
事業を通じて社会のお役に立つ 社 是

わが社は、「愛の精神の実践」を経営の基本とし、人々の幸福と生活の向上に寄与する。

経営理念

1  われわれは、人の力、技術の力、マーケティングの力を結集して、 
日々の暮らしに役立つ優良製品を提供する。

2 われわれは、創業以来の伝統である「挑戦と創造の心」を大切にし、 
事業の永続的発展に努める。

3  われわれは、企業を支えるすべての人々に深く感謝し、 
誠意と相互の信頼をもって共栄をはかる。

ライオン企業行動憲章
（前文）私たちライオン・グループは、単に公正な競争を通じて利潤を追求するという経済的主体のみならず、広く社会にとって
有用な存在であり続ける。次の10原則に基づき、国の内外を問わず、人権を尊重し、全ての法律、国際ルール及びその精神を 

遵守し、公共の福祉に反しないよう社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に向けて自主的に行動する。

1．【基本的使命】
私たちは、日々の暮らしに役立つ優良で安全な製品・サ－ビスを
提供し、お客様（消費者及びユーザーの皆様）の満足と信頼を獲得
する。

2．【社会規範の遵守】
私たちは、関連法規を遵守し、公正、透明、自由な競争ならびに適
正な取引を行う。また、政治、行政との関係においても、健全で正
常な関係を維持する。

3．【情報開示】
私たちは、社会に開かれた企業として、株主はもとより、広く社会
とのコミュニケ－ションを積極的に行い、企業経営全般にわたる
情報を適時適切に開示する。

4．【環境対応】
私たちは、経済発展と環境保全が両立する「持続可能な社会」を
創造していくため、自主的、積極的に行動する。

5．【就業環境の整備】
私たちは、就業者の多様性と人格・個性を尊重した公正な処遇を
実践するとともに、就業者のゆとりと豊かさを実現するために安
全で働きやすい環境を確保する。

6．【社会貢献】
私たちは、社会の一員として、積極的に社会貢献活動を行う。

7．【反社会的勢力との対決】
私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、
団体との対決姿勢を貫く。

8．【海外での貢献】
私たちは、海外においても、国際ルールや関連する国の法律の遵
守はもとより、現地の文化及び慣習を尊重し、誠意と相互の信頼
をもって現地の発展に貢献する。

9．【企業倫理の徹底】
経営者は、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識
し、率先垂範の上、ライオン・グル－プ全体に周知徹底する。ま
た、社内外の声を常時把握し、意思疎通を深め、実効ある社内体制
整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。

10．【問題解決】
本憲章に反する事態が発生したときには、経営者自らが問題解決
にあたる姿勢を内外に表明し、その事実関係を明確にし原因の究
明と再発の防止に努める。また、社会への迅速かつ的確な情報公
開と説明責任を遂行し、社会にも十分理解される形で事態の解決
を図り、権限と責任を明確にした上で、自らを含めて厳正な処分
を行う。

（2003年1月1日制定、2008年1月1日改訂）

創業者の想い 社是・経営理念・ライオン企業行動憲章

ライオンのオーラルケア普及啓発活動の歴史

創業者　初代小林富次郎

　石けんとハミガキから始まったライオンの事業は、1891年の創業以来、人々の
健康で快適な毎日の実現を目指して、商品の提供とともに、啓発活動やコミュニ
ケーションを通じて「よりよい生活習慣づくり」に取り組んできました。
　創業当時、日本には歯みがき習慣が浸透しておらず、子どもたちのむし歯保有
率は96%に達していました。創業者の初代小林富次郎が「このままではむし歯
で日本が滅びてしまう」という強い危機感を抱いたことで、口腔衛生普及活動が
始まりました。長年の活動により、日本では歯みがき習慣が定着し、子どもたちの
むし歯が減ってきています。また、早くからアジアの人々の生活や衛生面の向上
のため、海外へ進出しました。商品を販売するにあたっては、嗜好性や利便性等に
も配慮しながら、啓発活動も同時に行ってきました。
　今でも社員一人ひとりに、「事業を通じて社会のお役に立ちたい」という創業の
精神が受け継がれています。生活者が生涯にわたり、健康で幸せな人生を過ごす
上で、最も基本的かつ大切なことは、歯みがき、手洗い、洗濯、掃除等の健康で快適
な生活の習慣化であると考えています。ライオンは、時代とともに変遷する社会
課題に向き合いながら、日本とアジアにおける一人ひとりの「心と身体のヘルス
ケア」の実現に向けて、取り組みを続けています。

