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経営ビジョンの実現を目指し、
「 感度・判断・業務推進 」の視点で
「 速い会社 」に変貌するための
改革を行います。
ライオングループは、
「 次世代ヘルスケアのリーディングカンパニーへ 」という経営ビジョン
のもと、人々の「 心と身体のヘルスケア 」に貢献していきます。歯みがきや洗濯等の生活習慣は
身体的な健康を維持し、くらしを明るく楽しいものにする重要な要素です。当社グループは、こ
の生活習慣をより健康維持に効果的で、かつ楽しいものに “ リ・デザイン ” することを通じて、
「 心と身体のヘルスケア 」価値を提供する「 生活習慣メーカー」を目指しています。継続的な事
業成長に向けては、
「 日本生まれ、アジア育ちの世界企業 」を目指し、高齢化最先進国である日本
で商品やサービス等を磨き、それを同様に高齢化が加速するアジア各国に展開していきます。
事業環境がかつてないほど目まぐるしく変わる状況の中で、当社グループは経営ビジョンの
実現に向け、
「 感度・判断・業務推進 」の 3 つの視点で「 速い会社 」に変貌するための改革に取り
組んでいます。リスクやチャンスの芽を他より早く察知する「 感度 」
、それに対応する「 意思決定
（判断）」の速さ、そしていざ行動するとなったときの「 業務推進 」そのもののスピードにより
競争に打ち勝ち、日本および海外でライオングループビジョンの実現を目指します。

代表取締役 社長執行役員

25

ライオン 統合レポート 2020

掬川 正純

ライオン 統合レポート 2020

26

Our Path & DNA

Vision

Strategy & Business

Foundation

Performance

社長メッセージ
中期経営計画「LIVE 計画 」

「LIVE 計画 」における基本戦略

経営ビジョンの実現に向けて、2018 年〜 2020 年の 3 ヵ年を期間とする中期経営計画「L IVE 計画（LION Value

Evolution Plan）」を推進しています。

1. 新価値創造による事業の拡張・進化
様々なテクノロジーやサービスとの新結合により、一人ひとりの「 心と身体のヘルスケア 」を
実現する新しい事業価値を創出します。

• Oral-to-Body Solution：

口腔ケアから全身健康ケアにつながる「 オーラルヘルスケア事業 」への拡張・進化を目指します。

• Daily Self-Care Enhancement：
日常生活を QOL 向上に向けた健康習慣へと“リ・デザイン”するヘルスケア事業への進化を図ります。
• Infotech Health Support：
先端テクノロジー（IoT や AI 等）を活用した新たなヘルスケアビジネスモデルを創出します。

2. グローカライゼーションによる海外事業の成長加速
成長するアジア市場を中心に、グローバル化とローカル化の融合を図り、独自の競争優位を
創出し、事業規模の拡大と参入エリアの拡張を推進します。

• リージョナルマネジメント強化によるグループ経営の進化を図ります。
• EC チャネルの活用や M&A 等を起点としたビジネスエリアの拡大を目指します。

3. 事業構造改革による経営基盤の強化
環境変化を先取りした経営インフラの整備や事業ポートフォリオの見直し等により、持続的
な事業成長を可能とする経営基盤の強化に取り組みます。

• 事業成長を牽引する柔軟かつ効率的な生産インフラへの投資を強化します。
• 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ます。
• グループ経営高度化に向けて、情報システム基盤を強化します。
• 事業分野・グループ体制の見直しを進め、経営資源・事業活動の効率化を図ります。

投資戦略

4. 変革に向けたダイナミズムの創出

「LIVE 計画 」では、3 年間で総額 1,000 億円規模の投資

3 年間で総額

を想定しています。一層の経営基盤強化と新たな成長機

“ 多様でオープンな ” 人材・組織・文化で、グローバル競争に勝ち抜く企業力の醸成を目指し
ます。

1,000 億円

会の獲得に向けて、研究開発、設備、情報インフラ等への
投資を大幅に増やすとともに、国内外で M&A による外部
資源の獲得や新規事業の探索にも資金を振り向けていき
ます。

経営基盤の強化
• 研究開発
• 設備・情報インフラ

• 多様な人材活用による人のダイナミズムを創出します。
成長機会の獲得
• M&A
• 新規事業

• オープンイノベーションによる挑戦・創造する組織のダイナミズムを創出します。
• ESG（環境・社会・ガバナンス）への取り組みや健康経営の強化による経営のダイナミズムを創出
します。
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新規事業創出

