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人材開発基盤

執行役員 
人事総務本部長　

長澤 二郎

従業員の働きがいを生み出し、
個と組織のダイナミズムを 
起こす

LIVE計画において、「変革に向けたダイナミズムの
創出」をテーマに、人材開発基盤の強化を図ってい
ます。会社は従業員という個の総和で成り立ってお
り、それぞれの個性や積極性を育てていくことが、組
織としての成長、さらには市場における競争優位の
獲得につながっていきます。当社は、従業員一人ひ
とりが自らの意思を持って躍動し、互いが刺激し合
い、各部門や会社全体によい変革の波（＝ダイナミ
ズム）をもたらすことを目指しています。そのための
土台づくりとして、人材の採用・育成、健康行動の
習慣化、各種制度や就労環境の整備等多方面での

取り組みを進め、“多様でオープンな”人材・組織・
企業文化の醸成を図っていきます。

当社は、創造的に事業活動を拡大し、ビジネス環境
の変化に迅速に対応するため、人材の「ダイバーシ
ティ（多様な人材の活躍推進）」に積極的に取り組
んでいます。多様な人材の獲得・活用に向けて、キャ
リア採用の拡大、勤務地域や職種を限定した雇用
制度の拡充、シニア層の経験や専門性を活かした
再雇用制度、障がいのある方もともに働きやすい環
境整備を通じて、従業員の属性や思考の多様性を
高め、個性豊かな人材がいきいきと働く組織づくり
を進めていきます。

様々なダイバーシティ推進の取り組みのうち、女性
活躍推進に向けた取り組みを紹介します。当社は、
長期的に女性従業員がいきいきと活躍できるよう、
研修制度、育児関連制度の拡充や仕事と育児の両
立支援策などを行っています。定量的な目標として
は、2020年には国内での女性マネジメント層比率
20%以上を目指しています（2018年15.8%)。

仕事と育児　両立支援施策

当社は、仕事と育児の両立支援施策の拡充に積
極的に取り組んでいます。育児休業からのスムーズ
な復職と継続したキャリア形成を支援するため「復
職前セミナー」および「復職前後面談」の実施や、
「復職と育児の支援Webサイト」の開設、育児休業
中のスキルアップ支援など、育児期のキャリア開発
にも取り組んでいます。さらに育児者の活躍推進
のため、短時間勤務とフレックスタイム勤務＊を融合
した新しい働き方（ショートタイムフレックス制度）
も整備しています。

これらの取り組みの結果、社員の育児休業復職率は
高く、男女合わせて97.7%となっています。また、
平均勤続年数は、男性19.6年に対して女性は
16.8年で、性別に関わりなく長期的に活躍してい
ます。

＊�フレックスタイム勤務は、一部営業・工場を除いたすべての従業員に適応し
ています。

基本方針

ダイナミズム創出のための取り組み

個と組織の
活性化

多様な人材の 
獲得・活用

自分で選べる 
福利厚生

主体性を活かす 
人材開発

ワークライフ 
バランスの実現

健康リスク 
と予防への意識 

の向上

安全で快適 
なオフィス環境 

の整備

ダイバーシティの推進
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従業員の健康は「会社の健全な成長を支える経営
基盤である」との考えを基本とし、従業員の健康の
保持・増進を支えるため、ライオンらしい施策を展開
しています。

従業員の健康意識の向上、自発的な健康行動の実
践を促す取り組みも展開しており、すべての従業員
がいきいきと働き、充実した毎日を送ることができる
企業を目指しています。2020年までの具体的な
定量目標は以下のとおりです。

マネジメント体制  

社長を筆頭に経営層を巻き込んだ推進体制を構築
し、取り組みの強化、施策展開のスピードアップを
図っています。実際の施策展開にあたっては、健康サ
ポート室（産業医・看護職等）、ライオン健康保険組合、
各事業所の健康管理責任者が連携して進めています。

加えて、定期的に「健康管理推進委員会」にて、全社
の健康管理全般についての統括を行い、健康サポー
ト室、ライオン健康保険組合、各事業所の健康管理
責任者で連携し、組織的に従業員の健康管理を推進
しています。

健康行動の習慣化に向けた取り組み　

「こころ」・「からだ」・「意識（健康の自己管理意
識）」の3つのテーマについて、各年代別に健康管
理施策を展開しています。（図1）
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健康行動の習慣化に向けて

健康行動への取り組み目標率 2018年実績
健康診断受診率 100％ 100％

歯科健診受診率 100％ 93％

年代別がん検診受診率 100％ 84％

図 1：健康管理活動の全体像
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配属後3カ月面談

ストレスチェック

部所のストレス度を管理者へフィードバック

健康診断後面談

情報提供（健診結果閲覧・HP・メール・ポスター・社内報）

健康診断・歯科健診

全社健康づくり施策　喫煙対策

要再検・要精密検査者への受診勧奨／保健指導

予防歯科活動（ALOHA）

特定保健指導（内服者対象外）

35歳健康づくりセミナー 50歳健康づくりセミナー

重症化予防：高リスク者への指導強化

専門ドック検診　補助金制度

人材開発基盤

各種プログラムによる人材開発

従業員一人当たりの生産性を向上するためには、一人
ひとりの能力を高めることが大切です。

個の能力を高め、組織としての強さに結びつけるた
め、当社は積極的な階層別の能力開発とともに、
選抜型プログラムや各種分野別プログラムを通じた
人材開発に取り組んでいます。

2018年はマネジメント層の選抜者を対象に、戦略
を牽引するリーダー人材の育成に取り組みました。ま
た、若手選抜者を対象に「価値観の衝突」「現地・現
物の体験」を目的に異業種交流プログラムを実施
し、次世代のリーダー発掘に取り組んでいます。機能
別では若手のマーケティング力強化を目的とするマー
ケティング学習プログラム、グローバルな活動に対す
る意識醸成と実践経験の機会である海外学会発表
では、11名の若手を派遣しました。

キャリア設計と学びの環境整備

自身のキャリア設計とその実現を促す仕組みとして、
「キャリア設計シート」を本年導入しました。従来の
「自己申告」の仕組みを改定し、本人が希望するキャ
リア目標を明確にすることと、それを実現するため

の自己研鑽を促す仕組みとしています。これに伴い、
キャリア設計と主体的な学びを連動させる環境整
備にも取り組みました。

また、2019年以降の新たな人材開発のあり方を
目指し、意欲ある従業員が主体的に学ぶことを支
援する環境づくりの準備を進め、「ライオン・キャリ
アビレッジ（LCV）」として年初から始動しました。

学びのスタイル変化に対応しながら、学習機会創出
に向けて階層別プログラムを見直すとともに、個の
学習エネルギーを組織に広く波及させることで、高
い志とモチベーションを持つ人材が組織の躍動感を
生み出す環境を整えます。これからも中長期的視点
の変革に向けた人材開発に取り組んでいきます。

従業員の能力開発の拡充

■■ すべての従業員を対象に歯科健診を実施しています
2002年の定期健康診断より、公益財団法人ライオン歯科衛生研究所（LDH）と協
力して従業員全員を対象とした歯科健診を開始し、毎年実施しています。また、
2016年からは、唾液を使って、その場ですぐにむし歯と歯周病のリスク、口腔内の
清潔度等が測定できる「唾液検査システム」を導入し、口腔カメラを使った口腔保健
指導を実施しています。今後も、従業員のオーラルヘルスケアへの意識向上につなが
る、ライオンらしい健康経営施策を進めます。

