
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。
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本日は、まずはじめに、前の 中期経営計画の 最終年度でありました

2018年度の業績について ご報告いたします。

その後、前の中期経営計画の 総括をいたしまして、

新たに定めました 2030年の 当社のありたい姿を示す

「グループミッション２０３０」、

さらに その実現に向けた 最初の計画であります

「中期経営計画2021」の概要、

それに基づき、今期、

2020年１月期の 連結業績予想について ご説明いたします。

最後に これらを実現するための、

重要課題である 人財戦略について話をすすめ、

本日のご説明と させていただきます。
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それでは、まず 2019年1月20日に 終了しました

2018年度の業績の概況について ご説明いたします。
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4

2018年度の業績は、減収増益で 着地しております。

連結売上高は、国内飲料事業における 販売数量の苦戦から

前期比 0.7％ 減の 1,715 億円、

営業利益は、自販機チャネルにかかる固定費や

関連費の低減が寄与し、

前期比 24.1％ 増の 60 億円、

経常利益は 前期比 11.5 ％増の 59 億円、

特別損益に 売却損益等を それぞれ計上したことから、

親会社株主に帰属する当期純利益は

前期比 54.0％増の 38 億円となっております。



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。

海外飲料事業につきましては、

為替の影響により 減収となったものの、

現地通貨ベースでは 堅調に推移しており、

それを牽引する トルコ事業については 黒字で 着地をしております。
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それでは、営業利益の 増減要因の詳細について、

ご説明いたします。

こちらは 期初計画との比較となりますが、

次ページのスライド、前期との比較でもって ご説明いたします。

6



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、

自販機の調達コストを 見直したことによる

減価償却の低減効果が 引き続きでていること、

さらに これまで地道に 検討・取り組みを進めてきた

自販機にかかる消耗品や

メンテナンスの費用 低減の取り組みが 実を結んだこと、

加えて 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。

医薬品関連事業は 受注拡大に向けた人件費や

新工場の建設に伴う 償却費負担がありますが、

トータルでは 前期と比べ 11億円 増加の 60億円 となりました。
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この５年間の業績については、スライドにお示しの通りです。

利益面につきましては、

2016年度以降、増益基調となっているものの

中期経営計画に掲げた 数値目標には 届きませんでした。

今後につきましては、

持続的な売上成長による 収益性の改善が 課題であると

考えております。
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それでは、ここで 前の 中期経営計画の 総括をいたします。

9



先の中期経営計画は 「Challenge the Next Stage」と題し、

既存事業成長、

商品力強化、

海外展開、

新たな事業基盤確立 と

４つのテーマを掲げ、

社長就任以来の５年間、取り組んでまいりました。
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スライドに記載のとおり、

ガバナンス面の改革、各事業それぞれにおいて、

様々な取り組みを 進めてまいりました。

ここからは 簡単にではありますが、

各チャレンジでの成果と 課題について、

ご説明いたします。
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まず、1つ目のチャレンジとして掲げております「既存事業成長へのチャレンジ

」についてです。

国内飲料事業の 主力販路である 自販機チャネルにおいて

自販機の調達コストを中心に 固定費構造の改革を実施し、

売上が伸び悩む中でも、

利益と 安定したキャッシュフローを 生み出しました。

また、自販機の設置先として、オフィス内や 駅近辺など、

お客様に近い場所 「クローズドロケーション」 への設置を 促進し、

徐々にではありますが、その構成比も 上がってきております。

一方で、自販機１台あたりの売上高の低下傾向は 続いており、

売上成長による 収益性の改善が できなかったことが、

中期経営計画の 営業利益率の 達成につながらなかった 主要因であり、

大きな課題として 認識しております。

引き続き、安定した売上・収益を見込める オフィス内などへの

設置促進を 図ってまいります。
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次に、ドリンク剤などの 受託製造を行っている

医薬品関連事業については、

海外向けの製品を含めて 受注が拡大するなど、

増収基調に転じております。

当面は 設備投資負担がありますが、

関東新工場の設立に向けて、受注活動は 順調に進んでおります。

この設備投資を 最大限生かすため、

より一層の 受注活動の強化に 努めてまいります。

フルーツゼリーのたらみが担う 食品事業についてですが、

この５年間、市場を上回る高い成長率で、

売上を拡大できたことは 大きな成果だと考えております。

一方で残念ながら収益性については、まだまだ課題が残っており、

売上の成長を維持しながら、利益率の改善に 取り組んでまいります。
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続いて「商品力強化へのチャレンジ」です。

