に基づく現地往査等の効率的な実践
により、業務執行が適正かつ効率的に実施されているかを監査
しています。さらに、財務報告の信頼性をより一層高めるため、
金融商品取引法を踏まえた「財務報告に係わる内部統制評価
規程」に従い、重要な事業拠点の内部統制の状況や財務諸表作
成にいたるプロセスを文書化し、連結ベースでの評価と継続的
改善を実施しています。

績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的に、業
績の達成度に応じて当社株式を給付する業績連動型インセン
ティブ制度※１を導入しています。
【対象者】
以下の取締役※２及び執行役員
ダイドーグループホールディングス株式会社

●

ダイドードリンコ株式会社

●

大同薬品工業株式会社

●

株式会社たらみ

【対象者へ給付される株式の算出方法】
対象者には、各事業年度における役位及び業績達成度に応
じて、各事業年度ごとにポイントが付与されます。付与された
ポイントは、株式給付に際し、１ポイント当たり当社の普通株

当社は、
「 グループ理念」及び「グループビジョン」を当社グ

ループのめざす姿として共有し、その実現に向けてコンプライ
アンスの観点から守るべき重要事項を
「コンプライアンス行動
指針」
として制定しています。

企業価値創造のための基盤

●

■「コンプライアンス行動指針」の制定

■ コンプライアンス意識の向上を図るための取り組み

ダイドードリンコは、従業員のコンプライアンス意識の向上

をめざして、新入社員を中心としたコンプライアンス研修の実
施やe-ラーニングによる学習機会の提供のほか、
コンプライア
ンスに関する身近な事例をイラストで分かりやすく紹介する
「コンプライアンス通信」
を定期的に発行しています。

式１株に換算されます。
給付株式数=役位に応じた基本ポイント×業績連動係数
業績連動係数は、決算短信で開示する毎事業年度期初の
連結ベースの予想営業利益、予想売上高の達成率を基に設定
※３しています。

※１業績連動型インセンティブ制度は取締役の報酬限度枠とは別枠で支給。
※２業務執行から独立した立場にある社外取締役および取締役会長を除く。
※３中期経営画
「Challenge the Next Stage」
の最終年度である2018年度は、
中期経営計画の達成度も加味。
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事業等のリスク
当社グループでは、グループ理念に基づく経営戦略達成において発生する様々な阻害要因をリスクと位置付け、リスクを回避、ま
たは、その影響を最小限に留めるための対応策を実施しています。2017年度末において、当社グループの経営成績及び財政状態な
どに重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のようなものがあります。

①人財の確保・育成
リスク

当社グループの成長戦略である海外における事
業展開の強化拡充や新たな事業領域への参入を

対策

当社グループは、これらのリスクの低減を図るた
め、持株会社が海外飲料子会社を直接管理・統制

図るためには、高度な専門性や経験を有する多様な人財を確

する体制とし、経営管理体制・リスク管理体制の整備をすす

保していく必要があります。また、既存事業成長へのチャレン

めるとともに、海外飲料事業の強化・育成を図り、国内飲料事

ジを推進するためには、全国広範囲にわたり保有する自販機

業とのシナジーの発揮による飛躍的成長の実現にチャレンジ

のオペレーションを支える人財や、医薬品関連事業・食品事

しています。

業等の製造工場のオペレーションを支える人財を継続的に確

海外飲料事業における取り組みの詳細は P 31 P 32

保・育成していく必要があります。
近年、少子高齢化の進行と労働力人口の減少、価値観や働
き方ニーズの多様化など、労働市場を取り巻く環境が変化す
る中、相応しい人財を継続的に確保することが困難になる場
合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性
があります。

