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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12期連続、営業利益は7期連続で過去最高を更新 
 

2014年3月期の連結業績は、売上高が前年同期比1,037億円増加の5,994億円、営業利益が78億円増加
の672億円となり、売上高は12期連続、営業利益は7期連続で過去最高を更新しました。日本国内にお
きましては、ベビーケア事業で、高付加価値商品とトレーニングパンツといったサブカテゴリー商品
とのリレーションを強化、ヘルスケア事業では、軽度失禁カテゴリーの商品ラインアップの拡充を図
った結果、市場を上回る成長を実現しました。海外におきましては、インドネシアなどアジア地域を

中心に継続的な高成長を実現し、同地域の売上高構成比は前年同期比4.6ポイント向上の42.8％となり、
日本市場と同規模にまで成長しました。この結果、海外売上高構成比は前年同期比5.1ポイント向上の
57.7％まで上昇しました。 

 

Message  
from the President  
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今後も引き続き、アジア地域を中心に市場の成長が見込まれることから、継続的な高い成長が想定さ

れています。  

2014年12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。 

   
 
東南アジア・インドを中心に更なる成長を実現 
  

市場の成長性が高い東南アジア、インドなどでは、戦略的投資と販売エリアの拡大を積極的に実施し

てまいりました。  

ベビーケア事業、フェミニンケア事業共に圧倒的シェアNo.1のインドネシアにおきましては、地方へ
の販売エリアを拡大させるため、生産能力の拡充と効率的な物流を目的に、スラバヤに第3工場を稼動
させました。市場の拡大が見込まれるインドにおきましては、ベビー用パンツタイプ紙オムツを中心

に普及を促進させた結果、市場シェアNo.2を獲得し、進出都市も順調に拡大しております。  

また、最重要市場である中国におきましても、地方及び都市部への販売を強化し、進出都市数を拡大

してまいりました。  

今後も引き続き販売エリアを拡大させることにより継続的な成長を実現してまいります。 
 
 
 
高成長市場 南米ブラジルへ新規参入 
 

ベビー用紙オムツの使用対象人口が約800万人と日本の約3倍近くあり、また、中間所得層の増加に伴
い、年7％のペースで成長しているブラジルに当社として南米初となる自社工場を新設し、今春より生
産を開始しました。当社の強みである品質の良さとパンツタイプ紙オムツで差別化を図りながら、安

定的な収益獲得を目指してまいります。 

 
 
 
第9次中期経営計画スタート 
  

2014年4月から2016年12月までを2020年連結売上高目標1.6兆円達成に向けた重要な期間と位置付け
る第9次中期経営計画がスタートしました。2020年までの経営管理数値目標として、売上高年平均成
長率15％、営業利益率15％、ROE15％を掲げ、2016年12月期連結売上高9,131億円を目標数値として
おります。経営目標達成に向け、引き続き重点事業、地域での戦略を強化してまいります。 
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株主の皆さまに安定的な利益還元 
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、配当や自己株式の取得を

堅持してまいります。  

当期の期末配当金は、当初配当計画1株当たり18円から2円増配し、1株当たり20円となり、年間配当
金は1株当たり38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も必要に応じて機動的に実施すること
で、総還元性向の充実を図っていく予定でおります。したがって、次期の年間配当金は決算期変更に

より9ヶ月決算となりますが、年間配当金を1株当たり38円とし、中間配当金は1株当たり19円とさせ
て頂く予定でおります。  

 

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。 

  

  

  

2014年9月 

 代表取締役 社長執行役員 
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ユニ・チャームは、生理用品やベビー用紙オムツ、大人用排泄ケア用品など、生活者がさまざまな負担

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世界約80ヵ国で提供しております。創業以
来培った不織布・吸収体の加工・成形技術を駆使し、市場に先駆けて新たな価値を提供してきた結果、

不織布・吸収体市場において、世界シェアは約9％の第3位、アジアでのシェアは約27％の第1位になるま
でに成長しました。 

ユニ・チャームを取り巻く事業分野の世界市場は、今後大きく成長する可能性を秘めております。新興
国において、所得水準の向上に伴ってベビー用紙オムツや生理用品の需要が急速に拡大するなか、成長
著しいアジアにおいて圧倒的なシェアを獲得するとともに、アジアで培った強みを活かして世界市場で
の存在感を高めてまいります。同時に、中長期的に需要の拡大が期待できるペットケア関連商品、大人

用排泄ケア商品の事業基盤の強化も進めてまいります。 

 

 

第9次中期経営計画 
 

2014年4月から2016年12月までの第9次中期経営計画では、新興国で急速に拡大しているベビー用紙オム
ツや生理用品の需要を自社の成長につなげるほか、アフリカや中南米などの新興国でも参入エリアの拡

大を加速してまいります。その一環として、2014年春よりユニ・チャームとしては南米初となるブラジ
ルで自社工場を稼働させ、ベビー用紙オムツの販売を開始いたしました。 
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2020年に向けた長期ビジョン 

 
第9次中期経営計画に合わせて2020年の経営目標も発表いたしました。3つの「15％」をキーコンセプト
としており、売上高を毎年15％成長させながら収益性と資本効率を高め、営業利益15％、ROE15％の達
成を目指しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標の実現に向けた経営基盤の整備 
 

欧米の大手企業や現地企業との競争が激化するなかで、さらなる成長を実現するためには、意思決定や
戦略遂行のスピードを上げることが必須です。そのため、海外の現地法人に責任と権限を委譲するロー

カルマネジメント化を世界各地で進めると同時に、そのプロセスのなかで、10年後のユニ・チャームの
成長を牽引する人材も育成してまいります。 

また、グループの一体運営の推進および経営情報の適時・的確な開示によるさらなる経営の効率化を図

るため、決算期を12月に変更いたしました。 
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アジアの成長が連結業績の拡大を牽引 
 

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引き続き高まっております。なか

でも、インドネシアやベトナム、タイなどといった東南アジアやインドでの需要の高まりから、2014年3

月期のアジアにおける売上高は前期比35％増の2,562億円となりました。この結果、海外売上高構成比は
前期比5.1ポイント上昇し、過去最高の57.7％となりました。 

アジア地域においては、各地において同時多発的に需要が顕在化していることから、経営資源を積極的に

投入し、さらなる成長を目指してまいります。中長期的な視点では、人口超大国である中国とインドの2

カ国を最重要市場と位置付けており、参入エリアを拡大しながら市場シェアを高めるとともに、独自の不

織布技術を活かして現地のニーズに合った商品を投入し、使用者層の拡大を目指しております。 

また、ユニ･チャームは、アジア地域において、現地女性の積極的な雇用を行うと同時に、女性の生理の
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」など衛生改善の支援を行っております。
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の発展につながり、
結果として生活必需品であるユニ・チャーム商品の需要拡大や、現地でのユニ・チャームの認知度向上に

もつながると考えております。 

また、今後、アジア地域においても急速に高齢化が進展することが見込まれており、中長期的にはヘルス
ケア事業の需要が高まることが想定されていることから、世界一の高齢化社会と言われる日本で確立した