「世界一のバリスタシリーズ」は 左のグラフでお示ししているとおり、

近年業界の成長が伸び悩む中で、健闘しています。

これは 私たちのコーヒーに対するこだわりが、

PETボトル入りコーヒーなど、新たな商品が 席巻する中でも

マーケットでの支持を獲得できたものと 考えております。

また、ファンケル社と共同開発した 大人のカロリミット茶シリーズが

流通チャネルで 一定のポジションを確立できていることは、

商品力強化における大きな成果と考えています。

今後につきましては、より一層 健康志向が高まるとともに、

お客様の嗜好の多様化は さらに進んでいくと 考えられます。

これまでは、自販機で販売する商品を前提とした

商品開発をメインに行ってきましたが、

今後は、自販機、流通、それぞれのチャネル特性に応じた

商品開発を行ってまいります。
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続いて「海外展開へのチャレンジ」です。

海外につきましては、2015年にマレーシア、2016年にトルコに進出し、

中計開始時には ほぼ0であった 海外売上高は

グループ全体で10% を超える規模となりました。

主力のトルコ事業の状況は、左のグラフのとおり、

現地通貨ベースでは 大きな成長を続けています。

一方で、その他の進出国、

マレーシア、ロシア、中国については、

現状では 事業規模も小さく、収益面は 厳しい状況にあります。

これらの国では、事業の見直しを含めた、

改革を断行していく必要があります。
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最後に、「新たな事業基盤確立へのチャレンジ」です。

「食と健康」関連の 新規事業確立をめざし、

M&Aを模索してまいりましたが、優良な案件は 獲得できず、

中期経営計画の 売上未達の一番の大きな要因ともなりました。

ただ、当社の既存事業とシナジーがある 新たな案件を模索する中で、

希少疾病の 医療用医薬品事業への 参入を決めたこと、

さらに今後は、「ヘルスケア」の領域に 対象を絞り込み、

中でも 大同薬品工業と シナジーを生み出せる案件を

優先的なターゲットとするなど、M&Aに関しても方向性が より 明確になりまし

た。

今後は、これらのターゲットの投資機会を 模索してまいります。
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それでは、今お話しした、前中計の課題を踏まえ、

今後の 当社グループの戦略について、話を 進めてまいります。

長期ビジョンとなる「グループミッション2030」については、

すでに 発表した通りとなりますが、ご説明にあたり、

改めて 当社の存在意義・強みについて

お話しいたします。
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スライドに 記載しておりますのは、

私が 社長に就任した 2014年に 新たに策定した

グループ理念・グループビジョンです。

私たちは ステークホルダーのみなさまとの 共存共栄を図りながら、

常に 新たなチャレンジを続け、

そして、私たちの自販機・商品を ご愛顧いただく お客様に

こころと からだに おいしいものを お届けすることが

DyDoグループの存在意義と 考えています。
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そして、それを、お客様の一番近い場所で、

お客様が いつでも 買える仕組み、

つまり「お届けする機能」を 提供してきました。

当社グループが 最初に始めた事業は

配置薬事業ですが、その当時から、

販売する場所、扱う商品は変わったものの、

今の自販機ビジネスは、その配置薬事業に通ずるものがあり、

そのビジネスモデルは 変わりません。
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この、お客様が求めるおいしさを、

お客様にとって 身近な場所にお届けする 機能こそが、

一般的な 飲料メーカーにはない、

私たち ダイドーグループの 特徴であり、

安定的なキャッシュ・フローを 生み出すことができる

このビジネスモデルは

今後 さらに 磨いていくべき 最大の強みであります。

また、創業の「医薬」の分野を 引継ぎ発展した、

大同薬品工業の 医薬品・医薬部外品の 開発・製造能力、

幅広い顧客基盤、

そして、たらみの持つ、ゼリーの製造技術などが、

当社グループが培ってきた 強みであると考えています。
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ご認識いただいている方も 多くいらっしゃると思いますが、