  公益財団法人ライオン歯科衛生研究所
 https://www.lion-dent-health.or.jp/

1913 1932 1964

1921

「第1回ライオン講演会」を開催
口腔衛生普及活動を開始

「学童歯磨教練体育大会」を開催
子どもたちに正しい歯みがき方法
を指導

「財団法人ライオン歯科 
衛生研究所」を設立
財団を通じたオーラル 
ケアの普及啓発活動

「ライオン児童歯科院」を開設
日本初の児童専門歯科診療所

※ 写真は、研究所の起源である
「ライオンファミリー歯科診
療所」内の様子

※ 写真は母子歯科保健活
動の様子

「全国小学生歯みがき 
大会」を開催
アジアの国・地域に拡大

Our Path & DNA Vision Strategy & Business Foundation Performance

5   ライオン 統合レポート2020 ライオン 統合レポート2020   6

https://www.lion-dent-health.or.jp/


1997　
『キレイキレイ 薬用ハンドソープ』

1996年に発生した「O-157」で、食中毒の集団感染が大きな
社会問題に。これに対して「楽しく洗える殺菌ハンドソープ」
という独自のアプローチで1997年に誕生したのが『キレイ
キレイ』。商品とともに手洗い習慣を普及させ、2000年以降
ハンドソープ市場No.1ブランドに。

生活習慣の“リ・デザイン”で
Well-Beingな未来へ

2019
スマートフォン等で 

撮影した画像をAIで解析する 
歯ぐきチェックツール

「HAGUKI 
CHECKER 

（ハグキチェッカー）」

2018
人工知能（AI）を駆使し、 
口臭リスクを判定する 
スマートフォンアプリ

『RePERO（リペロ）』

2016
歯や口の健康に関する 
多項目・短時間唾液 
検査システム

「SMT（Salivary  
Multi Test）」1948　 日本初

日本初のフッ素を 
配合したハミガキ 
『ライオンFクリーム』
フッ素のむし歯予防効果を一般に拡大。

1964
日本で初めて歯槽膿漏予防を 
うたったハミガキ『デンターライオン』

1896
粉ハミガキ
『獅子印ライオン歯磨』

1967
生分解性に優れた
洗濯用洗剤『ダッシュ』

1956　 日本初

日本初の野菜・果物・食器洗い専用の 
台所用洗剤『ライポン–F』
寄生虫による健康被害に対応。

2018
浴室用洗剤  
『ルックプラス バスタブクレンジング』
洗浄液がワンプッシュでミスト状に出るヘッドを新開発し、 
浴そうを「こすらず洗える」新提案が共働き世帯を中心とした
“時短”トレンドにマッチし、大ヒットに。

1993
歯周病予防のための 
『デンターシステマライオン』 
液状ハミガキ、超極細毛ハブラシ、 
デンタルリンスを発売。

1981　 世界初

世界で初めて 
歯垢分解酵素デキストラーゼを配合した
ムシ歯予防ハミガキ 
『クリニカライオン』

1963
解熱鎮痛剤『バファリン』
ライオンの多角化経営のきっかけとなった、
解熱鎮痛剤『バファリン』は、当社のロング
セラー商品に。

1962　 日本初

日本初の制泡性の 
洗濯用洗剤『ハイトップ』

ライオンの価値創造のあゆみ
～新しい価値の創出～

1992
植物原料100%の化粧石けん 
『エメロン植物物語』
植物原料商品を拡大。

1980
無リン洗濯用洗剤 
『無りんトップ』
洗浄力を落とさず、環境に配慮した
無リン化を実現。

石けんとハミガキから始まったライオンの事業は、創業以来120年以上にわたり、商品・普及活動を通じてよりよい
習慣づくりを提案してきました。その活動は、商品に留まらず、システム、サービスにも広がっています。

