
DyDoグループが培ってきた強み

国内自販機市場の推移

DyDoグループを取り巻く事業環境の変化

DyDoグループの状況

DyDoグループが
めざす方向性

時代や当社を取り巻く事業環境が大きく変わる中で、100年先も存続する
企業であるためには、これまでの事業の延長線ではなく、変革を続けていく
ことが求められます。DyDoグループはこれまで培ってきた強みを生かしな
がら、新たな時代に即した姿への変化をめざします。

DyDoグループがこれから実現していくべきこと

ESG課題への取り組みにより実現をめざす

100年先も存続する企業であるために
不確実性の時代への対応が必要

国内飲料市場売上の推移

日本の人口及び人口構成の推移

収益性が高いチャネルであり、
優良ロケーションの獲得に向けた
競争が熾烈化

自販機のオペレーション人員の
確保が困難化、人件費上昇の可能性

ヘルスケア関連市場の伸張

テクノロジーの進化

2019
2021

2030

縮小する自販機市場において優位性を確保し、
グループのコア事業であり続ける

既存事業と融合するヘルスケア領域で
第２の柱を構築する

P03-06

「2030年のありたい姿」を
定めた上で、非連続の
イノベーションに踏み出す

テクノロジーを活用した労働力不足の時代への対応

健康寿命延伸に対応した新たな市場の開拓

人財戦略、コーポレート・ガバナンスの継続的改善

脅威

機会

強み

社会的課題の解決による価値創造

成長を実現するための基盤

中期経営計画2021の
期間

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

ありたい姿

継続的に発展する企業で
あり続けるために
売上成長による収益性の改善が必要

収益性の改善を図り、投資原資となる
キャッシュを継続的に生み出す

小売店の棚を確保するため、
投資体力勝負の度合いが強まる

P16/P27

P17-18

P19-20 P35-48

P12

海外での事業展開の拡大
非飲料事業での
第２の柱を構築

国内飲料事業の
イノベーション

グループミッション2030の基本方針

機会をとらえ、
強みを生かす

「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」ユニークなビジネスモデル

見えない資産（自販機ビジネスモデル）が生み出す安定したキャッシュ・フロー

医薬品・医薬部外品の受託製造能力、医薬品から化粧品メーカーまで幅広い顧客基盤

「おいしい」ゼリーを作る技術

P25

P13

P31

P33

機会への
転換

推計値

高齢化率0～14歳 15～64歳 65歳以上
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企業価値創造の戦略
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DyDoグループが
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企業であるためには、これまでの事業の延長線ではなく、変革を続けていく
ことが求められます。DyDoグループはこれまで培ってきた強みを生かしな
がら、新たな時代に即した姿への変化をめざします。

DyDoグループがこれから実現していくべきこと

ESG課題への取り組みにより実現をめざす

100年先も存続する企業であるために
不確実性の時代への対応が必要

国内飲料市場売上の推移

日本の人口及び人口構成の推移

収益性が高いチャネルであり、
優良ロケーションの獲得に向けた
競争が熾烈化

自販機のオペレーション人員の
確保が困難化、人件費上昇の可能性

ヘルスケア関連市場の伸張

テクノロジーの進化
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グループのコア事業であり続ける

既存事業と融合するヘルスケア領域で
第２の柱を構築する
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定めた上で、非連続の
イノベーションに踏み出す

テクノロジーを活用した労働力不足の時代への対応

健康寿命延伸に対応した新たな市場の開拓

人財戦略、コーポレート・ガバナンスの継続的改善

脅威

機会

強み

社会的課題の解決による価値創造

成長を実現するための基盤

中期経営計画2021の
期間

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

ありたい姿

継続的に発展する企業で
あり続けるために
売上成長による収益性の改善が必要

収益性の改善を図り、投資原資となる
キャッシュを継続的に生み出す

小売店の棚を確保するため、
投資体力勝負の度合いが強まる
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売
上
額
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非飲料事業での
第２の柱を構築
既存事業と融合する
ヘルスケア領域での事業を
第２の収益の柱として構築する

国内飲料事業の
イノベーション
DyDoグループの
コア事業であり続ける

グループミッション2030の基本方針

機会をとらえ、
強みを生かす

「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」ユニークなビジネスモデル

見えない資産（自販機ビジネスモデル）が生み出す安定したキャッシュ・フロー

医薬品・医薬部外品の受託製造能力、医薬品から化粧品メーカーまで幅広い顧客基盤

「おいしい」ゼリーを作る技術

P25

P13

P31

P33

※図はイメージです。
  円の大きさは営業利益額を示し、
 2018年度を薄色、2030年度を濃色で表現。
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前中期経営計画「Challenge the Next Stage」を振り返る

　2014年の社長就任とともにスタートした中期経営計画
「Chal lenge the  Next  S tage」の５年間が終わりまし
た。中期経営計画と同時に策定したグループ理念・グループ
ビジョンのもと、ガバナンス面での改革、各事業においては
様々なチャレンジに取り組んできました。トルコ・マレーシア
といった海外への事業展開による売上高の拡大や、持株会社
体制の移行による成長に向けたグループ全体の組織基盤の
整備など、将来の成長に向けた土台作りに一定の成果を出せ
たと考えています。ただ、業績面については、自販機チャネル
に係る固定費の構造改革に取り組み、利益率の改善は図れ
ましたが、国内飲料事業の売上成長を実現することができな
かったこと、M＆Aによる新たな収益の柱となりうる新規事業
の獲得ができなかったことは大きな課題であり、これらを早
期に実現できるよう、より一層注力していきます。

前中期経営計画「Challenge the Next Stage」における改革の変遷

2014 2015 2016 2017 2018（年度）

ガバナンス

髙松富也社長就任

社外取締役２名選任

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

持株会社体制への移行

国内飲料事業
Smile STANDの展開開始

キリンビバレッジ株式会社との商品相互販売

物流基盤の構築に向けた合弁会社設立

海外飲料事業
マレーシア飲料事業の開始

トルコ飲料事業の開始

非飲料事業
大同薬品工業株式会社での関東工場建設の決定

希少疾病の医療用医薬品事業への参入決定

前中期経営計画「Challenge the Next Stage」

既
存
領
域

国　内 海　外

新
規
領
域

“食や健康”関連の新規事業展開

一層の業績向上　⽣産性の改善
（安定キャッシュの創出）

海外展開
による

市場の拡大

商品力強化への
Challenge  イノベーティブな商品開発の実現

新たな
事業基盤
確立への
Challenge 既存事業

成長への
Challenge

海外展開への
Challenge

2018 年度
売上高：
2,000 億円
営業利益率：
4.0%

食品事業
医薬品

関連事業　
国内飲料事業

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

代表取締役社長　髙松 富也

企業価値創造の戦略
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既存事業成長へのチャレンジ

　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の削減に取り組み、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
きました。一方で、自販機１台当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繋がらなかった
主な要因であり、大きな課題として認識しています。

