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Our Vision

ユニ・チャーム株式会社



ユニ・チャームは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
ポートする商品を提供しています。創業以来培った不織布・吸収体の加工・成形技
術を駆使し、あらたな価値を提供してまいりました。一方で、1980年代以降は積極
的にグローバル化を進め、現在では、世界80カ国以上で事業を展開するまでになり
ました。先進国における高齢化問題や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。社是の実現に向け、これからも前
進し続けます。

世界中の全ての人 の々ために 
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｡

Our Vision

1984年 台湾 合弁会社を設立
1987年 タイ 合弁会社を設立 
1993年 サウジアラビア 現地メーカーと技術提携
1993年 オランダ 合弁会社を設立
1994年 韓国 合弁会社を設立
1995年 中国 合弁会社を設立
1997年 インドネシア 合弁会社を設立

1997年 マレーシア 100%子会社を設立
2002年 フィリピン 合弁会社を設立
2005年 サウジアラビア 現地メーカーを子会社化
2007年 ベトナム 100%子会社を設立
2008年 オーストラリア 現地第2位のメーカーを買収
2008年 インド 100%子会社を設立

参入エリア拡大によるグローバル化

ベビーケア
 •ベビー用紙おむつ
 •ウェットティッシュ　など
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その他
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売上高の推移 Click企業理念の詳細はここをクリック

Click海外展開の詳細はここをクリック Click成長の軌跡の詳細はここをクリック

http://www.unicharm.co.jp/company/about/overseas-deployment/index.html
http://www.unicharm.co.jp/ir/financial/growth/index.html
http://www.unicharm.co.jp/company/about/corporate-philosophy/index.html


ユニ・チャームのコーポレートマーク「チャームリング」
丸いリングのなかに2つのシェイプ。
ここには、“ささえる人”と“ささえられる人”の暖かい信頼関係が描かれています。
たとえば、お母さんと赤ちゃん、介護する人と介護される人、飼い主とペット・・・。
お客様をやさしく包み、健やかで快適な生活をサポートする
ユニ・チャームが目指す企業像を表しています。

 目次

 02 連結財務ハイライト
 

 04 社長メッセージ
  社長の高原豪久がユニ・チャー

ムの果たすべき役割と今後の成
長戦略についてご説明します。

 08 ユニ・チャームの
中期経営計画

  新たに策定した中期経営計画の
概要と、10年先を見据えた成長
戦略についてご説明します。

  10 中国市場
  12 日本市場
  14 ペットケア事業
  16 2020年ビジョン
  18 SAPS経営

 20 At a Glance

 22 コーポレート・ガバナンス
／内部統制

 24 役員一覧

 25 株主還元

 26 CSR活動

 27 6年間の要約連結財務データ

 28 マネジメントによる財務分析

 32 連結財務諸表

 37 連結子会社および関連会社

 38 投資家情報／
コーポレート・データ

フェミニンケア
 •生理用ナプキン
 •タンポン
 •ショーツ　など

20%

ペットケア
 •ペットフード
 •ペットシート
 •ペット用紙おむつ　など

13%
ヘルスケア

 •尿とりパッド
 •大人用紙おむつ
 •衛生用マスク　など

23%

クリーン＆フレッシュ
 •ホームケア用品
 •パーソナルケア用品
 •キッチンケア用品　など
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2010年3月期売上高

3,568億円

Click事業分野の詳細はここをクリック

http://www.unicharm.co.jp/company/about/business-field/index.html


連結財務ハイライト
ユニ・チャーム株式会社及び子会社

200820072006 2009 2010

総資産 自己資本比率

3,078

2,688 2,754 2,783
2,504

59.7%60.0% 58.9% 60.2%60.4%

総資産／自己資本比率 （億円）

13.9%

200820072006 2009 2010

9.6% 10.3% 10.4%10.6%

8.0%

5.8% 6.1% 6.2%6.6%

ROE ROA

ROE・ROA （%）

日本
2,207

61.9％

アジア
960
26.9％

ヨーロッパ・中東
401
11.2％

所在地別売上高構成比 （億円）

245

200820072006 2009 2010

151
167 171

153

当期純利益 当期純利益率

6.9%

5.0% 5.0% 4.9%
5.7%

当期純利益／当期純利益率 （億円）

200820072006 2009 2010

44.0 46.0

32.0

18.1%18.9%
17.6%

20.2%

14.0%

1株当たり配当金 配当性向

54.0
70.0

1株当たり配当金・配当性向 （円）

3,568

200820072006 2009 2010

2,704
3,019

3,369 3,479

売上高 （億円）

451

200820072006 2009 2010

299
337 349

285
12.6%

9.9% 10.0% 10.0%10.5%

営業利益 営業利益率

営業利益／営業利益率 （億円）

200820072006 2009 2010

385.69

229.34 232.31
259.39 268.32

1株当たり当期純利益 （円）
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パーソナル
ケア事業

2,993
83.9%

ペットケア事業
468
13.1%

その他  
107
3.0%

事業別売上高構成比 （億円）

Click業績の詳細はここをクリック

http://www.unicharm.co.jp/ir/financial/index.html


  単位：百万円（1株当たり金額を除く） 

 2010 2009 2008

会計年度：
　売上高  ¥356,825 ¥347,850 ¥336,864

　営業利益 45,066 34,884 33,731

　当期純利益  24,464 17,128 16,684

　資本的支出 24,750 14,574 17,370

　減価償却費 16,393 17,101 15,041

　研究開発費 4,558 4,459 4,505

会計年度末：
　総資産  ¥307,773 ¥278,314 ¥275,436

　有形固定資産  95,357 84,248 86,463

　長期借入金 （1年以内返済分を除く）  944 1,306 1,452

　純資産  207,413 185,591 179,171

　自己資本比率  59.7% 60.2% 58.9%

1株当たり：
　当期純利益 ¥385.69  ¥268.32  ¥259.39 

　配当金（当該年度分）  70.00  54.00  46.00 
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2010年3月期の総括

1. 5期連続で過去最高の売上・営業利益を達成、営業利益は450億円をクリア

2. アジア・中東の参入主要各国は、二桁成長を継続、中国事業は
 30%を超える高成長を実現

3. 国内ヘルスケア、ペットケア事業の成長による収益力の回復

4. マスクの予防着用習慣の浸透と新型インフルエンザによる需要急増

5. 原油価格の下落を背景とした原材料価格ダウンによる製造原価の低減

Click業績の詳細はここをクリック

http://www.unicharm.co.jp/ir/financial/index.html


社長メッセージ

持続的な成長を支える 
不織布・吸収体の加工・成形技術を 
核としたポートフォリオ

　2010年3月期の売上高は3,568億円となり8期連

続で過去最高を更新し、営業利益は451億円となり 

5期連続で過去最高を更新しました。国内市場の成熟

化をいち早く察知し、1990年代後半より成長が見込

めるアジアを最重点市場と位置づけて積極的に海外

展開を進めたことが、近年のユニ・チャームの成長を

牽引しています。

　また、ユニ・チャームの本質的な強みは、競争力の

源泉である不織布・吸収体の加工・成形技術を核とし

た5つの事業ポートフォリオにあります。世界的な競

争のなかでユニ・チャームが成長し続けるための鍵は、

ユニ・チャームの主力事業における世界の市場は大きく成長することが見込まれています。
競争力の源泉である不織布・吸収体の加工・成形技術を核に 
さらなるグローバル化を進め、持続的な成長を目指します。

代表取締役
社長執行役員
高原　豪久

 Message 
from the President

04 unicharm  Annual Report 2010

Click海外展開の詳細はここをクリック

http://www.unicharm.co.jp/company/about/overseas-deployment/index.html


「スピード」と「差別化」と考え、競争力の源泉である不

織布・吸収体関連事業に経営資源を集中してきまし

た。不織布・吸収体関連事業に経営資源を集中するこ

とによって、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

投入することを可能とし､日本のみならずアジアを中

心とした主要参入各国でもトップシェアを獲得してお

ります。

　事業分野については、不織布・吸収体の加工・成形

技術の強みを発揮できるベビーケア事業、フェミニン

ケア事業、ヘルスケア事業、クリーン＆フレッシュ事

業、ペットケア事業を有し、赤ちゃんからお年寄り、ペッ

トを含めた幅広い年齢層に対してポートフォリオを保

有しています。また、展開地域についても、アジアを

中心とした成長期にある地域では、積極的に経営資源

を投入して自社生産・販売によって高いリターンを獲

得する一方、北米や欧州など市場規模が大きいものの

成熟化が進む地域では、当社の技術力をライセンスす

ることによって、必要最小限の投資で安定的な収益を

確保しています。

アジアで確固たる地位の確立と 
世界シェアの拡大

　ユニ・チャームは、2013年3月期までに売上高

5,000億円、不織布吸収体ビジネスの世界シェア

8.9%、営業利益率14.1%を達成することを中期目標

として掲げています。市場の動向を見極めながら参入

エリアの拡大と供給拠点の拡充を進め、アジアで確固

たる地位の確立と世界シェアの拡大を目指しています。

　当面の最重要市場と位置づける中国では、これまで

の販売の中心であった沿海都市部に加え、近年は内陸

地方都市部の売上高が伸びています。中国には、まだ

紙おむつが普及していない地域が多く存在しており、

今後も大きな需要の拡大が期待できます。販売エリア

を内陸地方都市部に広げ、さらなる売上成長を目指し

ます。

　今後の需要の拡大を見据えて、供給体制の強化にも

取り組んでいます。2009年12月には中国における

第3工場を稼働し、2010年5月にはインドネシアにお

ける第2工場を稼働しました。また、人口も多く、今後

の紙おむつの普及が見込めるインドでは2009年4月

から販売を開始し、2010年には自社工場を稼働する

予定です。さらに、2010年8月には、ロシア、アメリカ

で自社工場を稼働した他、ポストBRICsとも言われ、

市場成長の著しい中東・アフリカ地域への供給拠点と

位置づけるエジプトにおいて工場の建設を予定してい

ます。

　また、国内と海外の売上高構成比も、近い将来、現

在の6対4から逆転すると考えています。こうした変

化に対応するために、意思決定や組織体制などの経営

プラットフォームもドラスティックに変えていくつもり

であり、その第一歩として、2012年3月期から新しい

体制をスタートさせる考えです。
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Clickセグメント別の業績の詳細はここをクリック

http://www.unicharm.co.jp/ir/financial/segment/index.html
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10年後の市場予測から逆算した 
経営計画の立案

