
社長の高松でございます。

本日はお忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。

また平素は大変お世話になりまして、重ねて御礼申し上げます。

今年は記録的な猛暑となる一方で、西日本豪雨などの自然災害も発生するなど

気候の変動が業界全体の業績に大きな影響を与える状況となっております。

一部のメーカーでは、サプライチェーンの混乱により、

商品の供給に一部支障が出ているようでありますが、

当社につきましては、製造・物流を全国の協力業者に分散して委託する

ファブレス体制を構築しておりますので、幸い、

サプライチェーンに特段の問題は生じていないことを冒頭にご報告申し上げ、

決算の説明に移らせていただきます。
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それではこれより、目次内容に沿ってご説明させていただきます。
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まず、第２四半期の業績の概況についてご説明いたします。
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4

第２四半期の業績は増収増益で着地しております。

連結売上高は前期比0.2％増の869億90百万円、

営業利益は前期比52％増の32億79百万円、

経常利益は前期比37.6％増の32億43百万円、

親会社株主に帰属する四半期純利益は前期比63.1％増の18億49百万円

となりました。

なお、通期業績予想は変更ございません。



セグメント別では、

国内飲料事業が減収となる一方で、利益面では全体を大きく押し上げる

結果となっております。

また、海外飲料事業、医薬品関連事業、食品事業の堅調な売上高推移が

増収に寄与しております。
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次に営業利益の増減要因について、ご説明いたします。

国内飲料事業においては、販売数量の減少に伴い粗利が減少したものの、

自販機ハードにかかる固定費や自販機関連費の低減が着実に進みました。

健康食品やサプリメントなどを販売する通信販売チャネルの伸長も

業績に寄与しました。

また、第２四半期末時点においては、諸経費の予算未消化も

発生していることから、大幅増益となっております。
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上半期の各セグメントの販売状況を振り返りますと、

競争環境が厳しい中においても

健康志向のトレンドに対応した製品の販売は堅調に推移しております。

このような健康志向のトレンドは日本国内はもとより、グローバルでもさらに

加速していくものと考えております。
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私たち、ＤｙＤｏグループはヘルスケア関連市場を次なる成長領域と定め

さらなる飛躍にチャレンジしてまいります。
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それでは、セグメント別の概況についてご説明いたします。
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まず、コア事業であります国内飲料事業につきましてご説明いたします。

上期の飲料業界は、業界各社の積極的な新商品展開により、

販売数量は前期比２％増と堅調に推移しております。

一方で右のグラフが示す通り、業界全体としては飲料関連の消費者物価指数は

昨年下期以降の下落が継続しております。

製品別ではＰＥＴボトル入りコーヒーが大きく伸長する一方で、

収益性が高い缶コーヒーの販売が減少するなど、

販売好調の一方で、利益確保に向けた収益環境は製品ミックスの悪化によって、むし

ろ悪化する方向へと

進んでおります。
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また、近年ドラッグストアにおいては、

各社が出店を続け、競争環境が激化する中、

食品・飲料を集客材料とする動きが続いており、左のグラフが示す通り、

ドラッグストアにおける食品の販売は年々増加をしております。

これらを背景に、コンビニエンスストアをはじめとした小売り各社も

価格戦略に打って出ていることから、自販機との価格差を

より意識されやすい環境となっております。

また、市場における自販機台数の減少も続いており、

上期においては競合による缶コーヒーの１００円販売などの低価格での販売も目立ち

はじめるなど

自販機ビジネスをとりまく収益環境はより一層厳しいものとなっております。
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このような中、当社の国内飲料事業においても

外部環境変化の影響を大きく受けたことから、

上期の売上高は、前期比２．６％減の６２３億７３百万円となりました。

利益面につきましては、

自販機ハードにかかる固定費や自販機関連費などの低減により

営業利益は、前期比４３．３％増の３４億１７百万円となりました。
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売上高の減少は、業界各社のＰＥＴボトル入りコーヒーの積極展開や、

自販機における缶コーヒー１００円販売の影響を大きく受けたほか、

昨年コンビニエンスストアにおいて全国採用されていた

「ダイドーブレンド 世界一のバリスタ監修」シリーズのボトル缶コーヒーが

減少したことも要因となっております。
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このような収益環境悪化への対応策として、

“短時間リフレッシュ”をキーワードに、

缶コーヒーの活性化に再度取り組んでまいります。

缶コーヒーは、仕事などの合間に、短時間で疲れを回復させ、

リフレッシュしたいという飲用シーンで、優先的に飲まれており、

このような飲料シーンにおいて多様化するニーズに対応すれば、

従来からの缶コーヒーユーザーの更なる拡大は可能であると考えております。

「肉体的ストレス派」の消費の活性化と

「精神的ストレス派」を満足させることによる、新たなターゲットの獲得により

缶コーヒーの活性化をめざしてまいります。
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新たなターゲットの獲得に向けましては、