　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、増収基調に転じています。2020年には
新たに関東工場（群馬県館林市）を新設し、稼働に向けた受
注活動は順調に進んでいます。
　食品事業については、この５年間、市場を上回る高い成長
率で、売上を拡大できましたが、一方で収益性については、
まだまだ課題が残っています。
　それぞれの事業で取り組む施策は異なりますが、売上成
長を伴った収益性の改善に取り組んでいきます。

商品力強化へのチャレンジ

　商品力強化については、一定の成果が残せました。中でも
主力のコーヒー飲料においては、「世界一のバリスタ※監修」
シリーズが、その認知度をしっかりと高め、ボトル缶コーヒー
市場における地位を確立できたと評価しています。これは
香料を一切使用せず、本格的な味わいを追求する私たちの
コーヒーに対するこだわりが、マーケットでの支持に繋がっ
たものと考えています。また、株式会社ファンケルと共同開
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
ける大きな成果となりました。
　 今 後は、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 。ニ ー
ズ の 変 化 に 合 わ せ た 自 販 機 で の 商 品 ラインアップ を 強
化 すると同 時に、これから私 た ち が「 D y D o＝健 康 」の イ
メー ジ を 醸 成 する 役 割 は 流 通 チャネ ル で 果 た す 役 割 も

大きいと考えています。自販機や流通など、それぞれのチャ
ネル特性に応じた商品開発を行っていきます。
※ 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
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※2014年を100（%）とする 業界 DyDo

ボトル缶コーヒーの製造・販売量の推移 （当社調べ）

前中期経営計画期間中のセグメント別業績推移
売上高 セグメント利益
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（2016年度は遡及修正、2015年度以前の「国内飲料事業」には、ロシア・トルコの実績を含む）
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海外展開へのチャレンジ

　海外につきましては、2015年にマレーシア、2016年にト
ルコへ進出し、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。主力のトルコ飲料事業の状況は、現地通
貨ベースでは大きな成長を続けています。当社のトルコ飲料
事業は、現地の国民になじみのあるブランドとその製造工場
をM&Aで取得して、進出したものですが、取得後は販売網
の再構築や工場ラインの移管、成長が著しいミネラルウォー
ターの工場を新たに取得するなど、買収後の施策を当社の主
導でしっかりと行えたことが、現在の成果に繋がりました。急
速な為替の変動がトルコ国内の経済環境に与えるリスクはは
らんでいるものの、現地では輸出事業も強化するなど、為替
耐性を高める施策も含め、しっかりとした事業基盤ができて
おり、今後も海外飲料事業の柱として育成していきます。

　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、改革を実行
していく必要があります。

新たな事業基盤確立へのチャレンジ

　「食や健康」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、当社の投資条件にかなう優良な案件は獲
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
にできつつあります。また、定性的・定量的な投資基準に基
づき、社内で建設的な議論ができる素地をしっかり築けたこ
とは、次のステップに向けたガバナンス改革のひとつの成果
と考えています。

「Challenge the Next Stage」の成果と課題

成　果 課　題

既存事業成長へのチャレンジ
・  自販機チャネルに係る固定費構造の改革
・  IoT自販機戦略の推進
・  医薬品関連事業、食品事業の売上成長

・  持続的な売上成長による収益性の改善
・  自販機１台当たり売上高の向上
・  オフィス内への設置促進

商品力強化へのチャレンジ
・  一定のブランドポジションの確立 
（世界一のバリスタ※監修、大人のカロリミット®茶 

など）

・  お客様の価値観や消費行動の多様化への対応
・  お客様の「共感」を得る商品の開発

海外展開へのチャレンジ ・  イスラム圏（トルコ・マレーシア）における戦略拠点
の獲得 ・  マレーシア、ロシア、中国における改革の実行

新たな事業基盤確立へのチャレンジ
・  希少疾病の医療用医薬品事業への新規参入の 

決定
・  健康食品・サプリメント通販ビジネスの黒字化

・  健康寿命延伸に対応した新たな市場の開拓
・  戦略投資による新規事業展開の加速

※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

トルコ飲料事業の売上高の推移（現地通貨ベース）
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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

　前の中期経営計画の５年間については、当初想定してい
た以上に時代や環境の変化が激しい５年だったと感じてい
ます。そして、この先の10年はその変化のスピードはさら
に加速していくことは間違いありません。中でも日本国内
では、人口動態が大きく変化していきます。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、グループス
ローガンに「こころとからだに、おいしいものを。」と掲げる通
り、健康でいるための価値を提供することが、私たちDyDo
グループの使命です。
　これからの10年間、ヘルスケア市場は着実に伸張し、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。自販機ビジネスを中心と
する国内飲料事業が私たちの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
創造していくことが、私たちの使命と考えており、その分野を
当社グループの第２の収益の柱として確立していきます。
　時代が大きく変化し、また私たち自身のグループの業容が
拡大する中では、あるべき方向を明確に示すことが肝要です。
そこで、DyDoグループは2030年にありたい姿として、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」を定めました。
　その実現に向けては、私たちがこれまで培ったきた強み

を一層磨くこと、そしてこれまで各事業で培ってきた強みを
融合させ、さらに進化させていくこと、足りないリソースについ
てはM＆Aを含めて補完していくことが大事だと考えています。

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

─ DyDoはお客様と共に。─

お客様の健康をつくります
おいしさへの飽くなき探求心のもと、世界中のお客様の健康や⽣
活の質向上に貢献する商品・サービスをお届けします。

社会変革をリードします
持続可能な社会のために、常識に捉われず、新たな視点から社会
変革を自らリードします。

─ DyDoは社会と共に。─

次代に向けて新たな価値を生み出します
革新的なテクノロジーを活用し、すべてのステークホルダーにワク
ワクや驚きといった体験を提供します。

─ DyDoは次代と共に。─

人と人のつながりをつくります
グループ内外と柔軟に連携し、多様な価値観や能⼒を尊重しなが
ら新たな共存共栄を推進します。

─ DyDoは人と共に。─

国内飲料事業のユニークなビジネスモデルとそこから生まれる安定的なキャッシュ・フロー

　「企業価値創造の歴史」で触れている通り、当社グループ
が最初に始めた事業は配置薬です。時代の変遷とともに、現
在は自販機を主力に缶コーヒーをはじめとする飲料の販売
が主力となりましたが、創業当時から、販売する場所、扱う商
品は変わったものの、ビジネスモデル自体は変わりません。