③企業買収及び事業・資本提携
リスク

当社グループは、 食や健康 関連の新規事業展
開を図ることを中期的な成長戦略のひとつとして

おり、企業買収及び事業・資本提携などの戦略的投資も事業
拡大を加速するための有効な手段として、その可能性を常に

対策

当社グループでは、これらのリスクの低減を図るた

検討しております。しかしながら、有効な投資機会を見出せな

め、人財の確保・育成への取り組みを強化するとと

い場合や、当初期待した戦略的投資効果を得られない場合に

もに、人財のさらなる定着化を図るための諸制度の整備や業務

は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

効率の改善など、働き方改革への取り組みをすすめています。

があります。また、企業買収等により新規事業領域・新規市場

人財の確保・育成への考え方は P 14 P 16 P 17 P 42

へ参入する場合には、その事業・市場固有のリスクが新たに加
わる可能性があります。
企業買収等にあたっては、対象企業の事業計画や財務内

②海外子会社の管理・統制

容、契約関係等についての詳細な調査を行い、十分にリスクを

当社グループは、海外における本格的な事業展開

検討することとしておりますが、事前に把握できなかった問題

を図ることを中期的な成長戦略に掲げ、将来の

の発生や事業展開が計画どおり進まない場合、のれんの減損

飛躍的成長に向けた戦略拠点として、トルコ、マレーシア、ロ

処理を行う必要性が生じる等により、当社グループの業績及

シア、中国の４ヵ国に海外飲料子会社を有しています。

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

リスク

海外における事業展開には、各国の法令・制度、政治・経
済・社会情勢、文化・宗教・商習慣の違いや為替レートの変動
をはじめとした様々なリスクが存在します。事前に想定でき

対策

当社グループは、これらのリスクの低減を図るた
め、持株会社体制への移行により、事業領域の拡

なかった問題の発生やこれらのリスクに対処できないことな

大に機動的に対応できる体制を整備とするとともに、取締役

どにより、事業展開が困難になった場合や投資回収が困難と

会の実効性評価の結果をふまえて、取締役会のさらなる機能

なった場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を

強化を図るなど、コーポレート・ガバナンスの継続的改善に向

及ぼす可能性があります。

けた取り組みをすすめています。
取締役会の実効性評価の詳細は P 37
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④自販機チャネルへの集中・依存
リスク

当社グループのコアビジネスである国内飲料事業
は、日本国内における自販機の普及の歴史ととも

対策

当社グループは、これらのリスクの低減を図るた
め、1975年の発売以来、本格的な味わいと香料を

使わない製品作りにこだわり続けてきた「ダイドーブレンド」ブ

に発展してまいりました。地域に根差した営業活動を展開す

ランドのさらなるブランド力強化や、近年のお客様ニーズの多

ることにより、全国約28万台の自販機網と品質の高いオペ

様化に対応したイノベーティブな商品の展開など、商品力強化

レーション体制を構築し、当連結会計年度において、国内飲

へのチャレンジをすすめています。

料事業における自販機チャネルの売上比率は83.1%となって

商品力強化へのチャレンジの詳細は P 29 P 30

おり、業界平均を大きく上回る状況となっております。
自販機チャネルは、価格安定性・販売安定性が比較的高く、
収益性の高い缶コーヒーを主力商材として、安定的なキャッ
シュ・フローを確保することが可能ですが、近年、自販機市場
全体の総台数は減少に転じており、自販機においても低価格

