
 

 

質疑応答 

 

Q：中国はベビーケアが主要因で 9%マイナスとのことですが、何が起こっているのでしょうか？

中国製プレミアム商品にシフトするための先行的な在庫調整とは、どんな在庫調整をしているので

しょうか？以前より、中国製プレミアム商品にシフトするとおっしゃっておられたので、日本製プ

レミアム商品の在庫が積み上がっていることに違和感があります。いつ頃、流通在庫は正常化する

のでしょうか？  

A：昨年末から少し EC 在庫が多く積み上がっていた中、併せて、日本製需要が既に中国では減退

しておりますので、日本製プレミアム商品の在庫調整をすべく進めてまいりましたが、まだ流通在

庫が残っているというのが実情です。そのため、今期 1Q に販促費を使いながら在庫消化に努めて

まいりました。引き続き、中国製プレミアム商品へのシフトを進めていきますが、上期ぐらいまで

はかかると見込んでおります。 

Q：原料高高騰の影響が年間 174 億円を超えるとのことですが、現時点ではどのぐらいを想定され

ておられるのでしょうか？ 

A：読みにくい環境ではありますが、現時点では 174 億円からさらにプラス、百数十億円を超える

インパクトがあると試算しております。 
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Q：百数十億円を超える際の原材料の想定レートは、1 バレル当たりどのぐらいなのでしょうか？

また、価格転嫁を推進されるということですが、さらに高騰する原材料分のうち、何億円ぐらいを

価格転嫁でカバーできる見込みなのでしょうか？ 

A：タイムラグもありますので、単純に相関はしないという前提ではありますが、社内試算上で

は、おおむね 1 バレル 100 ドルぐらいを想定しております。それをどう吸収するかについては、

各国それぞれやり方が違いますので、一概には言えませんが、価値を転嫁していく部分と、数量を

増やす部分で並行して進めてまいります。また、販促費の使い方、コストダウン、生産性改善とい

った総合力で吸収することで進めております。どの部分でどのぐらいという集計まではしておりま

せん。 

Q：2022 年 1Q はインドネシアと北米で価格転嫁が進んでいると思いますが、どのぐらい価格転嫁

されたのでしょうか？また、今後はどこの国で何パーセントぐらいの値上げをされるのか、詳細が

もしあればいただけないでしょうか？ 

A：インドネシアと北米の価格転嫁は金額で集計しておりません。全ての国で、原材料価格や物流

費などといったコストは上がっていますので、適正な価値を消費者に認めてもらうため、商品を上

市するタイミングで価値の是正をお願いしております。こういった取り組みは、走りながらになり

ますので、現段階で明確にいくらというような積み上げ計算はしておりません。 

Q：中国では、日本製プレミアム商品の在庫調整による停滞や、上海ロックダウンの影響がござい

ますが、例えば、マスクの実需が上がっているといったようなプラス要因はありますか？ 

A：ご存じのように、3 月下旬から中国上海がロックダウンという状況で、4 月もまだ継続してい

るエリアもございます。ユニ・チャームは中国に工場が 3 拠点ありますので、上海から供給できな

くなったとしても、天津や揚州など、他の工場から供給しております。工場においても、いったん

出勤して自宅に帰るとロックダウンになる可能性がありますので、一部社員の方が工場に寝泊まり

しながら供給を精いっぱいやっている状況です。しかしながら、物流網で思うように運べていない

場合がありますので、4 月は十分出荷できていないというのはございますが、ロックダウンが解除

した暁には、消費者の方もロックダウンの経験から、常に準備（家庭内備蓄）する傾向になると思

います。中国では、買いだめという言葉も飛び交っているということですので、どこの会社が最初

にスムーズに物流網、チャネルを復帰できるかというのが、一つのポイントになるのではないかと

思っています。そういう意味では、工場が 3 拠点あるというのは非常に強みではないかと思ってい

ます。マスクにつきましては、中国ではほぼ売っておりませんので、中国に限っての話であれば、

影響はございません。 
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Q：中国の 3 拠点ある工場の稼働率は如何でしょうか？先ほど来、原材料コスト増は、今後、生産