それはつまり、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」を提供することで
す。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DyDoグループの特徴です。

DyDoグループのビジネスの変遷とめざす姿

フルーツゼリー
パウチ型への対応

医薬部外品ドリンク剤
美容ドリンク

医薬品ドリンク剤
医薬品

機
能

お
届
け
す
る

お
届
け
す
る
商
品

健
や
か
さ
を

主な販売場所

取り扱い商品

販売手法

製造機能

家庭・事業所 酒店・タバコ店 オフィス内

一般薬・ドリンク剤

薬箱 自販機

◦ダイドードリンコ設立
◦大同薬品（現：大同薬品工業）設立

1950年代 1970年代 1990年代 2010年代 2030年代

◦たらみの連結子会社化
◦大同薬品工業は受託事業へ特化

清涼飲料

求められるもの
＝

こころとからだに、
おいしいもの

より便利な場所へ

求められるものを

最適な方法でお届け

企
業
価
値
創
造
の
戦
略
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　この当社グループのコア事業である自販機ビジネスは、
キャッシュ創出力の高い、効率的なビジネスモデルです（ビ
ジネスモデルの詳細は25～26ページ参照）。また、グルー
プでマネジメントする自販機台数は業界有数のものとなっ
ています。これらの自販機は、グループ会社による直販と「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。共栄会を一言で表せば、各地域
での自販機管理を担うオペレーターということになります
が、私たちは単にダイドードリンコの商品を卸し、販売してい
ただくだけの位置付けとは考えていません。ダイドードリン
コの専属の担当者が共栄会の各企業を担当し、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
ハウをもとに、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。売り切れを出さな
いことは当然で、設置場所に応じたきめ細かな商品セットを
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能力を有していると自負しています。
　当社のバランスシートに計上される固定資産は自販機本
体のみですが、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名以
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
れらの見えない資産、つまり「お客様にお届けする機能」か
ら、キャッシュ・フローを生み出しており、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と考えています。
　私は自販機の最大の価値は、「利便性」にあると考えてい
ます。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、まだまだ私たちにできることがある
と考えています。

　流通業界の変遷を見ると、小売業は百貨店が最大の売上
を誇っていた時代から、スーパーそしてコンビニへと、規模
も商圏も徐々に小さくなっているのが長期的に見た大きな
流れです。この大きな流れの中で、自販機のようなより身近
にある店舗の価値が改めて見直されてくると思います。今
は競合する店舗との価格競争に巻き込まれる傾向にありま
すが、大手コンビニチェーンの総店舗数をはるかに超える
DyDoの自販機一店一店が生活に役立つ「店舗」として選ば
れるよう、その価値を高めていくことが必須です。現在の自
販機は、お客様の身近でのどが渇いた時にいつでも飲料を
買える自販機に過ぎないですが、利便性を追求していけば、
究極的には、オフィス内で必要な時に自販機が自分の席まで
歩いてくるような仕組みや、家庭内コンビニのような姿も、
めざすべき方向のひとつです。
　今回のグループミッション2030を策定するにあたって
は、国内飲料だけでなく、海外飲料部門やグループ会社から
30-40代の従業員を募り、将来の経営環境の変化や、めざ
すべき会社のあり方を議論し、作り上げています。これから
自販機はどのように進化すべきかについてディスカッション
をする中で非常にユニークなアイデアが出てきました。それ
は、自販機は「おかん」であるべきだ、というものです。「おか
ん」とは大阪弁で愛情を持って母親を示す言葉ですが、母親
のように常にお客様に寄り添って、時にはおせっかいなくら
いに、お客様以上にお客様のことを考え、価値を提供してい
くべきだ、という考えです。これは自販機の持つ本来の価値
を見極めた発想ですし、そういった柔軟な発想を持った若い
従業員がいることを頼もしく感じています。
　お届けする機能を磨き、利便性を突き詰め、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、私た
ちの事業の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。

※ 数値は2018年度末時点

見えない資産が生み出す安定したキャッシュ・フロー

自販機ビジネスによる見えない資本
・顧客資本（業界有数の自販機網）
・組織資本（直販＋共栄会の体制）
・人的資本（2,000名以上のオペレーション人員が

積み上げるノウハウ）

超過収益力を高め、
株主価値向上を図る

【流動資産】 905億円

【固定資産】 817億円

【負債】 783億円

【純資産】 939億円

もっと身近で
毎日の生活に役立つ

事業へ進化し、
本源的価値を拡大する

企業価値創造の戦略
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非飲料事業の成長に向けたDyDoグループの持つ強み

　創業の事業から引き継ぐ医薬の分野もまた、当社グルー
プのDNAとして受け継がれています。医薬品関連事業を担
う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、グループの中で最も歴史の長い企業です。元々
は、配置薬業で販売する商品として、アンプル剤などの製造
から始まり、ドリンク剤の取り扱いも始めました。時代の変
遷の中で、医薬品・医薬部外品のドリンク剤の受託専業メー
カーへと舵を切り、現在は業界でトップクラスのポジション
を確立しています。医薬品製造という参入障壁が高い業界
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。そして、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。
　そして、2012年にM＆AによりDyDoグループとなった
たらみもこれから飲料・食品・医薬品の事業を融合していく
中で大きな役割を果たせると考えています。たらみの最大
の価値はフルーツのおいしさを最大限に引き出すゼリーの
製造技術です。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、消費者の皆様に認められたものと考えています。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。

強みを磨き、事業環境の変化をチャンスに成長をめざす

　現在は、当社グループのコア事業である国内飲料事業は、
一般的には、「下位のポジショニングの飲料メーカー」と言わ
れます。また、製造に関して言えば、ファブレスメーカーであ
り、外部リソースへの依存度の高さが弱みでもあります。た
だ、これらの弱みは、経営資源の集中の結果であり、取引先
とのパートナーシップを大切にしてきたからこそ現在のユ

