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社長メッセージ 

世界中の全ての人々のために快適と感動と喜びを与えるような 

世界初、世界No.1の商品とサービスを提供し続けます。 

売上高は11期連続、営業利益は6期連続で過去最高を更新 
 

2013年3月期の連結業績は、売上高は前年同期比673億円増加の4,957億円、営業利益は75億円増加の
594億円を達成し、売上高は11期連続、営業利益は6期連続で過去最高を更新しました。市場の成長が
続く中国、インドネシアを中心としたアジア地域や中東地域の業績が大きく拡大した結果、海外売上

高構成比につきましても前年同期比5.7ポイント向上の52.6%まで上昇しました。  

国内事業につきましても、ヘルスケア事業、ペットケア事業の需要が継続的に拡大した結果、連結業

績を牽引しました。  

2014年3月期につきましても過去最高の売上高、営業利益が達成できるよう、全社一丸となって取り
組んでまいります。  
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更なる成長を実現するため、新興国を中心に戦略的投資を積極的に実施 
 

新興国でのビジネスチャンスを確実に捉えるため、戦略的投資を積極的に実施してまいりました。  

中間所得者層の需要が拡大している中国においては、2012年8月に天津で第4工場が稼動しました。需
要の拡大と進出都市数の増加に合わせて、安定的かつ効率的な供給を実現するため、揚州に第5工場の
建設も予定しております。  

更なる需要の拡大が見込まれるインドネシアにおいては、カラワン工場に続き、東地区及び島嶼部へ

の供給加速化と更なる市場シェアの獲得を実現するため、スラバヤに第3工場の建設を進めております。  

民主化の進展により市場の拡大が期待されるMENAエリアにおいては、2012年12月に新工場が稼動し
中長期的な事業機会の確保に向けた基盤整備を進めました。  

タイと同規模の約6,200万人の総人口を抱え、昨今の民主化、欧米の経済制裁解除の動きの中で今後、
経済発展と消費拡大が期待されるミャンマーにおいては、生理用品及びベビー用紙オムツで認知度の

高いブランドを展開し、高い市場シェアを有する同国有数の衛生用品製造・販売会社Myanmar Care 

Products Limited.（「MYCARE」）を2013年3月に買収しました。ミャンマーの衛生用品市場は未だ
黎明期であり、今後急速に市場が拡大することが見込まれることから、MYCARE社の有する高いブラ
ンド認知とユニ・チャームの有する商品開発力、生産技術力、マーケティング力等の融合を通じて、

圧倒的シェアの獲得と更なる高成長を実現してまいります。  

今後も引き続き市場拡大が見込まれる新興国を中心とした戦略的投資を優先的に実施し、継続的な成

長を実現してまいります。  

 

 

 
独自の不織布技術を活かした革新的新価値提案により、国内収益が改善 

 

日本のパーソナルケア事業につきましても業績が安定的に推移しました。  

少子高齢化が進展する国内ヘルスケア事業におきましては売上高が年率9%を超える成長を継続してお
り、市場シェアにつきましても、うす型、パンツ型といった価値提案により、ヘルスケア事業の店頭

シェアが50%を超えるまでに拡大しました。  

市場の縮小が続く国内ベビーケア事業及びフェミニンケア事業におきましては高付加価値製品の提案

と浸透により市場シェアが拡大し、収益も改善しました。  

今後も引き続き独自の不織布技術を活かした革新的な製品を提案し続けることによって、国内パーソ

ナルケア市場を活性化させ、持続的な成長を実現してまいります。  
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株主の皆さまに適切な利益を還元 
 

当社は、株主の皆さまへ利益を還元することを最も重要な経営方針のひとつと考え、収益力向上のた
めの企業体質の強化及び成長に向けた積極的な事業投資の拡大を図りながら、配当の安定的かつ継続

的な増加の方針を堅持してまいります。  

当期の期末配当金は、前年同期比2円増配の1株当たり34円とさせて頂きました。  

なお、次期の株主還元方針につきましては、継続的な事業成長を実現するための事業投資を優先しな
がら、配当につきましては、中長期的な連結業績の成長に基づき、安定的かつ継続的に実施し、自己
株式の取得に関しましては必要に応じて機動的に実施することで利益還元の充実を図っていく予定で

おります。  

 

株主、投資家の皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

 

 

 

2013年11月 

代表取締役 社長執行役員 
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Annual Report 2013 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス インデックス 

2013 プログレス一覧 
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ユニ･チャームは、赤ちゃんからお年寄りまで、生活者が様々な負担から解放されるよう、心と体をやさ

しくサポートする商品を提供し、世界中の人々の豊かな生活の実現に寄与することを目指しています。 

先進国における高齢化問題、新興国における衛生問題など、ユニ・チャームが貢献できる分野はますま
す広がっています。そのようななかで、ユニ･チャームは、創業以来培った不織布・吸収体の加工・成形
技術を活かし、専門メーカーならではのお客様のニーズにきめ細かく応える製品を同業他社に先駆けて
市場に投入することによって、世界中の人々のライフスタイルの変化に貢献してきました。さらに、新
興国の健全な発展に向け、新興国における女性の雇用機会の確保と社会進出を支援する取り組みも進め

ています。 

一方で、ユニ･チャームが社会に貢献するためには、収益を極大化することも不可欠です。常に長期的な
視点を持ち、人口動態やお客様のライフスタイルの変化に柔軟に対応しなければ、激化するグローバル