　新興国の所得水準の向上により、紙おむつや生理用

品の使用者層が広がりを見せていますが、今後は、大

人用紙おむつやペットケア製品の使用者層の拡大が見

込まれております。

　なかでもペットケア事業の世界市場規模は、現在の

約6兆円から2020年には約14兆円にまで拡大すると

予測しており、既にアジアのなかでも1人当たりGDP

の高い国で需要が顕在化しつつあります。2010年 

9月にユニ・チャームペットケア株式会社を吸収合併す

ることを決定したのも、10年先を見据えた成長チャン

スが判断の基準になりました。この合併により、ペット

ケア事業をパーソナルケア事業と並ぶ収益の柱へと育

成することが可能となり、当社のポートフォリオがさら

に強化されることになります。

　大きなビジネスチャンスを確実に捉えていくため、

10年先をしっかりと見据えながら、市場ニーズに迅速

かつ柔軟に対応できる開発・生産・販売体制の整備や

人材育成を行っていく考えです。また、経営計画の立

案についても、現状から拡大推計する従来のやり方で

はなく、10年後を予測し、そこから逆算して「次の3年

間で何をすべきか」を導き出す新しい手法で取り組ん

でいます。

「戦略実行力」を支える 
独自の「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、それを支えるのが、ユ

ニ・チャーム独自の「SAPS経営※」です。

※SAPS：Schedule（思考して行動を計画する）→ Action（実行する）
→ Performance（効果を測定し課題を抽出）→ Schedule（反省し
て次週の計画に反映する）

世界市場規模　2020年には現状の2.4倍へ成長

■ ペットフード 4.8% 8.1%

■ ペットケア 5.4% 4.5%

■ ウェットティッシュ（市販用） 11.6% 4.3%

■ アダルトインコンチネンス 7.5% 13.5%

■ フェミニンケア 4.1% 7.3%

■ ベビーケア 4.9% 6.2%

合計 5.3% 7.5%202020081997
（現時点の推定）

30

20

10

0

（兆円）

11.4

2.5
1.3

3.5

3.9

5.3

4.5

1.5
0.8
0.8
1.7
2.6

2.7
0.8

0.2
0.3

1.1
1.5

27.9

11.8

6.7

  年平均成長率（%）

製品カテゴリー 1997-2008  2008-2020

※1ドル90円の為替換算、小売ベース
出所：ユーロモニター；ボストン コンサルティング グループ分析、ユニ・チャーム調べ

+5.3%

+7.5%
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　組織としての最優先課題を決めて、それを実現する

ために各部門、各個人がそれぞれの最優先課題を抽

出し、そこに集中することで会社全体のベクトルを合

わせることができます。それにより、組織としての動

きの俊敏さが高まるだけでなく、ばらつきがなくなり、

組織の運動能力が最大化されると考えています。ま

た、現場の社員一人ひとりが上司の指示を待つのでは

なく、自分で考え、行動することにより、市場環境や

ニーズの変化に迅速に対応することができます。

　SAPS経営のもと、思考と行動を一致させていけ

ば、ユニ・チャームグループは必ずグローバル競争を

勝ち抜くことができると確信しています。

業界一級の利益還元

　当期の配当金は、前期より16円増配の1株当たり

70円とさせていただきました。自己株式については、

2009年12月に総額6,490百万円を取得しました。

　ユニ・チャームは、企業行動原則のなかで「私たち

は、業界一級の利益還元を、実現することを誓いま

す。」と謳っています。株主の皆さまに対する利益還

元を重視するとともに、収益力の向上および財務体

質の強化を図りながら、安定した利益を還元すること

が重要と考えております。今後もキャッシュ・フロー

の創出による企業価値の向上に努め、業績に裏付け

された、安定的かつ継続的な株主還元を堅持してま

いります。

社員一人ひとりが旧弊を打破して 
「新需要創造」と「構造改革」を推進

　私は、2010年のキーワードを「風」としました。グ

ローバル化の進展により業績は好調ですが、私を含め

多くの社員に危機感が薄れることを危惧しています。

グローバル経済が「大いなる不確実性の時代」に突入

した現在において、目まぐるしく変化する情勢をしっか

り見据え、希望を持って自身や組織を変える「風」が必

要だと考えています。この景気転換期をチャンスへと

好転させるためにも、「消費者起点で考え、考えて考

えて考え抜く」、そして【正しく風を読み合い、正しく風

を変え合う】べく、社員一人ひとりが旧弊を打破して「新

需要創造」と「構造改革」を推進してまいります。そし

て、業界総資産の拡大を実現し、より一層お客様に愛

される企業になれるよう尽くし続けてまいる所存です。

2010年9月

代表取締役　社長執行役員　

Click株式情報の詳細はここをクリック

http://www.unicharm.co.jp/ir/stock/index.html#title01


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013

日本 アジア ヨーロッパ・中東

2,122 2,232
2,067

2,401 2,461
2,704

3,019
3,369 3,479 3,568

5,000

ユニ・チャームの中期経営計画

To Realize Our Vision

　ユニ・チャームは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

提供することをビジョンとしています。このビジョンの実現に

向け、2013年3月までの中期経営計画を策定しました。

　ユニ・チャームは、世界のなかでは挑戦者の位置づけにあり

ます。そのため、成長著しいアジアにおいて圧倒的なシェア

を獲得し、世界での存在感を高めることを目指しており、参入

エリアの拡大と供給体制の強化を進めています。新たな中期

経営計画では、需要が飛躍的に拡大するアジア市場、ホーム

マーケットである日本市場、合併によって事業基盤が強化され

たペットケア事業のそれぞれにおいて成長戦略を推進し、世

界No.1シェア獲得の足がかりを築くことを目指しています。

　また、中期経営計画と並行して、10年後の市場予測に基づ

いた長期計画もスタートさせました。長期的な視点から常に

将来を見据え、持続的な成長と社是の実現に邁進します。

成長著しいアジアで確固たる地位を確立し、
世界シェアの拡大を目指します｡

売上高の推移（億円）

内陸地方都市に 
参入エリアを拡大し、
さらなる成長を実現します。
......page 10

成長戦略1̶中国市場
製品革新により、
成熟市場の活性化を図ります｡
......page 12

成長戦略2̶日本市場
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013

日本 アジア ヨーロッパ・中東
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 2010（実績） 2013（目標）