中期経営計画「LIVE 計画 」2019 年の振り返り
「LIVE 計画 」4 つの基本戦略

1 新価値創造による事業の拡張・進化

2

グローカライゼーションによる
海外事業の成長加速

3 事業構造改革による経営基盤の強化
4 変革に向けたダイナミズムの創出

先端テクノロジーを活用した新たなビジネスへの挑戦

また、全社員公募制の事業化提案「NOIL ＊ 」では、既存事

として、新規事業化のスピードアップに取り組んでいます。

業にとらわれない自由な発想のアイデアが多数集まり、将

オープンイノベーションによる開発やクラウドファンディ

来性が期待できる幾つかのアイデアについては、事業化の

ングによる事業化を積極的に行い、異業種が集まって共同

検討を本格的にスタートしています。

開発した子どもの仕上げみがき用ハブラシ『Possi ＊ 』の事

＊『Possi』詳細は P54、
「NOIL」詳細は P50 でご紹介

業化をクラウドファンディング活用により着手しました。

2

グローカライゼーションによる海外事業の成長加速
成長するアジア市場を中心に、グローバル化とローカル化の融合を図り独自の競争優位を創出し、事業規模の拡大と

参入エリアの拡張を推進しています。

2019 年度の連結業績は売上高 3,475 億円、前年に比べ 0.5% の微減収となりました。事業利益＊は前年を 16 億円上
回り 300 億円、5.9% の増益、事業利益率は 8.6% と、前年から 0.5 ポイント上昇しました。
ライオングループは中期経営計画「LIVE 計画 」の 4 つの基本戦略に基づく施策を推進し、国内・海外において将来を見
据えた成長のための取り組みを進めました。その取り組みを振り返ります。
＊事業利益は、売上純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す。

中国事業の成長加速
中国では今後日本同様に高齢化が進展し、ヘルスケア市

主要国のタイ、マレーシアでは売上構成の高い洗濯用洗

場の拡大が予測されることに加え、日本ブランドへの信頼

剤で、価格競争が激化しましたが、過度な価格競争には加

感が厚く、当社の優位性を活かした事業展開が可能です。

わらない利益重視のマネジメントを進め、着実に収益性を

当社はこのような理由から中国事業の強化に重点的に取

高めることができました。

り組んでいます。

1

新価値創造による事業の拡張・進化
様々なテクノロジーやサービスとの新結合により、一人ひとりの「 心と身体のヘルスケア 」を実現する新しい事業価

値の創出に取り組んでいます。

東南アジアでは中長期的に洗濯用洗剤に偏った事業ポー

2019 年は、オーラルケアでは現地生産の『 システマハ

トフォリオの分散を目指し、オーラルケアやハンドソープ

ミガキ 』が好調に推移し、また『 クリニカハミガキ 』
『ホ

等のパーソナルケア商品の育成にも重点を置いており、少

ワイト & ホワイトハミガキ 』等、日本からの輸出品の販売

しずつその構成比は上がってきています。今後もパーソナ

が大幅に伸長した他、ファブリックケアでは日本生産品の

ルケア分野での積極的な新製品投入により、その構成を高

『 香りつづくトップ 』の売り上げが前年比 2 倍を超える伸

めることによって収益性の向上を目指していきます。また、

長となりました。
高付加価値製品の成長継続

東南アジアでの事業ポートフォリオの見直し

オーラルケア習慣の定着に向け、引き続き、各国・地域の政

また、2019 年に新設した越境事業推進室を中心に、日

府、専門家、流通と協力しながら「Preventive Dentistry（予

「 新価値創造による事業の拡張・進化 」とは新規事業を

といったオーラルケアの重点カテゴリーのすべてに高付加

本からの輸出品の販売拡大に向け、新たな販売チャネルの

防歯科）活動 」を拡大し、東南アジアの人々の健康と事業

生み出すことだけでなく、既存事業においても日々の様々

価値新製品を導入することで、市場を上回る成長を果たす

開拓や、越境 EC による医薬品販売を開始しました。中国

成長の実現を図ります。

な習慣を “ リ・デザイン ” する新製品・サービスを提供する

とともに、市場全体の拡大にも貢献しました。リビングケ

事業の売上は順調に伸長していますが、成長の余地はまだ

ことで、成長を継続させていこうというものです。成熟し

ア分野では『 ルックプラス バスタブクレンジング 』が、お

まだ大きいと感じています。

た日本の市場環境においては特にこうした方向で高付加価

風呂掃除の負担軽減に向けた新しい生活習慣の提案によ

値製品を投入することによって単価アップを実現すること

り、販売が好調で、市場全体の成長を牽引しました。厳しい

が重要と考えています。

競争環境にあるファブリックケア分野では、利益性が高い

オーラルケア分野では、マーケットリーダーとして全方
位戦略を展開し「 ムシ歯予防 」
「 歯周病予防 」
「 口臭ケア 」
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事業構造改革による経営基盤の強化