競争のなかで生き残っていくことはできません。そのため、ユニ･チャームは、10年後の市場予測から逆
算し、「次の3年間で何をすべきか」を考え、戦略を実行しています。 

 

戦略実行力を養う「SAPS経営」 

ユニ・チャームでは、企業活動の成否を分けるものは「戦略実行力」と考えており、実行力を養うため

「SAPS経営」を全世界で徹底しています。組織としての最優先課題を決め、それを実現するために各部
署、各個人が週次で取り組むべき課題を明らかにし、知恵を出し合い、自ら考え、行動することによっ
て会社全体のベクトルを合わせ、市場環境やニーズの変化に迅速に対応し、組織としての俊敏さを高め

ています。 

Annual Report 2013 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ 経営ビジョン 
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3ヵ年の中期経営計画 
 

新興国における所得水準の向上に伴い、アジアを中心にベビー用紙オムツや生理用品の需要が急速に拡

大しており、今後10年間でユニ・チャームの各事業分野の世界市場は大きく成長することが見込まれて
います。一方、先進国においては、高付加価値のベビーケア製品やフェミニンケア製品などの需要が高
まっています。加えて、中長期的には、世界的な高齢化の進展によりペットケア関連製品、大人用紙オ

ムツなどの排泄ケア製品の需要が大きく拡大することが見込まれています。 

2011年4月からスタートした3ヵ年の中期経営計画は、10年後の躍進に向けた足場固めの期間と位置づけ
ています。急速に拡大するベビーケア製品やフェミニンケア製品の需要を自社の成長につなげるため、
新興国での参入エリアの拡大を加速するとともに、先進国では製品革新による市場の活性化を進めてい
きます。同時に、中長期的に大きな需要の拡大が期待できるペットケア関連製品、大人用排泄ケア製品

の事業基盤の強化も進めていきます。 

Annual Report 2013 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ 経営ビジョン 
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主要参入各国で高成長が継続 
 

アジア地域の経済成長に伴い、ベビー用紙オムツ、生理用品の普及率が急速に高まっています。同時多発
的にアジアの各地において需要が顕在化していることから、販促費を積極的に投入して販売エリアの拡大

をこれまで以上に加速しています。 

なかでも、中国、インドネシア、中東などの主要参入国で高成長が続いており、2013年3月期のアジアに
おける売上高は前期比30.2%増の1,891億円となりました。また、売上の成長に伴い利益も着実に増加し
ており、アジアにおける営業利益は17.7%増の257億円となりました。この結果、海外売上高構成比は5.7

ポイント上昇し、過去最高の52.6%となりました。 

現在の最重要市場である中国では、これまで需要の中心だった沿海都市部に加えて、需要が増加している

内陸地方都市部に参入エリアを拡大し、現地通貨ベースで30%を超える成長を継続しています。 

圧倒的なシェアを有しているインドネシアでも、現地通貨ベースで40%を超える成長を継続しています。 

その他地域においても、将来に向けた布石を着実に講じています2011年9月にベトナムの衛生用品製造・
販売大手のDiana社を買収したことに加え、2013年3月にはミャンマーの衛生用品製造・販売大手の
MYCARE社を買収しました。また、約11億人の人口を抱えるインドでも、2009年にベビー用紙オムツの
本格販売を開始し、着実にシェアを拡大させています。 

Annual Report 2013 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス1 
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中国：内陸地方都市部へ販売エリアを拡大 
 

中国における売上高は5年平均で約30%の成長を実現しており、連結売上高の10%を超えるまでに拡大し
ています。2012年夏以降の日本製品に対する不買運動の影響が懸念されましたが、ユニ･チャームの製品
は生活必需品であることや、品質に対する高い支持もあり、販売は堅調に推移しています。また、競合他
社の参入によって競争の激化も懸念されますが、市場の普及促進に拍車がかかり、当社にも好影響と考え

ています。 

内陸地方都市部でもベビー用紙オムツ、生理用品の需要が所得水準の向上に伴い顕在化しているため、内

陸地方都市部への販売エリアの拡大を加速しています。進出都市数は2012年12月で800都市超にまで拡大
しており、2013年12月末までには1,000都市超まで拡大させることを目指しています。 

Annual Report 2013 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス1 
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インドネシア：先行メリットを活かして島嶼部へ販売エリアを拡大 
 

インドネシアでは、中間層向け紙オムツ「マミーポコパンツ スタンダー」の市場シェアが60%を超え、
現地で高い支持をいただいていますが、他社が参入するなか、先行するメリットを活かしてさらなるシェ

アアップを目指しています。また、インドネシアでは、人が住む島が約3,000ほどあると言われており、
大型スーパーマーケットだけでなく、ワルンと呼ばれる現地の伝統的な小売店にも販路を広げていくこと
が必須です。そのため、ジャカルタを軸とした市場から、東地区の地方都市および島嶼部への供給を一層

加速させ、さらなる成長を目指しています。 

また、フェミニンケア事業においても、現地のニーズに合わせて発売した、肌の快適ニーズに応える商品
が受け入れられ、トップシェアを有しています。ベビーケア事業で培った販売網を活用し、さらなるシェ

アの拡大を目指しています。 

Annual Report 2013 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス1 
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タイ：昼専用紙オムツで新市場を創造 
 