売上高   3,568億円  5,000億円

営業利益率 12.6% 14.1%

不織布吸収体シェア   7.5%   8.9%



台湾
（100%）

タイ
（114%）

中国
（131%）

インドネシア
（135%）

マレーシア
（108%）

シンガポール
（122%）

韓国
（137%）

2006 2007 2008 2009 2010 2011

サウジアラビア
（119%）（年平均成長率）

（予想）

急速に拡大する中国市場
　ユニ・チャームは、1995年に中国市場に参入し、現在

は、生理用品の「ソフィ」と紙おむつの「マミーポコ」を

展開しています。紙おむつの普及率は全国平均で30%

程度。中国の乳幼児人口は4,000万人弱と日本の対象

人口の10倍以上あるため、紙おむつの市場開拓が中

国事業の成長の鍵を握っています。

　所得水準の向上とともに当社の中国市場における売

上高は急速に拡大し、5年平均で30％を超える伸びを

示しており、ユニ・チャームグループにおける中国事業

の重要性はますます高まっています。

内陸地方都市部への販売エリアの拡大が成長の鍵
　ユニ・チャームがこれまで販売の中心としていた沿

海都市部に加え、内陸地方都市部でも急速に市場が立

ち上がってきています。

　こうした旺盛な需要動向に応えるため、販売エリア

を内陸地方都市部へ積極的に拡大するとともに、ディ

ストリビューターのネットワークを構築し、さらなる売

上成長を目指していきます。

中国市場の特性にあわせた製品開発
　ユニ・チャームの現在の販売の中心は、最高の品質

を提供する「プレミアム」セグメントですが、内陸地方都

市部へ販売エリアを拡大するためには、誰もが気軽に

購入できる「エコノミー」セグメントの製品が必要にな

ります。

　「モレない」「ムレない」などの基本機能を高いレ 

ベルで維持しながら、お客様のニーズに合わせた製

品を迅速に投入すると同時に、生産・物流機能は徹底

的に効率化し、エコノミーセグメントでも利益を確保し

ます。

内陸地方都市に参入エリアを拡大し、
さらなる成長を実現します。

成長戦略1̶中国市場

主要各国売上高の推移
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ユニ・チャームの中期経営計画



消費者の生活実態や消費実態を徹底的に“観察”
　ユニ・チャームの創業当初から脈々と受け継がれて

いるDNAの1つに「尽くし続けてこそNo.1」がありま

す。最高の満足をお客様にお届けできるよう、尽くし

続けた結果が利益やシェアにつながるという考え方で

す。商品開発の際も、訪問調査やモニタリングなどを

繰り返し行うことで、消費者の生活実態や消費実態を

徹底的に“観察”し、消費者の潜在意識にある真のニー

ズを追求することを目指しています。こうした「顧客へ

の密着重視」のコンセプトは海外にも移植され、インド

ネシアの「マミーポコパンツ スタンダー」をはじめ多く

の成功例を生み出しています。中国でも、訪問調査や

モニタリング・試作を何度も重ね、現地のニーズを取り

入れたきめ細かな商品改良を行うことにより、高い評

価を得ています。

利益ある成長の実現に向けた3つの施策
　急速に市場が成長する一方で、欧米の大手企業や現

地企業との競争も激化しています。ユニ・チャームが

成長し続けるためには、3つの施策が必要であると考

えています。

　1つ目は、製品ポートフォリオの拡充です。中国で

は、生活水準の向上や高齢化の進展などに伴い、日本

と同様に大人用紙おむつや掃除用品、ペットケア用品

の需要が顕在化してきています。生理用品やベビー用

紙おむつの販売で培ったブランド力や販売網を活用し

て製品の横展開を本格化させていきます。

　2つ目はコスト構造の変革です。中国市場に参入して

から15年が経過しましたが、売上高の飛躍的な増加に

伴い、社内インフラの再構築が必要な時期にきていま

す。業務フローを再構築および統合するシステム開発、

サプライチェーンの最適化による受注から納品までの

リードタイム短縮、工場における生産性の向上による

生産量の拡大とコスト削減にも取り組んでいきます。

　3つ目は企業文化の継承です。2010年3月にグルー

プで世界最大規模となる中国第3工場が竣工し、近年

組織が急拡大してきました。こうしたなか、創業からこ

れまでの成長の原動力となった「ユニ・チャームイズ

ム」を浸透させるため、独自のマネジメントモデル

「SAPS経営※」をさらに浸透させ、現地社員への啓蒙

活動を行っていきます。

※SAPS：Schedule（思考して行動を計画する）→ Action（実行する）
→ Performance（効果を測定し課題を抽出）→ Schedule（反省し
て次週の計画に反映する）

中国ベビーケア都市別市場規模
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ベビーケア事業 ～2ブランドの強みを活かして
市場の健全な発展を促進～
　日本の紙おむつは低価格化が進む一方、消費者の

皆さまの品質重視意識は高まっています。ユニ・

チャームは､「モレない」「ムレない」などの基本機能の

高さに加え、履き心地の良さなどの付加的機能でも最

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、市場の活性化に努めていきます。

●ムーニー

　「ムーニー」ブランドでは、創業以来培った不織布・

吸収体の加工・成形技術を駆使し、パンツタイプ紙お

むつ（形状の革新）をはじめ、超薄型パンツタイプ紙お

むつ（吸収体の革新）、ハイハイ時期専用パンツタイプ

紙おむつ（使用機会の革新）など、数多くの革新的な商

品を開発してきました。2010年6月には、素材そのも

のがしなやかに伸縮する不織布を開発し、“下着のよう

にやわらかい履き心地”という新たな付加価値の創造

（素材の革新）を実現した新製品「ムーニーパンツ 下着

仕立て」を発売しました。この新製品を核にさらなる

売上の拡大を目指します。

●マミーポコ

　近年、子どものおしゃれを楽しむ母親が増え、紙お

むつにもデザイン性を求める声が高まっています。そ

うしたニーズに対応し、2010年4月に10年振りに「マ

ミーポコ」のブランドカラーを “明るい黄色”に刷新し

て育児の楽しさを表現するとともに、「モレない」「ム

レない」といった基本機能の高さをパッケージに表示

することで、商品の訴求力もアップさせました。

製品革新により、
成熟市場の活性化を図ります｡

成長戦略2̶日本市場
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ユニ・チャームの中期経営計画

ユニ・チャームは、赤ちゃんに負担をかけることなくストレス
性を客観的に評価する方法を確立し、日常使用する紙おむつ
の赤ちゃん自身へのストレスの影響について評価しました。
この結果、8～11ヶ月齢の赤ちゃんは、紙おむつのやわらか
い触感やそうでない触感を識別していると考えられ、胴まわ
りによりやわらかい素材を使用することで、紙おむつ装着時
のストレスレベル低減を期待できることが分かりました。こ
の結果を参考にして紙おむつの商品開発に役立てていきた
いと考えています。

赤ちゃんも感じている紙おむつのやわらかさの違い

12.0

8.0

4.0

0.0

-4.0

-8.0 弊社紙おむつ吸収体
+アウター部変更

弊社紙おむつ
（市販品）リラックス

興奮 p<0.05

Click調査の詳細はここをクリック

http://www.unicharm.co.jp/company/news/2010/1188686_1706.html


フェミニンケア事業  
～成長セグメントにおいて新製品を投入～
　フェミニンケア事業では、成長カテゴリーの「肌ケア」

「夜用」セグメントなどを中心とした新製品の発売によっ

て市場を活性化していきます。

　肌ケアセグメントでは、肌触りのよい「不織布」と吸

収力に優れた「メッシュ」の両方の優れた特性を持つ新

しい表面素材「FCLシート」を採用した「ソフィ はだお

もい」のラインアップの充実を図っています。2009年

7月には新サイズ21cmを、2010年3月には夜用

40cmを追加し、新たな需要を喚起しています。

　夜用セグメントでは、新しい「寝返り吸収シート」を採

用し、肌のベタつき感を軽減した「ソフィ 超熟睡ガー

ド」を2009年9月に発売しました。

ヘルスケア事業  
～認知度を向上させ新需要を創造～
　成長セグメントであるヘルスケア事業では、1995年

にパンツ型大人用紙おむつを発売して以来、「ライフ

リー」ブランドを展開し、日常生活動作にあわせたきめ

細かい製品ラインアップを揃えています。また、2009

年11月からは自動採尿システム搭載の介護ロボットの

全国販売を開始しました。これは、介護をする側と受

ける側双方の負担を軽減するだけでなく、紙おむつか

ら出るゴミを従来の10分の1に低減できるものであ

り、排泄ケアの新たな可能性を拓く提案として大きな

注目を集めています。

　また、日常生活動作に合わせた売り場づくりや、適

切な商品の選択を補助する接客方法を提案する「ライ

トカウンセリング」を広く展開し、お客様がお買い求め

やすい売り場づくりを進めております｡

「ムーニーパンツ 下着仕立て」
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「マミーポコ」の新しいパッケージ

ⒸDISNEY
ⒸDISNEY

中期経営計画へ戻る
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「室内飼育化」「小型犬化」「高齢化」「肥満化」が
コンセプト
　国内において、少子高齢化、晩婚化などが進むなか、

「癒し」の対象としてペットに対する関心はますます高

まっています。また、首都圏を中心としたペットを飼育

できるマンションの増加など、ペットの飼育環境も大

幅に整備されてきております。

 ユニ・チャームは、国内ペット飼育の4大潮流である

「室内飼育化」「小型犬化」「高齢化」「肥満化」に経営資

源を集中するとともに、消費者ニーズと飼育トレンドに

あった製品を投入し、トイレタリー製品とペットフード

製品の両方でトップシェアを獲得しています。

 トイレタリー製品では、ユニ・チャームが創業以来

培った不織布・吸収体の加工・成形技術を駆使し、室内

飼育に適した高い吸収力の排泄処理用シートを発売し

ております。

 ペットフード製品では、主力ブランドの犬用「愛犬元

気」、猫用「銀のスプーン」それぞれに7歳以上向け、

10歳以上向け、また、世界で初めて13歳以上向けを

発売しています。加齢とともに変化する犬猫の体質や

食欲にあわせ、栄養バランスやカロリーを調整した年

齢別ラインアップを投入し､市場の成長を牽引してい

ます。さらに､近年は品質を求める傾向が顕著になっ

ていることに対応し、おいしさと栄養バランスを実現し

たプレミアムフードの新製品を投入し、スープ・パウチ

市場の創造と高付加価値化を実現しています。

合併によるシナジー効果でパーソナルケア事業
と並ぶ収益源に育成
　ペットケア関連市場は、国内や欧米の先進国に加え、

新興国での需要の増加が見込まれており、世界的な市

場拡大基調が継続すると見込んでいます。国内におい

ては、家族の一員としてペットを飼育する傾向が強まっ

合併によるシナジー効果を最大限に活かし、
早期にパーソナルケア事業と並ぶ収益源に育成します。

成長戦略3̶ペットケア事業

国内ペット関連総市場規模

ユニ・チャームの中期経営計画

200420032002 2005 2006 2007 2008

12,000

11,000

10,000

9,000

（億円）

（注）2008年度は見込み　出所：矢野経済研究所

ペットフード
2,849億円

周辺市場
6,932億円

用品分野
1,590億円

（年度）
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ており、高齢化や単身世帯の増加とともに、今後も市

