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登壇 

 

髙松：社長の髙松でございます。平素は大変お世話になっておりまして、ありがとうございます。 

今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、決算説明ならびに記者発表を中止させてい

ただきました。直前のご案内となりましたこと、お詫び申し上げます。 

今回は、動画での配信となりますが、当社の 2019年度の決算概要についてご報告いたします。 

 

それでは早速、2ページ目をご覧ください。本日はまず初めに、終わった期である 2019年度から

取り組んでおります「グループミッション 2030」、「中期経営計画 2021」についてあらためてご

説明させていただきます。その後、2019年度の決算概要についての説明に続きまして、2020年度

の業績予想をセグメントの総括を含めながらご説明いたします。最後に、中長期的な企業価値向上

に向けた取り組みについて話を進めさせていただきまして、本日のご説明とさせていただきます。 
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では早速、「グループミッション 2030」、「中期経営計画 2021」についてご説明させていただき

ます。4ページ目にお進みください。 

スライドに記載しておりますのは、私が社長に就任しました 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皆様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であると考えておりま

す。 
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5ページ目をご覧ください。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、扱う商品は変わってきたものの、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っていないともいえます。 

事業を発展させる中で、私たちが提供する価値は、より便利な場所へ、お客様の求められるもの、

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

ございません。これを、これからの時代に合った方法で実現していくことが、私たちのミッション

であります。 
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その考えに基づき昨年策定したものが、6ページに示しております「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。 

今後、国内においては高齢長寿化が進んでまいります。私たちは、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おります。最新のテクノロジーも生かし、これまで以

上に取引先、パートナーとの共存共栄によりまして、新たな商品・サービスを生み出し、健康でい

るための価値を提供することが、私たち DyDoグループの使命であると考えております。 

また、世界に目を転じれば、気候変動の問題など、持続可能な社会を実現するための課題はますま

す大きくなってきております。世界中の人々の行動変化をもたらし、社会的課題の解決につながる

ファーストムーバーとなることで、世界中の人々の楽しく健やかな暮らしのお役に立っていきたい

と私たちは考えております。 
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そういった考えの下、私たちが 2030年に目指す事業ポートフォリオを示したものが、7ページの

スライドとなります。企業として果たすべき社会的責任が高まる一方で、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、ますます低くなると考え

ております。 

国内飲料事業がコア事業であり続けることに変わりはございませんが、ヘルスケア関連の新たな事

業を獲得することによりまして、それぞれの事業を融合させ、新たな市場を創出し、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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8ページ目をご覧ください。そしてこれを実現するために、2030年までの 12年間を三つのステー

ジに分けたロードマップを描きました。 

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非常に厳しく、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、徐々に利益が先細りしてしまうことは避けら

れません。その前提に立ち、2019年度から 3カ年を基盤強化・投資ステージと位置づけまして、

現在の「中期経営計画 2021」を遂行しております。 

一時的には利益は減少することになりますが、持続的な成長の実現を目指した先行投資を実行して

いきます。 
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その投資計画は、9ページのスライドで示しておりますとおりです。 

投資金額はこの 3年間で、最大で 450億円を想定いたしました。基本的な考え方は B/S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

を既存事業の再投資の原資としております。 
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この基盤強化・投資ステージと位置づけた中期経営計画の進捗状況を、10ページに記載しており

ます。 

中期経営計画の初年度は、国内飲料事業の苦戦により厳しい結果となりましたけれども、食品事業

の収益改善のほか、トルコ事業の貢献により、海外飲料事業の黒字化に一定のめどが立ったことな

ど、中長期的な企業価値向上に向けて着実に進んでいる取り組みも多々ございます。 

それぞれの取り組みの詳細については、この後、順にご説明してまいりますが、成果が見えてきて

いるものが丸印、残念ながら未達となっているものがバツ印。成果には至っていないものの、着実

に進捗しているものは三角ということで、このスライドにまとめております。 
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現在遂行しております「中期経営計画 2021」の初年度である 2019年度の実績は、11ページのスラ

イドにお示ししているとおりです。 

既存事業に対する通常の設備投資と、大同薬品工業の関東新工場などへの成長投資として、約 165

億円の設備投資を実行しております。 

一方、営業キャッシュ・フローは、前の期と比べますと改善はしておりますが、約 114億円の実績

にとどまっております。中長期的な企業価値向上に向けた成長投資の財源となる営業キャッシュ・

フローは、さらに改善させる必要があります。 
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「中期経営計画 2021」の初年度の主な成果と課題を、12ページのスライドにまとめております。 