性を上げる等で吸収されていくということをおっしゃっておられましたが、ロックダウンによる稼

働率の低下がもしあった場合、リスクにならないのでしょうか？ 

A：ロックダウンになれば、稼働率には影響します。4 月は 3 拠点合計でいうと、上海が一番影響

を受けており、約 30%稼働率が落ちていると想定しております。 

Q：拠点に運ぶロジスティクスの面では全く止まっているわけではなく、一応動いてはいるという

ことで考えてよろしいでしょうか？製品別に影響の違いがあるのでしょうか？ 

A：遮断されているルートはあるようですが、迂回しながら運ぶといった状況のようです。特に製

品別に違いはございません。 

Q：中国ベビーケアでの中国製プレミアム品へのシフトによる日本製プレミアム商品の在庫調整に

ついてですが、決算説明資料 6 ページではどのように影響しているのでしょうか？販促費を使われ

たということなので、販促費で想定より出ているということなのでしょうか？それとも商品構成等

に影響しているのでしょうか？また、どのぐらい影響しているのでしょうか？ 

A：商品構成等と販促費の両方に影響しています。商品構成等においては、売上とネットするよう

な販促費、リベート関係といったコストが、中国ベビーケアで約 20 億円近くありました。前向き

なコストを使ったと思っていただけましたら幸いです。 

Q：この状況は当初より予定されていたことなのでしょうか？それとも、2022 年 1Q で状況を見て

決定されたことなのでしょうか？ 

A：2022 年度の公表値策定後の状況、今期 1Q の状況を見ながら決定しました。当初計画を立てた

後に急激なコストアップがありましたので、早急にコアな商品（高粗利商品）にシフトを進めない

といけないということで、前向きに在庫をはきにいきました。 

Q：原材料高騰の影響が当初よりも百十数億円上がるとおっしゃっておられましたが、開示され

た、いくつかの対応策で賄えると見込んでいらっしゃるという理解でよろしいでしょうか？また、

大きく吸収できるような対応策はどの辺りになるのでしょうか？ 

A：これから下期含め、数値的なところは社内で予算の見直し等を行っていますが、いま各国から

上がってきている数字では、おおむねこれを吸収できるということで考えております。何が大きく

貢献するのかは、やはり、トップラインの成長と付加価値商品の提案です。これまでは、日本を中

心にデフレにより価格が上げにくい、上がらないというように、消費者の意識もそういうことに慣

れていたという環境の中で、適正なコスト、あるいは適正な価値に是正していく商品はあると思っ
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ておりますので。価値が認められるものについては、再度、価格の是正ということをお願いして、

価値を認めてもらうというのが、われわれのスタンスでございます。 

Q：確か日本はペットケアでしか値上げはしないということもおっしゃっておられたと思うのです

が、もう少し具体的に、例えばどこの国でといったようにご説明いただけないでしょうか？ 

A：日本中心にはなりますが、ペットケアのみならず、全てのカテゴリーについて見直しを行うこ

とで、当初予想を上回るコストアップを吸収していきます。 

Q：日本の既存品も値上げされるということでしょうか？どのぐらい上げられるのでしょうか？想

定していたよりも価格を上げていくということでしょうか？それとも、製品数を増やすということ

でしょうか？ 

A：新しく上市する商品やリニューアル品について、価値を上げて、価格設定含め見直していくと

いう提案になります。日本、中国、北米、インドが金額的には中心になるかと思います。 

Q：先ほど、中国ベビーケアで、日本製プレミアム商品の在庫処分というお話しがありましたが、

当初の年間売上は 5〜10%増収で計画されていらっしゃったかと思います。中国ベビーケアはかな

り減収になっているかと思っており、上期いっぱい続くという点や、さらに物流面のお話しもあり

ましたので、それでも 5〜10%増収は可能なのでしょうか？現状はどのぐらいで想定されていらっ

しゃるのでしょうか？ 

A：（中国全体として）現状も当初計画は達成できると考えております。売上は少し厳しいかもし

れませんが、利益面では、コスト構造を変えていくことと、成長している中国フェミニンケアで引

き続きカバーしながら達成してまいります。 

Q：原材料高騰の影響について、年間計画のときには、海外比率が 70%ぐらいとおっしゃっておら

れましたが、原材料高騰の影響 71 億円の国内外の比率を教えていただけないでしょうか？さらに

下期で百数十億円上がってしまうかもしれないということですが、できればエリアごとに教えてい

ただけないでしょうか？また、1Q で 71 億円の影響があって、上期は想定通り 119 億円というお

話しがありましたが、そこまでクォーターでボラティリティがあるのかなと思っています。今上期

119 億円というのも、上振れるのではないかと思うのですが、如何でしょうか？ 

A：原材料高騰の影響比率は、為替が円安で上振れ基調にありますので、国内で約 40%あります。

原材料高騰の 71 億円のうち、60 億円がもともと想定していた原材料価格部分で、11 億円が為替

の影響と見ています。そのため、1Q の影響額 60 億円を倍にしますと 120 億円ということで、当
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初想定していた金額どおり、オンラインです。上期につきましては、ユニ・チャームの場合、おお