⑥原材料・資材の調達
リスク

当社グループの商品には、多種多様な原料・資材

が使用されていますが、中でも国内飲料事業の

販売が広がっていることや、コンビニエンスストアをはじめと

主要原料であるコーヒー豆は国際市況商品であり、その価格

する利便性の高い店舗網の増加などから、自販機１台当たり

は、商品相場だけでなく為替レートの変動の影響を受けます。

の売上高が低下する傾向が続いており、当社グループの業績

価格変動の影響を受けることについては、他の原材料・資材

及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

についても同様であり、特に、海外飲料事業（トルコ事業）につ
いては、一部の資材調達が外貨建てであることから、トルコリ

対策

当社グループは、これらのリスクの低減を図るた

ラの為替レートの変動によって、その調達価格は影響を受け

め、オフィス内などの安定的な販売が見込める場所

ます。原材料・資材価格の高騰は、製造コストの上昇につなが

への設置促進や商品ラインアップの最適化などの取り組みを

り、市場環境によって販売価格に転嫁できない場合があり、

すすめるとともに、自販機チャネルにかかる固定費構造の改

当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

革やIoT自販機の展開を通じて、自販機ビジネスモデルの革

ります。

新にチャレンジしています。
自販機ビジネスモデルの革新に向けた取り組みの詳細は P 25 P 26

対策

当社グループは、これらのリスクの低減を図るた
め、コーヒー豆については、先を見越して国内焙煎

業者と取引価格を契約し、調達価格の安定化を図っているほ

リスク

日本国内の清涼飲料業界の市場環境は、今後さ

らに進展する少子高齢化の影響により、中長期

的には大きな成長を見込みにくい状況の中で、業界各社は収

か、他の原材料・資材についても、調達戦略の推進によるコス

企業価値創造のための基盤

⑤業界における市場競争

ト最適化への取り組みをすすめています。
安全・安心な原材料の調達に向けた取り組みの詳細は P 29

益重視の方針を掲げ、重点ブランドへの集中や商品・容器構
成の見直しなどに取り組んでいるものの、消費の二極化によ
る低価格志向の高まりや、流通チェーンの合併・統合等による
販売促進活動に対する交渉力強化や競争力の高いプライベー
トブランドの展開、ドラッグストア業界の競争激化を背景とし
た価格戦略なども相俟って、販売単価の改善は進展しておら
ず、店頭への商品配荷を維持・拡大するための販売促進費も
増加する傾向にあります。
また、業界各社からは、お客様ニーズの多様化に対応すべ
く、容器やデザイン面にも工夫をこらした多種多様なコンセプ
トの新商品が相次いで発売されており、価格戦略を含めた
マーケティング戦略など、市場における競争環境の変化に十
分対応できなかった場合、当社グループの業績及び財政状態
に影響を及ぼす可能性があります。
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リスクマネジメント
⑦生産体制・品質管理体制
リスク

当社グループは、
「グループリスク管理委員会」で、
当社グルー

当社グループは、安全で高品質な商品の提供のた

プに重大な影響を及ぼすおそれのある重要リスクを選定し、
対

め、品質管理、鮮度管理を徹底し、万全の体制で

策を審議・決定しています。また、リスク対策の有効性やリス

臨んでおります。国内飲料事業においては、当社が商品企画

ク管理の妥当性の評価を行い、必要に応じて改善指示を行う

までを行い、その仕様に基づきグループ外の協力工場に製造

ことで、グループ全体におけるリスクマネジメントの強化を

を委託する生産体制をとっておりますが、自社と協力工場双

図っています。

方での厳格な管理・検査体制で常に安全安心な製造・出荷体
制を維持しております。

取締役会

グループリスク
管理委員会

＜委員長＞
社長

当社グループでは、食品の安全性、品質管理及び表示不良

た場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可
能性があります。

対策

当社グループは、これらのリスクの低減を図るた

グループリスク
管理委員会メンバー
連携・情報共有

め、国内飲料事業では、製造を委託している協力工

事務局

全体の統制
状況を監査

＜副委員長＞
内部統制担当取締役

が、今後、異物混入及び品質・表示不良品の流通等が発生し

監査部

商品に関して重大な事故及び訴訟等は発生しておりません

リスク管理状況報告

当社各部及び当社連結子会社の
リスク管理推進部門

場に対して、毎年、品質保証監査を実施し、製造における安全
性・品質の向上と信頼関係の構築を図っております。また、自
社工場を有する医薬品関連事業・食品事業では、品質マネジ

■ リスクマネジメントの強化に向けた今後の課題

メントシステムの国際規格「ISO 9001」、食品安全マネジメン

海外展開の加速や事業領域の拡大、法律等の改正、社会情

トシステムの国際規格「FSSC 22000」の認証を取得し、さら

勢の変化などを背景に、当社グループを取り巻くリスクは常

なる品質向上をめざしております。

に変化し、今後、さらに多岐にわたることが想定されます。

品質向上に向けた協力工場との取り組みの詳細は P 30

そのような状況において、持続的成長を実現するために
は、グループ各社との連携をさらに深め、グループリスク管理
体制の強化に取り組むとともに、中長期的な視点でリスクを