タイにおいては、ベビー用紙オムツ、生理用品ともに圧倒的なシェアを有しています。 

ベビーケア事業においては、現地のニーズに合わせて発売した昼専用紙オムツの使用率が大幅に上昇し、

昼用市場の創造に成功しました。 

フェミニンケア事業においても、肌ケア市場での新たな価値提案によってさらなるシェアの拡大を図って

いきます。 

ベトナム：パンツ化を促進してさらなるシェアの拡大 
 

ベトナムはASEANにおいて第3位の約8,600万人の総人口を有し、今後も高い経済成長と消費拡大が期待
されています。2011年9月にベトナムにおいてベビー用紙オムツ、生理用品で第2位のシェアを持つDiana

社を買収して以来、両事業ともにシェアは拡大しており、ベビーケア事業では主要2都市でトップシェア
を獲得しました。ユニ・チャームの製品開発力・生産技術力と、Diana社の販売網・消費者理解を融合し、
テレビCMと連動した店頭での販促展開とラインアップの拡大によるパンツ化の促進を通じて、さらなる
シェアの拡大と事業成長を加速していきます。 

 

 

 

インド：パンツカテゴリーの創造を加速 
 

2009年にベビー用紙オムツの本格販売を開始して以来、インドにおけるシェアは15%と急速に拡大して
おり、海外で最も高い成長率となっています。インドは人口超大国であり、若年層が多いため、将来的に
は中国以上の市場に成長する可能性がある市場です。パンツカテゴリーの創造を加速すると同時に、事業

基盤の整備を進めていきます。 

Annual Report 2013 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス1 
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ユニ･チャームは最高の品質を追求する「ムーニー」と、品質と価格のバランスに優れた「マミーポ

コ」の2つのブランドを持つ強みを活かし、市場の活性化を図っています。 

低刺激で肌にやさしい紙オムツとして高い支持をいただいている「ムーニー」では、赤ちゃんの骨格

に合わせたやわらかなカーブの形状を「ムーニー エアフィット」に搭載し、伸縮性の機能によってウ
エストとあんよのしめつけをカット。モレを防ぐとともに吸収スピードを強化し、肌への負担が少な

いやさしい商品にリニューアルしました。 

ディズニーキャラクターのかわいいデザインとお手頃な価格、たっぷり吸収で高い支持をいただいて

いる「マミーポコ」では、ウォルト・ディズニー生誕110周年を記念した“アニバーサリーデザイン”を
採用し、より一層ディズニーの世界観を感じていただける商品を限定発売しました。 

今後も、「モレない」「ムレない」などの基本機能の高さを訴求するとともに、市場の健全化に向け、

おねしょパンツなどのサブカテゴリーの育成も行っていきます。 

Annual Report 2012 (2012年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス2 
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Annual Report 2012 (2012年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス3 

ユニ・チャームは、「肌ケア」「安心吸収」「デザイン・コンパクト」といった価値提案により市場

の活性化を図っています。 

｢肌ケア｣セグメントでは、肌触りと吸収力に優れた「ソフィ はだおもい 極うすスリム」にフラワーデ
ザインを採用した新商品を発売しました。 

「安心吸収」セグメントでは、スリムでも多い日に長時間安心して過ごせる「ソフィ ボディフィット 

長時間吸収スリム」を新発売したほか、生理中の夜でも安心して熟睡できる「ソフィ 超熟睡ガード」
のモレ防止機能を向上させた商品を改良新発売しました。 

「デザイン・コンパクト」セグメントでは、「センターイン コンパクトスリム」のパッケージや個別
ラップにパステルカラーと「ハート柄」デザインを採用しました。 

また、2013年3月には、独自の不織布技術を活かし、水解性、耐久性、肌触りの3つの機能を同時に実
現した「ソフィ kiyora 流せるタイプ」を新発売しました。 

ユニ・チャームが生理用ナプキンの製造販売を開始して50周年を迎えましたが、時代とともに女性が
生理用品に求める価値や機能も多様化してきました。多様化する女性のライフスタイルに応じて新価
値提案をし続けてきたことにより、日本のフェミニンケア市場が縮小傾向のなか、フェミニンケア事

業全体でシェアを高めることができました。 
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高い成長が続くヘルスケア事業 
 

ユニ・チャームは1987年に大人用紙オムツの販売に本格参入して以来、中重度および軽度失禁の両方に
おいて圧倒的なシェアを有し、排泄介護用品の普及拡大をリードしてきました。近年、国内のヘルスケア

市場が成長するなか、ユニ・チャームは市場以上の年平均9%の売上成長を実現しており、店頭シェアは
50％超にまで拡大しました。 

国内では、高齢化の進展に伴って今後も対象人口の拡大が見込まれていることから、供給、営業体制の強
化と市場拡大に向けた商品ラインアップの充実を図り、さらなるドミナント化と成長軌道の確保を目指し

ています。 

軽度失禁製品では、吸収量が多い製品へのニーズが増加していることに対応し、「ライフリー さわやか
パッド」に長時間安心の270ccを投入したことに加え、吸収量をより分かりやすくしたパッケージにリ
ニューアルしました。 

Annual Report 2012 (2012年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス4 
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普及のための啓蒙活動 
 