ニークなポジションが築けてきたと考えています。一方、非
飲料事業において、第２の柱を構築するにあたっては、社内
のリソースだけでは不十分です。強みを磨き、脅威を機会に
変えていくとともに、外部人材の獲得や、新たなパートナー
シップの推進により、弱みは補完し機会を確実に捉えていく
ことで、着実な成長をめざしていきます。

ダイドーグループのSWOT

強み Strengths

・  自販機市場の縮小に伴う優位性の確保
・  パウチラインの新設による受託機会の拡大
・  ヘルスケア関連市場の伸長
・  テクノロジーの進化

機会 Opportunities

弱み Weaknesses

脅威 Threats

・  飲料メーカーとしては下位のポジショニング
・  医療用医薬品分野／ IT 分野に知見のある人材の不足
・  原材料調達・研究開発機能等の外部リソースへの依存

・  自販機オペレーションの担い手不足
・  消費者の購買行動の変化

・ 「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」ユニークなビジネスモデル

・  医薬品・医薬部外品の受託製造能力、
 医薬品から化粧品メーカーまで幅広い顧客基盤

・  見えない資産（自販機ビジネスモデル）が生み出す
 安定したキャッシュ・フロー

・  「おいしい」ゼリーを作る技術

企
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価
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グループミッション2030の実現に向けた課題

　現在の当社グループは、収益性・効率性の改善に課題があ
ると考えています。
　近年はコア事業である国内飲料事業においてコスト面に
おける様々な取り組みにより、収益性の面では改善が進んだ
ものの、減収が続いていることが、前の中期経営計画で残っ
た課題であることは冒頭申し上げた通りです。また改善した
とはいえ、その実績は満足できる水準とは考えていません。
国内飲料のみならず、各ドメインでの営業利益を改善するこ
とで、より一層筋肉質なグループに変えていくことが必要で
す。そのため、「グループミッション2030」では、その基本方
針において、各事業セグメントがめざすべき営業利益率の水
準を定めています。
　また、2018年度末時点の資本効率性の改善も大きな課
題であり、これには利益率の改善に加え、総資産回転率の向
上もテーマとなってきます。これまでの事業で蓄積した余剰
資金を新たな事業領域と定めたヘルスケア分野に振り向け
ることで、資金を有効な資産へと変えていきます。
　これらの実現に向けては、2030年までの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います。当社グルー
プのコア事業である自販機ビジネスを取り巻く環境は厳し
く、これまで通りのビジネスの進め方では、徐々に利益が減
少していくことは避けられず、当然ながら、売上高利益率や総
資産回転率も低下していきます。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。

中期経営計画2021の基本方針

　「基盤強化・投資ステージ」については、大きく３つの方針
を掲げています。まず、コア事業である国内飲料事業につい
ては、今後のグループの成長のための原資を生み続けるた
めにも、キャッシュ創出力を高めていく必要があります。第２
に海外展開については、これまでの課題を踏まえ、各国内で
の事業の選択と集中、さらに拠点間でのシナジーの創出、ま
た戦略の進捗状況によっては事業継続可否も検討していき
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。この成長投資は、新規事業
に向けたものだけではなく、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。

ロードマップ

資本効率向上への取り組み

売上高
営業利益率

ヘルスケア領域における
M&A投資を通じた資産効率性の改善

（余剰資金の有効活用）

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

3.5%

1.0回

1.9倍

総資産
回転率

財務
レバレッジ

実 績 方向性 方 針

各事業ドメインでの営業利益率の改善
・国内飲料事業　　5.7％ → ６％
・海外飲料事業　　赤字  → ５％
・医薬品関連事業　7.7％
・食品事業　　　　1.2％ 10％｝

バランスを考慮した基盤強化と戦略的投資の実行
■収益改善に軸足を置き、筋肉質な経営へ
・ 各事業において、収益改善を軸とする施策により、キャッシュ・

フローの最大化を図る
・「おいしさ」と「健康」を追求した商品やサービスの拡大
■戦略的経営に向けた事業継続の判断
・海外飲料事業における戦略拠点の選択と集中
■グループミッション 2030 の実現に向けた成長戦略
・ 各事業の成長やヘルスケア領域における新たな事業の創出に

向けた投資戦略の実施
・DyDo グループの持続的成長をリードする人財戦略の実施

成り行き
ベース

計画
ベース

基盤強化・
投資ステージ 成長ステージ 飛躍ステージ

投資戦略により、
利益が目減りする部分

[利益イメージ]

2019 2022 2026 2030

企業価値創造の戦略



DyDo Group Holdings ｜ 統合報告書 2019 16

投資戦略１
持続的成長が可能な自販機オペレーション体制を築く

　中長期的に当社グループが成長を続けていくためには、こ
の３年間は正念場だと考えています。私たちが永続的に続く
グループとしてあり続けるためには、ヘルスケア領域で第２
の柱を構築していくことが必要です。ただ、これを実現するた
めには、何よりもまず、既存事業の、特に自販機ビジネスがコ
アビジネスとして高いキャッシュ創出力を維持し続けること
が必須です。一方で自販機ビジネスを取り巻く環境は極めて
厳しい状況が続いています。これまでは、自販機の価値であ
る「利便性」が、コンビニエンスストアやドラッグストアの台頭
により、競合する店舗が増えることで低減し、売上の伸び悩
みが続いてきました。前の中期経営計画では、自販機の調達
方法の見直しを中心としたコスト削減により利益率の改善を
図ってきましたが、ハード面での改革はいずれ限界がきます。
そういった中で、2018年頃からの傾向として感じるのは、オ
ペレーション人員の担い手不足により、業界全体の自販機台
数が減少していること、また自販機一台一台のオペレーショ
ンを十分に行うことができず、販売ロスが発生し始めるなど、
供給サイドの問題が顕在化してきていることです。
　幸い、当社の直販の子会社においては、現時点ではこれら
の問題はそれほど大きくありませんが、労働力不足が進む
中で対応を避けては通れない最重要課題と考えています。
これからはソフト面の改革、つまり、自販機のオペレーション
効率をより高めていくことが重要です。当社の強みは、共栄
会も含めると自社でマネジメントする自販機は業界有数で
あり、そのインフラに対するIoT投資ではスケールメリットを
十分に生かせる規模だと考えています。オペレーションを担う