ケアモデルをアジア地域に普及させることを目指しております。 
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中国：内陸地方都市部へ販売エリアを拡大 
 

中国では、所得水準の向上に伴って内陸地方都市部でもベビー用紙オムツ、生理用品の需要が増加してい

るため、内陸地方都市部に参入エリアを拡大しております。進出都市数は2013年12月時点で約1,000都市
まで拡大しており、中国市場の売上は連結売上高の15％を超えるまでに成長しております。 

ベビーケア事業では、スタンダードタイプとエコノミータイプで市場の活性化と普及促進を図りながら、
成長スピードの加速を図っております。なかでも、最大のスタンダード市場では、男女別・薄型に加え、
吸収力を大幅に改善した新商品を発売するなど、新たな価値提案を行っております。特に成長が見込まれ
るベビー専門店には高い配荷率を実現し、新商品の拡販により成長スピードの加速を図っております。一
方、所得水準の高い沿海都市部においては、高価格帯商品の需要が急速に拡大しているため、日本からの

輸入で対応し、E-コマースなどの成長チャネルで積極的に販売してまいります。 

フェミニンケア事業では、売上が2011年から2013年の3ヵ年で年平均約29％成長し、第2位の市場シェア
を獲得しております。今後も引き続き若年層をターゲットに機能革新・デザイン性の進化を図りながら、

さらなる成長を目指してまいります。 
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インドネシア：さらなるシェア拡大のため新工場を稼働 
 

インドネシアでは、9年連続現地通貨ベースで約30％の売上成長を実現しております。ベビーケア事業で
は、2007年に発売した中間層向け紙オムツ「マミーポコパンツ スタンダー」が現地で高いご支持をいた
だいており、商品リニューアルと販売エリアの拡大により市場シェアは60％を越えるまでに伸張してお
ります。 

フェミニンケア事業でも、現地のニーズに合わせて発売したお肌の快適ニーズに応える商品が受け入れら

れ、40％近い市場シェアを有しております。薄型商品のラインアップの拡充と浸透の加速化により、さ
らなるシェアの拡大を目指してまいります。 

インドネシアでは、人が住む島が3,000ほどあると言われており、さらなる拡販のためには、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加速させることが必須です。そのため、

2013年には、インドネシア東部のスラバヤに第3工場を稼働させ、東ジャワや北スマトラ地域へも迅速に
商品を供給する体制を構築しました。他社の参入が相次ぎ、競争激化が予想されますが、先行するメリッ

トを活かし、さらなるシェアの拡大を目指してまいります。 
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タイ：昼専用紙オムツ市場の創造に成功 
 

タイにおいては、ベビーケア事業は60％超、フェミニンケア事業は約50％と両事業ともに圧倒的な市場
シェアを有しており、積極的にラインアップを拡充したことに加え、スーパーマーケットやコンビニエンス

ストアなどで販路を広げたこともあり、現地通貨ベースで前期比約15％の売上成長を実現しております。 

ベビーケア事業では、現地のニーズに合わせて発売した昼専用紙オムツ「マミーポコ ハッピーパンツ」
の使用率が大幅に上昇し、市場成長を牽引しております。エコノミータイプとプレミアムタイプに加え、

スタンダードタイプの紙オムツ「マミーポコ ウルトラプロテクト」を発売するなど、ラインアップの拡
充によってさらなるシェアの拡大を目指してまいります。 

フェミニンケア事業では、現地のニーズに合わせた肌ケア商品「ソフィ エクストラドライ」のライン
アップを拡充するなど、肌ケア市場での新たな価値提案によって市場の創造に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

ベトナム：パンツ化を促進してシェアを拡大 
 

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位の市場シェアを持つDiana社を買収
して以来、両事業ともに高成長を実現しております。 

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、市場シェアは40％を越えております。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充によるパンツ化の促進を通じて、さらなるシェア
の拡大を目指してまいります。 

フェミニンケア事業においても、広告と店頭との連動強化によりブランド価値向上に努めたことによって

シェアは拡大しております。 

ベトナムは、ASEANにおいて第3位の約8,600万人の人口を有し、今後も高い経済成長と消費拡大が期待
されております。ユニ・チャームの有する商品開発力・生産技術力・マーケティング力と、Diana社の有
する販売網・消費者理解を融合し、事業成長の加速を目指してまいります。 
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インド：パンツカテゴリーの創造で成長を加速 
 
2009年にベビー用紙オムツの本格販売を開始して以来、高成長を実現しております。1枚入りのエコノミー
タイプのパンツタイプ紙オムツの販売促進によって2013年度の売上高は前期比約100％成長と加速してお
り、市場シェアも20％を越えるまでに拡大しました。進出都市数は、インドの総都市数が約5,100都市あ
ると言われているなか、2014年3月時点で約1,900都市まで拡大しております。 

インドは人口約12億人の超大国であり、新興国のなかでも紙オムツの普及率が低いため、将来的には中
国以上に成長する可能性がある市場です。販売エリアの拡大によって新規ユーザーを獲得することに加え、
ユニ・チャームが強みを持つパンツタイプ紙オムツの普及を促進することによって、さらなる成長を目指
してまいります。 

また、今後の需要の拡大を睨み、2015年の稼働予定でインド南部に第2工場の建設に着工するなど、生産
能力の増強とインド全土への供給力の強化に向けて生産体制の強化も進めてまいります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミャンマー：MYCARE社とのシナジーで事業を拡大 

 
2013年3月に衛生用品製造・販売大手のMYCARE社を買収して以来、ベビー用紙オムツ、生理用品ともに
50％以上の市場シェアを有しております。ミャンマーの人口はタイと同規模の約6,200万人、出生数は日本
の約1.1倍と今後の成長が期待できる市場です。ユニ・チャームの有する商品開発力、生産技術力、マー
ケティング力とMYCARE社の有する高いブランド認知力を融合させ、ミャンマーでの事業拡大を図って
まいります。 

 
ブラジル：自社工場での生産を開始し新市場に参入 

 
2014年春からサンパウロ州の自社工場での生産を始め、スーパーマーケットなど約1,000店で富裕層や中
間層向けにベビー用紙オムツの販売を開始いたしました。 

ブラジルは、紙オムツを使う対象人口が約800万人と日本の3倍近くいることに加え、中間層の増加に伴
い成長を続ける魅力的な市場です。ユニ・チャームが強みを持つパンツタイプ紙オムツで差別化を図り、
成長市場を取り込んでまいります。 
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国内においては、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つのブランドを有していることが強みとなり、トップシェアを獲得しております。市場の成熟
化が進むなか、革新的な価値提案によりブランド力の強化を図りながら、市場を上回る売上成長を実

現しております。 

低刺激で肌にやさしい紙オムツとして高いご支持をいただいている「ムーニー」では、世界で初めて
赤ちゃんの骨格に合わせたやわらかなカーブの形状を採用し、赤ちゃんの肌をしめつけずにモレを防

ぐ「ムーニー エアフィット」を発売したのに続き、パンツタイプから、いっぱい動いても足回りに隙
間を作らず、やさしくぴったりフィットするギャザーを採用した「ムーニーマン エアフィット」を発
売いたしました。 