むね半期ごとに値決めをしておりますので、当初予想どおりとみております。 

Q：為替の影響を含めると、上期も 120 億円より上に出そうでしょうか？ 

A：為替の影響で原材料がネガティブに出ても、決算上の円換算ではプラスに効いてきますので、

打ち消せるというようなことになります。 

Q：その為替の影響は決算説明資料 6 ページの数量等に入ってくるのでしょうか？ 

A：数量等のところに入りますが、商品構成等含め、それぞれに為替の影響は入っています。 

Q：下期でさらに百数十億円上振れてしまう分の内訳についても、国内が 40%、海外 60%という理

解でよろしいでしょうか？ 

A：はい。そのご理解で大丈夫です。 

Q：物流費について、1Q の進捗が早いように思えるのでが、年間では現時点で、どのぐらいで着

地しそうな見込みなのでしょうか？ 

A：一番大きく影響しているのがインドネシアです。今期１Q、インドネシアはインドに向けて商

品を輸出している関係で、影響を受けています。但し、インドの工場を再建して、今、設備が順次

入っていますので、2Q ぐらいから減っていくと思います。そのため、単純に 20 億円の 4 倍とい

うことにはなりません。 

Q：原料高騰の影響の最悪期はいつぐらいになりそうでしょうか？この利益押し下げのインパクト

は、いつぐらいにピークアウトしてくると見込んでいらっしゃるのでしょうか？ 

A：ロシア、ウクライナの影響もありますので、期待値にはなりますが、今上期ぐらいに原油価格

がピークアウトしてくれればと思っています。 

Q：環境変化への対応として、トップラインの成長ということを掲げられておりますが、各国イン

フレで環境が悪化していくリスクがあります。そのため、高付加価値商品へのシフトが遅れてしま

うのではないかと懸念しております。つまり、生活するのが苦しくなるので、少し節約するという

か、低価格品のほうにトレードダウンするリスクもあろうかと思いますが、現状はそういった兆し

は見えていないという理解でよろしいでしょうか？ 

A：消費者は千差万別ですので、大きなトレンドとしてどうかというのも難しいと思います。ユ

ニ・チャームの強みは専業です。国によっては 2 ブランド戦略をとっています、タイのように、も
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ともとの Uni-Charm Thailand や、低価格帯を提供している DSG Thailand のように、二つの価格