■■ 充実した健康診断の実施
毎年の健康診断項目は、法定を上回る項目内容で実施して
います。
【内容】
ドック健診：40才以上が対象、日本の法定項目21項目＋11項目
婦人科検診：年齢別に健診項目を設定
前立腺がん（PSA）検診：50才以上男性が対象
歯科健診：全従業員が対象、歯科衛生士による保健指導を実施

加齢とともにリスクの高まるがん等の早期発見のための検
査について補助金制度を設けており、発生リスクの高い50才
以上の社員に、検査受診を積極的に推奨しています。また、
予防歯科実践のために、歯科医による口腔ケア受診の補助
金制度を設けています。

ライオンの未来を変える！ 「ReDesign Forum」の開催　
ダイナミズム創出の取り組みの一環として、2018年
に「ReDesignフォーラム」を立ち上げました。自主
的に参加を表明した約100名の若手社員が、ワーク
ショップ等を通じて直接経営陣に「ライオンの未来を
変える革新的な提案」について議論を進めています。
具体的には、以下のテーマについて議論を進めま
した。

A�新価値創造を最大化させるための働き方改革
B�業務スピード最大化のための業務改革
C�人的資源の最大活用

ライオンの従来の
殻を打ち破り、経
営の未来を変える
重要な活動である
と考えています。

唾液検査システム

主な研修制度一覧

階層別

マネジメント層
リーダー人材育成
各階層昇格研修
（2階層）

成長期待層
各階層昇格研修
（3階層）
新入社員研修

目的別 PDCA管理研修

機能別
マーケティング�
学習プログラム
海外学会発表

※2018年実施

  従業員とともに
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研究開発本部は、生活者に新たな価値を提案する
技術、商品の開発を目指し、これを実現するための
新たな技術獲得を進めるとともに、事業領域の拡
大に向けた研究開発体制を整備してきました。

2018年1月には、オープンイノベーションや他企業
との連携から獲得したIoT、アプリ等の新規技術
を、当社保有技術と融合し、既存事業の周辺や、新
市場および新規事業形態を見据えたサービス事業
等の新規ビジネス創出を推進する体制を構築しま
した。また、アジア各国のグループ企業の事業戦略
を俯瞰し、事業貢献度視点でテーマを重点化し、
グローバル視点で研究開発力を強化するため、分野
ごとに各開発研究所に割り振られていた海外製品
開発機能を集約しました。さらに、応用研究部門と
研究支援部門を解消し、既存事業分野における機
能拡張等の技術開発機能は開発研究部門へ移管、
当社の基盤技術分野である口腔科学と界面科学・
分析技術領域に絞り込んだ技術開発機能を基盤研
究部門として集約しました。

2019年1月には研究開発戦略を統括し、研究所
間の横断的なテーマを統括・推進・管理する部門を
構築しました。さらに、研究業務のデジタルトランス

フォーメーションの促進と、データサイエンスによる
新価値創造を目指した組織を創設、新たな健康経
営モデルを目指したデータプラットフォームの構築
にも挑戦します。

これらの変革した体制を活用して、既存事業の一層
の活性化と、国際事業本部との連携を高めたアジ
ア各国の現地ニーズをふまえた製品開発や、ローカ
ルブランドの開発支援を強化するとともに、当社な
らではの生活イノベーションを目指した新規事業、
新市場創出に向け取り組んでいきます。
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研究開発基盤

取締役 執行役員  
研究開発本部長　

乘竹 史智

イノベーション創出の 
量・質・スピードに 
さらなる磨きを

ライオンの研究開発体制

開発研究部門
既存事業と 

グローバル対応

新規事業
イノベーションラボ

オープンイノベーション 
や外部機関との連携

基盤研究部門
口腔科学、界面科学、 

分析技術領域に絞り込む

研究開発本部のミッションは、“イノベーションの源
泉たる組織”であり続けることです。当社が考えるイ
ノベーションとは、「生活者価値の革新」×「経済性
の革新」×「技術の革新」から創出されるものであり、
イノベーションなくして多様化する生活者のニーズに
応えていくことはできないと考えています。目指すイ
ノベーションは、「技術の革新」だけでは実現しませ

ん。最も重要なのは「生活者価値の革新」であり、
研究成果を活用したソリューション（商品・サービス）
を通して、生活イノベーションに貢献します。

当社の研究開発を支えているのは、口腔科学、生命
科学、界面科学、洗浄技術、製剤化技術といったコ
ア技術です。これらの技術を活用し、新しい技術領
域と結合させることで生み出した革新的な商品と、

研究開発本部のミッション
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『ルックプラス　バスタブクレンジング』

2018年に発売した『ルックプラス　バスタブクレンジング』は、バスタブの汚れを“こすらず洗い”
だけで本当に落としきる、これまでにはなかった画期的な浴室用洗剤です。専用容器と「無力
化洗浄®」技術の開発から、新しいお風呂掃除という価値の創出に成功しました。

目薬『スマイル The メディカル A』

2018年に販売した『スマイルTheメディカルA』は、ビタミンAを基準内最大量配合＊1している
目薬です。当社が長年にわたり培ってきた界面活性剤の技術と目薬の技術を融合することで「ビタ
ミンA浸透処方」の確立に成功しました。つらい乾き等による疲れを根本から改善します。

価値創造を支える技術開発

LIVE計画における成長戦略

LIVE計画のスタートに当たり、研究開発本部は、
新たな飛躍に向けた挑戦を開始しました。戦略推進
に向け整備した新体制の下、社会環境の変化や最
先端の技術トレンドをしっかりと掌握し、従来とは次
元の異なるダイナミズムと、他社を凌駕するスピード
で挑戦をスタートしています。新たな飛躍のために
は従業員の意識改革も必須です。一人ひとりが変
革の当事者となり、自らのアイデアと行動力で、周
囲を巻き込み結果につなげていくプロフェッショナ
ル人材であり続けなければならないと考えています。

「次世代ヘルスケアのリーディングカンパニー」実
現に向けた課題は、既存市場での勝ち残り、新市
場創造、海外売上拡大を狙った研究シフトとスピー
ドアップです。これまでの延長線上には持続的な成
長の道はないことを心得、次なる事業成長に向け
て、多くのイノベーションを創出できる研究開発へ
とギアチェンジします。

これまでの新規事業開発には、いくつか課題があり
ました。例えば、新規事業案が自社技術・強みを

起点に立案されることや、事業化までに時間を要す
ること、人員が自部所との業務との兼任となってし
まうことです。そこで新規事業開発の実行、生活イ
ノベーションを目指した新規事業・新市場創出に
向けた「イノベーションラボ」を設立しました。この
「イノベーションラボ」を中心とした新領域・新規
事業に挑戦する体制を整えたことで、研究員の
イノベーター／起業家マインドの醸成、また、クラウ
ドファンディングやデザインシンキング等、様々な
手法を取り入れたアイデア創出とリーンスタートアッ
プの実績を積むことができるようになりました。これ
らの新しい取り組みを通して、口臭アプリ『Repero

（リペロ）』、美容機器『Visourire(ヴィスリール)』、
睡眠チェック＆ケア『眠りデザイン』等、今までにな
い発想から新しい事業につながるシーズが生まれつ
つあります。今後は、テーマ選定や事業化に向けた
サポート体制の充実を図るとともに、オーラルケア
関連分野での新しい生活者提案に重点的に取り組
んでいきます。

※1  （５万単位）一般用眼科用薬製造販売承認基準の最大量。
※2  ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