中期経営計画の初年度を終えて感じるのは、飲料市場や自販機業界を取り巻く環境は、変化のスピ

ードがより一層増しているということです。 

特に自販機業界においては、自販機オペレーションを担う人材不足などの問題もあり、自販機市場

全体の総台数が減少に転じていること。また、自販機 1台当たりの売上高も低下傾向が続いている

ことは、終わった期の業績に大きな影響を与える要因となっております。 

今後の成長に向けた課題については、大きくはご覧いただいている 3点。中でも、当社グループの

キャッシュ・フローの源泉である、国内飲料事業の収益力回復に向けた基盤強化が、喫緊の課題で

あると考えております。 
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それでは、ここからは 2019年度の決算概要についてご説明申し上げます。14ページをご覧くださ

い。 

2019年度の連結売上高は、夏場の天候不順や秋の台風、暖冬傾向など天候要因に悩まされ、伸び

悩んだ国内飲料事業の販売数量の減少が影響しまして、前期比 1.9%減の 1,682 億円となりました。

食品事業、海外飲料事業のトルコにおいて、収益性改善に大きな成果がありましたが、国内飲料事

業の苦戦の影響が大きく、営業利益は、前期比 52.3%減の 29億円。経常利益は、前期比 52.4%減の

28億円となりました。 

特別損失に、国内飲料事業を対象に、世代交代による組織の活性化を図るべく、ライフシフト支援

策を実施したことにより発生する割増退職金を計上したことや、ロシア事業にかかる関係会社の整

理損などの事業構造の改革にかかる費用を計上したことなどから、親会社株主に帰属する当期純利

益につきましては、前期比 53.9%減の 17億円となっております。 
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続いて、15ページをご覧ください。本日の決算発表を前に、先日業績予想の修正を発表いたしま

したが、その要因については、当初計画していたものを含め、第 4四半期に大きく減益となる要素

があったためでございます。 

まずは、自販機台数の減少によりダウントレンドが続く中で、暖冬傾向から主力商品であるホット

の缶コーヒーが苦戦したことが大きな要因として挙げられます。また海外飲料事業においては、追

ってご説明いたしますが、マレーシアの事業の再構築を進める中で相応のコストが発生したこと。 

さらに医薬品関連事業においては、関東工場の竣工によりまして、第 4四半期より減価償却費が急

増したことが挙げられます。 



 
 

 

14 
 

 

16ページに示します、セグメント別の業績についてサマリーのみお伝えします。海外飲料事業に

ついては、トルコのリラの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、現地

通貨ベースでは着実に成長しております。 

また、希少疾病の医療用医薬品事業の事業開始に伴いまして、第 3四半期よりその他の区分を新た

に追加しております。 
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通期の営業利益の増減要因の詳細についてご説明いたします。17ページをご覧ください。 

国内飲料事業については、天候不順、自販機台数減に起因した販売数量の減少が、利益面に大きな

インパクトを与えております。自販機ビジネスの基盤強化のため、人材や自販機への IoT投資など

の成長投資をしておりますが、これについては想定どおり、過去に進めていました自販機の調達方

法の見直しによる固定費低減の範囲内でコントロールしております。 

医薬品関連事業につきましては、工場の竣工等に向けた準備費用が増加したことが、前期と比べた

減益の要因となります。 

一方、海外飲料事業においては赤字幅が縮小し、食品事業においては課題であった収益性が改善し

たことが、大きな成果であると考えております。 
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18ページ目では、期初計画との差異についてご説明申し上げます。 

国内飲料事業の販売数量が、計画差異の主要因となっております。また、自販機チャネルが苦戦し

た一方で、流通チャネルが好調であったことから、売上に連動する販促費が増加したこと。また、

物流費が想定以上に上昇したことなども要因にあります。 

医薬品関連事業においては、中国の EC法の改定の影響で、受注商品構成の変化により粗利が減少

したことから、期初計画の利益を確保することができませんでした。 
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19ページをご覧ください。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、今まで以上に重要なものとなっております。 