「マミーポコ」からは、「モレない」「ムレない」といった基本機能を高めるとともに、発売30周年
を記念して“ハロウィン”をモチーフとしたアニバーサリーデザインを採用した商品を2013年秋に限定
発売いたしました。 

今後も引き続き高付加価値商品の発売と、おねしょパンツ、水遊びパンツなどといったサブカテゴ

リー商品とのリレーション強化により、市場の活性化を図ってまいります。 

Annual Report 2012 (2012年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス2 
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「ムーニー エアフィット」「ムーニーマン エアフィット」が 

グッドデザインを受賞 

「ムーニー エアフィット」は、赤ちゃんの骨格に合わせ世界で初めての独自の立体構造を実現
したことや、モレやしめつけに対する機能性を格段に向上させたことなど、紙オムツの進化を

目指し続ける姿勢が高く評価されました。 

「ムーニーマン エアフィット」は、赤ちゃんの肌に対する満足度を追求するだけでなく、足回
りにフィットする面積をほぼ倍増させることでモレなどの問題を改善し、革新的構造を持つ非

常に知的なデザインの一例として高く評価されました。 

今後も「しめつけを低減」して「モレを防ぐ」という紙オムツの相反する機能の両立を目指す

とともに、安心・信頼して使える商品開発を推進してまいります。 

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 

市場の成熟化が進むなか、ユニ・チャームは、女性のライフスタイルに応じた新価値提案と独自の不

織布技術を活かした高付加価値商品の販売によって、市場の活性化と収益性の改善を図っております。 

誕生から30年を迎える「ソフィ」ブランドでは、生理中の敏感肌にやさしい「ソフィ はだおもい」シ
リーズにおいて、業界で初めて粘度の高い経血でもサラッと吸収できるシートを搭載し、肌へのやさ

しさをさらに追及した商品にリニューアルいたしました。 

また、つけ心地の良さと吸収力の両方を兼ね備えた夜用ナプキン「ソフィ 超熟睡 極上フィットスリ
ム」シリーズでは、特許取得した日本初の形状「しなやかヒップガード」を搭載し、ゴワゴワしない

極上のつけ心地にこだわった夜用ナプキンを実現しました。 

国内においては、有職女性の増加やライフスタイルの変化から活動的な女性が増えており、「肌への
やさしさ」「つけ心地」「吸収力」に対するニーズが拡大しております。ユニ・チャームは、多様化
する女性のライフスタイルや悩みを常にウォッチし、革新的な商品作りを続けてきた結果、フェミニ
ンケア市場全体でシェアを伸ばしております。今後も、成長セグメントに付加価値の高い商品を投入

し、さらなる市場シェアの拡大と収益性の改善を目指してまいります。 
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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50％を越える圧倒的な店頭シェアを有し、排泄介護用品の普及拡大をリードしてきました。近年
は、国内の高齢化の進展に伴い、国内のヘルスケア市場規模がベビーケア市場規模を上回るなど、市場の
拡大が本格化しております。そのようななか、ユニ・チャームは市場以上の売上成長とドミナント化を実

現しており、ヘルスケア事業の成長が国内業績を牽引しております。 

国内は、今後も対象人口の拡大が見込まれていることから、市場拡大に向けた商品ラインアップの充実と

新価値提案による際立った差別化を図り、さらなるドミナント化と成長軌道の確保を目指してまいります。 

 

 

中重度失禁 
 

大人用紙オムツのさらなる普及に向け、小売店に対して商品が選びやすい売り場作りの提案を行うととも

に、商品の正しい使い方の啓蒙活動などを多くの小売業者と協同で実施しております。 

近年は、旅行やショッピングなどアクティブな趣味を持つ高齢者が増え、より「下着らしい」「洋服に響
かない」「薄い」など快適に過ごせる商品が求められる傾向にあります。そのため、「ライフリー」シ

リーズにおいて、パンツタイプの形状を足入れがスムーズに行えるようリニューアルしたほか、2014年
2月には男女別の柄デザインを搭載した、より下着らしいパンツタイプ紙オムツ「ライフリー 下着の感覚 

超うす型パンツ」を限定発売いたしました。 

ユニ・チャームは、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「自立支援」につながる商品機能強化で差別化を図るとともに、「薄型安心」「パンツ + パッド」の
新価値提案によりさらなるドミナント化を目指してまいります。 

 

 

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

軽度失禁・尿ケア市場において、ユニ・チャームは、ライナータイプの「チャームナップ」シリーズとナ

プキンタイプの「ライフリー」シリーズの2ブランドを展開し、市場の成長をリードしております。 

尿ケア専用品は、市場の成長は続いているものの、使用に抵抗を感じて生理用品で代用している方も多い
のが実態です。そのため、店頭やテレビ、インターネットを通じて尿ケア専用品の利点を伝えるなど、尿

ケア専用品の普及を加速してまいります。 

また、2013年からは従来の日常生活動作「ADL（Activities of Daily Living）」の考え方に軽度失禁を含め
た「ADL0（ゼロ）」提案として再定義し、健康寿命延伸に向けた取り組みを一段と深化させております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、世界的に市場の拡大が継続しており、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、所得水準の向上や高齢化の進展によって市場の拡大が見込まれて

おります。 

ユニ・チャームは、国内において、トップシェアの地位をさらに強固にすると同時に、海外展開を加速さ

せ、ペットケア事業のさらなる成長を目指してまいります。 

 

 

 

日本：商品のセグメンテーションを通じて市場を活性化 
 

ユニ・チャームは、消費者ニーズを捉えた商品の開発と市場創造に努め、商品のセグメンテーションを通

じて市場の活性化と販売促進に取り組んでおります。 

ペットフードでは、猫用フード市場において、種別や年齢、嗜好性の多様化や潜在的ニーズに応じた商品

開発に積極的に取り組み、新しいクランチタイプの猫用おやつ「銀のスプーン ハッピークランチ」シ
リーズや、食べやすさとおいしさを実現した「銀のスプーン 三ツ星ジュレ パウチ」シリーズを発売いた
しました。犬用フード市場においては、成長する犬種別フード、低脂肪フードを拡充し、市場の活性化に
取り組んできました。ペット用トイレタリーでは、オス用おしっこオムツの市場を創造し、シェアが拡大
しております。今後も引き続き、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

を活かし、機能面で差別化した商品開発につなげてまいります。 
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北米：Hartz社とのシナジーで事業の拡大を目指す 
 

世界のペットケア市場の約4割を占める米国において、ペットケア用品の8つのカテゴリーでNo.1ブラン
ドとなっているThe Hartz Mountain Corporationを2011年に買収し、事業の拡大を図っております。米国
のペットケア市場規模は世界最大の約300億ドルと推測され、今後も年率4～5％程度の高い成長が期待さ
れております。ユニ・チャームのペットトイレタリー製品とペットフード製品における技術力や商品開発

力と、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と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拡大を目指しております。その一環として、2013年にはユニ･チャーム独自の
技術を導入した新商品トイレシート「ドッグ パッド」を積極展開し、シェアが拡大しております。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ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国：中長期的な事業の拡大を目指す 
 