2020 年の重点施策

環境変化を先取りした経営インフラの整備や事業ポートフォリオの見直し等により、持続的な事業成長を可能とする
経営基盤の強化に取り組んでいます。

2020 年は「LIVE 計画 」の最終年度として、成長基盤強化に向けた投資に重点を置きスタートしましたが、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大により人々の生活や企業活動に影響を生じており、先行きについては不透明な状況にあります。
当 年 の 業 績 予 想 ＊ は、売 上 高 3,550 億 円（ 前 年 比 +2.2%）、事 業 利 益 305 億 円（ 同 +1.5%）、営 業 利 益 395 億 円（ 同

成長投資を積極化

+32.4%）、親会社の所有者に帰属する当期利益 270 億円（同 +31.3%）としています。

「LIVE 計画 」においては 2018 年からの 3 年間で 1,000

箱詰めまで行う効率性の高い一貫生産が実現します。生産

億円の投資枠を設定し、新たな成長ステージに向けた積極

能力増強により国内外の需要に対応できる供給体制が整

的な設備投資を展開しています。

います。

オーラルケアの生産能力の拡充と進化に向けて、2019

さらに、2018 年発足した BPR 推進部（BPR: Business

年は明石工場にデンタルリンスの新工場を稼働させ、また

Process Reengineering）が中心となり、2021 年からの

坂出でのハミガキ新工場は 2021 年完成を目指し、建設に

新しい基幹システムの導入と併せて抜本的な業務改革に

着手しました。新工場では包装材料メーカーと協業するこ

よる効率化を図っていきます。

とで、日本初のチューブ製造からハミガキの生産、充填、

4

変革に向けたダイナミズムの創出
“ 多様でオープンな ” 人材・組織・文化で、グローバル競争に勝ち抜く企業力の醸成を目指しています。
経営と現場の双方向のコミュニケーション構築
各部門・部所にて社長懇談会を順次開催し、ライオンの
存在意義や目指す姿の理解・共感に努めています。現場と
の直接の対話や懇親を深めることによって全社員への浸
透を図っています。
また、役員メンバーと現場が意見交換を行う座談会方式
の「 タウンミーティング 」も開催しました。経営と現場の
双方向のコミュニケーションを構築し、当社の目指す方向
性や推進施策についての理解を深め、
「 速い会社 」への変
貌を図っています。

「 ライオン流 働きがい改革 」

＊ 2020 年 2 月 28 日時点であり、新型コロナウイルスによる影響は含んでいません。

国内事業
人口減少の局面に突入している国内市場においては、引

成、そして歯科医等の専門家を交えた予防歯科の浸透に向

き続き市場創造と高付加価値化へ向けた取り組みにより

けた取り組み等により、当社ブランドへのロイヤル化を

持続的成長につなげていきます。特に、①オーラルケア分

図っていきます。

野の成長持続、②薬品分野のプレゼンス拡大、③インバウ

東南アジアの成長回復に向けては、中間所得層の増加に

ンド需要（中国国内での越境 EC を含む）の獲得、の 3 つの

よるヘルスケアニーズや高付加価値品への関心の高まり

取り組みに重点強化していきます。

を背景に、オーラルケア、ビューティケアといったパーソ

オーラルケア分野では、重点カテゴリー（ムシ歯予防・

ナルケア分野を拡充し、売上、利益両面での成長加速を目

歯周病予防・口臭ケア）の高付加価値化を継続していくと

指していきます。併せて、一定の規模を占める洗濯用洗剤

ともに、新製品『MIGACOT』の導入に連動したオフィスで

等のホームケア分野についてもコストダウンを推進する

の昼歯みがき習慣化を目指した施策を展開し、オーラルケ

とともに、リージョナルマネジメントにより生活者の行

ア機会の創出に取り組んでいきます。

動、嗜好、地域性研究をさらに推し進め、新しい習慣を創造

薬品分野では、市場規模の大きい皮膚用薬市場を解熱鎮
ブランドを統合した新製品の投入により、生活者への提供
価値向上とプレゼンス拡大を図っていきます。
響で落ち込んでいますが、モバイルマーケティングの活用