グループの中核を担う、ダイドードリンコは 自販機市場の中で、

業界最大手企業に次ぐ、自販機台数を 自社で マネジメントしています。

直販と 共栄会として組織する 自販機オペレーターにより

管理していますが、この 共栄会の仕組みが

当社ならではの強さを 発揮できる 源泉となっています。

共栄会の各企業については、販売データの共有や、

当社グループが 直販で培った オペレーションノウハウを元に、

現場で 直接指導を行うなど、

資本の関係有無に関わらず、一体的に 運営をしています。

売切れを出さないことは 当然で、

設置場所に応じた きめ細やかな商品セットを行うこと、

自販機周辺を 常にクリーンな状態に保つこと など、

当たり前のことを 当たり前に続けることが、売上に 繋がりますし、

それを 地道にできる 当社と 共栄会のオペレーション品質は

業界で 最も高いオペレーション能力を有している と 自負しています。
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自販機事業は 安定したキャッシュフローを 生み出すことができる

ビジネスモデルですが、

この事業を行う上で 当社グループの バランスシートに 計上している

固定資産は、自販機の ハードのみです。

実際には、顧客資本となる 自販機網、

それらを 直販・共栄会で支える 組織資本、

そして全国に2,000人以上いる自販機を直接オペレートするスタッフの人的資本、

この見えない資産が キャッシュフローを創出する

効率的な ビジネスモデルに なっています。

国内飲料事業の セグメントのROAが 13.8％ と

高水準になっているのは この仕組みによるものです。

昨今、自販機を取り巻く環境は、コンビニエンスストアや ドラッグストアなど、

自販機と競合する 利便性の高い 売場との競合や、

オペレーションを担う人員が 不足するなど、厳しい状況ではありますが、

将来的には、現在の販売方法・販売商品にこだわらず、

お客様のもっと身近で、毎日の生活に役立つ事業へ 進化させることで

本源的価値を さらに大きなものに広げていきたいと 考えています。
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３つ目と ４つ目の強みは、今後 ヘルスケア事業で

新たな収益の柱を 構築するにあたって、力を発揮する機能 と考えています。

まずは、医薬品関連事業を担う、大同薬品工業 の持つ 強みです。

大同薬品工業は、当社グループの 祖業の配置薬業から 発展した事業で、

そこで販売する商品として、ドリンク剤を 製造し始めたことが、原点です。

時代の変遷の中で、受託専業メーカーへの 舵を切り、

業界トップクラスのポジションを 確立してきました。

医薬品製造という 参入障壁が高い業界の中で、

大同薬品工業が、着実に その存在感を高めているのは、

受託に特化する中で、磨いた開発能力と、

品質管理体制を 評価いただいた結果と 考えています。

またそれにより 獲得した、大手の医薬品メーカー・化粧品メーカーによる

顧客基盤も また、当社グループの 大きな資産です。

さらに、これまでは 瓶入りのドリンク剤の製造に 限られておりましたが、

拡大する 美容ドリンクの需要も 捉えながら

今年の秋には、奈良の本社工場へ 新たに パウチ型の製造ラインを 設立するとともに、

2020年には、2つ目の拠点となる 関東での新工場立ち上げの準備を 進めています。

これにより、受託メーカートップ企業としての地位を さらに強固なものにしていきます。 23



最後に、たらみの持つ ゼリーの技術です。

この５年間、業界平均を はるかに凌ぐ 高い売上成長を 実現し、

トップのシェアを 確立できたのは、

そのおいしさが、消費者のみなさまに 認められたものと 考えています。

おいしさ、というのは、主観的なものですので、

説明が 難しいものではありますが、

原料である フルーツの特性や、

商品ごとに設定する ターゲットのニーズにあわせ、

ゼリーの食感を 様々に変えています。

この柔軟な、ゼリーを作る技術は、

たらみの 今後の成長は もちろんですが、

例えば今後、医薬の分野などで 活用できる強みと 考えています。
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さて、今後の外部環境に 目を転じますと、