2010年に参入した中国では、所得水準の高い沿海都市部を中心に、犬猫用のドライフードを展開してお
り、着実にシェアが拡大しております。中国では、今後、日本以上のスピードで高齢化が進み、ペット飼
育数が飛躍的に増加することが見込まれていることから、ベビー用紙オムツや生理用品で構築した販売網

を活用し、展開エリアのさらなる拡大を目指してまいります。 

 

 

Annual Report 2012 (2012年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス5 
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紙オムツや生理用品の需要が同時多発的に拡大するなか、積極的に生産拠点の増強と生産体制の最適化を
進めております。 
現在の最重要市場である中国では、安定的かつ効率的な供給を実現するため、2012年に天津において第4
工場を稼働させたのに続き、2014年に揚州において第5工場の稼働を予定しております。国土の広い中国
において効率的かつ安定的に供給するため、天津工場とともに揚州工場では内陸部へ供給する商品を生産
し、沿海部向けには上海の3工場で生産するなど、役割を分担しております。 
急成長が続くインドネシアでは、需要が拡大している東地区の地方都市および島嶼部への供給を加速する
ため、東地区のスラバヤに第3工場を建設し、2013年より稼働しております。 
今後の飛躍的な成長が期待できるインドでは、インド南部への供給拠点となる第2工場の建設に着手して
おります。 
中長期的には、アジア以外の新興国でもベビー用紙オムツ、生理用品の需要の拡大が見込まれているため、
生産体制の強化を進めるとともに、MENAエリアにおいても、2012年12月にアフリカ初となるエジプト工
場を稼働、2014年春にはブラジルにおいて、ユニ・チャームとしては南米初となるサンパウロ工場での生
産を開始し、ベビーケア事業で南米市場に参入いたしました。 
 

Annual Report 2014 (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おります。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おります。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おります。 

 

 

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おります。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おります。 

 

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おります。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

しております。 

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おります。また、管理職としても多くの女性が活躍して

おります。 

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

ております。 

 

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おります。 

Annual Report 2014 (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浸透しておらず、古くなった衣服などを
利用し、月経時には外出を控えるといった対応をしております。生理用品の存在や生理のメカニズムを知
らない女性が多くいる現状をふまえ、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。生理用品の使用方法を伝え、知っていただくこと
で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おります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他の国での取り組み 
 
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まいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

超高齢社会への挑戦 
 
ユニ・チャームは、1987年に大人用紙オムツ｢ライフリー｣の発売を開始して以来、常に新しい介護習慣を
提案してきました。介護をする側とされる側の負担を軽減し、元気なお年寄りを増やす健康寿命の向上を
通じて社会の発展や産業を振興することがユニ・チャームの使命であると考えております。 
 

Annual Report 2014 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス7 

※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。 
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尊厳ある生活を支える「ライフリーケア」 
ユニ・チャームは、使用する人の運動機能に合わせて商品を選べるよう、軽い尿もれをケアするパッドや
吸水下着も含めた多様な排泄ケア商品を提供し、日本の大人用排泄ケアをリードしてきました。 

なかでも画期的と言われたのが、1995年に発売したライフリーの「リハビリパンツ」です。従来、日本で
は「お年寄りは無理に身体を動かさず、寝かせておいた方が良い」というのが常識でしたが、この紙オム
ツは、自分で上げ下げすることで本人の自立排泄を促す、というコンセプトのパンツで、介護の世界に
“自立支援”という新しい風を吹き込み、今では、ディファクトスタンダードとなっております。 

 
介護ロボット「ヒューマニー」 
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
おります。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」の全国販売を開始いたしました。 
介護において、オムツ交換は心と体の負担の大きい作業です。特に夜間はスタッフが少なく、何よりも、
眠っている利用者さんがおむつ交換によって目を覚ましてしまい、安眠できないという問題がありました。
「眠れない排泄ケア」という深刻な課題を解決するため、ヒューマニーのさらなる浸透を目指してまいり
ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
世界で最も高齢化が進んだ日本で超高齢社会の問題を解決することは、日本以上のスピードで高齢化が進
む中国や韓国をはじめとするアジア各国に貢献することも可能にします。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地域に普及させることを目指しており
ます。 

Annual Report 2014 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス7 
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国内における社会貢献 
 
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
の活動を進めております。 

 

6年目を迎えたピンクリボン活動 
ピンクリボン活動は、乳がんの早期発見・早期診断・早期治療に向け世界的に広がっている啓発活動で、
ユニ・チャームでも日本や中国、台湾で本活動に協力しております。 

日本におけるピンクリボン活動支援も6年目となり、2013年10月に実施された「ピンクリボンスマイル
ウォーク東京大会」に参加しました。また、2013年には「ソフィ ピンクリボンつぶやき募金」を実施、
ソフィのホームページ上でのクリック数に応じて関係団体に募金いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊娠・出産予定のある女性採用の取り組み 
ユニ・チャームは、女性採用の新しい取り組み「Fresh-Mom Recruitment」を、2015年度の新卒採用者か
ら導入しました。ユニ・チャームで働きたいと希望しているにもかかわらず、妊娠・出産予定があるため
に志望を躊躇したり、不安を感じている女性に、最長で30歳になるまで入社資格（内定）を保有できる取
り組みです。従業員の多様性を尊重し、個人の能力が最大限発揮できるチャンスを創出するため、職場環
境の整備に努めております。 

 

 

Annual Report 2014 (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・ガバナンスに関する基本的な考え方 
 
基本的な考え方 
ユニ・チャームグループは、常に社是に基づいた「正しい企業経営」を推進し、経営と執行部門が一体と
なった事業活動を通じて持続的に企業価値の向上と企業の社会的責任を両立させていくことが重要である
という認識のもと、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おります。 

 

経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ 

ガバナンス体制の状況 
 
1. 機関構成・組織運営等に係る事項 

 

 
取締役関係 

 

 

 

 

 

 

 

 
監査役関係 
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組織形態  監査役設置会社  

定款上の取締役の員数 15名  

定款上の取締役の任期  1年  

取締役会の議長  社長  

取締役の人数 11名  

社外取締役の選任状況  選任を検討している  

監査役会の設置の有無  設置している  

定款上の監査役の員数  4名  

監査役の人数  4名  
24
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監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査役は、会計監査人と連携して、本社及び主要な事業所において業務及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、業務及び財産の状況を調査し

ております。また、財務諸表に対する信頼性の向上の為、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状況共有を図りながら、効果的且つ効率的な監査を

実施しております。 

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おります。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、効果的且つ効率的な監査を実施しております。 

 

 

 

 

 

 

 

独立役員関係 
 

 

 

その他独立役員に関する事項 
独立役員は取締役会、事業計画諮問会議及び業務執行会に出席し、経営者との意思疎通を図り、営業の
報告及びリスク管理状況を聴取し、重要な決議事項に対して監督及び助言を実施しております。また、取
締役及び幹部社員と定期的なミーティングを実施し、経営全般の状況と課題について把握すると共に、適

時、改善に向けて助言を行っております。 

 

インセンティブ関係 
 

 

 

 

