
社長の髙松でございます。

本日はお忙しいところ、ご出席いただきまして誠に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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それでは、本日は私からこちらの内容に沿ってお話させていたただきます。

当社では、本年１月に、2030年のありたい姿を示します「グループミッション2030」を定

めまして、その実現に向けた、最初のステージとして、本年より３カ年の「中期経営計画

2021」をスタートさせております。

本日は、2019年度第２四半期決算概要のご説明に入る前に、改めまして「グループミッ

ション2030」と「中期経営計画2021」の概要を説明させていただき、当社の経営方針に

対する理解を、もう一度深めていただきたいと考えておりますので、まずその話をさせ

ていただきます。

その後、２番目に、2019年度第２四半期の決算概要と通期業績予想についてお話し、

３番目にセグメントごとの概況をご説明いたします。

そして、最後に持続的成長の実現に向けた取り組みとして、グループ行動規範や人財

戦略に関する取り組み状況について説明をさせていただきますので、最後までよろしく

お願いいたします。
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では、まず「グループミッション2030」と「中期経営計画2021」の概要について、改めて

お話いたします。

3



まず最初のスライドですが、私たちを取り巻く経営環境を象徴するようなスライドとなっておりま

す。

日本国内の人口動態の将来推計を示したものですが、今後、日本国内は長寿化・高齢化に伴

い、人口動態が大きく変化してまいります。それと同時に、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見込まれますし、私たちとしてもそこに着目をしています。

そうした人口動態人口動態の変化に伴い、社会環境・市場環境も、大きく変化していくことが前

提にございます。

4



このような中長期的な社会環境の変化に対応した、当社グループの持続的成長の方向性を定めたもの

が、グループミッション2030であり、記載のとおり、「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」とミッションとして定めています。

私たちは、高齢化・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、そのように健康でいるための価値を提供することが、私たちDyDoグループのミッ

ションであると考えています。
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また、2030年までのありたい姿を定めるにあたり、今一度、当社グループの強み・弱み

を、あらためて分析しました。その内容がこちらのスライドです。

特に、当社グループの大きな強みは、「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」という、ビジネスモデルだと考えています。

今後さらに発展するテクノロジーも活用しまして、このビジネスモデルを時代の変化に

沿ったものに磨きあげていくことで、自販機ビジネスを培って築いたビジネスモデルを

より、人々の暮らしのお役に立てるものへと変革していきたいと考えています。

また、本格的な健康長寿社会の到来により、ヘルスケア関連市場は確実に成長してい

くものと考えております。

当社グループの持つ強みと、M&A等によって獲得する新たな事業を融合させることに

よりまして、飲料・食品・医薬品といった業態の垣根を超えた新たな市場を創造してい

きたいと考えております。
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この「グループミッション2030」では、大きなテーマを３つ定めています。

まず１つ目は、国内飲料事業のイノベーションを実現し、これからもDyDoグループのコ

ア事業であり続けること。

そして、２つ目は、海外での事業展開を拡大しまして、現在約10％の海外売上高の構

成比を、20％以上に引き上げていくこと。

そして３つ目は、ヘルスケア領域の事業を拡大をすることで、非飲料事業での第２の柱

を構築していくという３点でございます。

このことによりまして、成長性・収益性・効率性の高い事業ポートフォリオの形成を目指

していきたいと考えております。
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そして、このミッションを実現するために、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巻く環境は厳しく、これまでどおりの

ビジネスの進め方では、グラフの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。

そういった中で、今期からスタートした３カ年の「中期経営計画2021」の期間については、「

基盤強化・投資ステージ」と位置付け、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きたいという考え方でございます。
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そして、「中期経営計画2021」における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、新規投資に450億円を想定しております。

基本的な考え方につきましては、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か年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

原資としたいという考え方で進めていきます。
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なお、今回の中期経営計画は、既存事業の収益性改善をめざすとともに、一時的な利

益の減少も許容した上で、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という

位置づけでございますので、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し、運用し

ていく方針としております。
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「中期経営計画2021」の初年度である第２四半期の業績については、後ほどご説明申