⑧その他のリスク
リスク

上記以外にも事業活動をすすめていく上におい

ます。

て、経済情勢の変化、天候・自然災害、法規制等

中期経営計画「Challenge the Next Stage」の最終年度

の外部要因によるリスクのほか、気候変動や資源枯渇をはじ

である2018年度は、長期ビジョンや中期経営計画の策定に

めとする環境問題への対応、顧客情報管理やコンプライアン

向けて、より中長期的な視点でリスクを抽出・評価するととも

スに関するリスクなど、様々なリスクが当社グループの業績及

に、多様なステークホルダーからの評価を踏まえたリスクの

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

特定に努めていきます。

対策

当社グループは、こうしたリスクを回避、またはその
影響を最小限に抑えるため、リスク管理体制の強化

に取り組んでおります。当社グループを取り巻くリスクを可視
化し、発生時の影響を最小限に抑えるための対策を強化すべ
く、毎年、リスクの影響度・発生可能性を分析した「リスクマッ
プ」を作成し、環境の変化に応じた重要リスクを決定・対策を
講じることにより、リスクマネジメントを推進しています。
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リスクマネジメントの年間活動スキーム
Strategy

Plan
リスクの抽出・評価
リスク対策の決定

年度方針の決定

・リスクの評価及び
重点リスクの選定
・リスク対策の審議・決定

・進捗管理

Action

活動の評価

リスク管理の改善

・リスク対策状況の評価
・年間活動の振り返り・課題抽出
・必要に応じて追加対策の指示

報告

助言

全社リスクMAP・
リスク管理表

当社各部・
連結子会社の
リスク管理
推進部門

・リスクの抽出

Check

計画の実行

進捗報告

提出

修正依頼

リスク管理
委員会・
事務局

・リスク対応方針の決定
・リスク対応計画の策定

Do

全社リスクMAP・
リスク管理表

・リスク低減策の実施

・追加対策の実施

グループ会社・部門ごとの
リスクMAP・リスク管理表

■ Plan

大を通じて成長を続けてきましたが、今後、時代の変化に応じ

2017年５月に開催された「グループリスク管理委員会」で

た経営戦略の策定やその実行ができなかった場合、持続的な

は、近年の当社グループの成長戦略の方向性や日本国内にお

成長を実現することは困難になることが見込まれます。そこ

ける物流業界の人手不足を踏まえ、
「人財の確保・育成」に関

で、次世代の幹部育成や高度な専門性や経験をもった人財の

するリスクがさらに高まっていると評価し、リスク低減に向け

獲得に取り組むことで、リスクの低減に努めています。

て特に注力すべき事項として選定しました。
・次世代の幹部育成

■ Do

ダイドードリンコでは、組織の持続的成長と発展の牽引役を

自販機のオペレーションを担う人財の確保は、日本国内にお

担う次世代の幹部育成を目的に、ミドル層の従業員を対象にし

ける生産年齢人口の減少やネット通販の拡大を背景に、業界

た長期研修プログラム「DyDo innovation Academy」を実

を越えた獲得競争がさらに厳しくなることが見込まれます。そ

施しています。Oﬀ-JTとOJTを組み合わせたプログラムを通じ

こで、福利厚生の充実や業務の効率化を推進することで、リス

て、問題解決力や課題解決力、リーダーシップの強化や経営リ

クの低減に努めています。

テラシーの習得を促進しています。
企業価値創造のための基盤

<DyDo Innovation Academy の受講者 133名>
・福利厚生の充実
2017年３月の免許制度改正を受けてルートカーの運転に必

・高度な専門性や経験をもった人財の獲得

要となる準中型免許の取得費用を補助する制度や、転居を伴

成長戦略を実行するうえで即戦力となる人財の確保に向けて

う異動に対応できる従業員に対して社宅を貸与する制度の導

は、従来の採用方法に加え、人財データベースをもとに、当社が

入など、福利厚生の充実を図っています。

必要とする人財に対し直接アプローチするダイレクト・リクルー
ティングを実施しています。

・業務の効率化
自販機１台当たりの収益を基にした既存先の見直しやITの活
用を通じて、オペレーション業務の効率化を推進しています。

■ Check・Action
2017年11月に実施した「グループリスク管理委員会」では、
これらの取り組みが一定の効果を上げ、リスク低減に繋がって

福利厚生の充実や業務の効率化を図った結果、オペレーショ

いることを確認しました。今後は、オペレーションを担う人財

ン職の人財は前年度に比べて約80名増えたほか、一人当たり

の定着、多様な働き方の促進を組織の課題と認識し、人事制

の時間外労働が前年度に比べて９時間/月削減されました。

度を充実させ、従業員に対し「学習」と「健康」を支援すること

当社グループは、長年にわたって国内の自販機ビジネスの拡

で、組織の活性化を図ります。
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情報開示の充実と建設的対話の促進
当社グループは、株主・投資家の皆様をはじめとするすべて
のステークホルダーの皆様との建設的な対話を推進し、皆様