社会環境 ・ 市場環境は、大きく変化していくことが 予想されています。

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 新たな市場が 生まれてくるものと 予見されています。
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これらを踏まえて、今一度、当社グループの強み・弱みを 分析したものが、

こちらのスライドとなります。

現状で不足しているリソースは 人財戦略や、

オープンイノベーションによって 補完しながら、

今の強みを 最大限に 発揮し、

リスクを 機会に変えて、次の成長を 目指していきます。

この大きな変化の中で

次の成長に向けた 今後の戦略を 策定するにあたり、

まずは10年先、

2030年の 当社グループとしての ありたい姿を 定めることにしました。
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ありたい姿は すでに発表しておりますが、こちらで示しておりますグループミッション

2030、

「世界中の人々の 楽しく健やかな暮らしをクリエイトするDyDoグループへ」

でございます。

私は、高齢長寿化が 進む中で、健康的な生活が 送れてこそ、

長く生きる人生が より豊かになるものと 考えています。

そして、健康でいるための 価値を提供することが、

私たち DyDoグループの使命と 考えています。
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これからの10年間、当社グループの 各事業である

飲料・食品・医薬品といった 業態間の垣根は 低くなると 考えています。

国内飲料事業が コア事業であり続けることに 変わりはありませんが、

ヘルスケア関連の 新たな事業を 獲得することにより、

それぞれの事業を 融合させ、新たな市場を 創造し、

非飲料事業で 第２の収益の柱を 築いてまいります。
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そして、これを実現するために、

2030年度までの 12年間を ３つのステージに分けた

ロードマップを 描いております。

当社グループの コア事業である 自販機ビジネスを 取りまく環境は 厳しく、

これまでどおりの ビジネスの進め方では、グレーのラインで 示すとおり

徐々に利益が 減少していくことは 避けられません。

そこで、今期からの3年間は、 「基盤強化・投資ステージ」と位置付け、

一時的な 一定の利益減は 許容し、

この期間に 実施した投資を、

次の成長ステージ、飛躍ステージで 開花させていく 考えです。
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繰り返しになりますが、事業を発展させる中でも、

私たちが 提供する価値は、

より便利な場所へ

お客さまに求められるもの、

私たちにとっては、こころと からだに おいしいものを

最適な方法で お届けすることに 変わりはありません。

これを これからの時代にあった方法で 実現し、

2030年には、

世界中の人々の 楽しく健やかな暮らしをクリエイトするDyDoグループへと、

ありたいと 考えています。
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それでは、最初のステージであります

「基盤強化・投資ステージ」での計画として 策定した

行動計画 「中期経営計画2021」 について お話しいたします。
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新たな中期経営計画における 基本方針は 大きく３つとなります。

まず、第１に、既存事業の収益改善に 軸足を置き、

キャッシュフローの最大化を図り、より筋肉質な 経営体質を目指します。

当社グループが 持続的に発展・成長を 実現していくためには、

まずは その基盤となる 既存事業を より強固なものにすることが

必要です。

第2に、既存事業を より筋肉質なものにするためにも、

前の中計では 海外飲料事業を中心に 行ってきた

成長に 向けた投資について、

事業継続の可否も含めて 検討し、選択と 集中を 行っていきます。

そして、第３に、グループミッション2030 の実現に向けた 成長投資を

実行していきます。

新規事業に対しての投資も もちろんですが、

既存事業の 再成長に向けた投資も、計画的に 実行していきます。
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その投資計画を こちらのスライドで 示しております。

投資金額は この3年間で 最大で 450億円 を 想定しております。

基本的な考え方は、

BSにある 余剰資金 360億円程度 を新規投資に、

既存の事業から ３年間で 生まれる 営業キャッシュフロー 400億円を

既存事業への 再投資の原資と いたします。

投資額については、記載の通りですが、その投資戦略については、

追って、ご説明 申し上げます。
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今回の 中期経営計画については、