場規模は高水準で推移することが見込まれています。

同時に、シェア上位5位の占有度が未だ50%弱である

ことから､今後は競争の激化と市場の寡占化が進むと

想定されます。海外においては、中国を中心としたア

ジア、南米などの新興国においても所得水準の向上に

伴って市場が拡大することが見込まれています。

　このような背景から、国内の事業基盤のさらなる強

化や、市場の成長が見込める海外での事業拡大のため

には、ユニ・チャームとユニ・チャームペットケアが1つ

の組織体として事業に邁進することが最適と判断し、

2010年9月にユニ・チャームペットケア株式会社を吸

収合併することを決定しました。両社のシナジー効果

を最大限に発揮し、早期にペットケア事業をパーソナル

ケア事業と並ぶ収益の柱に育成していきます。

国内 ～圧倒的なNo.1 シェアの獲得を目指す～
　国内においては、昨年来の消費不況・デフレ景気と

いう経済環境下、消費者のペットケア関連製品に対す

る品質・価格への要求は従来にも増して厳しくなって

います。ユニ・チャームとユニ・チャームペットケアが

協働でマーケティング・製品開発を行い、消費者ニー

ズに応えた高付加価値製品のラインアップを強化し、

ペット需要の高まりに応えてまいります。引き続き「室

内飼育化」「小型犬化」「高齢化」「肥満化」に経営資源

を集中し、現在の国内シェアを向上させることを目指

します。

海外 ～ユニ・チャームのインフラを活用して 
中国市場に参入～
　成長過程にある海外市場においては、ユニ・チャー

ムの営業拠点・販路を活用し迅速な海外展開を目指し

ます｡ 特に、市場規模が拡大することが見込まれるア

ジア市場への早期参入が成長の鍵となります。既に、

中国においては、所得水準の高い沿海都市部を中心に

ペットフードの需要が増加しております。これまでに

培った「高品質」のブランドを活かし、差別化された商

品を展開します。

200420031998 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2008

出所：ペットフード協会「ペットフード流通量調査」
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国内ペットフード市場規模

中期経営計画へ戻る



市場規模は2020年には現状の2.4倍へ成長
　ユニ・チャームは不織布・吸収体の加工・成形技術を

活かし、ベビーケア事業、フェミニンケア事業、ヘルス

ケア事業、クリーン＆フレッシュ事業、ペットケア事業

の5つの事業を展開しています。これらの製品を通し

て、赤ちゃんから介護を必要とされるお年寄り、ペット

と暮らす方など、人々の様々なライフステージにかか

わり、清潔で快適な生活環境を提供することがユニ・

チャームの使命です。

　所得水準の向上に伴ってユニ・チャーム製品への需

要は段階的に高まり、1人当たりのGDPが1,000ドル

を突破すると生理用品が、3,000ドルを突破すると紙

おむつが普及・拡大すると言われています。現在、ア

ジア、中東・北アフリカ、東欧、南米などの地域におい

て、紙おむつ、生理用品の市場が急速に拡大しており、

中長期的には、各国の高齢化の進展によって、ペットケ

ア用品、大人用紙おむつの市場も立ち上がってくるこ

とが見込まれています。

　これから成長していく国と成熟を迎える国の両方に

おいて、地域の特性や市場のステージに応じて、タイ

ムリーに製品投入を行うことで持続的な成長が可能に

なります。

アジア
　近年、生理用品、ベビー用紙おむつの需要が急速に

拡大しており、世界のマーケットシェアの30%を占め

る世界最大の市場になりつつあります。また、中間所

得者層の増加に伴い、今後も需要が拡大することが見

込まれています。

　現在、中国を最重点市場と位置づけて、参入エリア

の拡大を進めています。大幅な需要の増加に対応する

ため、2009年12月にはユニ・チャームグループにお

いて最大規模となる中国第3工場を稼働させました。

また、中長期的には、ペットケア製品や大人用紙おむ

全世界で顕在化する旺盛な製品需要を 
取り込み、持続的な成長を目指します｡

成長戦略4̶2020年ビジョン

経済の発展に伴って拡大するユニ・チャーム製品のニーズ
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ユニ・チャームの中期経営計画

1人当たり
GDPの成長

製品ニーズの拡大

生理用品

ベビー用紙おむつ

ペットケア用品、
大人用排泄ケア製品

3,000
ドル

1,000
ドル



つの需要も増加することが見込まれています。

　今後も参入エリアの拡大をさらに加速し、アジアで

圧倒的なナンバーワンを目指します。

中東・アフリカ
　ポストBRICsとも言われ、成長著しい中東・北アフリ

カ地域では、フェミニンケア、ベビーケア製品の需要

の増加が見込まれています。1人当たりのGDPも高

く、エリア全体の人口は3億人を超えており、毎年700

万人以上の赤ちゃんが生まれている、非常に有望な地

域です。現在はサウジアラビア工場から事業を展開す

る18カ国に輸出していますが、将来のアフリカ全土を

含めた需要の増加を見据え、2012年竣工予定でエジ

プトに新工場を建設することを決定しました。

ロシア・東欧
　ロシアを中心にベビーケア関連市場が大きく成長し

ております。以前より欧州法人から輸入販売を実施し

てきましたが､販売が拡大しており､市場の将来性も

あるため､現地に工場を設立して供給量の拡大とコス

トダウンを進めています。中長期的には、ペットケア関

連製品、大人用紙おむつの増加も見込まれています。

北米・西欧
　市場規模が大きい一方で成熟化が進む北米、欧州で

は、不織布・吸収体技術のライセンスビジネスを行って

います。今後は北米において、大人用紙おむつの需要

の増加が見込まれていることから、現地に新工場を建

設し、需要の拡大に応えてまいります。

アフリカ インド アジア 中国 MENA ロシア圏 東欧 中・南米 オセアニア 西欧 北米 日本
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0.1

0.3

0.4

0.1

0.6

ベビーケア  2.7兆円 フェミニンケア  1.7兆円 アダルトインコンチネンス  2.5兆円 ペットフード  6.9兆円

出所 ： ユーロモニター； ボストン コンサルティング グループ分析、ユニ・チャーム調べ

※2020年の市場予測から、2008年に顕在化している市場規模を控除して計算しています。

2020年までに新たに顕在化する市場規模 
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中期経営計画へ戻る
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組織の運動能力を高めることが成功への鍵
　ユニ・チャームでは、企業間格差は個人の能力格差

ではなく、組織の運動能力格差によって表れると考え

ています。なぜなら、異なる経験や知恵を持つ人が集

まって知恵を出しあえば、一人の知恵の何倍もの力を

発揮できると考えているからです。全社員が結集して

一丸となり、一人ひとりの力の足し算以上の無限の力

を発揮することが、ユニ・チャームの目指す組織の姿

です。

組織の最優先課題に全社員の時間と行動を集中
　全社員が目標を共有し、同じ目標に向かって行動す

る組織を構築するため、独自の経営管理手法である

「SAPS経営」を2003年より導入しています。SAPS

経営は、「タイムベース競争戦略※」をコンセプトとして

おり、最短の時間で最大の成果を実現するため、組織

の最優先課題を定め、そこに全社員の時間と行動を集

中しています。組織の最優先課題を軸に、各部門、各

個人それぞれの課題の優先順位を明確にし、無駄な行

動を日々の活動から排除しています。

※タイムベース競争戦略：競合他社よりも迅速に顧客に価値を届ける
ことができる企業が、業界他社よりも速い成長を達成し、高い収益
率を確保できるという考え方

現状分析に精力の50%を費やし進むべき方向
を導出
　誤った現状認識の上に立てられた戦略は、組織を

誤った方向に導くことになります。思考と行動のベク

トルを正しい方向に一致させるため、現状分析に精力

の50%を費やします。現場の社員一人ひとりが徹底

的に考え、行動することにより、市場環境や生活者の

ニーズの変化と課題を正確に掴み、迅速に対応するこ

とが可能になります。

週ごとの進捗管理で課題を確実に解決
　SAPS経営では、PLAN、DO、CHECKを週ごとに

実施しています。中期の計画を達成するための戦略を

半期、月次、週次にブレイクダウンし、「行動予定を立

て、実行し、結果を分析し、反省点を各部門で共有して

次週の計画に活かす」というサイクルを週単位で回し

ています。

　全社員が1週間の反省を行い、「何ができなかった

か」「なぜできなかったか」を明確にし、その課題をど

のように解決するかを考え、次週の行動計画を立てま

す。また、週次会議において先週の反省点と今週の計

画、日次スケジュールを公開し、上司や同僚がアドバイ

スを与えます。情報を共有することでコミュニケーショ

ンが活発化し、課題解決に向けたアイデアを議論する

ことが可能になります。また、進捗状況と行動計画を

週単位で確認しているため、目標と現状にギャップが

あれば、すぐに軌道修正を図ることができます。

「戦略実行力」を支える独自の「SAPS経営」を
さらに進化させていきます。

成長戦略5̶SAPS経営

ユニ・チャームの中期経営計画
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全社員を戦力化するための能力開発
　SAPS経営では、売上などの数値管理の代わりに、