■■ お風呂掃除に革命!ゼロから作り出した新しい浴槽掃除法
『ルックプラス バスタブクレンジング』が“こすらず洗い”を実現するためには、ムラなく無理なく浴槽全体に洗剤をかけることのできる
容器の開発が不可欠でした。
広範囲に洗剤をかけるだけなら、これまでにも存在するエアゾールスプレーや電動スプレーという選択肢もありますが、つめかえができ
なかったり、錆びやすかったり、電池交換の手間が加わる等の短所もあります。様々な容器のメリット・デメリット、洗剤の形状も含め
て検討を重ねて、ようやくたどり着いたのがミストを広範囲に吹きかけるこれまでにはない新トリガーの容器です。腕を横に動かしな
がらトリガーを1プッシュすれば、幅1mにわたって洗剤を広範囲にスプレーできます。

■■  発見!「カルシウム」が汚れを強くこびりつか 
せていた!! 新メカニズム「無力化洗浄®」で、 

“こすらず洗い”を実現
浴槽にこびりつく汚れの分析を進めた結果、湯アカが浴槽にこび
りつく原因を探り当てることに成功しました。水道水中のカルシウ
ムが、身体由来のタンパク質や皮脂等の汚れをがっちり固めて浴
槽にこびりつかせていました。
界面活性剤（α-オレインスルホン酸）と溶剤（ジエチルグリコール
モノブチルエーテル）の成分比率を最適化することで、洗剤液が汚
れの内側まで浸透し、キレート剤（EDTA）によるカルシウムを引き
抜く力が最大限に発揮されます。カルシウムが引き抜かれた結果、
汚れがふやけて浮くのでシャワーをかけるだけで流し剥がせます。

■■ ビタミンA浸透技術
ビタミンAは、油の成分であるため、水にまぜると2層に分離してしまいます。そこで、界面活性剤を用いて、ビタミンAを水の中に安定に
溶かしています。今回、界面活性剤として新たに「EOPO」＊2を見出し、新たな「ビタミンA浸透処方」を確立しました。界面活性剤

「EOPO」は、細胞膜となじみやすいため、積極的に細胞内へ取り
込む「膜動輸送」が生じます。その結果、膜動輸送とともにビタミ
ンAが細胞内へ取り込まれやすくなります。

■■ ビタミンAの2つの働き
ビタミンAの働きには、角膜上皮細胞のヒアルロン酸産生促進
作用があります。ヒアルロン酸は細胞修復を促す作用があり、角
膜を修復します。また、ビタミンAには、涙を目の表面につなぎと
める働きのあるムチン産生促進作用があります。これらの作用に
よって目の潤いを保持します。

“こびりつく力”を無力化する汚れ除去メカニズム

1. 角膜を修復 2. 涙をとどめる

ヒアルロン酸 ビタミンA

ヒアルロン酸 ビタミンA

涙液 イメージ図

涙液 イメージ図

イメージ図

イメージ図

ムチン

ムチン

＜イメージ図＞

目の細胞の成長促進や、角膜
上皮細胞の再生を促す「ヒア
ルロン酸」を産生し、角膜を
修復します。

涙と角膜を結びつけ、涙を安
定化させる「ムチン」の産生
を促進し、瞳に涙をとどめま
す。

ビタミンA最大量配合

新たな価値提案を通じて生活者のQOL向上に貢献
してきました。こうしたイノベーションの創出にチャレ
ンジし続けてきた当社がさらに一歩前へ踏み出し、新

経営ビジョン「次世代ヘルスケアのリーディングカン
パニーへ」の実現に貢献するために、イノベーション
の量・質・スピードにさらなる磨きをかけていきます。

浴
槽

1

浴
槽

2

浴
槽

3

浴
槽

4

  ルックプラス  バスタブクレンジング

  スマイル The メディカル A

  ライオンの R&D
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サプライチェーン基盤

執行役員
SCM 本部長　
ライオン流通サービス株式会社代表取締役社長

平岡 真一郎

先進的・持続可能なシステムを
強化し競争優位を確保

強固なサプライチェーンマネジメントの構築に向けて

当社はLIVE計画で「先進的でサステナブルなサプライチェーンの整備」を進めることを目標に掲げています。
より強固なロジスティクス体制、持続可能な原材料調達、安定供給・体制の構築等、競争優位となる強固な
サプライチェーンマネジメントの構築に向けて、着実に取り組みを推進しています。 

物流における取り組み 

「環境負荷低減」と「スマートロジスティクス」をキー
ワードに、様々な改革を進めています。

その一例として、他企業との共同輸送による環境対
応、自動化設備・IoT技術を活用した「モノと情報
がつながるスマートロジスティクス」の具体化、個々
のお客様が仕様を選択するような商品・サービスの
1to1化等の新たなビジネス形態に対応する次世代
SCMプラットフォームの実装に取り組んでいます。

例えば、「環境負荷低減」としては、異業種3社と
の共同幹線輸送による大幅なCO2削減に成功しま
した。同時に、「長距離輸送の効率化」として、ドラ
イバーへの負担削減に貢献しました。

さらに、「スマートロジスティクス」の分野では、人手
で行っている伝票やコード番号の記入・読み取り作
業の自動化、自動化設備の導入による倉庫荷役作
業の省人化によって、大幅な生産性の向上に取り組
んでいます。

将来的には「モノの動き」をすべて把握し、さらには
モノの動きを記録した膨大なデータを分析すること
で、「モノの動かし方」の最適化を図ります。

また、ロジスティクスのマネジメント機能の高度化も
重要なテーマです。社内のロジスティクス体制を一
本化し、生産・販売・在庫の動きをより細かく管理し
て生販在管理の監視レベルを強化することで、長期
滞留在庫を大幅に削減しています。

計画業務

・購買本部 
・生産管理部 
・各工場

各工場　 
関係会社

サプライ
チェーン 
業務部

物流事業者 物流事業者

サプライチェーンマネジメント統括部

購買本部 生産本部 需給管理部 事業本部 
営業本部

資材調達

実行業務

政策立案

調達計画

調達 生産 工場保管 社内輸送 保管 配送受注

生産計画 販売計画在庫計画
（総在庫）

補給計画
（在庫配置）

調達要望 生産要望 出荷見通

ロジスティクスマネジメント体制
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生産における取り組み

生活者の嗜好が多様化し、生活の質（QOL＝Quality�
of�Life）向上への関心が高まっている一方、生産年齢
人口の減少にともない、生産現場では労働力不足が
顕在化しつつあります。

このような環境の変化を背景に、多品種の高付加価
値製品をいかに効率よく供給するかが、当社生産部
門の最大の課題です。

そのポイントは、①省力化の推進による労働集約型
から資本集約型への転換、②省力化で創出した余力
の高付加価値業務への活用、③新規技術の導入に
よる生産性の向上、の3点です。

例えばハブラシの生産では、ハブラシの毛がハンドル
に適正に植えられていることが重要な工程管理項目
の1つであり、工程検査の結果、もし規格から外れて
いれば手直しを行っています。通常のハブラシでは、
植毛状態の検査・手直しの工程はすでに自動化され
ていますが、『システマハブラシ』（超極細毛が、歯周
ポケットの奥の汚れを歯周病プラークごとかき出す
のが特徴）のような高付加価値製品ではこれまで、
従業員の熟練したスキルによって高品質を実現して
きました。