終わった期の期末ベースでは、医薬品関連事業を担う大同薬品工業の関東工場新設などの設備投資

により、有形固定資産が大きく増加しております。なお純資産の減少は、出資先であります台湾の

TCI社の株式の時価変動により、その他有価証券評価差額金が減少したことが主な要因となってお

ります。 
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20ページでは、フリー・キャッシュ・フローの主な増減を示しております。 

先ほども触れましたとおり、営業キャッシュ・フローの改善は小幅であった一方で、大同薬品工業

の関東工場の建設などによる支出が大幅に増加しております。また、食品事業を担うたらみにおい

ても、工場の省人化のための設備投資など、既存事業の成長に向けた投資を着実に実行しておりま

す。 

終わった期の経営成績は極めて厳しい結果となりましたが、業績回復に向けて取り組むべき課題は

明確なものとなっております。 
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これからは 2020年度の通期業績予想と、各事業セグメントの今後の戦略についてご説明してまい

ります。22ページにお進みください。 

まずこちらでお示ししておりますのは、本年推進していくべき主な施策となります。「中期経営計

画 2021」の基本方針に沿って、既存事業の収益改善によるキャッシュ・フローの最大化と、成長

戦略の推進に取り組んでまいります。 
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23ページのスライドは、通期の業績予想となります。連結売上高は、前年から 0.4%増の 1,690億

円を計画しています。営業利益についてですが、既存事業のセグメント合計は終わった期と比べ、

10.7億円の増加を見込んでおります。 

一方、ヘルスケア領域の成長戦略実行に向けた予算枠を大きく設定していることから、連結トータ

ルでは、前期比 20.5%減の 23億円を見込んでおります。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大による業績への影響は、現時点では数値化が困難であるため、

業績予想に織り込んではおりません。 
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なお、当期につきましては、ヘルスケアなどの新規事業領域への投資に予算を振り向けております

ので、既存事業への設備投資額については、前期との比較では大きく減少する見込みでございます。 
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25ページをご覧ください。終わった期と比べました、営業利益の増減要因となります。 

国内飲料事業につきましては、収益力の回復に向け、自販機の新規開発の展開強化や、その実現に

向けた人材採用の積極化によるコスト増加を見込みますが、それらは、これまで行ってきた自販機

固定費の低減効果で吸収しまして、増収による増益を見込んでおります。 

海外飲料事業につきましては、トルコ飲料事業の成長に加え、マレーシア事業の変革を推進するこ

とで増益を計画しております。また、これにより今回の中期経営計画の目標の一つであった、海外

セグメント全体での黒字化を達成する見込みでございます。 

医薬品関連事業については、新工場にかかる減価償却費の増加により、会計上は減益となりますが、

キャッシュ・フローベースでは改善を見込んでおります。 

終わった期において非常に好調に推移した、たらみが担う食品事業は、さらなる利益改善を目指し

ております。 

先ほども申し上げましたとおり、既存事業ベースでは利益改善を見込んでおりますが、ヘルスケア

領域の成長戦略実行にかかる予算枠を大きく設定しておりますので、連結では減益となる見立てと

いたしております。 
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それでは、ここからはセグメントごとにもう少し詳しくお話をしてまいります。26ページをご覧

ください。 

まず、国内飲料事業については、収益力回復に向けた「自販機ビジネスの基盤強化」に注力してお

ります。当社の得意分野でもある自販機市場において優位性を確立するためには、市場の変化を超

えるスピードで当社自身の変革を行う必要があります。今期はその正念場と捉え、これまで以上に

スピード感を持って取り組んでまいります。 
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27ページにお進みください。 