社外監査役の選任状況  選任している  

社外監査役の人数 2名  

社外監査役のうち独立役員に 
指定されている人数 

1名  

独立役員の人数 1名  

取締役へのインセンティブ付与に 
関する施策の実施状況  

ストックオプション制度の導入  
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該当項目に関する補足説明 

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持っております。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の連動を目的としたストックオプション制度を導入して

おります。 

 

 

 

該当項目に関する補足説明 

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事による「社是の実現」を狙いとし
て実施しております。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、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

しております。 

 

取締役報酬関係 

 

 
該当項目に関する補足説明 

第54期事業年度に取締役へ支払った報酬の内容は、「定款又は株主総会決議に基づく報酬」の支給人員は
11名、支給額は641百万円になっております。 

 

 

 

社外取締役（社外監査役）のサポート体制 
社外監査役と常勤監査役が監査役会、及び必要に応じて随時会合を持ち、監査計画と監査結果のみならず、
経営課題の情報共有を図っております。また、取締役及び幹部社員と定期的なミーティングを実施し、経
営全般の状況と課題について報告を行っております。業務上必要な事項に関しては、担当セクレタリーを

置き、都度、的確に報告、連絡を行っております。 

 
 

ストックオプションの付与対象者 
社内取締役、従業員、子会社の取締
役、子会社の従業員 

（個別の取締役報酬の）開示状況  一部のものだけ個別開示  

報酬の額又はその算定方法の 
決定方針の有無  

なし  
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2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・
ガバナンス体制の概要） 

●当社は、監査役設置会社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、現行は、取締
役11名、執行役員21名（内、取締役兼務者10名）、監査役4名（内、社外監査役2名）の経営体制であ
ります。  

●取締役の任期は、経営の機動性及び柔軟性の向上を図るため、1年としております。  

●当社の業務執行体制は、代表取締役社長執行役員が執行機関の長として業務執行に当り、執行役員は、

毎年、各執行部門の責任者として選任されます。  

●事業計画は、全取締役・全監査役が出席する事業計画諮問会議にて審議の上決定されることで、取締役、
監査役の業務執行に対する監査機能強化を図っております。この決定された事業計画に基づく業務執
行力を強化するために、業務執行会を設置しております。代表取締役社長執行役員を議長とする業務
執行会は毎月開催しており、議長が設定した月次の業務執行上の重要課題について、執行役員と関連
執行部門が全社の経営状況を鑑みて適切、且つ、迅速に課題解決に当っております。尚、業務執行会

には監査役も出席し、執行部門における内部統制の有効性を適宜、検証しております。  

●内部監査部門として経営監査部を設置しております。経営監査部は執行部門に対して内部監査を実施し、
指摘事項とその改善案を記載した内部監査報告書を作成し、代表取締役社長執行役員へ報告するとと
もに、監査役会及び被監査部門に提出され、不備事項が指摘された場合は、改善計画が立案・実行さ

れ、経営監査部がその改善結果を監視する体制をとっております。  

●リスク管理体制につきましては、当社の事業活動にとって重要な課題である「企業倫理確保」について

はコーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ（以下、CSR部）が、「品質保証」「環境対応」
「薬事法令遵守」「商品安全性確保」についてはグローバル品質保証部が、全社統合的な主管部門と
して、顧客満足の最大化と企業競争力の強化を一元化する「正しい企業経営」の浸透を推進しており
ます。また、万が一、社内外に影響を及ぼすクライシスが発生した場合に、迅速且つ的確に事態を把
ンを図ることで、企業の社会的責任を果たし、企業価握して被害拡大を防止するとともに、ステークホ
ルダーに対してタイムリーで適切なコミュニケーショ値を守ることを目的として「危機対応コミュニケ
ーションマニュアル」を制定し、全執行部門に備置するとともに、全社員がハンディ版を常に携帯す

ることで役員及び社員が行動をとる際の指針や守るべきルール、環境を整備しております。  

●当社は、会計監査にあらた監査法人を起用しており、会計監査を通じて業務上の改善につながる提案を
受けております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行役員の間には、特

別の利害関係はありません。 

＜業務を執行した公認会計士の氏名＞ 

山本昌弘、齊藤剛、椎野泰輔 

＜会計監査に係る補助者の構成＞ 

公認会計士 7名、その他 8名 
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●顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合に適宜アドバイスを受けております。  

●取締役及び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、平成19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おります。なお、当社の役員報酬は、会社法施行にともない平成19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あります。  

 
3. 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まいりました。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
高めております。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、当社の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考
えておりますが、さらなる企業価値向上の視点と経営判断の妥当性を強固なものにするため、社外取締役
の選任も検討しております。 

 

 

内部統制システム等に関する事項 

 
1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 
当社は、内部統制システムを以下のとおり整備しております。 

 

1. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 

（1）当社は、1974年に社会と企業がともに発展することを社是「企業の成長発展、社員の幸福、及び社
会的責任の達成を一元化する正しい企業経営の推進に努める」として掲げ経営の指針としております。  

（2）当社は、社員が高い倫理観を持ち法令・定款を遵守する為、1999年に社是を頂点として全社員が共
通して持つべき価値観や、それに基づく行動を明文化した「“信念と誓い”と企業行動原則」－「お客
様への誓い」「株主への誓い」「お取引先への誓い」「社員への誓い」「社会への誓い」と「“我が
五大精神”と社員行動原則」－「創造と革新」「オーナーシップ」「チャレンジャーシップ」「リー
ダーシップ」「フェアプレイ」を発表しております。  

（3）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 
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        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。また
2005年より、1. 行動指針、2. ユニ・チャーム語録、3. SAPS（Schedule－Action－Performance－
Schedule）経営モデル実践マニュアル、4. 情報セキュリティ・ポリシー、5. ソーシャルメディア・
ポリシー、6. クライシスコミュニケーションマニュアルなどを「The unicharm way」として小冊子
にまとめ、全社員が携帯すると共に、朝礼にて唱和することにより、いつでも確認出来るようにして
おります。  

（4）法令遵守に関する問題は知財法務本部、法令違反ではないが社員として適切な行動であるか判断に
迷うような問題に関してはコーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ（以下CSR）部企業倫理室
が担当しております。当社では国内グループ社員がコンプライアンス関連の問題を相談できる窓口と
して、「りんりんDial」を、海外では、中国現地法人及びタイ現地法人で同窓口を設置し運用してお
ります。また、2014年4月には「りんりんDial」に加え、内部通報窓口として「Compliance Hotline」
を併設し、グループでのコンプライアンス経営を推進しております。  

（5）企業倫理室、取締役並びに監査役が法令遵守・倫理上の問題を発見した場合は、すみやかにCSR部
長に報告する体制を構築しており、報告・通報を受けたCSR部長はその内容を調査し、緊急性・重要
性・危険性の高いものに関しては、必要に応じて企業倫理委員会を開催し、再発防止策を協議の上、
問題の解決にあたらせ、全社的に再発防止策を実施しております。  

（6）企業倫理委員会は、事実関係の調査の結果、社員の法令違反等を確認したときは、直ちにその行為
の中止を命令するとともに就業規則等により、処分その他の必要な措置を講じております。  