システマハブラシの植毛工程では、周囲の毛よりも
長く飛び出した「長毛」が発生することがあります。
長毛の毛先を切れば長さをそろえることはできます
が、システマハブラシ独自の使用感が損なわれてし
まいます。このため従来は、従業員が目視で全数を
検査し、長毛は1本1本手作業で抜いていました。こ
の作業には丁寧さとスピードが同時に求められ、対
応できる従業員の育成・確保は、生産年齢人口の減
少とともに一層困難になることが予測されました。

当社技術陣の2年間のたゆまぬ努力の結果、ついに
この「職人技」の自動化に成功し、2018年から新
システムを稼動させることができました。超極細毛を
自動検査処理できるこのシステムを、当社では「JKK

（自動検査毛抜き）システム」と呼んでいます。自動化
で創出した余力人員は、設備導入や工程改善、予知
保全等の高付加価値業務に活用します。

また生産能力増強に向けた設備投資も進めています。
オーラルケア分野については、高付加価値製品への国
内ニーズの高まりに加え、海外、特にアジアにおいても
日本製ハミガキが好評を得ています。当社ではこの
ニーズに応えるため、2018年にハブラシ・デンタルリ
ンスの新工場を設立しました。ハミガキについても、新
工場を2021年中に香川県坂出市で稼動させるべく
準備を進めています。この新工場により、ハミガキの
生産能力が今までの1.7倍に拡大します。

新工場では新たな技術を積極的に取り入れて、生産
品種の切り替えで生じる段取り作業や、充填包装
等の面で、既存工場と比べ大幅な効率化を図ってい
きます。

他の製品分野の生産工程についても、ロボットの活
用等による省力化、IoTを活用した様々な生産活動
データの集積・活用による生産活動の高度化を、強
力に推進します。

サステナブルな原材料調達に向けて

当社は、サプライチェーンにおける取り組みにおいて、原材料メーカーや生産委託先との連携を強化すること
が重要な課題のひとつであると考えています。事業活動の環境や社会に対するマイナスの影響を低減させ、お
互いの事業を持続的に発展させるため、取引先と当社とがサステナビリティを深化させることが必要です。

原材料メーカーや生産委託先とのサステナビリティの推進

当社は、責任ある調達活動を推進するため、原材料
メーカーおよび生産委託先へ「ライオングループサ
プライヤーCSR�ガイドライン」に基づくセルフチェッ
クを毎年依頼しています。人権・労働、環境、公正
な事業慣行、消費者課題、コンプライアンスに関す
るサプライチェーンにおけるリスク回避に向けた仕組
みづくりを推進しています。

2014年よりセルフチェックをすべてWeb上で実
施できるようオンライン化し、より効率的に取引先
が回答できるようにしました。また、結果のフィード
バックを回答いただいた取引先に送り、継続的に
CSR調達を推進できる体制を確立しています。

持続可能なパーム油の調達を目指して

当社は、枯渇することがなく、カーボンニュートラルな
原料である植物原料の活用を積極的に進めており、
その植物原料のひとつとして、世界で最も生産量の
多い植物油脂であるパーム油の誘導体を使用してい
ます。パーム油は主にマレーシアやインドネシアで生産
されています。パーム油は生産性が高く年間を通じ
て収穫できることから生産量は年々増加しています
が、生産地においては急激な生産拡大にともない、
新規農園開発のための熱帯雨林の伐採や、それに伴
う野生生物の生息地縮小等の問題が生じています。

また不適切な農園経営による、健康や安全への配慮
が乏しい劣悪な労働環境や、低賃金、移民労働者の
不当な扱い、児童労働等、社会的公正を欠く様々な
労使問題も指摘されています。

このような問題の解決に向けた「持続可能なパーム
油のための円卓会議（RSPO）」に、当社は2006
年から参画しています。2012年からRSPOの認証
が得られたパーム油の調達を開始しました。

今後も持続可能なパーム油の調達に取り組みます。

「職人技」の自動化を実現
した自動検査毛抜システム
（JKKシステム）

ボトルキャップ仮締め�
工程用ロボット

サプライヤー CSR セルフチェックにおける PDCAサイクル

ライオングループサプライヤー CSR ガイドラインに基づく
セルフチェック全体集計結果（2018 年）

Plan
CSRガイドライン制定、開示 

サプライヤーに調達基本方針と 
CSRガイドラインを開示します。

Action
フィードバックと改善

サプライヤーに詳細結果をフィードバックし、 
必要があれば改善をお願いします。

結果概要
●��2018年の回答率は98%、平均点は1〜3点の3段階で2.67点と、サプ
ライチェーン全体でサステナビリティに取り組んでいることが確認できました。

●��未回答の15社のサプライヤーに対しては、ヒアリングなどを通じて協力を
お願いしています。

Do
CSRガイドラインに基づいた 

セルフチェックの依頼
Webサイト上でサプライヤーによる 

セルフチェックを依頼します。

Check
チェック回答の分析

回答を分析し、改善が必要な 
サプライヤーを洗い出します。

サステナビリティに取り組む重要性をサプライヤーに理解していただくため、セルフチェックの
依頼文書において、サステナビリティを取りまく情勢の説明を記載する等、工夫をしています。
セルフチェックは取り組みの程度に応じた3段階のチェック基準と用語解説を設けています。

モニタリング数：
ライオン国内グループの原材料メーカー・生産委託先、計610社（国内：534、海外76）
※�2017年より、改善要望の基準を強化したため、改善を要望した比率が上昇しています。

改善の必要なし
81%（491社）

未回答
2%（15社）改善を要望

17%（104社）

  お取引先様とともに
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■   取締役会・取締役
取締役会は、法令または定款で定める事項のほか、会
社の業務執行に関連する重要事項を決定するとともに、
取締役および執行役員の職務の執行を監督しています。

当社グループ全体の経営方針および経営戦略等に係
る重要事項については、事前に経営会議において審議
し方向づけを行い取締役会で意思決定を行っていま
す。また、部門業務執行に関する重要事項等について
は、執行委員会に権限委譲し意思決定を機動的に行っ
ています。取締役会は、迅速な意思決定を行うため、
定款の定めにより11名以内で構成しています。取締役
会の監督機能の実効性を高めるため、取締役のうち、
2名以上を社外取締役としています。

取締役は、株主に対する受託者責任を十分に認識し、
当社グループの企業価値向上および株主共同の利益
に資するため、取締役としての職務を執行しています。
また、職務を執行する上で必要な情報の収集、知識の
習得、研鑽に努め、取締役会で積極的に発言し、建設
的な議論を十分に尽くしています。

社外取締役は、独立した立場で経営の監督を行うと
ともに、経営への助言、利益相反の監督、ステークホ
ルダーの意見を適切に取締役会に反映させるよう努
めています。

■   執行役員制度

当社は、迅速な業務執行と取締役会の機能強化のた
めに、全執行役員が出席する執行役員会を毎月１回
開催し、業務執行に関する基本的な事項および重要
事項に係る意思決定を機動的に行っています。執行
役員は14名で、うち5名が取締役の兼任者です。任
期は取締役と同様に1年です。

■    監査役会・監査役

監査役会は、定款の定めにより5名以内で構成し、そ
のうち、半数以上を社外監査役としています。取締役
が法令および定款の定めに従い適法な職務を執行し
ているか監査するとともに、会計監査人の選解任や監
査報酬に係る権限等を適切に行使しています。また、
監査役監査基準および監査方針、監査計画等を定め、
取締役会その他重要な会議への出席、取締役の職務
執行状況聴取、本社および主要事業所の往査、子会
社の調査を実施しています。