し上げますが、天候要因もあり、厳しいスタートとなりました。その中でも、将来の成長

に向けた基盤作りは、着実に進捗して部分も多々ございます。

それぞれの取り組みの詳細につきましては、このあとの決算概要の中で、ご説明して

まいりますが、表に記載の通り、マル印がついているものは成果が見えてきている部

分、×印は想定外の状況によって残念ながら未達に終わった部分、△については成果

には至っていないものも着実に進捗している部分として、こちらにまとめました。
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それでは、２つめのテーマであります第２四半期の決算概要について、ご説明申し上

げます。
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当第２四半期の連結売上高は、前年同期比1.8％減の854億38百万円となりました。

厳しい市場環境の中、天候不順の影響もあり、国内飲料事業が2.5％の減収となりまし

たが、その他の事業セグメントにつきましては、医薬品関連事業が3.5％の増収、食品

事業が8.5％の増収と、いずれも堅調な売上推移となっております。

また、海外飲料事業につきましては、為替変動の影響により、日本円換算では減収と

なっているものの、トルコ飲料事業が現地通貨ベースでは大幅な売上成長を達成して

おります。
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セグメント別の収益状況は、次のスライドのとおりとなっております。

ご覧いただきます通り、国内飲料事業は、減益となりましたが、昨年は約４億円の赤字

であった海外飲料事業につきましては、トルコ事業の収益貢献によりまして、第２四半

期においても黒字を確保できております。

また、食品事業の収益改善もあり、連結ベースの利益につきましては、前年を下回るも

のの、計画線で推移しております。

14



次に営業利益の増減要因について、ご説明いたします。

国内飲料事業は、広告・販促費の積極投入によりまして、６月までは流通チャネルを中

心に、販売が好調に推移しましたが、７月の記録的な低温傾向の影響を受け、販売数

量が大きく減少したことが、減益の大きな要因となっています。

一方、その他事業におきましては、医薬品関連事業が新工場やパウチライン新設に伴

う準備費用の増加によって減益となっておりますが、2020年からの本稼働に向けた活

動は計画通り、進捗しております。

また、先ほども申し上げましたが、海外飲料事業と食品事業は、売上成長と平均販売

単価の上昇などにより、収益性を大きく改善することができました。
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なお、通期業績予想につきましては、期初に発表した計画に修正はございません。
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また、今回の中期経営計画では収益改善による基盤強化と、成長に向けた戦略投資

のバランスを重視していることから、バランスシートとキャッシュ・フローのマネジメント

が、今まで以上に重要であると考えております。

当第２四半期においては、大同薬品工業の関東工場新設のための資金支出などによ

り、ネットキャッシュが減少しておりますが、今後もグループの資金は、持株会社に集

中させ、適切な投資判断と資金配分により、財務健全性の維持と安定経営に努めてま

いります。
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次のスライドは、フリーキャッシュフローの主な増減を示しております。

当第２四半期は、７月の低温傾向の影響による利益の減少と、たな卸資産の増加等に

より、営業キャッシュ・フローは、前年同期をやや下回りましたが、先ほどご説明した大

同薬品工業の関東新工場建設、また食品事業である「たらみ」の工場の省人化に向け

た設備投資など、既存事業の成長に向けた投資を着実に実行いたしました。
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ここからは３番目のテーマである、セグメント別の概況をもう少し詳しく、ご説明いたしま

す。
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まず、国内飲料事業についてでございます。

国内飲料事業の業界の動向についてまずお話いたします。

2019年上期の清涼飲料業界は、業界各社の大型ペットボトルの価格改定などによりま

して、業界全体の販売数量は前年をやや下回る実績となっております。

さらに、７月には記録的な低温傾向の影響を大きく受け、業界全体の販売数量はかつ

てないほどの大きな落ち込みを見せており、商品在庫滞留の影響が長引くことも懸念

される状況となっております。

また、各社の業績へのインパクトも、下期については大きなものになることも想定され

ます。

左側のグラフにします通り、７月期は業界全体で19%減となっております。

右側のグラフの容器別でみた状況では、４～６月の大型ペットボトルの生産数量は濃

い青で示す通り、前年を下回っております。大型ペットの値上げによって前年を下回っ

たものとみております。

一方で、ホームユースからパーソナルユースへとシフトとともに、パーソナルユースの

小型のPETボトルでも、500mlPETから600mlPETを中心とした、大容量の止渇系飲料の

需要が高まっており、こちらについては直近でも前年を上回る生産数量となっておりま

す。
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次に、自販機市場を取り巻く環境に目を転じますと、これまで店舗数を伸ばし続け勢力