従業員の生産性を最大化できるようなIoT支援により、一人
ひとりが担当できる自販機台数を増やし、「スマートオペレー
ション」を確立することで、労働力が不足する環境でも無理な
く私たちが誇る業界有数の自販機網を維持していきます。
　さらに、このような環境下では、業界各社の自販機に対す
る戦略にも違いが出てくるのではないかと考えています。当
社にとっては、自販機ビジネスがコアビジネスであることに
変わりはなく、自販機ビジネスを事業の柱に据えてきた私た
ちだからこそできることがあります。オペレーションの質・量
ともに強みを磨き、他社を圧倒する優位性を確立し、縮小す
る自販機市場の中で存在感を高めていきたいと考えていま
す。そして、高いキャッシュ創出力を維持し、第２の収益の柱
の構築の原動力としてグループの根幹を担っていきます。

国内飲料事業におけるスマートオペレーションの確立

 �  オペレーションの効率化による１人当たり担当台数の増加
 �  スマートオペレーション体制の構築により、

自販機業界における優位性を確保

機会への転換

リスク

投資

強み

＋
全国に配置するオペレーション人員と
蓄積したノウハウ

労働⼒不足による業界全体での
オペレーション人員の担い手不足

管理自販機のスケールメリットを⽣かした
IoT投資

投資戦略
[投資原資]

3 6 0億円程度

B/Sにある余剰資金

余剰資金を
新規事業へ投資

新たな事業への投資 3 3 0億円
・ヘルスケア領域におけるM&A投資 3 0 0億円

・希少疾病の医療用医薬品事業の立ち上げへの投資 3 0億円
投資戦略 ３

安定配当による株主還元等 3 0億円

投資戦略 ４

4 0 0億円以上

各事業から創出される
３年間の累計

営業キャッシュ・フロー

各事業へ
再投資

各事業の成長に向けた新規投資 1 2 0億円
（国内飲料事業） 6 0億円
・オペレーションの効率化に向けたIoT投資
・「販売拠点」を活用したビジネス創出への投資
（医薬品関連事業） 6 0億円
・関東への新工場の設立
・既存奈良工場へのパウチラインの新設

既存事業に係る通常の設備投資 2 8 0億円

投資戦略 1

投資戦略 2

企
業
価
値
創
造
の
戦
略
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投資戦略２
医薬品・医薬部外品の受託メーカーとして圧倒的な地位を確立する

　大同薬品工業が担う医薬品関連事業はグループ全体に占
める売上の割合は10％未満ながら、計画的な投資により着
実な成長が見込める事業です。この事業の最大の資産は、国
内大手を中心とした医薬品メーカー・化粧品メーカーが販売
する医薬品・医薬部外品のドリンク剤を受託製造することで
築いた顧客基盤です。これらは、製造にあたり許認可が求め
られる業種であり、参入障壁が高い領域です。ドリンク剤の
市場は、清涼飲料と同様に、国内では決して大きな成長を見
込める市場ではありません。そのような環境だからこそ、私
たちのような受託製造に特化した企業にとっては、よりその
シェアを高めるチャンスがあります。実際に2020年の操業
開始をめざし、群馬県館林市に、奈良に次ぐ工場となる関東
工場の新設を2018年に決めましたが、受注活動の進捗とと
もに、新たなラインでの医薬品・医薬部外品の製造に向けた
製品の開発、許認可の申請業務は順調に進んでいます。ま
た、現在は当社グループの出資先でもあり、大同薬品工業と
同じくドリンク剤等の受託メーカーである、台湾の大江生醫
股份有限公司（英文社名：TCI）を通じた、中国メーカー向け
の美容ドリンクのメイド・イン・ジャパンでの製造ニーズに対
応した受注が拡大し、こちらも成長が期待できます。

　2019年秋には、既存の奈良工場を拡張し、パウチライン
が新たに稼働します。食品を中心にパウチ市場は拡大して
いますが、この分野に医薬品・医薬部外品のノウハウを持っ
て参入することで、既存の取引先を中心とする医薬品メー
カー・化粧品メーカーのニーズにより対応し、受託メーカーと
しての地位をより一層強化していきます。

投資戦略３
既存事業を核にヘルスケア分野における事業領域を拡充する

　第２の収益の柱の構築にあたって核となるのも、この大
同薬品工業と考えています。前の中期経営計画で、私たちが
事業領域とする「食や健康」の分野で、新たな事業の柱を獲
得すべくM＆Aの可能性を模索してきました。一口に「食や
健康」と言ってもその領域は幅広です。様々な案件を検討し
ていく中では、新たな事業そのものの収益性もさることな
がら、既存事業とのシナジーをいかに生み出せるかが肝要
です。私たちが今後取り組むべき分野は、これまで飲料やゼ
リーといった心身の健康をお届けする商品から、もう一歩踏
み込み、予防や未病といった医薬に近い領域での事業にター

ゲットを定めました。そしてこの領域は、創業の事業から医
薬の分野を引き継ぎ発展してきた大同薬品工業が担ってい
る領域でもあります。先にあげた通り、これまでのドリンク剤
に加えて、この秋にはパウチ型製品の製造体制が整います。
さらには、例えば、医薬品・医薬部外品の錠剤を製造する企
業をM＆Aにより獲得することで、すでに顧客基盤として確立
している医薬品メーカー・化粧品メーカーの皆様の要望に、
あらゆる剤形でマルチに対応できる受託メーカーとして進
化させたいと思います。

医薬品・医薬部外品の受託メーカーとして地位を強固なものに

新たな投資機会の模索

新たな強み

医薬品関連事業における製造可能剤形の拡大

投資

機会

強み

＋

＋
ヘルスケア市場の伸張

ドリンク剤における受託メーカーとしての
圧倒的なポジション

関東工場の新設による⽣産量の拡大、BCPへの対応
奈良工場のパウチラインの新設による容器形態の多様化

さらなる剤形への拡大

医薬品・医薬部外品のパウチ容器の受託製造

お客様の
ケアサイクル

健 康 予 防 未 病 治 療 予 後・介 護

対応する
商品・製品 一般飲料・食品 健康食品 一般用医薬品 医療用医薬品 介護用飲料・食品

現在の当社の
事業領域と
投資領域

フルーツゼリー

清涼飲料

希少疾病の医療用医薬品

今後獲得していく領域
事業の獲得とともに、

既存事業の融合を図る
サプリメント

ドリンク剤

医薬品・医薬部外品パウチ製品

ヘルスケア領域におけるM&A投資

企業価値創造の戦略
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　現在は国内飲料事業を担うダイドードリンコの一部門とし
て育成している通信販売のサプリメント事業もまた、強化す
べき領域に位置しています。成長を牽引する商品は未だ限
定的なものですので、第２・第３の基幹商品の確立に向けて
は、自社開発に加えて、M＆Aによる獲得も視野に入れてい
ます。
　もちろん、過去のM＆Aからの学びを生かし、株主・投資家
の皆様に納得いただける戦略、KPIとそれを実現するタイム