監査役は、独任制の機関として、取締役の職務の執行
を監査しています。株主に対する受託者責任を十分に
認識し、当社グループの企業価値向上および株主共同
の利益の向上にあたっての健全性確保に資するため、
監査役としての職務を執行しています。また、職務を執
行する上で必要な情報の収集、知識の習得、研鑽に努
め、会社の透明・公正な意思決定を担保するとともに、
取締役会で能動的・積極的な意見表明に努めていま
す。さらに内部統制システムの構築・運用状況を監視
し検証しています。常勤監査役は、職務の執行上知り
えた情報を他の監査役と共有するよう努めています。

監査役候補者の選任にあたっては、取締役会が定めた
役員候補者の選任基準および社外役員の独立性に係
る基準を満たす者を候補者として指名諮問委員会に
諮問し、その答申結果をもとに監査役会での同意を得
て、株主総会に付議する候補者の選任議案を決定して
います。候補者の選定理由については、株主総会の招
集通知の選任議案に記載します。

企業倫理委員会

株主総会

企業行動憲章・行動指針

会
計
監
査
人

諮問

答申
諮問

答申

助言
提案

監査 監視

監査

監査

監査

報告

報告

報告

委嘱報告

法令遵守
に関する
意見・助言

2003年  経営評価委員会（現アドバイザリー・コミッティ）
2004年  執行役員制の導入

2006年  報酬諮問委員会設置／社外取締役の設置
2010年  独立役員制の導入

 コーポレート・ガバナンス基本方針の制定 
指名諮問委員会
取締役会実効性評価

 2016年

コーポレート・ガバナンス

経営の監査・監督機能を充実させる取り組み

コーポレート・ガバナンス体制

■   機関設計
当社は、取締役会が経営の監督機能を十分に果た
し、独任制の監査役が適切な監査機能を発揮する企
業統治体制として、会社法上の監査役会設置会社を
採用しています。取締役会による経営の監督機能を

強化し、意思決定の迅速化を図るため執行役員制を
導入するとともに、経営の透明性を高めコーポレート・ガ
バナンスの一層の充実を図るため、社外取締役および社
外監査役（以下、「社外役員」という。）を中心とした指名
諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しています。

取締役会
社内 社外

監査役・監査役会
社内 社外

当社は、経営の透明性を高め、監督機能の強化と意思決定の迅速化を図り、コンプライアンスを確保
することをコーポレート・ガバナンス上の最重要課題と位置づけており、コーポレート・ガバナンス体制
の強化・充実を推進することにより、企業価値の向上を目指しています。
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Foundation

＊CS／PL委員会
CS： Customer Satisfaction

（お客様満足） 
PL： Product Liability 

（製造物責任）
品質保証活動を推進するための
部所横断型の委員会。
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■   諮問委員会等

取締役会の諮問機関として、社外役員を中心とした指
名諮問委員会、報酬諮問委員会を設置し、経営の客観
性・透明性を高めています。併せて、社外役員以外の社
外有識者で構成するアドバイザリー・コミッティを設置し、
コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っています。

■ 1. 指名諮問委員会
取締役、監査役および執行役員ならびにそれぞれの退
任後の顧問等（以下、「役員等」という。）の資質・選解
任理由・プロセス等について、取締役会からの諮問を受
け審議し、取締役会（監査役については監査役会）に答
申しています。代表取締役社長の後継者育成について
も、委員会にて意見交換等を実施しています。委員は、
社外役員および取締役会議長があらかじめ定めた代表
取締役により構成し、委員の互選により社外役員の中
から議長を選任しています。

■ 2. 報酬諮問委員会
役員等の報酬体系、水準、賞与算定方式等について、
取締役会からの諮問を受け審議し、取締役会（監査役
については監査役会）に答申しています。委員は、社
外役員により構成し、委員の互選により議長を選任し
ています。

■ 3.アドバイザリー・コミッティ
当社の経営方針および政策の妥当性等について、幅
広い見地からの客観的な意見を経営に反映させるた
め、優れた識見を有する社外役員以外の社外有識者
にて構成しています。原則として年2回開催し、取締役
会議長は、助言の概要を取締役会に報告しています。

指名諮問委員会
社内 社外

報酬諮問委員会
社外

リスクマネジメント

コーポレート・ガバナンスFoundation

お客様に安心・安全な製品を継続して提供するために、リスク統括担当役員を任命し、ライオングループ全体
のリスクを網羅的・総括的に管理しています。

■   当社グループの損失の危険の管理に関する規程
その他の体制

■ 1. 平時の対応

（1）�経営戦略本部分担役員を当社グループのリスク
に関する統括責任者として任命し、経営企画部
において当社グループ全体のリスクを網羅的・総
括的に管理しています。

（2）�監査室は、当社グループ各部所毎のリスク管理
の状況を監査し、その結果を執行役員会、取締役
会に報告します。

（3）�平時において、各部所はその有するリスクの洗
い出しを行い、そのリスクの低減等に取り組む
とともに、事業活動に重大な影響を及ぼすおそ
れのある経営リスクについては、それぞれ担当
取締役が対応策を検討し、経営会議、執行役
員会で審議しリスク管理を行います。

（4）�環境、品質責任、事故・災害に関するリスクに
ついては、それぞれサステナビリティ推進会議、
CS/PL 委員会＊、安全衛生防災会議において事
前に対応策を検討、必要に応じて執行役員会で
審議し、リスク管理を行います。

（5）�各工場においては、ISO14001の認証を受け、
品質管理および環境保全に積極的に取り組み
ます。

■ 2. 有時の対応

（1）�天災・事故発生等による物理的緊急事態が発生し
た場合は、緊急事態処理システム（地震について
は地震災害対策マニュアル、感染症については、
新型インフルエンザ等感染症対策マニュアル）に
従い、当該発生事実を社長・監査役等へ報告する
とともに、関連部所長は情報収集、対応方針の決
定、原因究明、対応策の決定、執行役員会・取締
役会への報告を行います。

＊�CS/PL委員会
CS：Customer�Satisfaction（お客様満足）、PL：Product�Liability（製
造物責任）を指し、品質保障活動を推進するための部所横断型の委員会

■   事業継続計画（BCP）

大地震や感染症の蔓延(パンデミック)などが発生し
た場合でも、お客様に商品をお届けできるよう、被害
の最小化と業務の継続を図るための体制づくりを推
進しています。災害の規模、被災状況によってBCP
発動の是非を判断しますが、BCPが発動された場
合は当社事業のうち、一般用消費財の供給を最優先
とした体制をとることとしています。経営に重大な影
響を与えるリスクについては、対応状況を取りまとめ、
毎年執行役員会に報告しています。

DNA Vision�and�Strategy Business Foundation Performance DNA Vision�and�Strategy Business Foundation Performance
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当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実に資するため、会社法上の要件に加え、当社および重要
な取引先等との利害関係がなく、独立性を確保できる人材を社外役員（取締役3名および監査役2名）に招
聘し、経営の監督・監視機能の充実に努めています。社外役員5名は全員、一般株主と利益相反の生じるおそ
れのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。

社外取締役

菅谷 貴子
出席状況 新任

選任理由

社外役員以外の方法で会社経営に関与されていませんが、弁護士としての企業法務を中心とした豊富な知識・経験に加え、他社
の社外取締役および社外監査役の経験を有しています。当社経営の透明性を向上させるとともに取締役会の監督機能を強化
するため、同氏が有するガバナンスおよびコンプライアンス等に関する高度な識見が必要であると判断し、新たに社外取締役と
して選任しました。

独立役員に�
指定した理由

当社が定める「社外役員の独立性に係る基準」を満たしており、かつ、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件も満たし
ていることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しています。