 

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

（1）情報管理セキュリティ規程に従い、取締役の職務遂行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、
文書等という）に記録し、保存しております。  

（2）情報管理セキュリティ規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとしております。  

 

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
経営に影響を及ぼすリスクは、業務遂行との関係、法令遵守との関係、財務報告との関係など幅広い範囲
が対象となり、トータルに認識・評価した上で対応すべきリスクの優先順位を踏まえ内部統制を整備し運
用していく方針であります。 

 

（1）当社の業務遂行に関するリスクは、取締役会により選任された執行役員がその担当業務のリスク管
理を行います。  

（2）法令遵守に関するリスクは、1．（4）のとおりであります。  

（3）セキュリティに関するリスクは、当社の執行役員より選抜された情報管理セキュリティ統括責任者 
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        により、IT機器の利用及び機密情報の取扱い等について定期的に社員に注意喚起を行い、リスク対応
力の底上げを行っております。なお、情報セキュリティ・ポリシーを頂点として、1. 情報管理セキュ
リティ規程、2. 個人情報保護規程、3. 人事情報管理規程を設け、それぞれ1、2は知財法務本部、3は
グローバル人事総務本部が統括し、リスク管理を行っております。2012年1月には、新たにソーシャ
ルメディア・ポリシーを追加し、ソーシャルメディアの業務上の利用及び私的利用に関するリスクへ

の理解と対応についてグループ全社員に徹底を図っております。  

（4）品質に関するリスクは、会社横断体制として、ISO9001に基づく品質マネジメントシステムを構築
し6つのプロセス（1. マーケティング、2. 製品・開発、3. 設備開発、4. 資材購入、5. 製造、6. 販売計
画・納品）を運用することで全社レベルでの品質保証体制を確立しております。また、「品質マネジ
メント＝品質経営」という考え方から、システム適合性と有効性を確認するため内部監査・外部審査
を実施し、是正・予防処置をとりながら継続的改善につなげております。製品製造を担うユニ・
チャームプロダクツ株式会社では、品質管理の本部機能として品質管理部を設置し、各工場に品質管
理グループを設けて、品質の確かな製品のつくり込みに取組み、また全社マネジメントレビューとし

て、全社横断的な推進組織であるCSR委員会の一部として品質に関わる情報、討議を四半期ごとに開
催し全社一丸となった品質向上活動を展開しております。海外生産工場（中国、韓国、台湾、タイ、

インドネシア、ベトナム、サウジアラビア）においてもISO9001を認証取得しており、グローバルで
一貫した品質向上に取組んでおります。  

（5）環境に関するリスクは、環境保全活動をCSRの優先課題と位置付け、CSR委員会での主要課題とし
てトップダウンによる活動を進めてリスクを管理しております。国内各法人での推進は、ISO14001

とISO9001の統合マネジメントを進める中で、各業務プロセスの一部として、業務の一部としてゲー
ト管理、KPI管理を行い、PDCAサイクルによる改善を図っております。海外主要拠点はISO14001に
基づくEMSを推進し、継続的改善を図っております。ISO14001は国内外の主要な事業所での取得が
完了しました。  

（6）財務報告に関するリスクは、経理財務担当執行役員が、決裁権限規程に基づき重要な会計に係わる
事項を特定し取締役会に諮り、意思決定の上、適時適正開示に努めております。  

（7）クライシスに関するリスクは、クライシスコミュニケーションマニュアルを制定し、1. 品質、2. 環
境、3. 商品表示、4. 労働安全、5. 人権、6. サプライヤー関連、7. トップ関連（拉致誘拐など）、8. 

災害、9. 情報事故の9つのリスクを特定し、クライシスの芽の段階での早期発見に努め、平常時にな
すべき予防策、リスク発見時の報告ルート、報告基準を定め、万が一クライシスが発生した際には、
迅速かつ的確に事態を把握して被害拡大の防止に努めると共に、ステークホルダーに対してタイム

リーで適切なコミュニケーションを図るべく、クライシス対応の組織－リスク責任者、CMT（クライ
シスマネジメントチーム）、CRT（クライシスレスポンドチーム）－を設け人的・物的体制を定めて
おります。  

（8）経営監査部は、これらの各種規程やマニュアルに沿って、関連部門と連携し、当社及びグループ企
業の各部署の日常的なリスク管理状況の監査を実施しております。  
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4. 取締役の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制 

当社は、2004年度よりそれまでの経営手法を集大成し、人間尊重と達成感重視のSAPS経営手法を新たに
スタートさせております。これは、現状分析に精力の50％を費やし、「的」である経営目標を明確に設定
し、問題の真因に迫り、「優先順位の高い課題に時間と行動を集中する」という計画から実行までの仕組
みであります。具体的には、以下のプロセスを用いて、取締役の職務の執行が効率化するようにしており

ます。 

 

（1）毎年第3四半期中に、代表取締役社長執行役員より、グループ大綱方針が示され、取締役会に諮られ
ます。取締役会にて決議されたグループ大綱方針に基づき、各事業部門や機能部門の担当執行役員が、
担当する部門の構成員に対し伝達共有会議を設置し、全社方針を徹底浸透させます。また、これらの

プロセスは、3年に一度発信される中期経営計画に基づいて実行されております。  

（2）毎年第4四半期中には、各事業部門・機能部門が、グループ大綱方針個別戦略をそれぞれの部門にブ
レークダウンし、整合性の取れた部門方針書を作成し、全取締役と全監査役を常任メンバーとする事

業計画諮問会議に諮られます。第2四半期にも下期の事業毎の方針書をグローバルマーケティング本
部と関連部門が作成し事業計画諮問会議に諮ります。以上のプロセスを経て、取締役・社員が共有す

る全社的な中期経営計画と戦略が、各部門・部室戦略の年間目標・半期目標に落とされます。  

（3）企画本部及び経理財務本部は、中期経営計画を具体化するため、半期毎に、事業部門別、企業別の
予算を策定します。設備投資、新事業については、原則として、中期経営計画の目標達成への貢献を

基準に、その優先順位を決定します。  

（4）毎月開催される業務執行会では、事前に代表取締役社長執行役員が、審議内容の重点について指示
をし、担当執行役員がそれに対する対応策を報告します。さらに経理財務本部が事業別と、海外現地
法人を含む全子会社別の、予算と実績との差異とその要因を報告する形式で進められ、海外拠点を含

めたテレビ会議により、情報が確実に伝達される仕組みを構築しております。  

（5）目標未達の要因分析は、その要因を排除・低減する改善策を、現場である「小集団」にまで降ろし、
現場レベルの、「何故」「何故」の繰返しによる改善活動を行っております。  

（6）当社の企業理念である社是や、「グローバル20“Blue Sky 計画”を通じて実現したいビジョン」等の
目標に対して、投資家その他のステークホルダーの理解を得ることで当社の事業が効率的に運営でき
るよう、経理財務本部長を委員長とした決算委員会を設け、決算、株主総会に係わる業務と適時適正
開示を、法令・定款に則り、遅延なく実施されるよう努めるとともに、代表取締役社長執行役員は、