ラインをしっかりと開示した上で皆様の支持を獲得していく
所存です。
　またこれらの施策は既存事業の延長の中での取り組みと
なりますが、今後はグループの事業である「医薬品」と「飲
料・食品」の垣根を越えた市場を開拓し、ヘルスケア領域で
非飲料事業での柱を構築していきます。

投資戦略４
希少疾病の医療用医薬品事業への取り組みにより理念の実現を果たす

　2018年に希少疾病の医療用医薬品事業への参入を発表
した際には、株式市場の皆様から、「なぜ自販機での缶コー
ヒーの販売を主体とするDyDoグループがそんな飛び地の
事業に参入するのか」と多くの疑問の声をいただきました。
　現在の事業ポートフォリオから考えると確かに「飛び地」で
はありますが、医薬の分野は元々、私たちの創業のビジネス
であり、「困っている方のお役に立ちたい」というのが、「利便
性」の根幹にある私たちの想いです。
　ただ、これから単純に一般用医薬品や医療用医薬品に参
入することは現実的ではありません。希少疾病の医療用医
薬品（オーファンドラッグ）の分野は、大手医薬品メーカーの
進出もありますが、対象となる疾病数は5,000～7,000あ
り、多くの疾患で患者様が取り残されている状況です。一方
で、承認プロセスや薬価の設定においては、国から優先的な
支援を受けられる領域で、私たちのような新規参入であって
も比較的参入障壁が低い分野で事業として実現しうると考
えています。
　2019年１月に、ダイドーファーマ株式会社を設立し、人
材の採用、パイプラインの模索を着実に進めています。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大きな鍵になると考
えています。基本的には、海外ですでに承認されながら、国
内への導入が進んでいない医薬品を対象とし、治験や製造・
販売などについては、外部のアウトソーサーを活用すること
で持たざる経営を行っていきます。大きなチャレンジではあ
りますが、まずはウルトラオーファンと呼ばれる患者数が極
めて少ない分野で実績を積み、当社への信頼を獲得し、この
社会的意義の高い事業に着実に取り組んでいきます。
　この事業は５年、10年で簡単に結果が出るとは考えてお
らず、長期的な経営の視座でもって取り組んでいきます。相
応の投資をしていくわけですから、株式市場の皆様に納得い
ただけるだけの事業遂行をしていくことは当然ですし、その
ためにガバナンスの改革は最重要の経営課題として取り組
んでいます。専門性の高い分野の知見の不足についてはア
ドバイザリーボードの設置により補完し、取締役会について
は医薬にこだわらず幅広な経験を持つ社外取締役の視点を
取り入れることで、業務執行に対する監督機能、経営の透明
性の向上に努めていきます。

（ガバナンス改善に向けての取り組みの詳細は37ページ参照）

ガイドラインを持って投資に取り組む

　今回の中期経営計画の３年間は、既存事業の収益改善を
めざすとともに、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ステージと考えています。そ
れは、予め設定した一定の売上高目標や利益目標を達成し
ただけでは経営目標を達成したということにはならないこと
から、あえて、数値での目標を持つことは好ましくないと判断
したためです。
　利益を大きく減らす計画は、株式市場から厳しいご指摘も
ありますが、当社が継続的な成長を果たすためには、今はそ
の基盤作りに注力すべき時期であることをご理解いただけ
るよう、その進捗については適時適切に開示をさせていただ
くとともに、私自身も覚悟を持って取り組んでいきます。

中期経営計画2021のガイドライン

ガイドライン

売上高 • 既存事業のオーガニックな成長 ＋ 新規M&A

営業利益率 • 既存事業の営業利益率（３％） － 投資戦略コスト + 新規M&A
• 海外飲料事業の黒字化

キャッシュ・フロー
（CF）

• 既存事業から創出される営業CF 400億円以上
• 既存事業に係る通常の設備投資 280億円程度

投資戦略
• 既存事業への成長投資 120億円程度
• ヘルスケア領域における新規M&A投資 300億円程度
• 希少疾病の医療用医薬品事業の立ち上げ 30億円程度

株主還元 • 安定的な配当による株主還元の実現

企
業
価
値
創
造
の
戦
略
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　「仕事にベストを尽くす人材、プライベートにもベストを
尽くす人材」が私の求める従業員像であり、その先に当社グ
ループの持続的な成長があると考えています。これからも制
度の拡充・意識改革を進め、「強い人材作り」に努め、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いDyDo
グループをめざします。

強い人材作りに向けて

　これまでお話しした戦略・施策を実現していくのは、何より
も当社グループの従業員です。会社として一人ひとりの力を
最大限に発揮する環境を作ることはもちろんですが、従業員
が高い成長意欲を持ち続け、自らの努力で生産性を向上させ
ることが必要だと考えています。従業員には、全社での朝礼
や社内イントラネットなどを通じて、常 「々学習」と「健康」を大
切にするよう話しています。「まずは、営業・マーケティングや
管理部門各部など、自分の現在の職種の専門分野におけるス
キルや知識を徹底的に磨くこと。日本でも、仕事に対して人
が割り当てられるジョブ型雇用のような働き方が増えてくる
と予測され、プロフェッショナルとしてどこでも働くことがで
きるようにスキルを磨き続けることが重要です。同時に、自分
の職種がたとえ会社からなくなったとしても、活躍できる場
を作っておくために、社内の隣接する分野にもチャレンジし、
スキルに深みを持たせること。そして、経験がなくとも関心
のある新たな分野にチャレンジし続けること。自身のキャリア
プランをじっくり考え、時には大きな転換も図りながらスキル
アップをし続ける人材であってほしい」と伝えています。