統合的開示の充実

の声を経営に反映することが、持続的成長と中長期的な企業
価値の向上に資するものと考えています。またそのためには、

当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に

透明性、公平性、継続性を基本に、すべてのステークホルダー

資する建設的な対話を実現するためには、直近の業績だけでは

の皆様に向けて、積極的なIR活動を行うことが重要と考えて

なく、創業の「想い」から将来的にめざす姿までを一連のストー

います。

リーとしてご説明することが、重要であると考え、統合的開示の
充実に取り組んでいます。
「対話促進に向けた効率的開示のための決算短信の見直し
（2016年２月19日 東京証券取引所）」に基づき、決算短信の記

情報アクセスの公平性向上

載の自由度が上がったことに伴い、2018年１月期の決算発表よ
り、その内容の見直しを行いました。これにより、経営理念・ビ

情報開示にあたっては、投資家の皆様の要望を反映しなが

ジョンやその策定に至る背景、中期経営計画とその進捗に応じ

ら、各種ツールの改善に努めています。中でもWEBサイトに

て新たに認識した課題、さらにそれに対応するための戦略など、

ついては、ステークホルダーの皆様の情報アクセスの公平性

中長期的な観点から、直近の業績をご説明できる構成としまし

を図ることができる重要なツールと考えています。例えば、機

た。また、各項目の説明においても、視覚的に理解を促進できる

関投資家向け決算説明会の開催後は、資料の開示はもちろ

図表の挿入や、セグメントごとの情報の充実により、
「迅速性」を

ん、動画配信に加え、スクリプトや主な質疑応答など、個人投

維持しながら、
「情報の質」を向上できたと考えています。

資家の皆様とも共有すべき情報や投資判断において有益な

今後も、各種法令・規則に準拠する開示に留まらず、投資家

情報であると考えられる情報については、その要点を開示す

の皆様の投資判断、また皆様との建設的な対話に向けた情報

ることに努めています。さらに海外の投資家の皆様への公平

開示に積極的に取り組んでいきます。

性も考慮し、国内法定資料・動画を除く、ほぼすべての資料に
ついて、日本語と同時の開示を行っています。

●「決算短信」の構成の見直し
2017年１月期
１.経営成績・財政状態に関する分析
(１) 経営環境、経営成績、
次期の見通し
(２) 財政状態、キャッシュ・フローの状況
(３) 配当方針、配当情報
(４) 事業等のリスク
２.企業集団の状況
３.経営方針
(１) 経営理念・ビジョン
(２) 経営指標
(３) 中期経営計画と対処すべき課題

改善のポイント
・統合的開示を意識した構成への変更
・MD&Aの記載内容の充実
‒経営者の問題意識の記載
‒セグメント情報の拡充
・会社固有リスクとリスクへの対応方針の記載
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2018年１月期
直近の業績に
係る事項

戦略等と関連性
の高いリスク
中長期的な
ビジョン

１.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
(１) 経営理念・ビジョン
(２) 中期経営計画
(３) 経営指標
(４) 経営環境
(５) 中期経営計画に則した対処すべき課題
２.事業等のリスク
３.経営成績等の概況
(１) 経営成績
(２) 財政状態、
キャッシュ・フローの状況
(３) 今後の見通し
経営成績に重要な影響を与える要因
現状と見通し
経営者の問題意識と今後の方針
(４) 配当方針、配当情報
※項目については簡略化し、記載しております。

●株主・投資家の皆様との対話状況
2014
機関投資家
（株主を含む）

個人投資家

株主

2015

２

2016

２

２

2017
２

決算説明会

開催回数

スモールミーティング

開催回数

3

4

5

3

個別ミーティング

延べ回数

151

173

191

181

事業説明会・工場見学会

開催回数

０

０

０

1

開催回数

１

15

１6

１7

個人投資家向け説明会

2018
(２)
(３)
（約200）
（0）
(17)