大人用紙オムツのさらなる普及に向け、小売店と共同で商品が選びやすい売り場作りを進めると同時に、

介護の度合いに応じた製品へ分かりやすく誘導するライトカウンセリングを行っています。 

一方、病院、施設向けには、ヘルスケア事業のトップ企業として、介護を受ける方の尊厳ある生活を支え、
介護の現場の負担を軽減するための活動を行っています。介護福祉士や介護師などの資格を持つ専任ス
タッフがユニ・チャームの商品をご利用いただいている介護施設や病院を訪問し、適切な商品、適切な使
い方の説明や排泄ケアを改善するための提案を行っています。少しでも快適に「その人らしく」生活でき

るよう、排泄ケアを通じて介護を受ける方の「生涯自立」を引き続き応援していきます。 

 

 

 

日本で確立したケアモデルをアジアへ展開 
 

現在、日本が世界一の高齢化社会と言われていますが、今後は、世界の多くの国々で急速な高齢化が進展

することが見込まれています。なかでも、アジアは、日本以上のスピードで高齢化が進み、今後20年間
で高齢者人口が約2倍に増加することが想定されています。 

ユニ・チャームは、日本でこれまで培ってきた強みを活かし、日本で確立したケアモデルをアジア全域に

普及させることを目指しています。 

Annual Report 2012 (2012年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス4 
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Annual Report 2012 (2012年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス5 

世界的に拡大するペットケア市場 
 

ペットケア関連市場は、世界的な市場の拡大基調が継続しており、先進国だけでなく、中国を中心とした
アジア、南米などの新興国などにおいても、所得水準の向上や少子高齢化の進展によって市場が拡大し、

2020年にはパーソナルケア事業と匹敵する約14兆円の市場規模（小売ベース）にまで拡大すると見込ま
れています。 
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日本：５大潮流に経営資源を集中 
 

国内ペット飼育の5大潮流である「室内飼育化」「小型犬化」「高齢化」「肥満化」「健康重視」に経営
資源を集中し、トイレタリー、フードともにNo.1シェアを有しています。 

トイレタリーでは、オス用おしっこオムツの市場を創造し、市場シェアを拡大したほか、2011年3月の東
日本大震災の影響によって節約意識が高まるなか、複数回使えて使用枚数を減らすことができる経済的な
ペットシートを発売し、ユニ･チャームが創業以来培ってきた不織布吸収体の加工・成形技術を新商品の

開発に活かし、機能面での差別化につなげています。 

ペットフードでは、犬種別フードと、猫の嗜好性の多様化、健康志向を意識したフードを積極的に市場へ

投入し、セグメント化を進めています。 

Annual Report 2012 (2012年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス5 

北米：Hartz社とのシナジーで飛躍的な事業の拡大を目指す 
 

米国のペット飼育環境は、日本と同様に、小型犬化、室内飼育化が進んでいることから、日本の消費者に

支持されたユニ・チャームの技術力や商品開発力と、2011年12月に買収したHartz社のブランド力、マー
ケティングノウハウおよび販売力を融合させることにより、米国内におけるペットケア事業の飛躍的な拡

大を目指しています。2013年3月にはユニ・チャームの不織布技術を活かした犬用排泄シート「ドッグ 

パッド」を改良新発売しました。また、ノミダニ駆除滴下剤「ハーツ  ウルトラガードプロ」の販売も順
調に推移しており、米国内におけるペットケア事業の飛躍的な拡大を目指しています。 
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生産拠点の最適化を推進 
 
同時多発的に需要が拡大するなか、積極的に生産拠点の増強と生産体制の最適化を進めています。 
現在の最重要市場である中国では、2012年の第4工場稼働に続き、安定的かつ効率的な供給を実現する
ため、揚州において第5工場の建設に着手し、2013年末の稼働を予定しています。 
急成長が続くインドネシアでは、現在の需要の中心であるジャカルタを軸とした市場に加え、東地区の
地方都市および島嶼部の需要が拡大していることから、これらの地域への供給を加速させ、さらなるシ
ェアの拡大を図るため、2013年の稼働予定で東地区のスラバヤに第3工場の建設を進めています。 
高い経済成長と消費拡大が期待されるベトナムでは、2011年9月に衛生用品製造・販売大手のDiana社
を買収し、工場を取得しました。 
タイと同規模の約6,200万人の総人口を抱え、今後の経済成長が期待できるミャンマーでは、2013年3月
に衛生用品製造・販売大手のMYCARE社を買収し、工場を取得しました。 
中長期的に市場の拡大が期待されるMENAエリアにおいては、アフリカ初となるエジプト工場を2012年
12月に稼働しました。 
一方、日本では大洲工場を2012年に閉鎖して他の国内生産拠点へ移管したほか、オーストラリアでは紙
オムツの工場を2013年度に閉鎖し、同国向けの供給を近隣国からの輸入に切り替えることを決定し、生
産体制の最適化を進めています。 

Annual Report 2013 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス6 
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ユニ・チャームは、事業活動そのものを社会貢献性の高いものと考えています。日本のみならず、アジ
ア、そして世界中の人びとに快適と感動と喜びを提供することに大きな誇りと喜びを感じています。事
業に関連するさまざまな社会貢献活動にも取り組み、その国の社会に貢献し、人びとに愛され歓迎され

る企業へと発展していきたいと考えています。 

 

 

 

海外 ～新興国の健全な発展を支援するために～  
 

新興国の女性の活動的な生活と社会進出を応援することは、将来的には、その国や地域が発展すること
にもつながるとユニ・チャームは考えており、積極的な支援を行っています。海外における事業展開に
あたって、ユニ・チャームは国連ミレニアム開発目標の考え方に賛同し、アジアにおける女性の地位向