2016　 日本初

『hadakara（ハダカラ）ボディソープ』
日本初の吸着保湿処方により、保湿成分が  
洗い流されないボディソープ。

「予防歯科」に大切な3つのポイント（フッ素を残す・菌を
増やさない・歯垢を落とす）を1本で、トータルに実践で
きる薬用ハミガキ。

2014

予防歯科から生まれた
新『クリニカ』ブランド

2010
超コンパクト洗濯用液体洗剤
『トップNANOX  
（現・トップスーパー NANOX（ナノックス））』
植物由来の高洗浄力成分「MEE」を配合し、すすぎ1回で環境
に配慮した『トップNANOX（現・トップスーパー NANOX
（ナノックス））』は、画期的な「ナノ洗浄」をキーワードに、 
当社を代表するブランドの1つに成長。

1980年～

生活スタイルの多様化に対応

2010年～

新たな成長に向けた挑戦へ1891年～

創業

1950年～

日本初の商品を数多く開発
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ライオンの価値創造のあゆみ
～成長を支える当社の資本～

　当社は、高付加価値戦略の奏功、収益基盤の強化による収益拡大で、純資産が増加しています。拡大する
資産を投資の原資とし、持続的な成長のための設備投資、研究開発、M&A等への投資を積極的に行って
いきます。

　当社の事業分野は、家庭用日用品を筆頭に、薬品、機能性食品、工業用化学品と多岐にわたるため、化学
系、生物系に限らず多様な領域での研究が行われています。国内・海外の研究機関と連携した研究を行う
とともに、保有技術を社内外の技術と融合し、新規市場の創出と新たなサービス型事業開発に挑戦して
います。

　国内のお客様の趣向（ニーズ）の多様化と健康志向の高まりに加え、高品質な日本製品に信頼を寄せる
海外のお客様の支持を得て、日用品の需要が拡大しています。当社はこれまでに培った知見を活かし、
様々な生産工程において生産の自動化による効率化や、再生可能エネルギー活用による省エネルギー化
を実現する設備投資を積極的に行い、安定的な商品供給体制の構築を行っていきます。

　当社では、小学生に歯と口の健康に関する「気づき」を与え健康意識を育てることを目的に、1932年
より「全国小学生歯みがき大会」を開催しています。2008年より、インターネット同時配信がスタート
し、国内はもとよりアジアの小学生も在校のまま参加できる大会へと拡がりました。このように「全国
小学生歯みがき大会」は、小学生を対象とした一大イベントとして、年々進歩をとげています。

　日本とアジアで事業展開する当社グループの成長には、グループ内で働く従業員が多彩な能力を発揮
し、当社のパーパスである人々の「心と身体のヘルスケア」を実現することが不可欠です。一人ひとり
が圧倒的主役意識を持ち、能力を発揮できるよう、健康、働き方、多様な人材の活用に向けた施策、「ライ
オン流 働きがい改革」を推進しています。

　当社グループは、事業を行う中で、多くのエネルギーを投入しています。事業成長にともない、生産量
は拡大していますが、生産拠点の再編・集約化、製造プロセスの改善、省エネ型設備・機器の導入等に取
り組むことにより、投下したエネルギー量は2011年比で減少しています。地球環境への負荷を減らし
ながら、事業を成長させるため、再生可能エネルギーの導入や、さらなる省エネ対策を講じながら「人と
地球の健やかな未来に向けて」取り組んでいきます。

2011年 87,875kL 2019年 76,206kL

2011年 約2万人 2019年 約24万人

2011年 89億円 2019年 109億円

2011年 83億円 2019年 236億円

2011年 1,052億円 2019年 2,084億円

2011年 5,973名 2019年 7,151名

全国小学生
歯みがき大会
参加者数

研究開発費

設備投資額

従業員数

ライオングループは、2019年連結売上高3,475億円（IFRS基準）まで成長し、特にオーラルケアにおいては、長年
国内シェアNo.1を獲得しています。成長とともに積み上げてきた資本を、これからの持続的な成長のため、さらに
拡大・高度化させていきます。
※成長の起点となった中期経営計画「V-1計画」（2012～2014年）の開始前年（2011年）と比較しています。

エネルギー 
総使用量 
（原油換算）

純資産額／
親会社の 
所有者に帰属 
する持分

財務資本

製造資本

人的資本

知的資本

社会・
関係資本

自然資本
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