うち社長参加

０

０

０

1

延べ参加者数

52

1,316

1,206

1,821

740

692

684

732

791

０

０

０

1

(２)

株主総会

参加者

事業説明会・工場見学会

開催回数

株主通信アンケートへの回答率
（単純平均）
期末株主数

(１)
ー

10.7

15.7

13.5

13.0

ー

23,511

24,980

25,088

29,626

ー

※（）内は予定

機関投資家との建設的対話
機関投資家の皆様は、当社の潜在株主であると同時に、当
社が中長期的に企業価値を向上していくための客観的なご意

個人投資家・個人株主との建設的対話
当社グループは消費者と密接に繋がるビジネスを展開して
おり、消費者でもある個人投資家の皆様は、当社の「ファン」

見をいただける存在であると考え、代表取締役が出席する決

としての目線から、当社の持続的成長に向けた貴重なご意見

算説明会・スモールミーティングの開催のほか、IR部門による

をいただける存在であると考えています。そのため、全国各地

個別ミーティングを実施し、建設的な対話に努めています。ま

で開催する個人投資家を対象とした会社説明会の開催や、商

た、そこでいただいた機関投資家の皆様の関心事項やご意見

品のご案内にも繋がる株主優待制度の充実により、個人投資

については、当社の取締役会で毎月、報告しています。

家層の拡充に努めています。
また、株主の皆様に向けては、年に２回、株主通信「DyDo

めのツールとして、2017年５月に当社初の「統合報告書」の発

Challenge通信」
・株主優待品をお届けするとともに、アン

行を開始しました。これを投資家の皆様との面談の前にご案内

ケートへのご協力をお願いしております（2017年秋号の回答

し、当社の
「理念」
「ビジネスモデル」
「戦略」
等について、あらか

率:13.0%）。株主の皆様から寄せられたご意見やご感想は、

じめご一読いただくことで、企業価値向上に資する
「目的を持っ

関係部署にフィードバックするとともに、誌面づくりや個人株

た対話」
を実現しています。

主・投資家の皆様に向けた施策に生かしています。

今後も、対話の機会とそれを促進するツールの拡充により、

そのほか、2017年８月には、本社のある大阪市内で開催す

機関投資家の皆様との建設的な対話により得られた経営課題

る株主総会へのご出席が難しい首都圏の個人株主の皆様に

を戦略に活かし、次の成長へ結び付けていきます。

向け、代表取締役が参加する会社説明会を開催するととも

●機関投資家との対話に基づく取締役会・経営会議への
報告・問題提起（2017年度）

学会を開催するなど、対話の機会を増やすべく、新たな取り組

報告日

報告要旨

４月13日

人材の確保・育成、働き方改革への対応

６月16日

財務戦略とKPI

８月４日

統合報告書を活用した投資家との対話

９月15日

長期ビジョン

10月16日

当社グループへの評価と今後の課題

１月15日

ESG・無形資産投資の重要性

企業価値創造のための基盤

さらに、機関投資家の皆様に当社をより理解していただくた

に、11月には医薬品関連事業を担う大同薬品工業での工場見
みも進めています。
さらに、2018年度からは、個人投資家・個人株主の皆様に
ご協力いただくアンケートに、当社が社会で果たすべき役割
についてお伺いする項目を追加しました。今後も当社グループ
商品の一番身近なお客様でもある株主の皆様の声に、真摯に
耳を傾け、ステークホルダーの皆様との共存共栄による企業
グループをめざしていきます。
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役員一覧
取締役