上、貧困削減などの目標達成に貢献していきたいと考えています。 

 

●女性の雇用拡大  

ユニ・チャームは、1984年に台湾において合弁会社を設立以来、女性の雇用拡大と生理用品や紙オムツ
の普及により、女性の社会進出に貢献しています。日本と同様に台湾においても「NOLA＆DOLA」を
実践し、その後、韓国、タイ、サウジアラビア、中国、インドネシアなどのアジア各国・中東エリアへ

展開しています。 

その結果、アジア各国の生産ラインにおける女性比率が高いほか、女性販売員が店頭において正しい商
品説明とともに正しい知識の伝達に大きく貢献しています。また、管理職としても多くの女性が活躍し

ています。 

全ての国の社員が日々、企業理念を共有し、働きがいのある事業活動の展開により、女性の自立を支援

しています。 

 

●アジア・中東の国々の女性の地位向上支援 

アジアをはじめとした新興国では、まだベビー用紙オムツや生理用品などの衛生用品が普及途上である
ばかりか、生理の知識がない、社会的な環境が整っていないなどの理由から女性の活動が制限され、社
会進出が果たせないでいる国や地域があります。ユニ・チャームは、生理や衛生に関する正しい知識の

啓発活動を実施するなど、女性の活躍をサポートするための様々な取り組みを行っています。 

Annual Report 2013 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス7 
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・インドにおける取り組み 

インドでは、一部の農村部などでは、まだ生理用品を使う習慣がなく、古くなった衣服などを再利用す
るなどで対応しており、生理用品の存在自体を知らない女性が多くいます。こうした状況をふまえ、現

地NGOの協力のもと、インドで生理のメカニズムや生理用品に対する正しい知識を伝える「初潮教育」
を開始しました。商品の紹介を含め、正しい知識を伝えることにより、今まで外出を控えていた女性の

就学率や社会進出の向上、衛生改善も図られると考えています。 

 

・サウジアラビアにおける取り組み 

サウジアラビアでは、首都リヤドに、2012年5月、女性だけが働く異色の工場を稼働しました。戒律の
厳しいイスラム教では、女性は家族以外の男性に顔や肌を見せてはいけないのはもちろん、同じ室内に
同席すること、話すことも禁止されています。女性の労働は許されていますが、こういった厳しい規律
をクリアして働く場は極端に限られているのが現状です。そのため、この工場では、書類、製品の受け
渡しなど、男性と接触することが必要な場合にも対応できるよう、シャッターで区切った受け渡し場所
を設けるなどの工夫を凝らしています。このような取り組みによって、女性たちの社会進出が促進され

ると考えています。 

 

その他の進出国においても、ユニ･チャームが積極的に女性の雇用を進め、今後も女性の雇用者数を倍

増させる計画であること、また、ユニ・チャームが生産する衛生用品の40％を、中東、北アフリカ地域
とアジアで生産し、これら地域の低所得者に販売していることなどが評価され、2012年10月、国連開発
計画(UNDP)が推進するビジネス行動要請（Business Call to Action：BCtA）※に承認されました。 

今後も引き続き事業を通じて世界中の全ての人々のために快適と感動と喜びを与えるような世界初、世

界No.1の商品とサービスを提供して参ります。 

※Business Call to Action 
2008年に発足した企業・政府・開発援助機関が集ま
るグローバルな会員ネットワーク。貧困層を生産者、
消費者、労働者として巻き込み、貧困層が必要とす
る雇用、商品、サービスを生み出すビジネスを通じ
て、貧困削減と持続可能な開発を実現する世界的な
取り組みを評価し、促進するための取り組みを行っ
ている。  

Annual Report 2013 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス7 

インド北部の学校や地域で 
実施した初潮教育  

サウジアラビアの女性専用工場 
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国内 ～地域に密着した社会貢献～  
 

ユニ・チャームは、お客様に支えられていることに感謝し、事業で利益を上げながら社会へ貢献するた

めの活動を進めています。 

 

● 「被災地支援」と「スーパークールビズ／ウォームビズ」を組み合わせた 

    「マッチングファンド」を創設 

ユニ・チャームは、2011年3月の東日本大震災発生後、紙オムツ・マスク・生理用品・ペットケア用品
などの物資支援、社員参加の震災義援金「マッチングファンド」による物品支援・節電の活動などに取

り組んできました。そして、2012年3月期からは、第二弾のマッチングファンドを創設し、業務時に着
用できるオリジナルポロシャツ、ジャンパー、ワッペンなど、社員が購入した代金相当額に「マッチン

グファンド」方式を組み合わせ、岩手、宮城、福島の3県にある病院に尿吸引ロボ「ヒューマニー」を
寄付しています。2013年3月期までの2年間で39台のヒューマニーを被災地の介護施設や病院などに寄
贈し、介護現場で活用していただいています。 

Annual Report 2013 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス7 

国内において高齢化が進展する一方で、介護人材の不足や介護の在宅化に伴う介護力の向上が求められ

ています。ユニ・チャームは、介護する方と受ける方双方の負担を軽減するため、2009年から尿吸引ロ
ボ「ヒューマニー」の全国販売を開始し、浸透を進めています。 

スーパークールビズ／ウォームビズのポロシャツ・ジャンパーで
勤務する社員 
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●（株）ツルハHDとのカーボンオフセット企画が「経済産業大臣賞」を受賞 