行動目標によるマネジメントを行っています。例えば、

「1週間に○件のお客様を訪問する」という行動目標を

立てます。結果は強制して出るものではありません

が、行動は強制することが可能で、当人のスキルや能

力に関係なく、意志さえあれば誰でもできます。行動

目標を愚直に続ければ個人の能力も上がり、結果とし

て、組織の運動能力も高まります｡

　また、自らが定めた行動目標を完遂することで、だ

れもが達成感を味わうことができます。

SAPS経営のさらなる進化で永続的な成長を
 事業活動のグローバル化とあわせて、SAPS経営

を海外の現地法人にも導入しています。さらに、社是

や行動指針を体系化した「The unicharm way」を現

地の言語に翻訳し、グローバルレベルで価値観の共有

と浸透を図っています。

　2011年の創業50周年を通過点として100年企業、

200年企業となるため、SAPS経営のさらなる進化を

図るとともに、SAPS経営を通してユニ・チャームの

DNAを次世代に継承してまいります。

SAPS経営とは？

優先順位や付加価値の高い課題に時間と行動を集中

全社のベクトルが一致した
機動力のある
強い組織を構築

S
Schedule

A
Action

P
Performance

S
Schedule

「思考」と「行動」のスケジュールを立てる

計画通りに実行する

効果を測定し、反省点・改善点を抽出する

今週の反省を活かして次週の計画を立てる

中期経営計画へ戻る



当期の概況
●国内では以下の通り、製品の差別化に取り組み、販売促進
を図りました。

  • ウエスト全体のフィット性を高めた『ムーニー おっき仕立
て』M･Lサイズを改良新発売

  • 『マミーポコ』『マミーポコパンツ』では人気投票で第1位
に選ばれた「チップ＆デール」をパッケージおよび製品の
デザインに採用

●海外では、中国で参入都市を拡大した他、インドネシア、中
東・北アフリカ地域、韓国、台湾においても売上高の拡大お
よび収益力の強化を図りました。

今後の戦略
●国内では以下の通り、売上高の拡大を図ります。
  • 赤ちゃんのデリケートなお肌をゴムで締め付けないやわ

らかなはき心地、新素材「ソフトレッチ®」を搭載した
『ムーニーパンツ』を発売

  •『マミーポコ』ブランドでは約10年ぶりにブランドカラー
を刷新

●海外では、『Mamy Poko』ブランドの販売促進と供給能力
を拡大し、ブランドの強化と市場拡大を牽引します。

当期の概況
●国内では以下の通り、高付加価値カテゴリーの売上高の拡
大と収益力の強化を図りました。

  • 敏感肌にやさしい『ソフィ はだおもい』シリーズに新サイ
ズを投入するとともに、既存製品を改良

  • 横モレ防止機能付き夜用ナプキン『ソフィ 超熟睡ガード』
を改良新発売

  • 『センターイン コンパクト』の吸収力強化とパッケージ変
更を実施

●海外では以下の通り、売上高の拡大と収益力の強化を図り
ました。
 • 中国で生理用ナプキンのラインアップを充実するととも
に販売エリアを拡大

 • アジア参入各国で夜用タイプ、スリムタイプなど高付加
価値ナプキンの販売を強化

今後の戦略
●敏感肌にやさしい『ソフィ はだおもい』シリーズに安心の長
さである夜用40cmを追加しラインアップを充実させ、新た
な需要を喚起します。
●国内トップメーカーとして製品力のさらなる向上と品揃え
の充実を図り、市場活性化をリードします。

パーソナルケア事業

ベビーケア事業 フェミニンケア事業

At a Glance

パーソナル
ケア事業

2,993
83.9%

ペットケア事業
468
13.1%

その他事業  
107
3.0%

連結売上高
3,568

売上高構成比
（億円）

2,993

200820072006 2009 2010

2,289
2,569

2,853 2,917
355

200820072006 2009 2010

239 247
276 275

売上高構成比 （億円）売上高 （億円）

パーソナルケア事業

その他
822
27.5%

フェミニンケア
716
23.9%

ベビーケア
1,455

48.6%

売上高
2,993
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ⒸDISNEY

ⒸDISNEY

Clickセグメント別の業績の詳細はここをクリック

Click事業分野の詳細はここをクリック

http://www.unicharm.co.jp/ir/financial/segment/index.html
http://www.unicharm.co.jp/company/about/business-field/index.html


ペットケア事業

当期の概況
●以下の通り、国内のペット飼育の4大潮流である「室内飼育
化」「小型犬化」「高齢化」「肥満化」に伴う製品ライン拡充と
販売促進を行ってまいりました。

  • ペットフード部門では、子犬・子猫の成長とからだ作りに
最適な栄養バランスを持つフードや、犬・猫の長寿化の
進展により、“13歳以上用”という新しい年齢セグメント
を創造した製品を販売

  • ペットトイレタリー部門では、『デオシート』等、犬の排泄
処理用シートを「モレ」「足濡れ」「消臭」といったペット
シートの3大ニーズに、より高い水準で対応するべくリ
ニューアルにより製品を強化

今後の戦略
●消費者ニーズに応えた高付加価値タイプの製品ラインアッ
プを強化するとともに、積極的なマーケティング活動を実
施し、ペット需要の高まりに応えてまいります。

2,993

200820072006 2009 2010

2,289
2,569

2,853 2,917
355

200820072006 2009 2010

239 247
276 275

営業利益 （億円）

468

200820072006 2009 2010

304
341

402
446 85

200820072006 2009 2010

34 40
51

66

営業利益 （億円）売上高 （億円）

ペットケア事業

当期の概況
●360度×2本でたっぷり汚
れが吸着できるシートク
リーナー『ウェーブ ふわミ
ミ吸着ハンディ』をライン
アップに追加し、売上拡大
を図りました。

クリーン＆フレッシュ事業

ヘルスケア事業
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当期の概況
●以下の通り、新たな需要に応えて市場を拡大してまいりま
した。

  • 大人用テープタイプの排泄ケア用品『ライフリー 横モレ
あんしんテープ止め』に新たにＳサイズとＬＬサイズを発
売し、サイズラインアップを充実

  • 軽い尿モレに対応した軽失禁パッド『ライフリー さわやか
パッド』シリーズに、前後をより薄くして普段の生活でも
快適な『ライフリー さわやかパッドスリム』を新しくライ
ンアップに追加

  • 消臭ポリマーを配合した『チャームナップ』を改良新発売
  • 消費者の予防意識の高まりに応えた『ユニ・チャーム 超

立体マスク』のプロモーションを強化

今後の戦略
●軽度失禁タイプ『ライフリー さわやかパッド』に消臭機能を
加え、製品力を強化するとともに店頭やテレビCFによる
マーケティングサポートを実施してまいります。
●介護用紙おむつ『ライフリー』ブランドの製品力を強化し、
市場をリードしてまいります。

Clickセグメント別の業績の詳細はここをクリック

Click事業分野の詳細はここをクリック

http://www.unicharm.co.jp/ir/financial/segment/index.html
http://www.unicharm.co.jp/company/about/business-field/index.html


コーポレート・ガバナンス／内部統制

基本的な考え方

　ユニ・チャームグループは、「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」ことを社是として掲げていま

す。株主・投資家、お客様、地域社会、お取引先様、社

員等の期待に応えるため、常に新しい価値創造に努め

No.1の価値をもたらすことを目指した企業経営を推

進しております。コーポレート・ガバナンスと企業の社

会的責任に対するステークホルダーの目はますます厳

しくなっていますが、ユニ・チャームグループは常に社

是を基にした「正しい企業経営」を推進しています。経

営と執行部門が一体となった事業活動を通じ、持続的

に企業価値の向上と企業の社会的責任の遂行を両立

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なかで執行役員制度を

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。

取締役会の構成・運営

　当社の取締役会は現在、ファウンダーを議長に9名

で構成されております。定例の取締役会は月1回開催

されており、また必要がある場合は、適宜臨時取締役

会を開催しています（当期は合計で16回開催）。

　当社グループの強みである現場重視の経営と戦略

遂行のスピード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あたる

ことが最適であると判断しており、社外取締役を選任

しておりません。

　また、業務執行力の強化・迅速化を目的として1999

年より執行役員制度を導入し、取締役会による経営の

意思決定および監督機能と、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。2010年9月現在、

執行役員17名（うち取締役兼務者7名）、執行役員待

遇4名を選任しております。

　さらに、監査役4名中半数の2名を社外監査役とす

ることで、取締役に対する監視機能を高め、企業行動

の健全性や透明性を一層高めています。

監査役・監査体制

　当社は、監査役設置会社として、社外監査役2名を

含む4名の監査役からなる監査役会を設置していま

す。監査役会で定めた方針やスケジュール、分担に基

づき監査役監査を実施するとともに、経営の意思決定

にかかわる主要な会議には常任メンバーとして出席し、

コーポレート・ガバナンスの一翼を担っています。社外

監査役2名は、それぞれ実業界での豊富な知識や経験

をもとに幅広い見識を有している方々で、客観的な立

場から監査役の任にあたっています。また、内部監査

に関しては、人員を増強しながら、執行部門における

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。

　当社は会計監査人としてあらた監査法人を選任して

おり、同監査法人が独立の立場から会計監査を実施し

ています。監査役および監査役会は、定期的かつ必要

に応じて会計監査人と協議・意見交換を行い、会計監

査の充実を図っています。なお、当社の会計監査業務

を執行した公認会計士は、友田和彦氏、小澤元秀氏、

齊藤剛氏です。

内部統制システムの整備状況

　当社は、確固たる内部統制システムの構築・運営が

コーポレート・ガバナンスの実効性を高め、ひいては企

業の信頼性と業務の効率性を高めると認識し、その体

制整備を着実に進めています。

　内部統制システムについては、法令等の要件を踏ま

え、2006年4月に、「内部統制整備プロジェクト」を立

上げ、全社的なレベルおよび業務プロセスレベルにお

ける内部統制整備を行ってきました。その後の活動は
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以下の通りです。