を拡大してきたコンビニエンスストアが、近年の労働力不足などを背景に、出店ペース

を鈍化させているということが、左側のグラフで見てとれるかと思います。

一方で、自販機市場でも業界全体の自販機台数は減少傾向が継続していますが、自

販機１台当たりの売上高、いわゆるパーマシン売上高については、低下幅については

若干縮小傾向が見られるなど、競合環境の変化にともなって、変化の兆しも見え始め

ています。
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また、次のスライドで示すのは、小売業の業態別販売額の推移でございます。2000年

頃を境に、百貨店や大型スーパーなど大商圏型の業態が低迷をし始めた一方で、コン

ビニエンスストアやドラッグストアが年々その存在感を高めてきているのがこれまでの

流れでございます。

小売業態の小商圏化、店舗の小型化が進み、より簡易で利便性の高い商品への需要

も高まっていることが見て取れるかと思います。

このことからも、これからの時代において、お客様のより身近に存在し、利便性の高い

商品をお届けすることの重要性がますます高まることは間違いないと考えています。

労働力不足などの社会環境の変化から、コンビニエンスストアのビジネスモデルも曲

がり角にきているのではないかと感じており、今後は、無人店舗や自販機などがもう一

度見直されてくる時期になると考えています。そして、私たちも次のビジネスチャンスと

してとらえていきたいと考えています。
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それでは、当社の国内飲料事業の概況をご説明します。

当第２四半期の国内飲料事業の売上高は、前期比2.5%減の608億09百万円となりまし

た。

７月の低温の影響を受ける結果となったものの、自販機のクローズドロケーション比率

が、右下のグラフでお示すするとおり、着実に上昇しております。

これにより、自販機１台当たりの売上高の低下幅は縮小傾向にありますので、これま

での取り組みの成果が数値として現れ始めております。

下半期以降の取り組みとしては、商品面ではコーヒーのラインアップを強化し、販売数

量の回復に努めてまいります。

また、自販機面では自販機市場での圧倒的な優位性を確立することを目標に、クロー

ズドロケーション、いわゆるインドアのロケーションの開拓をより一層強化するとともに、

オペレーションについても飛躍的な効率性の向上をめざした、スマートオペレーション

体制の構築に向けて、本格的なテスト展開を下期より実施していきます。
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次に、カテゴリー別の販売状況については、「コーヒー飲料」の販売数量が大変苦戦し

ましたが、「その他飲料」につきましては、前年同期比６％増と、大きな伸びとなってお

ります。コーヒー飲料の減少を一定程度カバーすることができました。

中でも、今年の春にリニューアルした「大人のカロリミット」茶シリーズが大きく伸張した

ほか、SNS等でのお客様からのご要望に対応して再発売した「さらっとしぼったオレンジ

」などがご好評をいただいた結果です。

また、チャネル別では、自販機チャネルでの販売が減少しましたが、コンビニエンススト

アや量販店向けの流通チャネルが、前年同期比7.2％増の実績となっております。

こちらはお客様ニーズをとらえた商品戦略と、DyDoらしい独自の付加価値型提案営業

の取り組みが功を奏した結果だと考えております。

流通市場においても当社の存在感は、確実に高まってきていると感じています。
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次に、下期の取り組みのひとつとして、販売が苦戦するコーヒーカテゴリーの立て直し

を図るため、３つの軸でラインアップの強化を実施していきます。

まず１つ目は、収益基盤の再強化に向けて、プレミアム系缶コーヒーとして高い支持を
いただいている「デミタス」シリーズをシンプルで洗練をきわめたパッケージとしてリニュ
ーアルし、活性化を図ります。