現在の当社の課題は、何よりもまず設置場所の開発を強化し、自販機台数を維持することになりま

す。社内研修等を通じ、営業担当者のスキルは確実に向上しており、1人当たりの開発効率は改善

し、オフィスや工場などの収益性の高いロケーションへの設置比率も着実に上がってきております。 

一方で、市場全体で自販機台数はダウントレンドが継続しており、トータルの自販機台数は減少す

る結果となりました。担当者のスキルアップ、つまり質の改善を進め、1人当たりの新規契約台数

を増やす一方で、さらなる営業体制の強化によって自販機台数を回復させることが急務でございま

す。この取り組みを最優先に、スピード感を持って取り組んでまいります。 

また、オペレーションの改革については、自販機市場での優位性の確立に向け、着実に取り組んで

いくべき課題でございます。業界が直面している大きな課題であり、自販機台数が減少する要因と

なっておりますのは、自販機のオペレーションを担う労働力が不足していることにあります。 

これを解決するためには、オペレーション人員の確保に努めることはもちろんですが、新たなデジ

タル技術も活用しながら、1人当たりの担当台数を増加させることで、人員が減っても自販機網を

維持する体制を構築することが必要となります。 

オンライン化した自販機をベースに、自販機を主力販路とする当社が培ってきたノウハウを最大限

に生かし、現場レベルでの改善を進めることで、スマートオペレーション体制を構築し、業界にお

ける優位性を確立していきます。  
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続いて、28ページをご覧ください。商品面においては、売上最大化に向けた商品戦略を実施して

まいります。近年、当社の主力商品であるいわゆる缶コーヒーの苦戦が続いておりますが、別の側

面から見れば止渇系の飲料が伸びてきているといえます。実際に、当社においても茶系飲料は自販

機、流通チャネルともに伸長しているカテゴリです。 

そこで今期は、自販機チャネルにおいては PETコーヒーの新たな投入に加え、水、ニアウォーター

のリニューアル、無糖茶の上市など、止渇系ニーズに対応した商品ラインナップを強化するととも

に、自販機 1台ごとにロケーションニーズに合わせた最適セットを行うことで、売上の最大化を目

指していきます。 

また、流通チャネルについてですが、メガメーカーとの価格勝負ではなく、小回りの利く当社だか

らこそできる、それぞれのチェーンや地域に応じたきめ細やかな提案をすることで、お客様の課題

解決に貢献する、セカンドオピニオンメーカーとしてのポジションを確立できてきたと感じており

ます。 

戦略商品として機能している商品の一つが、ファンケル社との共同開発商品、大人のカロリミット

茶シリーズです。今期は、新たにウーロン茶を追加するなど、競争の激しい流通チャネルにおいて

も選ばれる商品づくりに注力してまいります。 
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29ページをご覧ください。2012年からスタートしたサプリメントや健康食品の通販チャネルも、

順調に成長してきています。2018年度に黒字転換し、2019年度は利益への貢献も着実に果たして

おります。基幹商品であるロコモプロに続く第 2の商品を育成することが課題となりますが、引き

続き成長を期待できる事業だと考えております。 
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続いて、海外飲料事業へ説明を進めてまいります。30ページをご覧ください。 

海外事業においては、トルコ事業の着実な成長とマレーシア事業の変革により、セグメント全体で

の黒字転換を目指してまいります。 



 
 

 

28 
 

 

まずは、トルコ事業についてご説明いたします。31ページをご覧ください。 

リラ安の影響から、円ベースでは減収減益となるものの、現地通貨ベースでの売上高は前期比 14%

増加となっております。市場での認知度も高まっており、飲料業界全体と比べてもアウトパフォー

ムしながら推移しております。 

ただ、景気が後退局面に入るトルコでは、これまでほどの高い成長率を維持することは、徐々に難

しくなってきております。国内では、引き続き着実な成長を目指しつつ、輸出事業を拡大すること

で、さらなる売上成長を目指してまいります。その実現のため、終わった期においてイギリスとモ

スクワに販売拠点を整備いたしました。 

イギリスへは、15年以上前から当社のミネラルウォーターブランド、サカを中心に輸出を行って

おり、pHがやや高めであることから、トルコのブランドというよりも、健康的なおいしい水とし

ての認知をいただいております。これまでは代理店経由の販売でしたが、昨年新たにイギリス国内

に現地法人を設立し、直販体制の下、さらなる事業拡大に努めてまいります。 

イギリスに限らずドイツを中心とした欧州各国へも輸出の実績は十分あり、トルコの売上に占める

輸出割合を現在の 10%程度から、20〜30%程度に育成することで、為替耐性を高めるとともに、売

上、利益を伸ばしてまいります。 
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次に、32ページをご覧ください。今期の主な施策の二つ目でもある、マレーシア飲料事業です。 