一人ひとりの力を発揮する人財戦略

　グループ全体を成長させるための「人財戦略」について
は、人的資本の確保、将来を担う人材の育成、人材の適正配
置の３つを重点項目として考えています。
　まずは、人的資本を確保し、持株会社の機能をさらに強化
していくこと。当社はこれまでの事業成長の過程では、自販
機ビジネスの発展に専念し取り組んできた人材に偏ってい
る傾向があります。この数年間で、国内飲料事業において
は、主にマーケティングや海外の分野に専門性を有する外部
人材の採用を積極的に進め、社内でもよい化学反応が生ま
れています。これからは持株会社においても、医療用医薬品
事業のような新規事業を推進するためのプロフェッショナル
を積極的にキャリア採用していきます。
　もちろん、現在の従業員のスキルアップも必須です。当社
グループを力強く牽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
して彼らをサポートする高度な専門知識、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。
　また、これまでは人材の異動は各事業会社内に限られてい
ました。これから飲料・食品・医薬品事業の垣根を越えて、新
たな収益の柱を育てていく中では、組織の枠組みを越えた
グループ横断での異動による組織と人材の活性化を図って
いく必要があると考えています。グループ内公募により意欲

のある人材を適正に配置していくことはもちろん、グループ
内のみでは獲得が難しいと思われる新たな事業領域に関す
る知見やノウハウなどは、例えば外部企業への出向などを通
じて獲得していくことも考えていきます。

人財戦略

• HD機能の強化、新規事業を推進するための即戦⼒キャリア採用
• 将来を⾒据えた新卒採用の検討

人的資本の確保

• グループ間での異動による経営資源の最適な配置
• 外部企業への出向による新たなノウハウの蓄積

人材の適正配置

• 次世代幹部候補⽣の育成
• 海外人材の育成
• スペシャリストの育成

将来を担う人材の育成

グループミッション2030の達成に向けたマネジメント体制の強化

企業価値創造の戦略
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新たな行動規範のもと成長をめざす

　社長に就任した2014年に当社のグループ理念・ビジョン・
行動指針を刷新し、前の中期経営計画に取り組んでまいりま
した。その５年間で、当社は事業領域の拡大を進め、現在は
４つの事業セグメントで構成されており、今新たに医療用医
薬品事業も加わろうとしています。事業エリアに目を向ける
と、日本国内はもとより、トルコやマレーシア、中国、ロシアと
グローバルにも展開を進めてきました。このような中で、た
とえ事業が違っても、国が違っても、当社グループの一員と
して「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。」
のグループ理念、またグループビジョンを実現していくため
には、倫理的価値観の共有を進め、行動に繋げるための原則
の見直しが必要と考え、これまでの行動指針を廃止し、新たな

「行動規範」を定めました。

　策定にあたっては、事業セグメントを越えてDyDoグルー
プの将来を担う30歳以下の従業員を中心に、検討してもら
いました。所属する事業会社が異なる従業員がグループ横
断で策定したことで、これまでのダイドードリンコを中心とし
た事業グループから、グループミッション2030でめざす、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、私たち一人ひとりがとるべき行動の基本ができ
たと考えています。
　この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いきます。

（「グループ行動規範」の策定プロセスの詳細は48ページ参照）

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、よ
り便利な場所へ、お客様に求められるものを、最適な方法で
お届けしていきたいと考えています。そのためにはコア事業
である自販機ビジネスを進化させるとともに、第２の収益の
柱の構築に向けた投資が必要な時期にあります。内部留保

につきましては持続的な利益成長に繋がる戦略に計画的に
投資し、売上を伴った持続的な利益成長を実現することによ
り、中期的な増配基調をめざしていきます。
　株主・投資家の皆様におかれましては、変わらぬご支援と
ご鞭撻をいただけますようお願い申し上げます。

  グループ行動規範

DyDoはお客様と共に。

・味と品質へのこだわりを貫き、安全で安心な商品・サービスを提供します。
・お客様第一で行動し、お申し出には真摯に対応します。

・お客様に驚きと喜びを提供するため、創意工夫を凝らします。

DyDoは社会と共に。

・共に働く仲間やステークホルダーと活発なコミュニケーションをとります。
・ 持続可能な成長のため、時代や環境の変化に

柔軟な姿勢をもって対応します。
・地域社会への感謝を忘れず、社会貢献活動に積極的に取り組みます。
・環境負荷の低減に努め、限りある資源を有効に活用します。

・ 公正性と透明性の確保のため、ステークホルダーへ
適時適切に情報を開示します。

・個人情報を含む機密情報や会社の財産を適切かつ大切に扱います。
・関連法令や社会規範を守り、モラルをもって行動します。
・反社会的勢力とは関係をもたず、腐敗防止に取り組みます。

DyDoは次代と共に。

・ 個人の「あたりまえ」にとらわれず、常に相手を敬い、
個人や多様な価値観を尊重します。

・現状に満足せず、目の前のできることからより良くする方法を考えます。

・遊び心をもって働くことで、斬新な発想から新たな価値を生み出します。
・世の中の変化の兆しを敏感に察知し、率先して変革を行います。

DyDoは人と共に。

・良い仕事をするために、自らが心身ともに健やかであるように努めます。
・チームで一致団結し、一人ひとりがもてる力を発揮します。

・仲間のチャレンジの成功を共に喜び、失敗したチャレンジであっても称えます。
・誇りと責任をもって、すべての人に胸を張れる行動をとります。
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自販機ビジネスの優位性の確立に向けて

 髙松 　2019年１月に新たにグループミッションを策定し、
３年間の中期経営計画をスタートさせました。コアビジネス
である自販機事業の足元の業績や市場環境は厳しい中で、
いかに勝ち残るかが最大のテーマです。我々が強みとしてき
た自販機のオペレーション品質を、IoTの活用やオペレーショ
ンの見直しにより、生産性の向上を図り、他社を圧倒する仕
組みをいかに確立していくかが大事だと考えています。
 井上 　中期経営計画策定のアプローチは、前回と比べて
大きく飛躍したと思います。前回の計画は、現状から“more 
＆ better”の発想で成長をめざすものでした。これに対し今
回の計画は、社長が言われる「他社を圧倒する仕組みの構築
をめざす」という“vision driven”の考え方になっています。
ただ、現時点では「どういう姿になれば圧倒的な優位性を持
つ」と言えるのか、その姿、即ち「達成レベル」のイメージが描
き切れていません。達成レベルの具体化が、具体的な施策に
繋がります。まずは「具体的な達成レベル」を示し、そこに到
達する道のりを「意志を持った目論見」を持って計画にするこ
とが大切です。こうして作られた計画は、Vision（具体的達成
レベル）から中計、そして単年度計画へと連鎖し、さらには従
業員一人ひとりがやるべきことも、その連鎖の中で明確にな
ります。また、計画に「意志を持った目論見」があるからこそ、
それに対する総括が可能となりPDCAサイクルを回すことが
できるようになります。今年度中に、より具体化された完成度