帯で商品を提供していますので、高い商品を買えない消費者の方は安い商品をご購入いただくと

か、それぞれの経済状況に応じたレパートリーを揃えております。ユニ・チャームが取り扱う商品

は生活必需品ですので、総数量的には、それほど変わらないと思っております。そのため、トータ

ルで数量を上げることができれば、業績には貢献できると思っております。 

Q：万が一、付加価値商品へのシフトが思うように進まない状況になった場合、どのようなオプシ

ョンが考えられるのでしょうか？ 

A：生活必需品ですので、買わないという選択肢はないと思います。競合との関係性ということで

は、商品をご理解いただく必要があるかと思っています。品質で買っていただくだけでなく、五感

に訴えかけるような広告宣伝ですとか、DX の絡みですと、消費者の目に留まり、手に届くまでの

購買行動を先回りしたような商品提案などを併せてやっていく必要があると思っています。 

Q：中国はロックダウンの影響で稼働率が 30%落ちているということでしたが、4 月以降の状況は

如何でしょうか？その分、2Q に反動増や、特需があるかもしれないと思っているのですが、4 月

以降、物流の問題で在庫は溜まっているけれども、出荷ができない状況といった影響がありますで

しょうか？ 

A：一番影響を受けているのは上海になりますが、天津あるいは揚州といったところは出荷ができ

ていますので、全体的にはダウンはしておらず、全く止まっているわけではございません。 

Q：上海の割合がそんなに大きくはないということでしょうか？ 

A：そうです。中国全体のうち、上海の割合は 10%あるか、ないかぐらいです。 

Q：御社の出荷は人口比とは違って地方が強いのでしょうか？ 

A：地方ではなくて沿岸部の都市部になります。上海だけのエリアでみた場合は、中国全体の 10%

前後です。 

Q：年間公表値を据え置かれておりますが、計画だとコア営業利益率は 14.9%の目標で、昨年が

15.6%ですので、0.7%ポイントの悪化で済ませなければならない状況だと思います。売上は円安効

果もあって上振れ気味だと思うのですが、現時点で、広告費で 0.5%ポイントほど稼いでも、やは

り営業利益率は、粗利が 3 ポイントぐらい下がっているので、2.5 ポイントぐらい下がっているわ

けです。そのため、追加の原材料高を全てオフセットできていたとしても、今のペースでいくと、

営業利益率が想定どおりになるのが、とても難しいように思っています。価格転嫁以上に、期初か

ら下期に特別な、商品が出るようなイベントが待ち構えていたりですとか、それよりも、昨年下期
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でもともと改善した要因が何かあったりですとか、さらに、今回、値上げできると確信できるよう

な追加要素、例えば、あまりにも値段が高くなっているので、消費者の理解が進みやすくなって、

日本の小売業も抵抗が最近ないといったような、期初計画以上に、思ったより改善、良くなってい

るような面があるのか、特に日本で値上げをされるとおっしゃっていたので、教えていただけない

でしょうか？ 

A：環境的には、消費者含め、流通も価格に対しては、比較的受け入れやすい環境にはなっている

と思います。 

Q：期初はとても難しいような雰囲気が日本にはあったと思います。競合が 10%プライスを上げる

と発表されて、結構、御社もそれに追随して、それぐらいは上げられそうだなという雰囲気が小売

りの中で醸成されてきたということでしょうか？ 

A：これからという部分もありますが、一部スタートしているペットケアでは、シェアの高いプレ

ミアム品については、価格が上がってもそれほど消費者が離れている状況ではないということは確

認できています。一律何パーセントというようなことはしませんが、上市のタイミングに合わせて

価格を見直し、是正していくということをこれからやってまいります。 

Q：POS データを見ていると、ベビー用紙おむつはあまり上がっている様子が見えません。生理用

品やベビー用紙おむつでの値上げというのは、日本で受け入れられている感じなのでしょうか？  

A：これからというところはありますが、生理用品などは比較的順調という気がします。秋以降、

ベビー用紙おむつに関しても、もともと予定していた新商品がありますので、そういうところのプ

ライシングは重要になってくると思います。 

Q：北米ペットケアで 31%の増収というのはとても大きな増収ですが、先ほど猫のおやつが貢献し

たというコメントや、一部では値上げがあったようなお話もありましたが、もう少し詳しく教えて

いただけないでしょうか？ 

A：物価の上昇に合わせて、北米では比較的価格を認めてもらえる市場になっています。特にユ

ニ・チャームの場合、ユニークな商品を販売しておりますので、プレミアム商品の猫おやつが非常

に好調です。流通では、ウォールマート様にも十分売り場を確保していただけています。オンライ

ンでの販売も好調で、カテゴリー全体が伸びています。そして、価格も是正できているというのが

要因です。 
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Q：1Q が特に出来過ぎということはないのでしょうか？ 