ダイドーブレンドのＤＮＡを継承しながらも

豆も技術も磨きをかけて作り上げた、新しい缶コーヒー

「ダイドーブレンドコーヒーギンレイ」を８月２７日に発売しました。

味・デザインともに新たな“短時間リフレッシュ”のニーズに合致するように

苦味を抑えつつ豆本来のクリアなコクを感じる従来の缶コーヒーにはなかった

研ぎ澄ました味わいに仕上げております。
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また、1975年の発売以来、変わらないおいしさをお届けしている

「ダイドーブレンドコーヒー オリジナル」のパッケージを刷新し、

８月２７日にリニューアル発売いたしました。

「ダイドーブレンド」の象徴である“フラッグ”と

コーヒーの麻袋“ドンゴロス”をベースに

起源を表す“ORIGINAL”と“since1975”を印象的に配置したデザインに刷新し、

歴史・伝統感を訴求することで、“短時間リフレッシュ”の飲用シーンで

飲み続けていただいた信頼の味をお届けし、

既存ユーザーの活性化を図ってまいります。
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自販機の営業面の対策といたしましては、

自販機１台当たりの売上高の改善にむけ、

オフィス内など安定的な販売が見込めるクローズドロケーションの

獲得を進めております。

新規優良ロケーションの獲得に向けて、

従来より営業担当者のレベルアップに取り組み、様々な角度から

自販機設置先オーナー様の課題を当社自販機により解決すべく

取り組んでおりますが、

今期は企業様の課題である「健康経営」をキーワードに、

当社ならではの商談材料・提案ツールを活用することで、

お客様の課題解決につなげてまいります。
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また、健康寿命延伸に対応した新事業として

2012年12月より、健康食品やサプリメントなどの通信販売に

取り組んでおります。

右のグラフで示しております通り、通信販売チャネルの売上高は

毎期着実に伸長しており、本年上期においてもその売上成長が

グループの業績に寄与しております。

本年９月には

日本初、３つの機能性関与成分を配合した機能性表示食品

「記憶プロ」を新発売し、高まる健康志向に様々な角度から

お応えすることで、「オンリーDyDo」のおいしさと健康を

お客様にお届けしてまいります。
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次に海外飲料事業につきましてご説明いたします。

本年上期においては、

トルコ・マレーシア・ロシア・中国の各エリアとも収益が改善し、

売上高は、前期比６．３％増の８９億８８百万円、

利益面は、前期と比較し、１億４０百万円改善し、

２億４８百万円の営業損失となりました。
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海外飲料事業の中で大きなウエイトを占めるトルコにおきましては、

直近のトルコリラの急落により、輸入原材料の高騰や急激なインフレによる

消費への影響に留意が必要な状況にありますが、

左側のグラフにありますとおり、トルコの飲料市場は高い成長を続けており、

またこのような状況化においても消費は非常に活発であることから、

今後も人口の増加により、さらなる拡大が見込まれ、

中長期的に大変有望な市場であるとの見方に変わりはありません。
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このような中、弊社のトルコ飲料事業におきましては、

販売体制の整備が順調に進んだことから、現地通貨ベースの売上高は

第１四半期は前期比２８％増、第２四半期は前期比３２％増と

大きな成長が続いております。

なかでも、健康トレンドがグローバルでも加速するなか、

中東・ヨーロッパ圏において健康的なブランドイメージが定着している

ミネラルウォーターの「Ｓａｋａ」が大幅に伸長したことがトルコの飲料事業全体に大きく

寄与しております。

好調な業績は、現地従業員の自信と、ＤＹＤＯグループの一員としての誇りにも

つながっており、非常に良いサイクルが生まれていると感じております。

短期的には、外部環境の影響を受け、売上伸長に対して

利益の伸びが見込みづらい状況ではありますが、

市場動向を見極めた細やかな価格改定や

リラ安を背景とした周辺国への製品輸出の拡大など、着実な取り組みを続けていくこと

により、

さらなる飛躍をめざしてまいります。
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マレーシア市場においては、消費者の健康志向の急速な高まりにより、

昨年は炭酸飲料の販売が、著しく低迷するなど、

市場環境は大きく変化しております。

そのような中、当社におきましては、第２四半期より

将来に向けた製品ポートフォリオの再構築に取り組むべく、

収益性の低い既存の炭酸ブランド「Cheers」の取扱いを中止し、

比較的収益性の高いチルド飲料に注力することといたしました。

また、日本DyDoの製品開発ノウハウを活かし、高品質で健康的なイメージを

テーマとした新製品「ヨービック」を５月より発売開始しました。

下期におきましても、日本イメージの新たなブランドを追加投入することにより、

製品ポートフォリオを再構築するとともに、

販売会社の出資比率を５１％から９０％に引き上げ、

当社主導で収益構造の改革を図ってまいります。
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ロシアにおきましては、2013年12月よりモスクワ市における自販機展開を通じて