（1） 全社的内部統制評価を、ユニ・チャーム（株）、ユ

ニ・チャームペットケア（株）、ユニ・チャームプロ

ダクツ（株）、コスモテック（株）、ユニ・チャーム国

光ノンウーヴン（株）（旧国光製紙（株）・旧ユニ・

チャームマテリアル（株））、および中国、韓国、タ

イ、台湾、インドネシア、サウジアラビアの海外現

地法人について実施し、統制環境からその整備を

実施しました。取締役会の意思決定プロセスの透

明化、決算・財務報告プロセス、法人のガバナンス

の整備を行いました。

（2） 業務プロセスにかかわる内部統制は、財務報告に

かかわる虚偽記載につながるリスクに着眼して、売

上計上から始まる15の業務プロセスを設定し、そ

れぞれのプロセスに責任者を指名し、手続きを文

書化するとともに、リスクマネジメント体制を整備

しました。また、設計上の有効性を検証した上で、

監査法人による模擬監査を受けることで内部統制

上の不備を識別し、その是正に取り組んでいます。

（3） 反社会的勢力排除に向けた体制の整備に際して

は、法令およ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、企業行動指針の役員・

社員への徹底を図りました。

　コンプライアンス体制については、国内外の法令遵

守はもとより企業理念・企業倫理に基づいた正しい企

業経営の推進が重要であるとの認識のもと、コンプラ

イアンスの徹底に取り組んでいます。2005年には、

行動指針を体系化した「The unicharm way」を制定

し、全役員、全社員が常に携行することを義務づけ、グ

ループを挙げてその実践に取り組んでいます。また

「企業倫理委員会」を設置し、企業倫理、コンプライア

ンスおよびリスク管理に関する重要課題への対応を

行っている他、社員相談窓口として「りんりんダイヤ

ル」を設け、リスクの早期発見に努めています。

報告

報告
出席

出席

取締役会
取締役 ファウンダー
代表取締役 社長執行役員
取締役7名

監査役会
社内監査役2名
社外監査役2名

事業計画
諮問会議

監査

報告

法令遵守･倫理強化
報告

調査
監査
監査

出席 執行役員･執行役員待遇

報告指揮･監督

社長執行役員

事業部門
機能部門 開発部門

監査役（会）
子会社・関係会社

株主総会

監査

監視

監督
報告

CSR委員会
企業倫理委員会

報告
業務執行会

C
S
R
部

会
計
監
査
人

経
営
監
査
部

行動指針　（“我が五大精神”と社員行動原則、“信念と誓い”と企業行動原則）

監査役室
補佐

（2011年2月10日現在）

内部統制の体制
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Clickコーポレート・ガバナンスの詳細はここをクリック

http://www.unicharm.co.jp/company/about/corporate-governance/index.html


役員一覧
2011年4月1日現在
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取締役

取締役
専務執行役員
安藤　吉良

取締役
常務執行役員
髙井　正勝

取締役

岡部　高明

取締役
専務執行役員
中野　健之亮

取締役
専務執行役員
石川　英二

取締役
専務執行役員
森　信次

取締役
ファウンダー
高原　慶一朗

代表取締役 
社長執行役員
高原　豪久

取締役
副社長執行役員
二神　軍平

常勤監査役

丸山　茂樹
井川　和衡

監査役

平田　雅彦*
藤本　公亮*

執行役員

社長執行役員 高原　豪久
副社長執行役員 二神　軍平
専務執行役員 中野健之亮
専務執行役員 石川　英二
専務執行役員 森　　信次
専務執行役員 安藤　吉良
常務執行役員 髙井　正勝
常務執行役員 伊賀上隆光
常務執行役員 宮林　吉広
常務執行役員 坂口　克彦
常務執行役員 髙橋　紳哉

常務執行役員 森山　重雄
常務執行役員 児玉　博充
執  行  役  員 髙久　堅二
執  行  役  員 木村　幸広
執行役員待遇 野村　祝雄
執行役員待遇 山本　英俊
執  行  役  員 岩田　　淳
執行役員待遇 髙橋　正明
執  行  役  員 秋田　　泰
執  行  役  員 松岡　逸海

*会社法第2条第16号に定める社外監査役
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株式還元

株主還元に関する基本方針

　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、そのためにキャッ

シュ・フローの創出による企業価値の増大に努めてお

ります。また、収益力向上のため企業体質の強化およ

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。

　株主還元に関しては、当期純利益の50％を配当お

よび自己株式の取得により、株主の皆さまに還元する

方針のもと、2009年12月1日から2009年12月22日

までの期間に「東京証券取引所における市場買付（信

託方式）」により722千株（取得価額の総額6,490百万

円）の自己株式を取得いたしました。

　当期の年間の配当金は、前期より16円増配の1株当

たり70円とさせていただきました。

　また、投資家の皆さまに、より投資しやすい環境を

整えるため、2010年9月30日最終の株主名簿に記載

または記録された株主の所有普通株式1株につき、 

3株の割合をもって分割します。これは、当社株式の

流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的とす

るものです。

配当金 

利益還元 

株価 
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Click株式情報の詳細はここをクリック

http://www.unicharm.co.jp/ir/stock/index.html#title01


CSR活動
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CSR（企業の社会的責任）推進

　ユニ・チャームでは、第一級の商品とサービスを創

造し、日本および海外市場に広く提供することによっ

て、人類の豊かな生活の実現に寄与し、持続可能な発

展を追求するため、社員一人ひとりが考え、具現化し

ていくことをCSR推進の基本においています。

　文化や環境の違いはあっても、全世界のユニ・

チャームグループの社員一人ひとりが、ステークホル

ダーの皆さまを思い、責任を果たし、信頼される企業

として成長できるよう取り組んでまいります。

グローバルなCSR取り組みの展開

　グローバルな事業展開により世界シェアを拡大して

いくためには、海外社員へのCSR浸透が不可欠です。

2003年より、国内において品質・環境・企業倫理など

を、社内へ浸透させるべくはじめたユニ・チャームの

CSR活動は、現在、国内だけでなく、海外にも活動を

広げています。特に、海外ではこれまであまり意識さ

れてこなかった「本業＝CSR」という認識をより深める

取り組みを行っています。

　昨年は、中国の工場において、ユニ・チャームの安

心や安全に関する技術や想いを伝えるため、CSR調

達についての説明会を海外工場として初めて行いまし

た。今後は、日本からCSRの考え方を伝えるだけでな

く、現地と協力しながら、その国にとって理解しやすい

内容にする「CSRの現地化」を、中国のみならず、タ

イやインドネシアにも広げていきます。

　そして、日本のCSRの成功事例と海外のCSR活動

を相互作用的に進め、よりユニ・チャームの活動をオー

プンにしながら、ステークホルダーの皆さまとのコミュ

ニケーションを通じてCSRの改善を推進していきた

いと考えています。

詳しい内容については、「CSR・環境」Webサイトをご参照ください。

http://www.unicharm.co.jp/csr-eco/index.html

社是の実現

2004年3月期～
2005年3月期

CSR部を設立

品質・環境・倫理を
軸に取り組みを開始

2006年3月期

CSR委員会
設置

CSR推進項目の拡大

2007年3月期～
2008年3月期

グローバル展開への
基盤づくり

・ グローバルコンパクトへの参加
・ 上海ユニ・チャームに
 CSR室設置、CSR勉強会
 実施

2009年3月期～

グローバルへの展開

・ 海外現地法人へのCSR推進
・ 品質保証・環境推進、
 企業倫理の徹底
・ ユニ・チャームタイランドに
 ISO／CSR部設置
・ CSR調達開始

国内浸透 海外展開

“持続可能な発展”の追求

CSR報告書2010
Click

http://www.unicharm.co.jp/csr-eco/index.html
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6年間の要約連結財務データ
ユニ・チャーム株式会社及び子会社

   単位：百万円（1株当たり金額を除く） 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010
会計年度：
　売上高  ¥246,051 ¥270,380 ¥301,880 ¥336,864 ¥347,850 ¥356,825
　海外売上高比率 24.1% 26.7% 32.4% 36.9% 37.1% 38.5%
　売上原価  137,341 153,264 173,239 196,130 206,209 193,012
　販売費及び一般管理費 81,424 88,585 98,711 107,003 106,757 118,747
　営業利益 27,285 28,531 29,930 33,731 34,884 45,066
　当期純利益  16,382 15,288 15,059 16,684 17,128 24,464
　1株当たり当期純利益（円） 244.25  229.34  232.31  259.39  268.32  385.69
　1株当たり年間配当金（円）  30.00  32.00  44.00  46.00  54.00  70.00
　連結配当性向 11.8% 14.0% 18.9% 17.6% 20.2% 18.1%

　営業活動によるキャッシュ・フロー 20,607 36,889 28,358 45,309 21,978 55,032
　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 8,437 △ 20,251 △ 20,329 △ 10,091 △ 44,316 △ 22,239
　フリー・キャッシュ・フロー 12,170 16,638 8,029 35,218 △ 22,338 32,793
      　
　設備投資額 13,737 13,609 21,307 17,370 14,574 24,750
　減価償却費 12,330 13,063 13,431 15,041 17,101 16,393
　研究開発費 3,747 4,018 4,332 4,505 4,459 4,558

会計年度末： 
　総資産  ¥215,365 ¥250,355 ¥268,763 ¥275,436 ¥278,314 ¥307,773
　有形固定資産  72,799 77,111 86,725 86,463 84,248 95,357
　長期借入金 （1年以内返済分を除く）  345 677 1,739 1,452 1,306 944
　純資産  137,697 151,183 177,049 179,171 185,591 207,413
　自己資本比率  63.9% 60.4% 60.0% 58.9% 60.2% 59.7%