A：出来過ぎということではございませんが、1Q は昨年欠品していたため、マイナスになってお

りましたので、ハードルが低く、実質は 20%ちょっと伸びたようなイメージです。Hartz 社を買収

して以来、商品カテゴリーを変え、ポートフォリオの見直しをしてきた結果、ユニ・チャームのオ

リジナル商品である、猫おやつ、ドッグパッドといった商品が順調に伸びています。 

Q：売上に占める比率、内訳を教えていただけますでしょうか？ 

A：売上の半分ぐらいが、猫のおやつになっています。あとは、ノミ・ダニ駆除剤、犬用のトイレ

シートのようなトイレタリーといった商品がそれぞれ 10%ぐらいです。 

Q：東南アジアは今後、高付加価値化に伴う価値訴求をしていくとのことですが、ダウントレード

のリスクに対してはどのような対応策をお考えなのかを教えいただけないでしょうか？さまざまな

物価が全世界的に上がってまいりますので、その中で消費者が仮に各カテゴリーに対して使う金額

を絞っていく場合には、どうしても価値訴求を進めたい御社のご方針と市場の動きが少しずれてし

まう時期もあるのかなと思っております。そういった場合、例えば DSG ブランドの活用をなさっ

てきたのは承知しておりますが、改めてどのようなご方針があるのかと、今現在はダウントレード

の現象は起きていないと思って良いのかを教えていただけないでしょうか？ 

A：価格面で手が届かない方は安いほうにシフトしていくと思いますが、ユニ・チャームはブラン

ドを複数持っておりますので、各国でユニ・チャームの商品を買っていただけると思っています。 

Q：ダウントレードが起こった場合でも、オフセットできるとのお考えなのでしょうか？ 

A：安い商品の数量が増えると、量産効果、コストダウンボリュームになりますので、収益的には

大きな違いはないと思っています。 

Q：Global の競合他社と同じぐらい、御社も価格設定としては変えているという認識でよろしいで

しょうか？  

A：一律いくらという値上げは全くしておりません。これから上市していく商品の価値を、どのく

らいの価格なら認めていただけるかということを、消費者の感覚を探りながらになりますので、一

律いくら、総額いくらという、割り当てのような計算にはなっておりません。やはり売れている商

品、価値と価格のバランスが取れている商品は消費者が受け入れてくださっている商品なので、そ

ういう商品のほうが、価値的にはもう少し高いだろうということが言えると思います。その辺をし

っかり見極めた上でやっていきたいと思っています。 
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Q：先ほど、中国の稼働状況のお話しがありましたが、ほかの東南アジア含めて、稼働がコロナの

影響で落ちている国があれば教えていただけないでしょうか？また、インドネシアからインドへの

供給が上期で終わるというお話しでしたが、そうなることによって、インドネシアの稼働が落ちる

一方、インドが稼働するからオフセットされるという認識でよろしいでしょうか？ 

A：工場全体が中国のようにロックダウンとなっている国はなく、一部の社員の方が出勤できない

などはありますが、全体的に工場の操業に与えるような影響は各国では聞いておりません。インド

ネシアからインドへの輸出が減ることによるインドネシアのマイナス影響につきましては、もとも

とインドネシアは数量的には生産キャパシティいっぱいで生産している国ですので、インドへの輸

出が減る分、自国への生産量が増えるため、インドネシアとしては収益性が上がります。 

Q：決算説明資料 6 ページの販売数量増などのところで 91 億円増益と、大きく伸びていると思い

ます。おそらくご計画対比でも伸びていると思うのですが、中国フェミニンケアは 5%増収という

ことで、少し増収が鈍化しているようにも見えます。もともと昨年から今年にかけて、利益面で一

番貢献が大きいのは中国フェミニンケアというご説明をいただいておりましたので、今期 1Q はど

うだったのか、もしくはどの製品群がこの増益に一番寄与していたのか。そして今後は、値上げな

どや、ミックス改善をやっていかれると思うのですが、どう変わるのかという辺りを教えていただ

けないでしょうか？ 

A：数量ベースでは、日本は昨年 1Q、ウェットティッシュが伸び悩んでいたのと、特にフェミニ

ンケアはコロナの影響で市場がシュリンクしていたため、その反動もあり、日本の貢献が一番大き

いです。 

Q：今後の見通しはどうでしょうか？中国がロックダウンしておりますので、今後も日本フェミニ

ンケアとウェットティッシュを中心に、日本が増益に一番貢献していくという感じでしょうか？  

A：今期 2Q、上期はそういう傾向になると思います。その他、全体の数量でいくとインドとイン

ドネシアです。インドはベビーケアが中心で、フェミニンケアはまだ金額的には小さいですが、

20%を超える成長が続いています。インドネシアもフェミニンケアだけで 20%を超える成長をして

いますので、全体的に数量が貢献しているということは言えると思います。 

Q：中国フェミニンケアのプラス 5%というのは、ロックダウン等の影響もあるので、ロックダウ

ンが解除されれば、また二桁パーセント成長に戻っていくという理解でよろしいでしょうか？ 

A：二桁は出来過ぎかもしれませんが、一桁後半ぐらいはできるのではないかと思います。中国フ

ェミニンは、昨年 1Q はプラス 15%ぐらい伸びているので、ハードルが少し高い状況です。 
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［了］ 

______________ 

脚注 

1. 音声が不明瞭な箇所に付いては[音声不明瞭]と記載 

2. 会話は[Q]は質問、[A]は回答、[M]はそのどちらでもない場合を示す 
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