代表取締役社長

取締役会長

髙松 富也

髙松 富博

たかまつ

とみ や

たかまつ

とみ ひろ

取締役 執行役員

とのかつ

な お き

殿勝 直樹

略歴

略歴

略歴

2004年４月 当社入社

1971年３月 大同薬品工業株式会社入社

1986年３月 当社入社

2008年４月 当社取締役就任

1975年１月 当社設立、常務取締役就任

2011年１月 当社財務企画部長

2009年４月 当社常務取締役就任

1984年５月 当社専務取締役就任

2013年３月 当社執行役員管理本部長

2010年３月 当社専務取締役就任

1990年６月 当社取締役副社長就任

2014年１月 当社執行役員財務本部長

2012年４月 当社取締役副社長就任

1992年４月 当社代表取締役副社長就任

2017年１月 当社執行役員財務部長

2014年４月 当社代表取締役社長就任
（現任）

1994年４月 当社代表取締役社長就任

（現任）
2017年４月 当社取締役執行役員財務部長就任

2014年４月 当社取締役会長就任
（現任）

選任理由

選任理由

2014 年４月の社長就任以来、新たに制定したグループ理

選任理由

念、グループビジョンのもと、ステークホルダーの皆様の

当社の前社長として20年間にわたり経営を担い、豊富な

立場を踏まえた中長期視点の経営スタンスと迅速・果断

経験と実績を有しています。現在は取締役会長として、グ

などに中心的な役割を果たし、現在も、取締役執行役員

な意思決定をもって経営の舵取りを行い、強いリーダー

ループ経営におけるガバナンスなどの基盤強化、重要事

財務部長としてグループ全体の財務基盤を盤石な体制に

入社以来、長きにわたり財務に携わり、豊富な経験と実
績を有しています。中期経営計画達成に向けた資金調達

シップを発揮しています。

項の決定や業務執行に対する監督など適切な役割を果

構築するなど、健全な会社運営に尽力し、収益性の改善

持株会社体制への移行によりグループ経営を強化し、自

たしています。また、当社の社会貢献活動を長年にわたり

に貢献しています。これらの実績を踏まえて、取締役とし

販機ビジネスモデルの抜本的改革に取り組むとともに、

推進し、地域社会の活性化に向けた活動にも尽力してい

て適任であると判断しています。

海外における新たな戦略拠点を確保し、将来の飛躍的成

ます。これらの実績を踏まえて、取締役として適任である

長に向けた課題への取り組みを着実に進めています。こ

と判断しています。

れらの実績を踏まえて、取締役として適任であると判断し
ています。

取締役 執行役員

独立社外取締役

独立社外取締役

西山 直行

森 真二

井上 正隆

にしやま

なおゆき

もり

し ん じ

まさたか

略歴

略歴

略歴

1988年3月 当社入社

1972年４月 最高裁判所司法研修所入所

1978年４月 株式会社中埜酢店入社

2014 年1月 当社経営戦略部長

1974年４月 横浜地方裁判所裁判官任官

2005年７月 株式会社ミツカングループ本社取締役就任

2014 年2月 当社経営戦略部長兼海外事業部長

1986年４月 京都地方裁判所判事任官

2007年５月 同社常務取締役就任

2015 年3月 当社執行役員経営戦略部長兼海外事業部長

1989年４月 大阪弁護士会登録

2009年10月 同社常勤監査役就任

2016 年1月 当社執行役員経営戦略部長兼
戦略投資部長

2001年４月 当社監査役就任

2011年３月 同社経営監査室担当部長

2014年４月 当社取締役就任
（現任）

2014年３月 株式会社Mizkan Holdings
経営企画本部担当部長

2017年 1 月 当社執行役員経営戦略部長
2017年 4 月 当社取締役執行役員経営戦略部長就任（現任）

選任理由

選任理由
弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、
これまで当社社外監査役として13年間、社外取締役として４

2016年３月 同社退社
2016年４月 当社取締役就任
（現任）

選任理由

経営戦略、戦略投資、海外事業などの経営全般にわたる幅

年間の職務経験をもとに、全社的なリスクマネジメントのあ

広い業務に携わり、豊富な経験と実績を有しています。現

り方について発言するなど、独立した立場から当社経営に

食品業界における豊富な知識や海外経験を有しており、

在は、取締役執行役員経営戦略部長としてグループ会社を

対する助言・提言をいただいており、取締役会の監督機能

海外でのM&Aによる事業展開や海外子会社などの監査

牽引し、新たな事業領域拡大への取り組みを推進していま

強化に適切な役割を果たしています。これらの実績を踏まえ

経験をもとに、当社の経営課題である海外における事業

す。これらの実績を踏まえて、取締役として適任であると

て、取締役として適任であると判断しています。

展開の加速や新規事業領域の拡大の審議において、リス

判断しています。

重要な兼職の状況
株式会社大阪ソーダ社外監査役
大阪信用保証協会監事
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クとリターンの観点について発言するなど、独立した立場
から助言・提言をいただいており、取締役会の機能強化
に適切な役割を果たしています。これらの実績を踏まえ
て、取締役として適任であると判断しています。