グループミッション2030の実現に向けた課題

の高い計画へとブラッシュアップされることを望みます。
 森 　今回のグループミッションでは、2030年の姿を描い
たわけですが、その頃には都市部と地方、特に過疎地におい
ては自販機に求められる役割が違ってくるかと考えていま
す。都市部は現在の戦略をブラッシュアップしていくことが肝
要ですが、地方においては、インフラの役割を果たすことも
必要です。特に過疎地においては、例えば日用品・医薬品など
生活必需品を販売するなど、そこに自販機が存在する意義を
突き詰めて、社会的な役割も果たしてもらいたいし、そうすれ
ば事業としての新たな可能性も増えてくると思います。
 髙松 　地方に強いのはDyDoの強みでもあり、自販機とい
う拠点を生かして地方の社会インフラの維持に貢献するこ
とは、2030年に実現していきたい方向性にも合致します。
それを実現するためにも、この３年でめざすべきオペレー
ション体制を構築し、どうしても効率性が落ちてしまう地方
でもその役割を担えるよう、進化させていくことが必要だと
考えています。将来の姿も見据え、今やるべきことにしっかり
取り組んでいきます。

非飲料事業での第２の柱の構築をめざす

 髙松 　前の中期経営計画では非飲料事業での事業展開に
ついては、十分な成果は出せませんでした。社内で議論・検
討した結果、実行には至らなかった案件も多くあり、事業を
検討する際のノウハウが醸成できたという点については、成

社外取締役との鼎談

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

企業価値創造の戦略
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長基盤のひとつになりうると考えています。
 井上 　グループの成長に向けて、新たな事業への取り組
みが必要だとの共通認識のもと、熱心に検討された多数の
案件が上程されました。ただ、新規投資やM＆Aにおいて大
切なのは、その案件が当社グループのビジョンや中期計画
達成に向けて、どういう意味を持つのかという「戦略的意義」
と、「株主価値を高めるリターン」が得られるか、だと考えて
います。M＆Aは検討し始めると、時にやること自体が目的化
してしまいがちです。そういった際には、「戦略的意義」と「リ
ターン」という原点に立ち戻ってもらいたいと思います。ま
た、もしその視点が欠けてしまった時には、それを指摘する
のが、私たちの役割でもあります。
 森 　企業が大きくなる中でM＆Aは欠かせません。生い立
ちも社風も違う統合先を監督していくためには、当社に指
導・監督・協働できる体制があること、そういった人材がいる
ことが重要です。実行段階での検討のレベルを上げることも
もちろん、PMIの戦略の遂行、そのための人材もしっかり育
成していただきたいです。

ESGの観点を体系的に経営に取り込む

 森 　これからの10年間は、経営の視座として、ESGの観点
の重要性がますます高まっていきます。継続的に会社を成長
させるために取り組まれていることについて教えてください。
 髙松 　ステークホルダーとの共存共栄は私たちの経営理
念であり、事業の側面ごとにはESGの観点で活動をしていま
す。ただ、グループ全体での体系的な管理には至っていない
のが現状です。まずは現状把握をし、できていること／不足
することを確認し、課題を整理し、2020年度からPDCAを
回すための準備をしています。新たなビジョンに合わせた基
本方針の策定、実行課題の特定、戦略の立案、KPIの設定と
徐々にレベルを上げていきたいと思います。

人材の育成に向けて

 森 　今回の計画では、人材育成についても課題として掲げ
られています。グループ各社も含めてどのように教育をして
いるか、あるいはしていくかについて、社長の考えをお聞か
せください。
 髙松 　新入社員や若年層については、研修やOJTを通じ
底上げが図れてきていると思います。また、グループ間の交
流はまだ進んでいませんが、これからは持株会社のもと、そ
ういった点についても取り組んでいきたいと考えています。
 井上 　若年層の人材を育てる効率的な方法として、小規
模な事業を任せてみる、というのがあります。小規模であれ
ば事業全体の構造が見えやすくなります。そういった環境

の中で、ビジョンを持ち、計画を作り、PDCAを回すことで経
営マインドも醸成できると考えています。もちろん、事前に
マーケティングや会計知識の習得といった基礎的なトレーニ
ングをした上で事業を任せ、PDCAの回し方を指導していく
必要があります。
 髙松 　30～40代の管理職や次世代の経営幹部になる層
は、全体的にもっとレベルを上げていかなければならないと
考えています。自分の専門分野におけるスキルを伸ばすこと
に加えて、部下の育成やチームとして成果を出せるようマネ
ジメント力をもっと伸ばしていく必要があります。
 森  　ある会社では、一定の選抜のもと、マネジメントや会
計を学ぶ機会を設けているところもあります。これは組織の
PDCAを回していけるようにする訓練でもあり、１年ほど集中
して勉強させるという機会があってもよいかもしれません。
 井上 　まずマネジメントとは何かをよく理解してもらうこ
とが大切です。マネジメントとは「Vis ionを掲げ」それを実
現するために「PDCAを回す」ことであり、それを実践しなが
ら知識・経験を溜めていくと強い人材になります。繰り返しで
すが、目論見がないところに総括はありません。総括できな
い計画ではPDCAは回りません。予測と目論見を混同せず、
しっかり「意志を持った目論見」で計画策定の訓練をする。こ
こが肝ではないかと思います。
 髙松 　ひとつの事業部門を任されるとマネジメントは意識
しなくてもある程度できるようになります。ただそのような
環境がなくても、従業員一人ひとりが常にPDCAを意識し、
行動できるようになってくると組織が強くなっていくかと思
います。

新たな行動規範のもと、グループ一丸となり
成長をめざす

 森  　新たにグループ行動規範も策定されました。中堅世
代からの発案のもと、若い世代がディスカッションをして作っ
たと聞いており、この策定プロセスを高く評価しています。
DyDoグループが未来へ向かっていく中で、自分たちがこ
うしなければならないということを考えて練り上げた内容で
しょうし、なによりこういった内容がボトムアップでできたこ
とは非常に意味があることだと思います。
 髙松 　次の課題は浸透活動です。常日頃から意識すること
も大切ですし、何かあった時、判断に迷った時の拠り所になる
考え方だと思います。国内や海外、また事業分野を問わず、
ベースとなる考え方として浸透するよう努めていきます。
　グループすべての従業員一人ひとりが、グループ理念・グ
ループビジョンを実現するため、グループ行動規範に基づく
行動を実践し、持続的な成長と企業価値の向上をめざしてい
きます。

独立社外取締役　井上 正隆
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