白石 隆
出席状況 当年度開催の取締役会17回のうち16回に出席

選任理由

国立大学法人の学長としての経営経験に加え、日本貿易振興機構のアジア経済研究所長も歴任され、アジアの政治・経済・社
会等の幅広い領域に精通し、当社の取締役会においても積極的にご発言いただき、当社の社外取締役として業務執行に対する
監督など適切な役割を果たしていただいています。当社経営の透明性を向上させるとともに取締役会の監督機能を強化するた
め、同氏が有する高度な経営判断ノウハウが必要であると判断し、引き続き社外取締役として選任しました。

独立役員に�
指定した理由

当社が定める「社外役員の独立性に係る基準」を満たしており、かつ、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件も満たし
ていることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しています。

山口 隆央
出席状況 新任

選任理由
社外役員以外の方法で会社経営に関与されていませんが、公認会計士、税理士として長年培った会計および税務に関する豊富
な知識・経験に加え、他社の社外監査役の経験を有しています。同氏が有するこれらの知見が当社の実効的な監査に必要と
判断し、新たに社外監査役として選任しました。

独立役員に�
指定した理由

当社が定める「社外役員の独立性に係る基準」を満たしており、かつ、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件も満たし
ていることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しています。

 

内田 和成
出席状況 当年度開催の取締役会17回のうち14回に出席

選任理由

経営コンサルティング会社の日本代表としての経営経験に加え、他社の社外取締役および社外監査役の経験を有するとともに、当社の
取締役会において積極的にご発言いただき、当社の社外取締役として業務執行に対する適切な役割を果たしていただいています。当社
経営の透明性を向上させるとともに取締役会の監督機能を強化するため、同氏が有する高度な経営判断ノウハウが必要であると判断
し、引き続き社外取締役として選任しました。

独立役員に�
指定した理由

当社が定める「社外役員の独立性に係る基準」を満たしており、かつ、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件も満たして
いることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しています。

竹本 節子
出席状況 新任

選任理由
会社の取締役または監査役等として経営に関与されていませんが、税理士として長年培った会計および税務に関する豊富な知
識・経験に加え、行政機関の要職を歴任された経験を有しています。同氏が有するこれらの知見が当社の実効的な監査に必要と
判断し、新たに社外監査役として選任しました。

独立役員に�
指定した理由

当社が定める「社外役員の独立性に係る基準」を満たしており、かつ、株式会社東京証券取引所が定める独立性の要件も満たし
ていることから十分な独立性を有していると判断し、独立役員に指定しています。

社外役員の選任状況

社外監査役

役員報酬

役員報酬は、株主総会で決議された役員報酬額の範
囲内で、取締役会が報酬諮問委員会に諮問し、その
答申結果をもとに、取締役会で決定しています。社外
取締役および監査役を除く業務執行役員の報酬は、
月次固定報酬と業績連動報酬（賞与、株式報酬）で
構成されています。報酬水準は、外部専門機関の調
査データを参考として客観的なベンチマークを行い、
役員の役割・責務ごとに設定しています。

役員報酬が、中長期的な企業価値向上への健全で適
切なインセンティブになるよう、業績連動比率や自社
株報酬の割合等については、必要に応じて適宜見直
しを行っています。

〈業務執行役員（社外取締役および監査役を除く役員）〉
①��月次固定報酬および業績や株価に連動する業績
連動報酬で構成されています。

②��月次固定報酬は定額制とします。月次固定報酬の
水準は、他社水準を考慮して設定します。また、年
1回、業務執行機能、経営監督機能の発揮度に応
じ査定し加減算します。

③��業績連動報酬は、賞与および2017年3月30日
開催の第156期定時株主総会でご承認をいただ

き導入した業績連動型株式報酬で構成します。

④��役員報酬に占める各報酬の割合は、基本報酬であ
る固定報酬比率50%、業績連動比率50%（内、
賞与30%、株式報酬20%）を目安とします。

⑤��賞与は、過去の支払実績および他社事例を考慮し
て、当該事業年度に係る事業利益の0.5%の
50%と親会社の所有者に帰属する当期利益の
0.75%の50%との合計額（万円未満は切り捨て）
を各取締役に配分することとし、その上限額は2億
5,000万円とします。ただし、上記のそれぞれの利
益が損失の場合、利益額は0として算出します。

⑥��業績連動型株式報酬は、毎事業年度に付与する
「固定部分」と、中期経営計画対象期間中の毎事
業年度の業績目標達成度に応じて付与される「業
績連動部分」で構成し、「固定部分」と「業績連動
部分」との割合は、役位別に定める株式報酬基準
額のそれぞれ1/2とします。

〈業務執行しない役員（社外取締役および監査役）〉

①��月次固定報酬のみとします。

②��月次固定報酬は定額制とします。月次固定報酬の
水準は、他社水準を考慮して設定します。

コーポレート・ガバナンスFoundation
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提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額�
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる�

役員の員数（名）固定報酬 賞与 業績連動型�
株式報酬 退職慰労金

取締役
（社外取締役を除く。） 442 215 166 60 — 7

監査役
（社外監査役を除く。） � 60 � 60 — — — 2

社外役員 � 60 � 60 — — — 5

①��使用人兼務取締役はいません。

②��取締役の固定報酬額は、2017年３月30日開催
の第156期定時株主総会において、１事業年度に
つき300百万円�以内と決議されています。�

③��監査役の固定報酬額は、2017年３月30日開催
の第156期定時株主総会において、１事業年度に
つき110百万円�以内と決議されています。

④��株式報酬のために拠出する金員の上限は、2017年
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業績連動型株式報酬の算定方法
取締役会評価2017年3月30日開催の第156期定時株主総会に

おける決議により、取締役（社外取締役を除く）を対
象として、業績連動型株式報酬制度を導入しています。
本制度は、下記の方法に基づき算定の上、1事業年度
あたりに取締役に付与するポイント数（株式数）を確定
します。原則として累積したポイント数に相当する株
式数が取締役の退任時に交付されます。

（1）�支給対象役員� �
法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執
行役員」である取締役のみを対象とし、社外取締
役および監査役には支給しません。

（2）�総支給水準� �
1事業年度あたりに、支給対象役員に付与するポ
イント数の合計の上限は、90,000ポイント（1
ポイント当たり当社株式1株）とします。

当社は、取締役会の運営方法、議案内容、審議状況
等に関する各取締役の評価等を事業年度毎に実施
し、取締役会の実効性確保に努めています。評価結果
の概要は、コーポレート・ガバナンスに関する報告書に
開示しています。2018年度に開催した取締役会につ
いて、取締役および監査役全員を対象に匿名の自己
評価アンケートを実施しました。

■  取締役会の実効性に関する評価結果の概要
●��当社取締役会は、社外取締役の人数・割合を含め、
審議にあたって必要十分な人数で構成され、メンバー
は企業価値向上に向けて必要となる知識・経験・能
力・多様性を有している。

●��当社取締役会の開催頻度、案件数、審議時間は適
切であり、審議においてはリスクテイクを阻害せず自
由闊達で建設的な議論がなされている。

コーポレート・ガバナンスFoundation
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（3）�算定方法および個別支給基準� �
支給対象役員ごとのポイント数は以下の算定式に
よって個別に決定されます。