２点目に、近年伸長するラテのカテゴリに新商品を積極的に投入をしていきます。

３点目に、ピエール・エルメ氏との共同開発第二弾となる商品を発売し、新たな顧客層

の獲得に取り組んでまいります。今週からコンビニエンスストアで先行販売し非常に好

調な滑り出しとなっております。
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次のスライドは、健康寿命の延伸に貢献する事業として、2012年からスタートした健康

食品やサプリメントなどの通販チャネルの事業です。

昨年から黒字に転換しており、この上期においても、その高い売上成長がグループの

業績に貢献しています。

本年５月には、基幹商品である「ロコモプロ」のユーザーをターゲットに、脂肪を消費し

やすくする機能性表示食品である「スマートプロ」を新たに発売するなど、商品ラインア

ップの拡充を図り、さらなる売上向上に向けた取り組みをすすめていきたいと考えてお

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、為替変動の影響により、日本円換算では減収となっております

が、トルコ飲料事業の好調な実績が、海外飲料事業全体を牽引し、第２四半期におい

ても黒字を確保することができております。

具体的には、適切な価格政策による平均販売単価の上昇と、工場の再編による効率

化効果などによって収益性が大きく向上したこと、それにより海外飲料事業全体のセグ

メント利益は前年同期と比較して５億26百円改善することができました。
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特に、海外飲料事業の中で大きなウエイトを占めるトルコ飲料事業においては、収益

性の高いミネラルウォーターブランドの「Saka」を販売しておりますが、これはHOD（ホー

ム・オフィス・デリバリー）、いわゆる宅配水を中心に、非常に好調に推移していること

が収益に貢献しています。

また、モルトベースの炭酸飲料「Maltana」も非常に好調に推移しており、新たなシリー

ズ導入により大幅に伸張しました。

また、トルコリラ安に起因する原材料価格の高騰に対応して、こまめに価格改定を行っ

たことにより、現地通貨ベースの上期の売上高は前期比22%増と、着実な成長が続い

ています。
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好調に推移するトルコ飲料事業ですが、今後も為替変動による輸入原材料の高騰や、急速

なインフレによる消費マインドの減退の影響については、引き続き留意が必要な状況です。

そうした状況への対策として、トルコからトルコ国外への輸出取引についても、さらに拡大す

べく、取り組みを進めております。その一つとして、現在も主要な輸出先であるイギリスに

2019年９月には販売子会社を設立する予定です。

また、ロシア・モスクワにあるDyDoDRINCORUSについては、これまで自販機事業を中心にビ

ジネスを展開してまいりまいたが、一旦、自販機ロケーションは大幅な整理を実施し、事実

上採算をとれる数十台までに縮小し、実質的には自販機事業からは撤退という形に方針転

換をし、今後は、トルコ商品の販売拠点として活用し、立て直しを図った上で、事業の継続

可否を検討していきます。

また、スライドの下に記載の東南アジアの戦略拠点であるマレーシア飲料事業につきまして

は、イスラム圏の需要の取り込みに向けた鍵を握る事業と位置付けております。

今般、ビジネスモデルの改革を加速するため、マミー社との合弁を解消し、販売会社を100%

子会社化することとしました。これにより、製造会社はマミー社に返し、販売会社を当社の

100%子会社とし、運用していくという棲み分けを実現しました。

従来は合弁で事業を進める中で、戦略が摺りあわず、当社主導の取り組みが進まなかった

部分があったが、今回の体制に刷新したことで、マミー社に依存しない形で販売体制は維

持しながら、DyDoの日本のノウハウをいかした商品を市場に投入できる体制が整いました。

これに伴って、「BeFine」「Vida」「Yobick」などを市場に投入し、売上基盤の構築に取り組んで

まいります。
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事業については予断を許さない状況であり、方針は転換したものの、事業の継続可否

については今後数か月でしっかり見極めてまいります。
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では３つ目に医薬品関連事業である大同薬品工業についてご説明申し上げます。

大同薬品については、出資先でもある台湾のTCI社を通じた受託製造が今期、非常に

増加しております。

これにより、売上高は前期比3.5%増の57億53百万円となりました。

一方、利益面については、受注商品構成の変化によって粗利が減少したこと、関東工

場の建設やパウチライン新設に向けた準備や人員体制強化のため、費用が増加し、

営業利益は前期比46.0%減の３億58百万円となりました。
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現在、建設を進めております関東工場については2020年５月、本社工場のある奈良に