率先して会社の情報開示に務めております。 

31



Annual Report 2014 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス8 

5. 企業集団における業務の適正を確保するための体制 

（1）当社及びグループ各社には、「尽くし続けてこそナンバーワン」「変化価値論」「原因自分論」と
いう創業以来培われた「3つのDNA」を基本思想とし、「社是」「“信念と誓い”と企業行動原則」
「“我が五大精神”と社員行動原則」で編成されるグループ共通の企業理念体系が存在しております。

また、1986年に初版を制定し、2010年に第5版に改訂した「ユニ・チャーム語録」により企業集団と
して一体となったユニ・チャームの企業風土を形成し、遵法意識醸成の土台となっております。  

（2）当社及びグループ各社に共通の決裁権限規程を設け、親会社の承認が必要なもの、グループ会社の
自主性を重んじるものを明確に規定し、企業集団としての意思決定プロセスを明確にしております。  

（3）当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社にグループ各社の内部統制に関する
整備組織として内部統制委員会を設けるとともに、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協

議、情報の共有化、指示、要請の伝達等が効率的に行われる体制を構築しております。  

（4）当社の経営監査部は、当社及びグループ各社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長執行
役員及び監査役に報告しております。  

（5）4．（4）で述べたように、グループ企業毎に数値目標を設定し、企業横断的な事業数値目標ととも
に、法人別数値目標の達成を毎月業務執行会にてレビューし、SAPS経営手法によるPDCNA（Plan-

Do-Check-Next Action）をグループ会社でも浸透させております。  

（6）1．（4）で述べたように、グループ企業内の社員が直接通報できる制度を設けております。  

（7）全社横断的なポータルサイト「i-Navi」による経営者の経営哲学や行動様式の伝達、社員の能力向上
の為の「eラーニング」等で、情報の共有化を図っております。  

 

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

（1）当社の監査役は、常勤監査役2名、社外監査役2名の4名で構成され、監査役会設置会社の体制を整え
ております。  

（2）監査役の補助スタッフとして2007年度より監査役室を設置しております。  

（3）経営監査部は、内部監査報告会及び監査役会との協議により監査役が要望する監査事項について内
部監査を実施し、その結果を監査役会に報告しております。  

 

7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

当該スタッフの独立性を確保するため、任命・異動等人事権に係る事項の決定には、常勤監査役の事前の

同意を得るものとしております。 

32



Annual Report 2014 (2013年3月期) ～戦略と進捗～ プログレス8 

8. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

（1）監査役に報告すべき事項を定める規程を監査役会と協議の上、監査役会規則として制定し、取締役
は次に定める事項を報告することとしております。 

1. 取締役会で決議された事項 

2. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 

3. 毎月の経営状況として重要な事項 

4. 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項 

5. 重大な法令・定款違反 

6. 企業倫理室相談窓口へ通報のあった法令・定款違反・重大な倫理違反 

7. その他品質・環境上重要な事項  

（2）社員は前項2.及び5.に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができるもの
としております。  

（3）監査役が出席している会議 

1. 取締役会 

2. 事業計画諮問会議 

3. 業務執行会 

4. 決算委員会 

5. 内部監査報告会 

6. 内部統制委員会 

7. CSR委員会  

（4）監査役が閲覧する資料や稟議書、報告書 

1. 代表取締役社長執行役員が決裁するもの 

2. 法令遵守に関するもの 

3. リスク管理に関するもの 

4. 内部監査に関するもの 

5. 会計方針の変更・会計基準等の制定（改廃）に関するもの 

6. 重要な訴訟・係争に関するもの 

7. 事故・不正・苦情・トラブルに関するもの 

8. 当局検査・外部監査の結果 

9. 当局等から受けた行政処分等  

 

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役会は、代表取締役社長執行役員と毎月一度、監査法人とは半期に一度定期的に意見交換会を開催す

ることとしております。 

（注）ここで使用している「社員」とは、会社法上の「使用人」のことであります。 
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2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 
当社「“信念と誓い”の企業行動原則」の「社会への誓い」実現のための行動指針として反社会的勢力に対し

ては、いかなる関係も持たず、いかなる要求にも応じない毅然とした態度で臨むことを定めております。 

 

反社会的勢力排除に向けた整備状況 

反社会的勢力排除に向けた取り組みについては、法令および及び企業倫理に則り対応することが重要であ
るとの認識に立ち、当社では上記行動指針をユニ・チャームグループの役員・社員へ周知、徹底していく
とともに、警察等の外部専門機関との連携、反社会的勢力に関する情報の収集・管理に努め、今後継続し

て社員の教育・啓発及びマニュアル整備等を通じてさらなる社内体制の整備、強化を図ってまいります。 

34



35 
 

連結貸借対照表 
  (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

（資産の部）     

 流動資産     

  現金及び預金  74,321  108,901 

  受取手形及び売掛金  60,349  67,687 

  有価証券  11,212  3,013 

  商品及び製品  26,254  27,700 

  原材料及び貯蔵品  17,669  23,007 

  仕掛品  861  920 

  繰延税金資産  13,917  13,264 

  その他  6,227  20,785 

  貸倒引当金  △85  △90 

  流動資産合計  210,728  265,191 

 固定資産     

  有形固定資産     

   建物及び構築物（純額）  44,695  59,503 

   機械装置及び運搬具（純額）  79,177  98,629 

   土地  17,501  18,661 

   建設仮勘定  15,011  20,834 

   その他（純額）  6,743  6,788 

   有形固定資産合計  163,129  204,417 

  無形固定資産     

   のれん  76,686  73,463 

   その他  20,707  22,021 

   無形固定資産合計  97,394  95,485 

  投資その他の資産     

   前払年金費用  5,615  － 

   退職給付に係る資産  －  860 

   投資有価証券  19,664  22,105 

   繰延税金資産  36,616  27,776 

   その他  2,070  4,683 

   貸倒引当金  △164  △99 

   投資その他の資産合計  63,803  55,326 

  固定資産合計  324,326  355,228 

 資産合計  535,055  620,419 
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(単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

（負債の部）     

 流動負債     

  支払手形及び買掛金  53,185  78,433 

  短期借入金  6,228  7,709 

  未払金  37,207  35,532 

  未払法人税等  3,234  5,739 

  賞与引当金  4,335  4,763 

  その他  17,355  16,725 

  流動負債合計  121,547  148,903 

 固定負債     

  転換社債型新株予約権付社債  53,333  － 

  長期借入金  23,000  21,000 

  繰延税金負債  1,576  1,460 

  退職給付引当金  2,925  － 

  退職給付に係る負債  －  4,995 

  その他  3,472  11,907 

  固定負債合計  84,306  39,364 

 負債合計  205,854  188,267 

（純資産の部）     

 株主資本     

  資本金  15,992  15,992 

  資本剰余金  29,782  46,385 

  利益剰余金  275,609  306,974 

  自己株式  △43,030  △21,110 

  株主資本合計  278,354  348,242 

 その他の包括利益累計額     

  その他有価証券評価差額金  7,635  9,058 

  繰延ヘッジ損益  △20  2 

  土地再評価差額金  △157  △157 

  為替換算調整勘定  3,955  21,118 

  退職給付に係る調整累計額  －  △4,128 

  その他の包括利益累計額合計  11,413  25,893 

 新株予約権  677  295 

 少数株主持分  38,755  57,719 

 純資産合計  329,201  432,152 

負債純資産合計  535,055  620,419 
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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24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