算定式

ポイント数（※）�=�（①�固定基準額�+�②�業績連動基準額�
×�③業績連動係数）÷�④�平均取得単価
（※）小数点以下切り捨て

①��固定基準額� �
固定基準額は役位毎に以下の係数を設定し取締
役執行役員の固定基準額の金額を基準に算定し
ます。なお、取締役執行役員の係数が1のときの
固定基準額は4,000千円とします。

役位 役位毎の係数

会長・社長執行役員 3.625

副社長執行役員 2.000

専務執行役員 1.625

常務執行役員 1.375

上席執行役員 1.250

執行役員 1.000

②��業績連動型基準額� �
業績連動基準額は上記固定基準額と同額とします。

③��業績連動係数� �
業績連動係数は、以下の算定式に従うものとします。

算定式

業績連動係数（※1）�=�事業利益（※2）に関する業績連動係数�
×�50%�+�親会社の所有者に帰属する当期利益（※3）に
関する業績連動係数�×�50%
（※1）�小数点第2位未満切り捨て
（※2）�事業利益は、売上総利益から販売費及び一般管理費を控除したもので、

恒常的な事業の業績を測る当社の利益指標である
（※3）�IFRSに基づく利益指標である

各指標に関する業績連動係数は、2019年12月期
の各指標の目標値（※4）に対する達成率（※5）に応じて決
定します。
（※4）�2019年2月13日公表の決算短信で開示した「2019年12月期の連結業績予

想（2019年1月1日～2019年12月31日）に記載の事業利益31,500百万円
および親会社の所有者に帰属する当期利益21,000百万円とします。

（※5）
目標値に対する達成度（※6） 各指標に関する業績連動係数

100%未満 0
100%以上140%未満 （目標値に対する達成度）×2.5-1.5（※7）

140%以上 2.00

（※6）100%以上の場合は、小数点第1位を四捨五入
（※7）小数点第3位以下切り捨て

④��取得単価� �
本制度で用いる信託の株式取得単価（1株当たり
2,130円）とします。� �
なお、取締役が制度期間中に国内非居住者となっ
た場合には、累積したポイント数は失効し、取締役
退任時に、累積したポイント数に相当する株式数
に退任時の株価を乗じた金額を別途支給するもの
とします。

３月30日開催の第156期定時株主総会において、
2017年12月31日で終了する事業年度から
2020年12月31日で終了する事業年度までの合
計４事業年度を対象として６億円、株式等の総数
は360,000株（１事業年度あたり90,000株）
以内と決議されています。�

⑤��業績連動報酬の賞与は、上記に記載の方式により
当期の事業利益及び親会社の所有者に帰属する
当期利益をもとに算出し確定した金額です。また、
株式報酬は、当期の業績達成度に応じて制度対象
者に付与される株式付与ポイントを取得価格で換
算した金額です。�

⑥��記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

〈2019年12月期の業績に係る役員賞与の算定方法〉
役員賞与は、下記の方法に基づき算定の上、支給額
を確定し支払います。

（1）�支給対象役員� �
法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執
行役員」である取締役のみを対象とし、社外取締
役および監査役には支給しません。

（2）�総支給額� �
当該事業年度に係る事業利益の0.5%の50%
と親会社の所有者に帰属する当期利益の

0.75%の50%との合計額（万円未満は切り捨
て）を総支給額とし、その上限額を2億5,000
万円とします。ただし、上記のそれぞれの利益が
損失の場合、利益額は0として算出します。

（3）�個別支給額� �
上記（2）に基づき計算された総支給額を、役位ご
とに定めた下記ポイントに役位ごとの当該事業年
度末現在在任する取締役員数を乗じた数の総和
で除して、ポイント単価を算出します。各取締役への
個別支給額は、役位ごとに定めたポイントにポイン
ト単価を乗じて算出します（万円未満は切り捨て）。

取締役の役位別ポイントおよび員数

役位 ポイント 員数 ポイント計

会長・社長執行役員 3.000 2 6.000

副社長執行役員 1.800 0 0.000

専務執行役員 1.500 0 0.000

常務執行役員 1.200 0 0.000

上席執行役員 1.000 2 2.000

執行役員 0.900 2 1.800

合計 — 6 9.800

上記は2019年3月28日開催の第158期定時株主総会終了後の取締役の員数で計算
しています。
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当社のコーポレート・ガバナンスの詳細は、こちらも併せてご参照ください

コーポレート・ガバナンス基本方針  
http://www.lion.co.jp/ja/company/about/pdf/cg_policy.pdf

コーポレート・ガバナンスに関する報告書  
http://www.lion.co.jp/ja/company/about/pdf/abo_gov.pdf

社外取締役メッセージ

ライオンの素晴らしいところは、人を大切にするところです。お客様はもち
ろんのこと、社員や取引先あるいは社会との関係に至るまで、相手への配
慮が感じられます。こうしたことの積み重ねが世の中にファンの多い会社に
なっている理由だと思います。

しかし、日本経済の成熟化や環境の変化の結果、メーカーも今までのよう
に優れた商品を開発し販売すればよいという時代から、経験や体験を重視
したより付加価値の高い商品やサービスの提供が求められる時代に変わっ
ています。

これまでのものづくりの組織に加えて体験価値を上げるための取り組み、
すなわち部門の壁を越えて有機的に連携した活動や、社外においては業界
を超えた様々な企業や研究機関とのコラボレーションの促進が必要となり
ます。

こうした努力の結果として、ライオンが単に業績が優れた企業から、顧客や
社会にとってなくてはならない会社として認識され、広く支持されることを
期待しています。

社外取締役　 内田 和成

コーポレート・ガバナンスFoundation

DNA Vision�and�Strategy Business Foundation Performance DNA Vision�and�Strategy Business Foundation Performance

以上により、当社取締役会のメンバー構成・運営状況
は適切であるとともに、業務執行上の重要事項の決定
ならびに職務執行の監督も相当に行われていることか
ら、当社取締役会の実効性は十分確保されているも
のと評価します。

なお、これまでの取締役会実効性評価において、①�社外
取締役・社外監査役に対して、重要な付議事案につい
ての基本にある考え方や検討経緯などの情報提供を
さらに充実させるべき、②�今後更なる企業価値向上
に向け、経営戦略に関する議論を一層充実させるべき
等、提言された課題への対応は進んでいるものの、な
おいくつかの改善余地が残されていることから、今後
も継続して必要な施策を適宜実施し、取締役会の実
効性をより一層高まるよう努めています。

■  反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方  
およびその整備状況

〈基本的な考え方〉

「ライオン企業行動憲章」に基づき市民社会の秩序や
安全に脅威を与える反社会的勢力との対決姿勢を貫く。

＜整備状況＞

反社会的勢力に対する対応統括部所を総務部とし、
不当要求防止責任者1名を設置するとともに、当社グ
ループ各事業所および外部機関との連携を図っていま
す。また、警察当局との連携を図るため、特殊暴力防
止対策連合会等の外部専門機関に参画し、反社会的
勢力に関する情報の共有化を行っています。反社会的
勢力に対する手順を定めその対応を徹底するため、特
殊暴力防止マニュアルを定めています。

不当要求防止責任者が当社グループ各事業所で反社
会的勢力への対応について必要な教育・研修を実施す
るとともに、責任者および各事業所担当者は、当該マ
ニュアルに従って職務を実行しています。

■  企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社の企業年金基金は、年金給付と一時金給付を将
来にわたり確実に支払うため、年金資産について必要
とされる総合収益を長期的に確保することを目的に
運用します。年金基金の健全な運営を行うため、経
理・財務部門等より企業年金の運用に関する適切な
資質を持った人材を配置し、受託資産をモニタリング
します。