監査役

執行役員
執行役員
コーポレートコミュニケーション部長
は せ が わ

なおかず

長谷川 直和
執行役員
人事総務部長
常勤監査役
は せ が わ

か ずよし

長谷川 和義
略歴

はまなか

社外監査役
よ し だ

たいぞう

吉田 太三
略歴

1980年3月

当社入社

あきかず

濱中 昭一

1979年１月

税理士登録

執行役員
海外事業統括部長
み た む ら

1996年3月

当社千葉支店長

1979年２月

吉田税理士事務所開業

2006年1月

当社総務部長

1999年４月

当社監査役就任
（現任）

2010 年3月

当社広域流通営業部長

2012 年3月

当社法人営業第三部長

2015 年1月

当社法人営業部チーフマネージャー

2015 年4月

当社監査役就任
（現任）

まもる

三田村 守

選任理由
税理士としての長年の経験、財務及び会計に関する高度
な専門知識と豊富な知見を有しており、高い独立性と大
所高所からの観点をもって、当社の監査業務を担ってい
ます。これらの実績を踏まえて、社外監査役として適任で
あると判断しています。

独立社外取締役の
独立性基準
当社は、独立社外取締役の独立性基準を
以下のとおり定めております。
１.DyDoグループの取締役(社外取締役除
く)、監査役(社外監査役除く)、執行役員
又は使用人でないこと
２.DyDoグループを主要な取引先とする者
又はその取締役、監査役、執行役員又は
使用人でないこと
３.DyDoグループの主要な取引先又はそ
の取締役、監査役、執行役員又は使用人
でないこと
４.DyDoグループから役員報酬以外に多
額の金銭その他の財産を得ているコン
サルタント、会計専門家又は法律専門家

企業価値創造のための基盤

でないこと
５.DyDoグループから一定額を超える寄付

社外監査役

社外監査役

又は助成を受けている組織の理事その

松本 博

加藤 幸江

人でないこと

まつもと

ひろし

略歴

か と う

さ ち え

1984年２月

税理士登録

1969年４月

最高裁判所司法研修所入所

1984年４月

松本博税理士事務所開業

1971年４月

東京地方検察庁検事任官

1992年４月

当社監査役就任

1974年５月

大阪弁護士会登録

2007年４月

当社監査役退任

2014年４月

当社監査役就任
（現任）

2007年４月

当社顧問就任
当社顧問退任

2011年４月

当社監査役就任
（現任）

選任理由
弁護士としての長年の経験、法律の専門家として高い見
識を有していることや、複数の企業の法律問題に関与し

選任理由

会社経営に対し深い見識があることから、高い独立性と

税理士としての長年の経験、財務及び会計に関する高度

大所高所からの観点をもって、当社の監査業務を担って

な専門知識と豊富な知見を有しており、高い独立性と大

います。これらの実績を踏まえて、社外監査役として適任

所高所からの観点をもって、当社の監査業務を担ってい

であると判断しています。

ます。これらの実績を踏まえて、社外監査役として適任で
あると判断しています。

６.最近３年間において、１から５に該当し
ていた者でないこと

略歴

2011年４月

他の取締役、監査役、執行役員又は使用

重要な兼職の状況
株式会社山善社外取締役
株式会社日阪製作所社外取締役

７.１から５に該当する者の近親者でないこ
と(ただし１の使用人については重要な
使用人に限る)
※主要な取引先とは、直前事業年度における
DyDoグループとの取引の支払額又は受取
額が年間連結総売上高の２%以上を超える
取引先をいう
※多額の金銭とは、個人の場合は過去３年間の
平均で年間1,000万円以上、団体の場合は
過去３事業年度の平均で、その団体の連結
総売上高の２%以上を超えることをいう
※近親者とは配偶者、２親等内の親族又は同
居の親族をいう
※重要な使用人とは、部長職以上の使用人をいう
※一定額とは、過去３事業年度の平均で年間
1,000万円又は当該組織の平均年間総費用
の30%のいずれか大きい額をいう
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