新設するパウチラインは、間もなく竣工を迎えますが、本稼働については2020年２月を

予定しております。

このパウチラインと新工場の竣工により、下期は、費用が先行することとなりますが、

新たな受注獲得に向けた提案営業は着実に取り組みを進めており、本稼働後は、そ

れぞれのビジネスをスムーズに軌道に乗せ、医薬品・医薬部外品の受託製造企業とし

ての圧倒的なポジションの確立をめざしてまいります。
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最後に、食品事業の「たらみ」つきましては、かねてより収益性の改善が最大の課題と

なっておりましたが、今期は売上・利益ともに好調に推移し、たいへん良い成果が出て

きております。

特に、「PURE」シリーズなどの中高価格帯のカップゼリーの拡販が功を奏したことに加

え、本年新たに発売した「濃いゼロ 蒟蒻パウチゼリー」シリーズなどがお客様から支

持を得られたことで、売上高は前期比8.5%増の112億68百万円となり、マーケットシェ

アもさらに上昇いたしました。

利益面につきましては、販売好調による増収に加え、平均販売単価の上昇効果、全社

で多面的なコスト見直しを図った結果、営業利益は前期比64.7%増の7億50百万円と大

幅増益を達成しました。
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また、たらみの下期の取り組みといたしましては、今後さらに伸張余地のあるパウチ市

場でのシェアの拡大にチャレンジしていきたいと考えております。

その一つとして、たらみ初の機能性表示食品である蒟蒻パウチゼリー「おいしい蒟蒻

ゼリー PUREMIUM」を９月に発売し、さらなる売上拡大をめざしてまいります。
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最後に、４つ目のテーマである、当社グループの持続的成長の原動力となる、組織と

人材の活性化に関する取り組みをご紹介させていただきます。
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冒頭にご説明しました、「グループミッション2030」や「中期経営計画2021」の戦略を実

行し、グループ理念・ビジョンの実現をめざすにあたっては、当社グループの全従業員

が一丸となって、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ていくこと

が重要であるという考えから、グループ共通の行動規範である「グループ行動規範」を

改めて策定しました。

この策定にあたっては、事業セグメントを超えて、DyDoグループの将来を担う30歳以下

の若いメンバーを中心に検討し、策定したものであります。
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そして、策定した「グループ行動規範」について、理解促進を図るため、「グループ行動

規範」を含むグループの理念体系を整理した「DyDoグループ コンプライアンスハンド

ブック」を全従業員に配布しております。

また、「グループ行動規範」の策定を担ったメンバーが中心となり、主要子会社を巡回

し、「グループ行動規範研修」を順次、継続して実施することで、「グループ行動規範」

がそれぞれの業務において実践されるよう、浸透活動を推進しています。
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また、「グループミッション2030」と同時に発表した「人財戦略」ですが、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みを進めて

おります。

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していくための即戦力人材を積極的にキャリア

採用していく取り組みを進めております。

２点目の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

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より注力してまいります。

最後に人材の適正配置ですが、従来できていなかった、組織の垣根を越えたグループ

横断での異動等の実施によって、当社グループが有する人的資源の最適な配置を行

うことで、組織と人材の活性化を図ってまいります。
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最後に、これから私たちがさらなる成長・発展を遂げるために、不確実性が高まる将来

において当社グループがめざすべき道を共に示し、改革をリードし続ける人材を育成し

ていくことがますます重要になってくるという考えに基づき、そうした将来を担う人材の

育成に注力していることを示す内容が最後のスライドです。

この取り組みの一つとして、経営幹部に必要な能力の開発と、意欲と能力のある人材

を選抜することを目的に、次世代幹部育成・選抜プログラムである「

DyDoInnovationAcademy」を実施しています。

このように、組織、人材の活性化に今後も継続的に取り組むことで、グループ一丸とな

って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ので

、これからもダイドーグループに、どうぞご期待いただければと存じます。

私の説明は以上となります。

ご清聴いただき、ありがとうございました。
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