商品の拡販を図っておりますが、本年7月より、ロシア政府の施策により、

自販機オンライン納税が義務化され、当社におきましても

その対応を余儀なくされました。

これに対応し、自販機ロケーションの大幅な見直しを図ったことで

一時的に、自販機の台数は大きく減少することとなりましたが、

一方で、これを当社の機会と捉え、

次世代のオペレーションシステムを構築したことにより、

全自販機の販売状況や在庫状況がすべてリアルタイムで把握できる

体制となりました。

下期につきましても、

これらを活用することで、改革への取り組みをさらに加速してまいります。

中国においては、当社グループの製品を輸入販売しておりますが、

マレーシア飲料会社が企画・開発した「ヨービック」を2017年より先行発売し、

順調に配荷が拡大していっております。

今後も細やかな営業活動を継続することにより

中国全土に配荷の拡大を図ってまいります。
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医薬品関連事業においては、

栄養ドリンク剤市場は厳しい状況が続いているものの、

美容系ドリンクについては、インバウンド需要を契機として、

海外向け製品の受注が増加するなど、大きな変化の兆しが見えはじめております。

本年上期は、2020年の関東新工場稼働に向けて、

組織的な提案営業を加速した結果、新規・既存ともに受注が好調に推移し、

売上高は前期比７．９％増の５５億６１百万円となりました。

一方で、関東新工場の稼働に向けた人材採用や設備投資を

着実に進めた結果、減価償却費が増加し、

営業利益は前期比５．１％減の６億６３百万円となりました。
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新工場設立につきましては、本年6月に起工式を執り行い、

2020年上期の稼働に向けて概ね計画通りに進捗をしております。

奈良工場におきましては、

関東工場稼働後を見据え、試作室・試験室の拡充も完了していることに加え、

人員についても先行採用し、教育を実施しており、

今後の受注拡大に向けた体制が整いつつあります。

今後につきましても、組織的な提案営業をさらに強化するとともに

関東工場新設までの間、お客様への安定供給を実現すべく

奈良工場への追加投資を適宜実施してまいります。
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次に食品事業につきましてご説明いたします。

上期の売上高は前期比８．９％増の１０３億８７百万円

営業利益は、前期比０．３％減の４億５５百万円となりました。
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本年上期は、競争環境が厳しさを増す中、ドライゼリー市場全体では

前期割れの状況となっておりますが、当社におきましては、新規軸の商品提案と、

「たらみ」ブランドの価値向上に向けた取り組みが奏功した結果、業界平均を上回り、

売上高は堅調に推移しております。

一方で、数量増により工場稼働率が上昇したことから、

人材確保のための労務費が高騰する結果となり、

利益面は前期並の実績となりました。

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、

ブランド価値訴求、商品価値訴求を強化するとともに、

グループスローガンにもかかげる「こころとからだに、おいしいもの。」をお届けすべく

美容軸・ヘルシー軸の新商品の展開に取り組んでまいります。

なお、たらみにおきましては、

長崎県の工場より全国に商品をお届けしていることから

7月の西日本豪雨の影響を受け、配送体制の整備が課題となっております。

今後につきましては、グループとしてのシナジーを考慮し、

事業基盤の強化に努めてまいります。
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それではここからは、

当社グループの持続的成長に向けた方向性についてご説明いたします。

当社グループが現在取り組んでおります中期経営計画は、

本年、2018年度が最終年度であり、

来年からは新たな中期経営計画がスタートします。

現在、次期中期経営計画の策定を進めておりますが、

その考え方、方向性につきまして、皆様にご説明させていただきます。
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まず、足元の状況を鑑みると、

コア事業である国内飲料事業については、

今後3年間、会計上は自販機固定費の低減が見込める一方で、

業界及び当社の自販機パーマシン下落トレンドが

短期的に改善することは見込みづらい状況にもあります。

しかしながら、長期的に視点を移した際には、私は、

自販機ビジネスモデルを時代の変化に対応したものに大きく変えていくことにより

当社グループの持続的成長は実現出来ると考えております。

そのような観点から、次期中期経営計画の策定にあたっては、

まず、2030年のありたい姿を定めたうえで、

バックキャストでの最初の3年間を新中期経営計画期間とすることで、

今後の成長ストーリーを描いていきたいと考えております。
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2030年に視点を移すと、

日本国内は長寿高齢化により、人口動態が大きく変化すると同時に

健康寿命の延伸に対応した新たな市場も生まれてくるものと考えております。

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ることは

確実であります。

このようなトレンドに対応し、末永く愛される商品をお届けしていくためには、

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おります。

これからの10年間、当社グループの各事業は、

飲料・食品・医薬品といった業態間の垣根は低くなるとともに、

ヘルスケア関連の新たな事業を獲得することにより、それぞれの事業が

融合し、さらに新たな市場を創造できるものと考えております。

当社グループは、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。」

持続的に皆さまにお届けする企業グループとして

チャレンジを続けてまいります。

今後のダイドーグループにどうぞご期待ください。

以上をもちまして、私からの説明を終了させて頂きます。

ご清聴ありがとうございました。
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