売上高  495,771  599,455 

売上原価  268,743  331,807 

売上総利益  227,028  267,647 

販売費及び一般管理費  167,539  200,407 

営業利益  59,488  67,240 

営業外収益     

 受取利息  923  1,325 

 受取配当金  287  339 

 為替差益  7,630  2,129 

 その他  853  850 

 営業外収益合計  9,695  4,644 

営業外費用     

 支払利息  284  358 

 売上割引  3,727  2,909 

 その他  159  703 

 営業外費用合計  4,171  3,971 

経常利益  65,012  67,913 

特別利益     

 固定資産売却益  42  41 

 投資有価証券売却益  －  788 

 持分変動利益  －  4,745 

 その他  3  108 

 特別利益合計  45  5,684 

特別損失     

 固定資産処分損  616  867 

 事業構造改善費用  95  － 

 のれん償却額  －  4,557 

 その他  62  271 

 特別損失合計  774  5,695 

税金等調整前当期純利益  64,283  67,902 

法人税、住民税及び事業税  9,763  13,075 

法人税等調整額  5,608  10,830 

法人税等合計  15,371  23,905 

少数株主損益調整前当期純利益  48,912  43,996 

少数株主利益  5,790  5,780 

当期純利益  43,121  38,216 
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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24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益  48,912  43,996 

その他の包括利益     

 その他有価証券評価差額金  3,455  1,422 

 繰延ヘッジ損益  11  30 

 為替換算調整勘定  19,602  20,142 

 その他の包括利益合計  23,070  21,595 

包括利益  71,982  65,592 

（内訳）      

 親会社株主に係る包括利益  61,897  55,596 

 少数株主に係る包括利益  10,084  9,995 
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連結株主資本等変動計算書 
 

前連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

(単位：百万円) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 15,992 18,802 238,568 △52,925 220,437 

当期変動額      

剰余金の配当   △6,080  △6,080 

当期純利益   43,121  43,121 

自己株式の取得    △11,001 △11,001 

自己株式の処分  10,979  20,897 31,877 

株主資本以外の 
項目の当期変動額
（純額） 

    － 

当期変動額合計 － 10,979 37,041 9,895 57,917 

当期末残高 15,992 29,782 275,609 △43,030 278,354 

 

 

その他の包括利益累計額 

新株予約
権 

少数株主 
持分 

純資産 
合計 

その他 
有価証券
評価差額

金 

繰延 
ヘッジ 
損益 

土地 
再評価 
差額金 

為替換算
調整勘定 

退職給付
に係る 
調整 
累計額 

その他の
包括利益
累計額 
合計 

当期首残高 4,180 △13 △157 △11,372 － △7,362 958 29,174 243,207 

当期変動額          

剰余金の配当         △6,080 

当期純利益         43,121 

自己株式の取得         △11,001 

自己株式の処分         31,877 

株主資本以外の 
項目の当期変動額
（純額） 

3,455 △6 － 15,327 － 18,776 △281 9,581 28,076 

当期変動額合計 3,455 △6 － 15,327 － 18,776 △281 9,581 85,993 

当期末残高 7,635 △20 △157 3,955 － 11,413 677 38,755 329,201 
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当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

(単位：百万円) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 15,992 29,782 275,609 △43,030 278,354 

当期変動額      

剰余金の配当   △6,851  △6,851 

当期純利益   38,216  38,216 

自己株式の取得    △12,002 △12,002 

自己株式の処分  16,603  33,922 50,525 

株主資本以外の 
項目の当期変動額
（純額） 

    － 

当期変動額合計 － 16,603 31,365 21,919 69,888 

当期末残高 15,992 46,385 306,974 △21,110 348,242 

 

 

その他の包括利益累計額 

新株予約
権 

少数株主 
持分 

純資産 
合計 

その他 
有価証券
評価差額

金 

繰延 
ヘッジ 
損益 

土地 
再評価 
差額金 

為替換算
調整勘定 

退職給付
に係る 
調整 
累計額 

その他の
包括利益
累計額 
合計 

当期首残高 7,635 △20 △157 3,955 － 11,413 677 38,755 329,201 

当期変動額          

剰余金の配当         △6,851 

当期純利益         38,216 

自己株式の取得         △12,002 

自己株式の処分         50,525 

株主資本以外の 
項目の当期変動額
（純額） 

1,422 23 － 17,162 △4,128 14,480 △381 18,963 33,062 

当期変動額合計 1,422 23 － 17,162 △4,128 14,480 △381 18,963 102,951 

当期末残高 9,058 2 △157 21,118 △4,128 25,893 295 57,719 432,152 
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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24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 

 至 平成26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  64,283  67,902 

 減価償却費  16,814  22,101 

 のれん償却額  4,239  9,203 

 受取利息及び受取配当金  △1,211  △1,664 

 支払利息  284  358 

 為替差損益（△は益）  △6,117  △1,422 

 有形固定資産除売却損益（△は益）  566  813 

 持分変動損益（△は益）  －  △4,745 

 売上債権の増減額（△は増加）  △4,436  △3,542 

 たな卸資産の増減額（△は増加）  △7,344  △3,017 

 仕入債務の増減額（△は減少）  5,690  21,872 

 その他の流動負債の増減額（△は減少）  3,151  △59 

 その他  2,416  △2,188 

 小計  78,336  105,609 

 利息及び配当金の受取額  1,222  1,635 

 利息の支払額  △322  △347 

 法人税等の還付額  1,393  266 

 法人税等の支払額  △11,871  △13,013 

 保険金の受取額  －  100 

 移転補償金の受取額  －  1,408 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  68,758  95,659 

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  △20,543  △11,182 

 定期預金の払戻による収入  12,360  14,267 

 有価証券の取得による支出  △6,798  － 

 有価証券の売却及び償還による収入  10,198  － 

 有形固定資産の取得による支出  △47,875  △58,738 

 有形固定資産の売却による収入  170  44 

 無形固定資産の取得による支出  △836  △1,187 

 投資有価証券の取得による支出  △11  △168 

 その他  30  △1,255 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △53,304  △58,220 

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）  △2,029  805 

 長期借入金の返済による支出  △12,874  △2,223 

 転換社債の償還による支出  －  △5,630 

 自己株式の取得による支出  △11,001  △12,002 

 配当金の支払額  △6,078  △6,849 

 少数株主への配当金の支払額  △1,078  △1,182 

 少数株主からの払込みによる収入  519  12,384 

 ストックオプションの行使による収入  4,048  2,443 

 その他  △159  △251 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △28,653  △12,505 

現金及び現金同等物に係る換算差額  5,484  4,353 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △7,714  29,286 

現金及び現金同等物の期首残高  75,926  68,211 

現金及び現金同等物の期末残高  68,211  97,498 
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