最終年度である 2021年度における FIXした数値目標は 設定せず、

経営のガイドラインを持って スタートすることにしました。

それは、この3年間は

既存事業の 収益改善を目指すとともに、

一時的な利益減も 許容した上で、

将来に向けての投資を しっかりしていく というステージであることから、

予め 設定した 一定の売上高目標や 利益目標を 達成したとしても

経営目標を 達成したということではないことから、

あえて、FIXした数値目標を持つことは好ましくないと 判断したためです。

したがいまして、この3年間においては、

スライドのとおり、5項目の 経営のガイドラインを定め、

事業環境の変化と 重点戦略・投資戦略の進捗に応じた

単年度目標を 毎期設定する方針としました。

それでは、投資戦略について、具体的に 説明してまいります。
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まず、最重要課題であります、国内飲料事業における 戦略です。

自販機における 販売数量は 依然として低下傾向が 続いておりますが、

コンビニやドラッグストアなど、利便性の高い チャネルとの競合が

かつては その要因でしたが、

昨年あたりから、人員不足による 市場台数の減少、販売機会ロスなど

供給サイドの問題が 顕在化しています。

労働力が 不足する中では、IoTも 活用しながら、

より一層 オペレーションの効率化を 進めていく必要がありますが、

当社は、先ほど強みでお伝えしたとおり、

共栄会も含めると 自社でマネジメントしている台数は 業界有数であり、

スケールメリットを生かした投資が 実行できます。

システム投資と、自販機を主力販路とするからこそ

本気で培ってきたノウハウを 最大限に活かし、

効率的な自販機運営、私どもはそれを「スマートオペレーション体制」と呼ん

でおりますが、

その「スマートオペレーション体制」を 構築し、
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業界における圧倒的な優位性を 確立していきます。
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次に、医薬品関連事業です。

ご案内のとおり、この事業を担う大同薬品工業は、

ドリンク剤の受託メーカーとして 圧倒的なポジションを 業界の中で獲得して

います。

またこの業態は、今後 発展が見込まれる ヘルスケアマーケットと

親和性が高い事業です。

群馬県への 関東工場の新設、

またこの秋には 奈良の工場への パウチラインの新設、

これらの計画を 確実に実行するとともに、

M&Aを含めて、パウチ以外にも 新たな剤形を含めて 業容を拡大し、

医薬品・医薬部外品を マルチに受託できるメーカーとして

地位を 強固なものにしてまいります。
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ここからは 新規事業に対する 投資戦略です。

まず、投資計画の中でも 最大金額を もっとも大きく設定している、

ヘルスケア領域における M&A投資です。

ヘルスケア関連市場は 今後も拡大することが確実で、

だからこそ当社のみならず、各社が 取り組みを進めている分野でもあります。

スライドの一番上に示す ケアサイクルをもとに お話しすると、

当社グループは これまで、

健康や 予防に関連する分野で 事業活動を行ってきました。

今後は、未病や 治療といった領域に事業を拡大すべく、

M&Aの可能性を 模索していきます。

またこれと同時に、既存事業である

飲料・食品・医薬品の垣根を超えた 新たな市場を開拓し、

非飲料事業での柱を 構築してまいります。

それにより、グループ全体で こころと からだに おいしいものをお客様にお届けし、

世界中の人々の 楽しく健やかな暮らしをクリエイトしていきたいと

考えております。
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最後に 希少疾病の 医療用医薬品事業の 立ち上げについてです。

すでに昨年、この分野への参入を 決めましたが、

人材の採用、パイプラインの模索を 着実に進め、

この1月21日に ダイドーファーマ株式会社 を新たに設立しました。

医薬品の上市に向けては 多くのリソースを必要としますが、

いかに 良質なパイプラインを獲得するかが 最大のカギになると 考えています。

実際の上市に向けては外部のリソースを活用しながら、

持たざる経営を 行ってまいります。

この事業は 一朝一夕に 結果がでるものではありませんが、

我々の理念に掲げている 「共存共栄」の精神のもと、

時間はかかっても、しっかりと収益を生み出す事業へと

育ててまいります。

また、大きなチャレンジとして社会的意義の高い事業と 考えています。
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ご説明しましたとおり、

中期経営計画に掲げた 投資戦略を 実行することによりまして、

社会的価値を創造し、

中長期的な企業価値向上へと つなげてまいります。
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それでは、ここからは 当期の連結業績予想について