ユニ・チャームは、ドラッグストアを運営する（株）ツルハホールディングス（以下、ツルハHD）と
共同で社会福祉協議会を通じた車椅子の寄贈を、2000年より毎年継続して行っていますが、この取り組
みに続き、ツルハHDのドラッグストアで購入されたユニ・チャーム商品の購入代金の一部で、ツルハ
HDが創出した国内クレジットを購入し、東日本大震災の被災地にある当社福島工場における約1カ月分
のCO2排出量をオフセットするとともに、代金の一部をツルハHDより東日本大震災被災地に寄付する
取り組みがカーボンオフセットの普及に寄与したとして、第2回カーボンオフセット大賞において、経
済産業大臣賞を受賞しました。 

Annual Report 2013 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス7 
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コーポレート・ガバナンスについての考え方 
 

ユニ･チャームは社是に基づく「正しい企業経営」を推進しています。経営と執行部門の一体化による
事業活動を通じた持続的な企業価値の向上と企業の社会的責任を両立させるべく、監査役設置会社とい

う経営形態の中で執行役員制度を一層強化しながらコーポレート・ガバナンスの充実を図っています。 

 

 

 

現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 
 

当社は、取締役と監査役という経営形態の中で、1999年6月より執行役員制度を導入し、取締役会によ
る経営の意思決定及び監督機能と執行役員による業務執行機能の分離を進めてきました。また、監査役
４名中半数の２名を社外監査役とすることで、取締役会に対する監視機能を高め、企業行動の透明性を
一層高めています。このような経営管理機構の下で、当社グループの強みである現場重視の経営を活か
していくためには、当社事業内容に精通した社内の人材が取締役として経営に当たることが最適である

と判断しており、社外取締役を選任していません。 

Annual Report 2013 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス8 
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Annual Report 2013 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス8 

自律的なコーポレート・ガバナンスが機能する企業風土の構築 
 
当社は、2004年より人間尊重と達成感重視を骨子とする「SAPS経営モデル」をスタートさせ、毎週月
曜日日本時間朝8：00より国内外の各拠点をテレビ会議システムでつなぎ、全執行役員、全部門長、全
拠点長が参画する「SAPS経営会議」を開催し、代表取締役社長執行役員が自ら経営についての考え方
を述べるとともにその精神を社員に発信するなど、自律的なコーポレート・ガバナンスが機能する企業
風土の構築を進めております。加えて、経営方針を受け、国内外全法人に所属する現場のマネージャー
が主催するSAPS小集団活動を毎週主体的に実施し、週次でそれぞれの重点施策の遂行状況を報告し、
参加者がそれぞれ知恵を出し合い、自律的な変革・改善活動を行っております。 
 
 
 

役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針 
 
当社の取締役、監査役への報酬については、社是に基づきステークホルダーに対する価値創造の実現の
ために、優秀な人材の確保・維持、業績の拡大へのインセンティブや戦略企画推進力、またコンプライ
アンス遵守状況などを勘案し、2007年6月26日開催の第47回株主総会において決議していただいた報酬
限度額の範囲で、それぞれの職責に応じた報酬水準としており、この水準については経営環境の変化を
考慮しその妥当性を検証しています。 
なお、当社の役員報酬は、会社法施行に伴い2007年6月26日開催の第47回定時株主総会にて、役員退職
慰労金を廃止し役員賞与を報酬へ組み込むことの決議を得ており、年間報酬総額のみです。ただし、
2010年6月24日開催の第50回定時株主総会にて、2007年6月26日開催の第47回定時株主総会において承
認されている取締役の報酬額とは別枠にて、当社取締役に報酬等としてストックオプションを付与する
ことの決議を得ており加算しています。 
 
 
 

ストックオプション制度の導入 
 
経営の成果が時価総額の増減に反映され、株主利益に直結するという考え方から、株主の委任を受け実
際に経営を行う取締役は株主利益の増大に責任をもっています。従って、この考え方を有効的に機能さ
せるインセンティブとして、株主利益と取締役報酬を連動させるため、取締役ヘのインセンティブ付与
を目的としたストックオプション制度を導入しています。 
また、役員、社員が個々の力を今まで以上に発揮し、それを一つに結集することによる「社是の実現」
を狙いとして、社内取締役、従業員子会社の取締役、子会社の従業員を対象としたストックオプション
制度を実施しています。役員、社員一人ひとりの士気をさらに高めて、それぞれの計画を達成すること
が企業価値の増大につながり、結果として消費者、株主そして社員の期待に応えることになります。従
いましてグループ全社員の総力を結集し、ユニ・チャームグループの中期経営目標達成により企業価値
（株式価値）が高い評価を受けたときに、役員、社員が利益を享受できることを目的として、ストック
オプションを付与しています。 23



Annual Report 2013 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス8 

監査役、会計監査人、内部監査報告の連携状況 
 

監査役は、会計監査人と連携して、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査し、
子会社に対して業務の執行状況の報告を求め、必要に応じて重要な子会社に赴き、業務および財産の状
況を調査しています。また、財務諸表に対する信頼性向上のため、半期に１回定期的に、あるいは、必
要に応じて随時会合を持ち、それぞれの監査計画と結果について情報共有を図りながら、効果的且つ効