また、企業年金基金の決議機関である代議員会の代
議員は、半数を事業主から、他の半数を加入者の互
選で選出することにより、企業年金基金の受益者と会
社間の利益相反が適切に管理される体制をとってい
ます。

■  政策保有株式

当社は、取引関係の維持・強化など戦略上重要と判
断した場合に限り株式を政策的に保有することがあり
ます。取締役会は、政策的に保有する株式の個別銘
柄ごとの投資収益性を資本コスト等で確認し、毎年定
期的に経済合理性を検証します。検証の結果および
取引の重要性等に鑑み必要ないと判断した株式は適
宜売却し、保有を縮減します。

政策的に保有する株式の議決権は、当社の中長期的
な企業価値向上・投資先の株主共同の利益の観点も
含め総合的に判断して行使することにしています。

ライオンは100年以上の歴史を持つ、非常に真面目な企業です。これは毎
月の取締役会等に出席して本当によくわかります。また、ライオンの商品と
サービスは全て、お客様の生活に寄り添っており、英語で言えば、close�
to� you（あなたとともにある）です。これによりライオンに対する大きな信
頼を生んでいると考えます。これを財産として今後もさらに持続的に成長し
ていくことがライオンの課題です。

私は45年以上にわたってアジアの政治経済を学び、アメリカのコーネル大
学教授、日本貿易振興機構アジア経済研究所長、政策研究大学院大学長
を長く務めてきました。アジアの政治・経済・社会等多様な領域に通じてい
るとともに、現地における幅広いネットワークを持っています。

ライオンは、今後さらにグローバルに成長していくためには、もっとアジア
を知り、アジアの企業と連携し、日本人以外のアジア人を経営幹部に登用
して、アジアに進出していく必要があると考えます。そのために少しでも貢
献できればと思います。

社外取締役　 白石 隆
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代表取締役
会長

濱�逸夫
取締役会議長、最高経営責任者

代表取締役
社長執行役員

掬川�正純
最高執行責任者

上席執行役員

三國�正晴
ヘルス＆ホームケア営業本部長�
流通政策部担当

上席執行役員

鈴木�均
国際事業本部長

執行役員

岡野�知道
生産技術研究本部長

執行役員

千葉�弘之
購買本部長

執行役員

平岡�真一郎
SCM�本部長
ライオン流通サービス株式会社　
代表取締役社長

執行役員

長澤�二郎
人事総務本部長

執行役員

福田�健吾
経営戦略本部長

執行役員

清水�康継
生産本部長

執行役員

永井�隆志
ウェルネス・ダイレクト事業本部長

補欠の社外監査役

須永�明美
（公認会計士、税理士）

取締役、監査役および執行役員
略歴、当社における地位、担当
1977年4月　�ライオン油脂株式会社入社
2019年1月　�当社代表取締役、会長、取締役会議長、最高経営責任者（現在に至る）

略歴、当社における地位、担当
1984年4月　�当社入社
2019年1月　�当社代表取締役、社長執行役員、最高執行責任者（現在に至る）

取締役
上席執行役員

小林�健二郎

略歴、当社における地位、担当
1987年4月　�当社入社
2019年1月　�当社取締役、上席執行役員、企業倫理担当、人事総務本部分担、秘書部、CSV推進部、統合システム部、

コーポレートコミュニケーションセンター、BPR推進部担当（現在に至る）

コーポレート・ガバナンスFoundation

DNA Vision�and�Strategy Business Foundation Performance DNA Vision�and�Strategy Business Foundation Performance

略歴、当社における地位、担当
1983年4月　�当社入社
2018年1月　�当社取締役、上席執行役員、リスク統括管理担当、経営戦略本部分担、お客様センター、信頼性保証部、

法務部担当（現在に至る）

取締役
上席執行役員

　原�健郎榊

取締役
執行役員

乘竹�史智

略歴、当社における地位、担当
1988年4月　�当社入社
2019年3月　�当社取締役、執行役員、ＳＣＭ本部分担、生産技術研究本部分担、購買本部分担、生産本部分担、�

化学品事業全般担当、研究開発本部長、知的財産部、安全防災推進室担当（現在に至る）

取締役
執行役員

久米�裕康

略歴、当社における地位、担当
1984年4月　�当社入社
2019年1月　�当社取締役、執行役員、特販事業本部分担、ウェルネス・ダイレクト事業本部分担、ヘルス&ホームケア

事業本部長、コミュニケーションデザイン部、コンシューマーナレッジセンター担当（現在に至る）

内田和成氏、白石隆氏、菅谷貴子氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。

社外取締役

内田�和成
（大学教授）

略歴、当社における地位、担当
1985年1月　�ボストン�コンサルティンググループ入社
2000年6月　�同社日本代表
2006年3月　�サントリー株式会社（現�サントリーホールディングス株式会社）社外監査役
2006年4月　�早稲田大学商学学術院教授（現在に至る）
2012年2月　�キユーピー株式会社社外監査役
2012年6月　�ライフネット生命保険株式会社社外取締役�

三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役
2012年8月　�日本ERI株式会社（現ERIホールディングス株式会社）社外取締役
2016年3月　�当社社外取締役（現在に至る）

社外取締役

白石�隆
（大学教授）

略歴、当社における地位、担当
1979年6月　�東京大学教養学部教養学科国際関係論助教授
1996年1月　�コーネル大学アジア研究学科・歴史学科教授
1996年7月　�京都大学東南アジア研究センター教授
2005年4月　�政策研究大学院大学教授・副学長
2007年5月　�日本貿易振興機構アジア経済研究所長
2009年1月　�内閣府総合科学技術会議議員
2011年4月　�政策研究大学院大学長
2013年1月　�当社経営評価委員会（現アドバイザリー・コミッティ）委員
2017年3月　�当社社外取締役（現在に至る）
2017年4月　�立命館大学特別招聘教授
2017年5月　�政策研究大学院大学名誉教授（現在に至る）
2018年4月　�公立大学法人熊本県立大学理事長（現在に至る）

社外取締役

菅谷�貴子
（弁護士）

略歴、当社における地位、担当
2002年10月　�弁護士登録（第二東京弁護士会）�

山田秀雄法律事務所（現　山田・尾﨑法律事務所）入所（現在に至る）
2019年3月　�当社社外取締役（現在に至る）

常勤監査役

新川�俊之
略歴、当社における地位、担当
1984年4月　�当社入社
2019年3月　�当社監査役（現在に至る）

常勤監査役

鎌尾�義明
略歴、当社における地位、担当
1985年4月　�当社入社
2019年3月　�当社監査役（現在に至る）

社外監査役�
（非常勤）

山口�隆央
（公認会計士、�
税理士）

略歴、当社における地位、担当
1981年10月　�監査法人中央会計士事務所入所
1985年2月　�公認会計士登録
1987年9月　�山口公認会計士事務所入所
1987年12月　�税理士登録
1996年1月　�山口公認会計士事務所所長（現在に至る）
2015年3月　�当社社外監査役（補欠）
2019年3月　�当社社外監査役（現在に至る）

社外監査役�
（非常勤）

竹本�節子
（税理士）

略歴、当社における地位、担当
1969年4月　�大蔵省（現��財務省）入省
2009年7月　�荻窪税務署長
2011年7月　�国税庁退官
2011年8月　�税理士登録
2011年9月　�竹本節子税理士事務所（現��くにたち総合会計事務所）開設（現在に至る）
2019年3月　�当社社外監査役（現在に至る）

  取締役監査役の略歴2019年4月1日現在
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