　従業員数 5,234 6,030 6,265 6,461 6,904 7,108

経営指標：
　営業利益率  11.1% 10.6% 9.9% 10.0% 10.0% 12.6%
　当期利益率  6.7% 5.7% 5.0% 5.0% 4.9% 6.9%
　売上総利益率  44.2% 43.3% 42.6% 41.8% 40.7% 45.9%
　売上高販管費率 33.1% 32.8% 32.7% 31.8% 30.7% 33.3%
　ROE 12.5% 10.6% 9.6% 10.3% 10.4% 13.9%
　ROA   7.7% 6.6% 5.8% 6.1% 6.2% 8.0%

株価：
　高値（円） ¥5,950 ¥6,110 ¥7,670 ¥7,960 ¥8,630 ¥9,220
　安値（円） 4,530 4,000 5,800 6,240 5,740 5,750

Click業績の詳細はここをクリック

http://www.unicharm.co.jp/ir/financial/index.html


マネジメントによる財務分析

連結範囲の状況

　ユニ・チャームグループは、ユニ・チャーム株式会社
および連結子会社29社と関連会社2社で構成され、ベ
ビーケア関連製品、フェミニンケア関連製品、ペットケ
ア事業等の製造・販売を主な内容として事業活動を行っ
ています。

経営成績

売上の状況
　2010年3月期の連結売上高は、前期の3,479億円
から2.6％増加し3,568億円と過去最高となる売上高
を達成しました。所在地別では、日本国内における売
上高は、前期に比べ18億円、0.8％減少の2,207億円、
連結売上高に占める割合は61.8％となりました。
　国内では、パーソナルケアおよびペットケアの両事
業においてブランド強化と新需要創造型製品を発売し、
収益基盤の強化と市場創造に取り組みました。その結
果、成長分野であるヘルスケア事業、ペットケア事業
は、順調に売上高を伸長しました。
　中核事業であるベビーケア事業では、新開発「の 

び～るフィット」でウエスト全体のフィット性を高めた
『ムーニー おっき仕立て』M･Lサイズを改良新発売し、
製品の差別化に取り組みました。フェミニンケア事業
では、敏感肌にやさしい『ソフィ はだおもい』シリーズ
に新サイズを投入するとともに、既存商品を改良し売
上の拡大を図りました。

　アジアにおける売上高は、為替換算の影響を受けな
がらも、前期に比べ20.1％増加の960億円、連結売上
高に占める割合は3.9ポイント増加の26.9％となり、ア
ジアの参入各国において、フェミニンケア事業、ベビー
ケア事業ともにシェアを拡大しました。その他の地域
では、主にヨーロッパにおける大人用失禁製品および
ベビー用紙おむつの売上高を伸ばしました。また、中
東地域におけるベビー用紙おむつの売上高が順調に
拡大しました。以上の結果、全ての海外法人で増収と
なり、海外売上高は、前期に比べ85億円増の1,375億
円となり、連結売上高に占める割合は38.5％となりま
した。

売上原価、販売費及び一般管理費
　2010年3月期の売上原価は、売上は増加しましたが
原材料価格が下落したことなどにより、前期の2,062

億円に比べ132億円減少の1,930億円となり、売上原
価率は前期の59.3％から5.2ポイント改善して54.1％
となりました。売上総利益は、前期比15.7％増加の
1,638億円となりました。販売費及び一般管理費は、
前期比11.2％増加の1,187億円となりました。これは
広告宣伝費34億円、販売促進費68億円の増加などに

200820072006 2009 2010

33.3%
32.7%

31.8%
30.7%

32.8%

売上高販管費率 （%）

3,568

200820072006 2009 2010

2,704
3,019

3,369 3,479 451

200820072006 2009 2010

299
337 349

285
12.6%

9.9% 10.0% 10.0%10.6%

営業利益 営業利益率

売上高 （億円） 営業利益／営業利益率 （億円）

所在地別売上高 単位：百万円

2009 2010

日本 ¥222,472 ¥220,674

アジア 79,939 96,041

ヨーロッパ・中東 45,439 40,110

合計 ¥347,850 ¥356,825
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よるものです。販売費及び一般管理費の売上高に対す
る比率は、2.6ポイント低下し33.3％となりました。

研究開発費
　研究開発費は、46億円となりました。

損益の分析
　2010年3月期は、ブランド育成のための広告宣伝費
の増大、競争力強化のための販売促進費増加の影響な
どの費用の増加要因はありましたが、成長事業を中心
とした売上高の拡大による利益の増加やコストダウン
の推進に取り組んだ他、原材料価格が下落しました。こ
の結果、営業利益は、前期の349億円から29.2％増加
の451億円となり、売上高に対する比率は前期の
10.0％から2.6ポイント改善して12.6%となりました。
その他の費用は、投資有価証券評価損の大幅な減少、
豪ドル建て貸付金の為替評価による差益の発生を主要
因に、前期の74億円から11億円に改善しました。
　こうした結果、税金等調整前当期純利益は前期比
60.1%増加の439億円となりました。また、法人税、
住民税及び事業税が前期の79億円から166億円へと
87億円増加し、法人税等調整額が前期の11億円のマ
イナスから27億円のマイナスとなりました。当期純利
益は前期比42.8％増の245億円となり、1株当たり当
期純利益は、385円69銭と前期比117円37銭の増加
となりました。

財政状態および流動性

資産および負債・資本の状況
　2010年3月期末の総資産は、前期末比295億円増
加の3,078億円となりました。流動資産は、現金及び
現金同等物が前期末比238億円増加の843億円となり
ました。有価証券は前期末比40億円減少の15億円と
なりました。受取手形及び売掛金では、営業債権が前
期より7億円増加の416億円となりました。たな卸資
産は、前期の227億円から26億円減少の201億円とな
りました。その他の流動資産は前期末比17億円減少
の193億円となりました。
　有形固定資産は、前期末比111億円増加の954億円
となりました。建物及び構築物は、前期末比39億円増
加の575億円となりました。機械装置は、前期末比133

億円増加の1,543億円となりました。また、建設仮勘
定は前期末比27億円増加の103億円となりました。
　投資及びその他の資産は、前期末比4億円増加の
402億円となりました。投資有価証券は24億円増加の
179億円となり、のれんが120億円となりました。
　流動負債は、前期末比118億円減少の923億円とな
りました。短期借入金は16億円増加の59億円となり
ました。支払手形及び買掛金のうち買掛債務が249億
円減少の361億円となりました。
　固定負債は、前期末比42億円減少の80億円となり
ました。長期借入金は4億円減少し9億円となった他、
退職給付引当金は38億円減少の23億円となりました。
　

245
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　純資産の部では、利益剰余金が204億円増加の
1,887億円となりました。　
　この結果、純資産合計は11.8％、218億円増加の
2,074億円となりましたが、自己資本比率は前期末に
比べ0.5％ポイント低下し59.7％となりました。

設備投資および減価償却費
　2010年3月期の設備投資は前期の146億円から
102億円増加の248億円となりました。主な内訳は、
海外事業の業容の拡大による設備増設や国内主力事業
での新製品設備、生産性向上に伴う設備改造などと
なっています。減価償却費は、前期の171億円から 

7億円減少の164億円となりました。

キャッシュ・フロー
　営業活動によるキャッシュ・フローは前期から330億
円増加の550億円となりました。なお、税金等調整前
当期純利益は、前期から165億円増加の439億円、減
価償却費は7億円減少の164億円となった他、売上債
権の減少額は6億円となり、たな卸資産の減少額は30

億円、仕入債務は26億円の減少となりました。　
　投資活動に使用したキャッシュ・フローは、前期から
221億円減少の222億円となりました。収入の主な内
訳は､有価証券の売却・償還による収入461億円、投資
有価証券の売却・償還による収入25億円で、支出の主
な内訳は、有価証券の取得による支出423億円、固定
資産の取得による支出242億円、投資有価証券の取得
による支出28億円となりました。
　財務活動に使用したキャッシュ･フローは、前期の32

億円から63億円増加の95億円となりました。主な内
訳は、自己株式の取得による支出65億円、配当金の支
払額39億円等です。

 以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前
期末より239億円増加して843億円となりました。

戦略的現状と見通し

　当社グループをとりまく経営環境は、アジア参入各
国の市場成長が期待できると想定しております。日本
につきましても顧客ニーズに応えた高付加価値製品に
対する需要は安定的に見込めると想定しております。

また、原材料価格につきましては、新興国の経済成長
による需要の高まりにより値上げ基調に転じることが
予測されます。
　当社グループは前期に引き続き、国内市場の再活性
化とアジアを中心とした海外事業において、市場成長
の促進と業容の拡大を図ることを最重要として企業改
革を推進してきました。その結果、順調に収益を拡大
することができました。
　当期は、アジア地域での経済の回復とともに海外事
業の拡大が推進できた一方、国内では個人消費の回復
の遅れの影響を受けたため、競争環境が増すなか、売
り上げの拡大とコストダウンに取り組みました｡
　今後もより一層の企業変革を推進するため、全ての
事業において、絶え間ない製品革新による付加価値の
向上により一層注力するとともに、原価低減と経費の
効率化をさらに強力に推進していきます。また、海外
においては、アジアを中心とした積極的なエリア展開
と、消費者ニーズに応えた商品ラインアップの拡大を
スピーディーに進めることで、成長市場におけるカテ
ゴリーリーダーの地位を確立し、業績の向上に努めて
いきます。