率的な監査を実施しています。 

常勤監査役は、毎月内部監査報告会に出席し、執行部門に対する内部監査結果の報告を受け、内部統制
の有効性の検証と改善に向けての是正勧告に取り組んでいます。また、経営監査部は監査役が必要と認
める事項について監査計画に盛り込み、それに基づき内部監査を実施し、その結果について情報共有を

図りながら、効果的かつ効率的な監査を実施しています。 

 

 

 

内部統制システムの整備 
 

ユニ･チャームグループは、会社法に準拠した「内部統制システム整備の基本方針」を策定するととも

に、金融商品取引法に準拠した「内部統制報告制度（J-SOX）」に対応するための「内部統制委員会」
を設置しています。 

内部統制委員会では、毎年、ユニ･チャームグループ各社のリスクを再評価し、J-SOXの評価対象国お
よび評価すべき業務プロセス範囲を見直しながら、ユニ･チャームグループの内部統制の整備・運用と

効率的な評価を推進し、財務報告の信頼性に努めています。 

今後も継続して内部統制の改善を図っていきます。 
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連結貸借対照表 
  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

（資産の部）     

 流動資産     

  現金及び預金  66,956  74,321 

  受取手形及び売掛金  50,404  60,349 

  有価証券  19,908  11,212 

  商品及び製品  18,067  26,254 

  原材料及び貯蔵品  14,911  17,669 

  仕掛品  682  861 

  繰延税金資産  12,750  13,917 

  その他  7,042  6,227 

  貸倒引当金  △86  △85 

  流動資産合計  190,637  210,728 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物（純額）  32,334  44,695 

   機械装置及び運搬具（純額）  59,160  79,177 

   土地  11,905  17,501 

   建設仮勘定  9,429  15,011 

   その他（純額）  3,991  6,743 

   有形固定資産合計  116,821  163,129 

  無形固定資産     

   のれん  78,905  76,686 

   その他  18,804  20,707 

   無形固定資産合計  97,709  97,394 

  投資その他の資産     

   前払年金費用  5,746  5,615 

   投資有価証券  14,299  19,664 

   繰延税金資産  45,146  36,616 

   その他  2,326  2,070 

   貸倒引当金  △190  △164 

   投資その他の資産合計  67,329  63,803 

  固定資産合計  281,859  324,326 

 資産合計  472,497  535,055 
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(単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

（負債の部）     

 流動負債     

  支払手形及び買掛金  45,778  53,185 

  短期借入金  8,267  6,228 

  未払金  29,742  37,207 

  未払法人税等  4,348  3,234 

  賞与引当金  4,003  4,335 

  その他  14,222  17,355 

  流動負債合計  106,361  121,547 

 固定負債     

  転換社債型新株予約権付社債  80,585  53,333 

  長期借入金  35,219  23,000 

  繰延税金負債  1,365  1,576 

  退職給付引当金  2,754  2,925 

  その他  3,004  3,472 

  固定負債合計  122,928  84,306 

 負債合計  229,290  205,854 

（純資産の部）     

 株主資本     

  資本金  15,992  15,992 

  資本剰余金  18,802  29,782 

  利益剰余金  238,568  275,609 

  自己株式  △52,925  △43,030 

  株主資本合計  220,437  278,354 

 その他の包括利益累計額     

  その他有価証券評価差額金  4,180  7,635 

  繰延ヘッジ損益  △13  △20 

  土地再評価差額金  △157  △157 

  為替換算調整勘定  △11,372  3,955 

  その他の包括利益累計額合計  △7,362  11,413 

 新株予約権  958  677 

 少数株主持分  29,174  38,755 

 純資産合計  243,207  329,201 

負債純資産合計  472,497  535,055 
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連結損益計算書 
  (単位：百万円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高  428,391  495,771 

売上原価  233,936  268,743 

売上総利益  194,455  227,028 

販売費及び一般管理費  142,554  167,539 

営業利益  51,900  59,488 

営業外収益     

 受取利息  740  923 

 受取配当金  273  287 

 為替差益  －  7,630 

 その他  669  853 

 営業外収益合計  1,682  9,695 

営業外費用     

 支払利息  460  284 

 売上割引  4,189  3,727 

 為替差損  464  － 

 その他  108  159 

 営業外費用合計  5,222  4,171 

経常利益  48,361  65,012 

特別利益     

 固定資産売却益  8  42 

 その他  9  3 

 特別利益合計  17  45 

特別損失     

 固定資産処分損  1,334  616 

 災害による損失  553  － 

 事業構造改善費用  616  95 

 その他  300  62 

 特別損失合計  2,805  774 

税金等調整前当期純利益  45,573  64,283 

法人税、住民税及び事業税  7,551  9,763 

法人税等調整額  7,323  5,608 

法人税等合計  14,875  15,371 

少数株主損益調整前当期純利益  30,697  48,912 

少数株主利益  3,716  5,790 

当期純利益  26,981  43,121 
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連結包括利益計算書 
  (単位：百万円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益  30,697  48,912 

その他の包括利益     

 その他有価証券評価差額金  903  3,455 

 繰延ヘッジ損益  △8  11 

 為替換算調整勘定  △2,055  19,602 

 その他の包括利益合計  △1,160  23,070 

包括利益  29,537  71,982 

（内訳）      

 親会社株主に係る包括利益  25,733  61,897 

 少数株主に係る包括利益  3,803  10,084 

 