マレーシア飲料事業では、これまで現地の大手菓子メーカーとの合弁で事業を進めてまいりました

が、当社の思うとおりに改革を進めることがなかなかできませんでした。そこで、スライドにお示

ししているとおり、徐々に出資比率を高め、昨年の秋には合弁を解消し、100%自社マネジメントの

下で運営を開始しております。 

今期はまさに第 2の創業といえる 1年となります。既に昨年から、DyDoグループで培ったノウハ

ウと現地スタッフの意見を融合した、新たな商品の上市を始めておりまして、これらの商品で確実

に売上をつくっていくことが課題となっております。 

終わった期の下期、特に第 4四半期においてこれらの商品の配荷、認知を高めるため、相応のコス

トが発生しましたが、供給が間に合わない商品が出てくるなど、成果の芽は出つつあるというとこ

ろでございます。 
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続いて、33ページをご覧ください。大同薬品工業が担う医薬品関連事業です。 

大同薬品はご存知の方も多いと思いますが、瓶に入った栄養ドリンクや美容ドリンクなどの受託製

造に特化した事業を行っております。受託製造の分野ではトップクラスのメーカーでございまして、

受託メーカーとして培ってきた国内の医薬・化粧品メーカーとのパイプが当社グループの大きな資

産となっております。この資産を将来にわたって大きな競争力とすべく、2拠点 4工場体制での生

産効率の最適化を追求してまいります。 
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34ページをご覧ください。昨年 9月に本社のある奈良工場において、パウチタイプの製品の製造

を行えるラインの新設を行い、本年 2月より稼働しております。また、昨年 10月には群馬県館林

市で二つ目の拠点となる関東工場が竣工いたしました。 

これにより、大同薬品工業は関東、関西において瓶の製造ラインを持つ 3工場と、パウチラインの

工場を持つこととなりました。国内ではまだ製造できる受託メーカーが限られる医薬品・医薬部外

品のパウチ商品については、お取引先の関心も強く、ビジネスチャンスを最大化すべく、営業を強

化しております。 

関東工場は、5月の本稼働に向けてテストなどを進めており、当期は費用が先行することとなりま

すが、スムーズな稼働に向けた準備をしっかりと行ってまいります。 
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次に、ドライゼリー市場でトップシェアを持つ、たらみが担う食品事業については、終わった期に

おいて収益性を大きく改善することができました。パウチゼリーの新商品投入により、新たな顧客

層を獲得し、増収に寄与したことに加え、主力のカップゼリーにおいては、中価格帯を中心とした

商材を戦略的に拡販することにより、大きく利益が改善しております。 

今期につきましても、バリューチェーン全体での生産性改善を進め、さらなる収益性の改善を目指

してまいります。社内では、コスト、業務プロセスなど、あらゆる側面から改革を進め、従業員の

意識やモチベーションが高まっていることも、好調な業績を支える基盤となっていると感じており

ます。 

今期越えるべきハードルは、これまでになく高いものとなりますが、引き続き、たらみブランドの

価値向上に努めるとともに、従業員 1人 1人の高い意識による収益性のさらなる改善、さらには市

場の垣根を越えたビジネスへの挑戦など、多方面で取り組みを進め、さらなる成長を目指してまい

ります。 
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最後に、ヘルスケア領域における成長戦略の進捗状況について、ご報告いたします。36ページを

ご覧ください。 

希少疾病用の医療用医薬品の事業を行うため、昨年 1月にダイドーファーマを新たに設立し、8月

に事業を開始しております。こちらの事業は、当社で新たに薬を開発するというよりも、例えば、

海外では治験や承認が進みながらも、日本には入ってきていない薬を導入することを基本的なビジ

ネスモデルとして考えております。 

医薬品業界で経験を積んだ外部人材の登用を積極的に行い、現在はシーズの探索に努めているとこ

ろです。終わった期の第 3四半期よりその他セグメントとして表示しているのが、当該事業となっ

ております。 

また、第 2の柱の構築に向けた M&Aの検討も、引き続き進めております。大同薬品工業とシナジー

が高い分野を優先ターゲットに、引き続き調査、検討を進めてまいります。 
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37ページは、四半期ごとの売上高、営業利益をお示ししたものとなります。飲料事業、食品事業

は特に季節変動が大きいビジネスとなりますので、ご参考にご覧になってください。 

最後に、中長期的な企業価値向上に向けた、ガバナンスの改善についてご説明いたします。 
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まずは、この 1年に図った体制の実現についてお話をさせていただきます。39ページをご覧くだ