ご説明いたします。
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41

連結売上高は 前年から 0.9%減 の 1,700億円、

営業利益については、先行投資費用の増加により、

前期比 44％減 の 34億円、

経常利益 前期比 38.3％減 の 37億円、

親会社株主に帰属する当期純利益 前期比 37.8％減 の 24億円を

見込んでおります。

当面は、先行投資を行うことから、減益となりますが、

これらの投資を、将来のトップラインの成長への つなげてまいります。



セグメント別では、

国内飲料事業については、自販機市場の縮小トレンドや、

消費増税による お客様の 消費マインドの変化の影響を 勘案し、

減収を 想定しております。

海外飲料事業については、

トルコにおいて、引き続き 現地通貨ベースでは

力強い 売上成長が続く見込みですが、 為替の影響から

日本円換算では 減収の計画としております。

医薬品関連事業では、 中国市場向け 美容ドリンクなどの受注増、

食品事業では、 パウチゼリーの新商品効果などにより、

それぞれ 増収を見込みます。

なお、2019年度の 設備投資額につきましては、

医薬品関連事業における 大同薬品工業の 関東工場建設、

パウチラインの新設により 大幅に増加し、

162億円となります。
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終わった期と比べました、営業利益の 増減要因は

こちらとなります。

なお、通常ベースでの増減要因を 明確化するため、

成長投資に係る費用については 一番右側に お示ししています。

国内飲料事業においては、若干の 売上減少に加え、

物流費の高騰・原価率上昇の影響を 見込んでおり、

軽減税率への対応にかかる 一時的な費用も含め

13億円減少 を見込んでおります。

その他の３事業については、いずれも 増益を 見込んでおります。

成長に向けて行う 投資額は、今期は 20億円 を見込んでおり、

その内訳は 右側にお示しの通りです。

それでは、ここからは、事業セグメントごとに ご説明いたします。
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右側のグラフで お示ししているとおり、

前の 中期経営計画での取り組みで、

自販機に係る調達コストを中心に、

固定費を 大きく引き下げることができました。

とはいえ、コスト削減による 利益の伸長には 限界があります。

これからは 売上の維持・成長を伴った 収益性の改善を 実現すべく、

さらに 筋肉質な事業基盤を確立していく必要があると 考えています。

そのためにも、ITを活用した オペレーションに向けた投資や、

コア事業であり続ける、この事業を

長期的に支える 人材の育成や 組織体制の強化に 努めていきます。
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お客様にとって 自販機の最大の価値は

「利便性」にあると 考えています。

コンビニや ドラッグストアなど、

利便性の観点から 競合する販売場所がある中で、

より 優位性を確保するためには、

お客様に より近い場所、つまり 事業所内などへの設置を

さらに 増やしていく必要があります。

また、野外に設置している自販機と

オフィス内などにある 自販機は当然、好まれる商品が違うように、

同じオフィス内でも、場所が違えば、売行きは 異なります。

きめ細かな商品ラインナップは 当社の強みと 考えておりますが、

購買データを元に、より一層、その精度を 上げていくことで、

売上の維持・拡大に 努めてまいります。
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また 商品力の強化も 継続した課題です。

昨年は PETボトルコーヒーが 市場を席巻し、

コーヒー飲料カテゴリにおける 容器の構成比は 大きく変動しました。

当社の主力販路である 自販機においては、

依然として、従来からの缶コーヒーや

ボトル缶が 好まれる傾向に ありますが、

新たな嗜好をとらえる PETコーヒーも ラインナップに 必須と考え、

今期は 新たに PETコーヒーを 投入しています。

また、ダイドーブレンドの さらなるブランド力強化に向けて、

これまでの キリン社での販売に加えて、

アサヒ飲料の自販機で、

世界一のバリスタ シリーズの販売を 開始することと いたしました。
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これまで 当社の商品は、

自販機で 販売することを前提に 開発を行ってきましたが、

今後は チャネル特性に応じた開発も 必要だと 考えております。

中でも、ファンケル社と 共同開発した

大人のカロリミット茶は、流通チャネルで 高い支持をいただき、

安定した価格での販売に 成功しています。

今後、ますます高まる 健康志向に対応する商品でもありますので、

ラインナップを拡充し、認知度を 高めるとともに、

今後 さらに強化したい 「ダイドー ＝ 健康」 のイメージを

流通チャネルを軸に、しっかりと 築き上げていきたいと 思います。

また、前期の増益要因にもなりました、通販事業ですが、

右のグラフに示す通り、売上を着実に 伸ばしています。

これは 主力商品である「ロコモプロ」に

しっかりと 定期顧客がついたことが 大きな要因ですが、

第２、第３の基幹商品を育てていくことが 重要と考えています。
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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。