28



連結株主資本等変動計算書 
  (単位：百万円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本     

 資本金     

  当期首残高  15,992  15,992 

  当期末残高  15,992  15,992 

 資本剰余金     

  当期首残高  18,802  18,802 

  当期変動額     

   自己株式の処分  －  10,979 

   当期変動額合計  －  10,979 

  当期末残高  18,802  29,782 

 利益剰余金     

  当期首残高  217,111  238,568 

  当期変動額     

   剰余金の配当  △5,592  △6,080 

   当期純利益  26,981  43,121 

   土地再評価差額金の取崩  67  － 

   当期変動額合計  21,456  37,041 

  当期末残高  238,568  275,609 

 自己株式     

  当期首残高  △43,924  △52,925 

  当期変動額     

   自己株式の取得  △9,001  △11,001 

   自己株式の処分  －  20,897 

   当期変動額合計  △9,001  9,895 

  当期末残高  △52,925  △43,030 

 株主資本合計     

  当期首残高  207,981  220,437 

  当期変動額     

   剰余金の配当  △5,592  △6,080 

   当期純利益  26,981  43,121 

   自己株式の取得  △9,001  △11,001 

   自己株式の処分  －  31,877 

   土地再評価差額金の取崩  67  － 

   当期変動額合計  12,455  57,917 

  当期末残高  220,437  278,354 

その他の包括利益累計額     

 その他有価証券評価差額金     

  当期首残高  3,276  4,180 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  903  3,455 

   当期変動額合計  903  3,455 

  当期末残高  4,180  7,635 
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(単位：百万円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

 繰延ヘッジ損益     

  当期首残高  △13  △13 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △0  △6 

   当期変動額合計  △0  △6 

  当期末残高  △13  △20 

 土地再評価差額金     

  当期首残高  △89  △157 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △67  － 

   当期変動額合計  △67  － 

  当期末残高  △157  △157 

 為替換算調整勘定     

  当期首残高  △9,220  △11,372 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △2,151  15,327 

   当期変動額合計  △2,151  15,327 

  当期末残高  △11,372  3,955 

 その他の包括利益累計額合計     

  当期首残高  △6,047  △7,362 

  当期変動額     

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  △1,315  18,776 

   当期変動額合計  △1,315  18,776 

  当期末残高  △7,362  11,413 

新株予約権     

 当期首残高  288  958 

 当期変動額     

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  669  △281 

  当期変動額合計  669  △281 

 当期末残高  958  677 

少数株主持分     

 当期首残高  17,408  29,174 

 当期変動額     

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  11,765  9,581 

  当期変動額合計  11,765  9,581 

 当期末残高  29,174  38,755 

純資産合計     

 当期首残高  219,632  243,207 

 当期変動額     

  剰余金の配当  △5,592  △6,080 

  当期純利益  26,981  43,121 

  自己株式の取得  △9,001  △11,001 

  自己株式の処分  －  31,877 

  土地再評価差額金の取崩  67  － 

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  11,119  28,076 

  当期変動額合計  23,575  85,993 

 当期末残高  243,207  329,201 
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連結キャッシュ・フロー計算書 
  (単位：百万円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

 税金等調整前当期純利益  45,573  64,283 

 減価償却費  13,257  16,814 

 のれん償却額  3,899  4,239 

 受取利息及び受取配当金  △1,013  △1,211 

 支払利息  460  284 

 為替差損益（△は益）  △16  △6,117 

 有形固定資産除売却損益（△は益）  1,326  566 

 売上債権の増減額（△は増加）  △2,069  △4,436 

 たな卸資産の増減額（△は増加）  △4,921  △7,344 

 仕入債務の増減額（△は減少）  3,988  5,690 

 その他の流動負債の増減額（△は減少）  1,658  3,151 

 その他  1,139  2,416 

 小計  63,282  78,336 

 利息及び配当金の受取額  1,030  1,222 

 利息の支払額  △482  △322 

 法人税等の還付額  3,062  1,393 

 法人税等の支払額  △7,322  △11,871 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  59,570  68,758 

投資活動によるキャッシュ・フロー      

 定期預金の預入による支出  △6,300  △20,543 

 定期預金の払戻による収入  4,312  12,360 

 有価証券の取得による支出  △12,299  △6,798 

 有価証券の売却及び償還による収入  10,083  10,198 

 有形固定資産の取得による支出  △26,137  △47,875 

 有形固定資産の売却による収入  866  170 

 無形固定資産の取得による支出  △484  △836 

 投資有価証券の取得による支出  △1,040  △11 

 関係会社株式の取得による支出  △28,344  － 

 その他  482  30 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △58,861  △53,304 

財務活動によるキャッシュ・フロー     

 短期借入金の純増減額（△は減少）  △6,822  △2,029 

 長期借入金の返済による支出  △13,830  △12,874 

 自己株式の取得による支出  △9,001  △11,001 

 配当金の支払額  △5,584  △6,078 

 少数株主への配当金の支払額  △1,148  △1,078 

 少数株主からの払込みによる収入  －  519 

 ストックオプションの行使による収入  －  4,048 

 その他  △126  △159 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △36,513  △28,653 

現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,278  5,484 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △37,081  △7,714 

現金及び現金同等物の期首残高  113,007  75,926 

現金及び現金同等物の期末残高  75,926  68,211 
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