事業等のリスク

　当社および当社グループ（以下、当社と総称）の経営
成績は、今後起こりうる様々な要因により大きな影響
を受ける可能性があります。以下において、当社の事
業展開上リスク要因となる可能性があると考えられる
主な事項を記載しています。
　なお、文中における将来に関する事項は、当連結
会計年度末現在において当社が判断したものであり
ます。

1. 競争が激しい販売環境
　当社の主要商品の国内および海外市場での競争は、
今後も価格および商品ラインの両面において、さらに
厳しいものとなると予想されます。
　消費者向けの商品という性格から、当社の主要商品
は常に厳しい価格競争にさらされており、さらに、競合
他社からも新商品が次々と発売されています。
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　このような販売環境は、当社のマーケティング等の
努力のみならず、競合会社の対応いかんによっても大
いに左右されます。今後も、当社商品の市場は、将来
的にもその競争はさらに激化すると考えており、これ
らの要因が当社の経営成績に影響を与える可能性があ
ります。

2. 日本の人口構成の変化
　日本では子供の数の減少および高齢化が進み、人口
構成のなかで乳幼児と月経のある期間の女性の比率
は少なくなっています。このため、当社の中核事業で
ある国内ベビーケア商品ならびに生理用品の需要は減
少する可能性があり、これらの要因が当社の経営成績
に影響を与える可能性があります。

3. 海外事業のリスク
　現在、当社はタイ、インドネシア、台湾、韓国、中国、
オランダ、サウジアラビア、ベトナム、オーストラリアで
商品の製造を行っています。しかし、海外における事
業展開には為替レートの変動による原材料価格や需要
の変化、外国政府による規制や経済環境の変化等のリ
スクがあります。また、海外諸国においては社会的・経
済的に不安定な状態が生じる可能性もあります。これ
らの要因が、当社の経営成績に影響を与える可能性が
あります。

4. 原材料価格変動リスク
　当社は、メーカーとして、原材料価格の変動リスクに
直面しています。現在、当社は多くの外部の仕入先か
ら原材料を購入しています。特にパルプなどの原材料
は、海外の仕入先から調達しており、その取引は通常ド
ル建てになっています。為替ヘッジにより、為替変動
によるリスクを最小限にするよう努力していますが、為
替変動や相場変動によって当社の原材料費用が増大す
る可能性があり、これらの要因が当社の経営成績に影
響を与える可能性があります。

5. 商品の信頼性についての市場の評価
　消費者向け商品のメーカー・販売業者として、商品
の品質や安全性、商品の原料に関する評価は非常に重
要です。特に商品の信頼性や安全性に関わるクレーム
は、商品の売上の急激な減少につながり、当社の業績

に悪影響を与えかねません。当社は創業以来、多額の
補償金問題など重大なクレームを経験したことはあり
ませんが、将来にわたってもそのような事態は発生し
ないとは言い切れず、そのような事態に陥った場合、
当社の経営成績に影響を与える可能性があります。

6. 特許、商標など知的財産権保護
　当社の保有する知的財産権に関して何らかの侵害が
生じ、多大な損害を被る恐れがあります。一方で、当社
の認識の範囲外で第三者の知的財産権を侵害する可能
性もあります。このような事態に陥った場合、当社の
経営成績に影響を与える可能性があります。

7. 環境問題
　当社はメーカーとして、国内および海外の環境基準
を満たすことが求められており、それには大気汚染、
CO2の排出、廃液の排出、老廃物の取り扱いや処理に
関するものが含まれています。当社は、現行の法律や
規制が当社の業績や財務状況に悪影響を与えることは
ないと考えていますが、将来の法的規制が当社の経営
成績に影響を与える可能性があります。

8. 買収、提携、事業統廃合等
　当社は常に保有する経営資源の効率的運用を考え、
企業価値の最大化を追求するように努めています。こ
の過程で、今後の当社の企業活動における事業の買収
や出資、他社との提携、事業の統廃合や合理化・独立化
等の余地を否定するものではなく、こうした施策が、将
来の当社の経営成績や事業体制に影響を与える可能性
があります。

9. 情報漏洩
　当社は社内で発生するものだけではなく､お客様な
ど取引先の同意や機密保持契約に基づいて入手した個
人情報を含む多くの情報を保有しています。情報セ
キュリティポリシーを制定し、情報セキュリティ環境を
実現する上で必要な行動指針、ルール、環境に関する
要件を規定し、役員および社員への教育と徹底に努め
ておりますが、万が一、何らかの情報漏洩が発生した
場合には、情報管理に関する法的責任を問われ、当社
の信頼性を失うことになり、経営成績に影響を与える
可能性があります。
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連結貸借対照表  
ユニ・チャーム株式会社及び子会社の2010年、2009年3月31日現在 
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連結損益計算書 
ユニ・チャーム株式会社及び子会社の2010年、2009年3月31日をもって終了する事業年度
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連結株主資本等変動計算書   
ユニ・チャーム株式会社及び子会社の2010年、2009年3月31日をもって終了する事業年度 
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連結キャッシュ・フロー計算書    
ユニ・チャーム株式会社及び子会社の2010年、2009年3月31日をもって終了する事業年度
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連結子会社および関連会社
2010年3月31日現在

子会社

会社名 住所 主な事業内容
当社の 
持分比率
（%）

ユニ・チャームプロダクツ（株） 愛媛県四国中央市 ベビーケア関連製品、フェミニンケア
関連製品などの製造

100.0 

ユニ・チャーム国光ノンウーヴン（株） 愛媛県四国中央市 紙、不織布などの製造、加工および 
販売

100.0 

コスモテック（株） 香川県善通寺市 グラビアの印刷、加工および販売 100.0 

ユニ・チャームペットケア（株）※ 東京都港区 ペットフード製品、ペットトイレタリー
製品の製造および販売

38.7 

ユニ・チャームメンリッケ（株） 東京都港区 大人用失禁製品の販売 51.0 

嬌聯股份有限公司 中華民国 ベビーケア関連製品、フェミニンケア
関連製品などの製造および販売

52.6 

Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd. タイ王国 ベビーケア関連製品、フェミニンケア
関連製品などの製造および販売

94.2 

尤 佳生活用品（中国）有限公司 中華人民共和国 ベビーケア関連製品、フェミニンケア
関連製品などの製造および販売

98.0 

LG Unicharm Co., Ltd. 大韓民国 ベビーケア関連製品、フェミニンケア
関連製品などの製造および販売

51.0 

PT Uni-Charm Indonesia インドネシア共和国 ベビーケア関連製品、フェミニンケア
関連製品などの製造および販売

74.0 

Uni.Charm Mölnlycke B.V. オランダ王国 ベビーケア関連製品、大人用失禁製品
の生産統括

60.0 

Unicharm Gulf Hygienic 
Industries Ltd.

サウジアラビア王国 ベビーケア関連製品、フェミニンケア
関連製品などの製造および販売

51.0 

Unicharm India Private Ltd. インド共和国 ベビーケア関連製品の販売 100.0 

Unicharm Australasia Pty Ltd オーストラリア連邦 ベビーケア関連製品、大人用失禁製品
などの製造および販売

100.0 

（その他15社）   
※ユニ・チャームペットケア（株）は、ユニ・チャーム（株）を存続会社として2010年9月1日付で合併しました。

関連会社

会社名 住所 主な事業内容
当社の 
持分比率
（%）

（株）ザ・ファン 大阪府堺市 データの保管および加工処理などの
サービス

25.0 

（その他1社）



投資家情報／コーポレート・データ
2010年3月31日現在

　投資家情報

　コーポレート・データ

会計年度末 2010年3月31日

年次株主総会 2010年6月24日

発行済普通株式 授権株式数： 275,926,364株

 発行済株式数： 68,981,591株

株主数 13,799名

株式上場日 1976年8月

上場証券取引所 東京証券取引所 市場第1部

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

 〒137-8081

 東京都江東区東砂 

 七丁目10番11号

監査人 あらた監査法人 

本店 愛媛県四国中央市

 金生町下分182番地

本社事務所 〒108-8575

 東京都港区三田三丁目5番27号   

 住友不動産三田ツインビル西館

設立年月 1961年2月10日

資本金 15,993百万円

従業員数 988名（グループ計7,108名）

問合せ先 経理財務本部

 〒108-8575

 東京都港区三田三丁目5番27号 

 住友不動産三田ツインビル西館

 Tel : 03-6722-1035

 Fax : 03-6722-1034

大株主（上位10名）

株主名 持株数 
（千株）

出資比率 
（%）

（有）ユニテック 12,368 19.7
（株）高原興産 3,418 5.4
高原基金（株） 3,120 5.0
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口） 2,798 4.4
ゴールドマンサックス アンド カンパニー  
レギュラーアカウント 2,524 4.0

日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口） 2,443 3.9
ザ・チェース マンハッタン バンク エヌ エイ  
ロンドン エス エル オムニバス アカウント 2,323 3.7

日本生命保険（相） 1,934 3.1
日本マスタートラスト信託銀行（株） 
（退職給付信託口・広島銀行口） 1,920 3.1

（株）伊予銀行 1,699 2.7

（注） 1.  株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
 2. 出資比率は自己株式（6,052,515株）を控除して計算した持株 
  比率です。

Click株式情報の詳細はここをクリック

Click会社概要の詳細はここをクリック
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