新たな中期経営計画 ３年間での

事業全体での黒字化を 必達目標と 考えておりますが、

そのために 事業の再構築を 進めております。

売上の伸長に向けては、各国内での取り組みに留まらず、

拠点間での 横断的な施策や、

日本のノウハウを活用した 商品の輸出強化、

また輸出による 新たな市場の開拓により、

実現を目指していきます。
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医薬品関連事業においては、

先ほど来、ご説明しているとおり、

新工場のスムースな稼働開始と

それに向けた 受注活動に 注力してまいります。

現在の奈良工場では、ほぼフルキャパシティでの稼働が 近づく中でも、

前年より 増収の予想と なっております。

これを牽引する取引について、次のスライドで ご説明いたします。
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当社グループは、2014年に 台湾のドリンク剤、

フェイスマスクなどの スキンケア商品などの 受託メーカーである

TCIに 出資しております。

TCIが 上海工場を 設立する際に

技術協力に関する 業務提携契約の締結とともに 出資を行ったものですが、

この後、TCIは 中国を中心に 売上を飛躍的に拡大し、

飛躍的な成長を遂げています。

今、その中国では、made in Japanへの高い信頼から、

TCIを経由した 大同薬品工業への受注が 拡大しております。

当社グループにとっても、リスクを 極小化した上で、

大きな売上を 見込めるものであり、

この需要を しっかり 取り込んでいきます。
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最後に 食品事業です。

シェアの拡大や、新機軸の商品提案が 奏功し、

大幅な増収を 達成できましたが、

ブランド価値向上に向けた投資や、

労務費、また 西日本豪雨に伴う 物流費の高騰など、コストが上昇し、

収益性には 依然 課題が残っております。

コストの改善に 取り組んでいくことはもちろん、

拡大する パウチ市場への 新たな商品投入を通じて、

カップ入りゼリーと パウチゼリーの顧客を 相互に獲得する施策などを行い、

容器カテゴリを越えた ビジネス機会を創出してまいります。
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これまでお話しした戦略・施策を実現していくのは、

なによりも 当社グループの従業員です。

当社グループの 重要な経営資源のひとつである 人財戦略について

最後に お話ししたいと思います。
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人財戦略は、人的資本の確保、将来を担う人材育成、

人材の適正配置の 3つを 重点項目として 取り組んでまいります。

まず、１つめの 人的資本の確保については、

持株会社の機能を さらに強化していくこと、

医療用医薬品事業のような 新規事業を推進するための

即戦力人材を 積極的に キャリア採用していくことがあげられます。

将来を担う人材の育成においては、

当社グループを 力強くけん引していく

次世代のリーダーを育成していくとともに、

海外でも 十分に活躍できる人材の育成、

そして 高度な専門知識、ノウハウを持った

スペシャリストの育成に 注力していきます。

最後に 人材の適正配置ですが、

組織の垣根を越えた グループ横断での異動によって、

当社グループが有する 人的資源の 最適な配置を行い、

組織と 人材の活性化を 図ってまいります。
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ご説明してまいりました、中期経営計画・人財戦略を進める上で

当社グループの全従業員が 一丸となって、

グループ理念・ビジョンの実現を 目指すためには、

倫理的価値観の共有や その価値観を 実際の行動につなげるための

グループ共通の 行動規範を定めることが 必要と考え、

グループミッション２０３０ とあわせて 発表しております。

策定にあたっては、事業セグメントをこえて

DyDoグループの 将来を担う 30歳以下の メンバーを中心に、

検討してもらいました。

新たな行動規範のもと、グループ一丸となって

「グループミッション2030」の達成に 邁進し、

当社グループの持続的成長と

中長期的な企業価値向上を めざしてまいります。

これからのダイドーグループに、どうぞ ご期待ください。

ご清聴ありがとうございました。
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