さい。 

まず、昨年 1月に社長の諮問機関といたしまして、アドバイザリーボードを立ち上げております。

社外取締役・社外監査役とは異なる外部有識者の方をお招きしておりまして、現在は 3名の方にお

願いしております。希少疾病の医療用医薬品事業に関する投資判断など、高度な専門知識を要する

案件について、客観的な立場から評価・助言をいただいております。 

また、当社グループの経営課題に対する提言をいただくなど、戦略の実行に外部の視点を取り入れ、

経営の透明性をさらに高めるため設置したものでございます。 

また、グループ ESG委員会は、中長期的な事業環境の変化がビジネスモデルに与えるリスクと事業

機会を、環境・社会・ガバナンスの観点から整理・共有し、グループリスク管理委員会との連携の

下、グループ全体の ESG経営を推進することにより、ステークホルダーの皆様のご期待にお応えす

ることを目的としております。 

また、ESG委員会は「グループミッション 2030」を実現するにあたり、より具体的な活動施策や

KPI に落とし込んだ「グループ ESG プログラム」を実践していくにあたり、その推進役を担います。 
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「グループ ESGプログラム」については、40ページ目をご覧ください。 

「グループ ESGプログラム」についてはこの 1年、若手のスタッフ 2名を中心に策定にあたっても

らいました。グループ各社へのヒアリングも含め、当社グループと密にかかわる社会課題の整理、

ステークホルダーの期待の把握を行い、重点課題の候補を設定いたしました。 

先月には、社外有識者とのダイアログを行い、最終的には 5 月にグループの重点活動を定め、今後、

具体的な取り組みを推進していく予定でございます。 

グループ理念の下、ESG課題への取り組みを強化することにより、事業を通じて社会的課題の解決

を図るとともに、当社グループの持続的成長の実現と中長期的な企業価値向上を目指してまいりま

す。 



 
 

 

37 
 

 

41ページ目をご覧ください。本日決算発表と同時に、信託型従業員持株インセンティブ・プラン

の導入について発表しております。社員持株会に加入する全ての従業員を対象にしており、従業員

の株式取得・保有を促進するとともに、従業員の財産形成を支援してまいります。 

また、この取り組みにより、従業員の中長期的な企業価値向上へのモチベーションを一層高め、人

材力の強化に努めていきたいと考えております。 
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最後に、「グループミッション 2030」と同時に発表しました、「グループ行動規範」の浸透活動

についてご説明させていただきます。42ページをご覧ください。 

「グループ行動規範」は、当社グループの事業セグメントが広がる中で、あらためて DyDoグルー

プの一員として守るべき行動原則を定めたもので、グループ各社の若手の従業員を中心に策定にあ

たってもらったものでございます。 

2019年度においては、策定メンバーが中心となりまして、グループ主要事業会社の全ての従業員

を対象に全国で研修を実施いたしました。策定の背景やそれぞれの項目について、その基礎となっ

た考え方を共有するとともに、19からなる行動規範と自身の業務を結びつけて考え、グループで

ディスカッションすることで、より深く理解する機会となりました。 

「グループ行動規範」は、その全てを一人一人が実践することを前提とするものですが、担当する

業務によっては軽重がございます。自分がより意識すべき行動規範を互いに共有することで、行動

規範への理解を深めるとともに、部署間、会社間の相互理解も進んだものと感じております。 

2020年度については、国内飲料事業において、自販機のオペレーションを担っておりますダイド

ービバレッジサービスについても研修範囲を広げ、グループ一丸となって、「グループミッション

2030」に向けた取り組みを推進してまいります。 

以上、当社の 2019年度の決算概要と、2020年度の業績予想についてご報告申し上げました。 

あらためてではありますが、2019年度は大変厳しい結果となったことを痛感しております。 
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2020年度は、国内飲料事業の立て直しが最優先の課題と認識しております。業績については、今

期 2020年度を底に成長軌道を描けるよう、覚悟を持って取り組んでまいります。 

今後ともご指導ご支援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

［了］ 
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免責事項 

本資料に記載されている、当社グループの計画・将来の見通し・戦略などのうち、過去または現在

の事実に関するもの以外は、将来の業績に関する見通しであり、これらは当社において現時点で入

手可能な情報による当社経営陣の判断および仮定に基づいています。従って、実際の業績は、不確

定要素や経済情勢その他リスク要因により、大きく異なる可能性があります。また、本資料は投資

勧誘を目的としたものではございません。投資に関する決定はご自身の判断でなさるようにお願い

いたします。 