ような中、従業員の安全を確保し、メーカーとしての供給

による、訪日前から訪日後までを通じた顧客へのアプロー

責任を果たすための施策を迅速かつ的確に判断し、実行に

チや、インバウンド企画品の拡充、推奨販売の強化等に取

移すことで事業継続と計画達成につなげていきます。

り組んでいきます。
将来の成長に向けた投資
海外事業

信頼感・安心感を武器に、日本製品の販路拡大、ブランド

多様なメニューを用意し、より主体的により高いレベルで

地政学的なリスクや新型コロナウイルスによる影響等、
事業を進める上での想定外のリスクが生じています。この

中国事業の成長加速に向けて、日本発ブランドへの強い

る要素や要因は様々です。多彩な能力発揮を最大化できる

リスクへの対応

またインバウンド需要は新型コロナウイルスによる影

国市場の攻略が鍵になります。

しました。職場ごと、一人ひとりによって働きがいを高め

し、付加価値化を図っていきます。

痛剤、点眼剤に次ぐ第3の柱として重点育成していきます。

海外事業拡大のためには、東南アジアの成長とともに中

2019 年 7 月に「 ライオン流 働きがい改革宣言 」を発表

地の強みを融合させたマーケティングによるブランド育

オーラルケア製品の生産能力増強や基幹システムの更
新等、将来の成長に向けた投資を行っていきます。そして、
経営ビジョンに示した「 次世代ヘルスケアのリーディング
カンパニーへ 」の実現を目指し、総力を挙げて取り組んで
いきます。

育成を継続強化していきます。インバウンド需要の獲得か

自己実現ができる環境を整えていきます。

ら将来的には中国現地生産品の購買に結びつける戦略を
加速していきます。具体的には、多様な販売チャネルによ
2019 年 9 月タウンミーティングの様子
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財務・非財務ハイライト
財務ハイライト

非財務ハイライト

売上高

事業利益

3,475

300

億円

前年比△ 0.5%

4,000

営業利益
日本基準

3,786

3,956

サステナビリティ
重要課題 1

3,494

3,475

日本基準

288

272

＊ 1 1990 年比

283

300

%減

絶対量、国内事業所内

＊ 2 2000 年比

絶対量、国内事業所内

SDGs：

「Eco Vision 2020」で掲げた低炭素社会の実現に

「Eco Vision 2020」で掲げた循環型社会の実現に

向けて、生産部門、事務・営業部門、研究開発部門等

向けて、当社の国内生産工場で最も水を使用している

全社で省エネ活動を推進しています。

千葉工場での排水リサイクル稼働の他、

200
163

2,000

53

SDGs：

245

3,000

水使用量削減量＊ 2

%減

IFRS

300

重要課題 1

事業活動での

52

億円

4,104
3,427

サステナビリティ

温室効果ガス排出削減量＊ 1

事業利益＊

（億円）
400

IFRS

2020 年

環境

事業活動からの

前年比＋ 5.9%

売上高
（億円）
5,000

2020 年

環境

各事業所において節水活動を推進しています。

100

1,000

0

0

2015

2016

2017

2017

2018

2019
（当年）

2015

2016

2017

2017

2018

2019
（当年）

＊事業利益は、売上純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す。

基本的 1 株当たり当期利益

1 株当たり当期配当金

70.72

21

円

前年比△ 19.7%

（円）
100

20

40

71.87

20

70.72

21

22

%

10

39.35

拡大することを目的として、積極的に女性が活躍
女性マネジメント層比率の推移

13

万名

SDGs：
健康な生活習慣づくりを目的として、

76 回にわたり、子どもたちに正しい歯みがき習慣
を指導しています。

（%）

10

169

＊ 3 1932 年から 2019 年までの累計

できる風土づくりに取り組んでいます。

15

55.13

重要課題 10

約

SDGs：

17

サステナビリティ

「 全国小学生歯みがき大会 」参加者＊ 3

多様な人材活用により、創造的な事業活動を

88.11

2020 年

健康
オーラルヘルスケア普及活動

17.1

円

（円）
25

IFRS

80

60

重要課題 3

1 株当たり当期配当金

日本基準

68.23

サステナビリティ

女性マネジメント層比率

4年連続の増配、2020年も年間22円に増配予定です。

基本的 1 株当たり当期利益

2020 年

人材

20.0
20

5

0

12.0

12.9

2015

2016

14.4

15.8

17.1

0

2015

2016

2017

2017

2018

2019
（当年）

※日本基準では、1 株当たり当期純利益となります。

2015

2016

2017

2018

2019
2020
（当年） （予想）
2017

2018

2019
2020
（当年） （目標）

※ライオングループは、2018 年より国際財務報告基準（IFRS）を任意適用しています。
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Our Path & DNA

Vision

Strategy & Business

Foundation

Performance

一般用消費財事業
2019 年の

生活者価値創造による
主力カテゴリーの地位向上と
成長基盤の確保
取締役

連結売上高構成比

売上高＊（外部売上高）

実績

LIVE 計画
2018 〜 2020 年

（億円）
2,300

2,250
2,193

2,200

執行役員

2,151

2,153

2017

2018

2,100

63.1%

ヘルス & ホームケア事業本部長

久米 裕康

2,000

0

15%

その他の分野

26%

オーラルケア分野

2019 年 Review
オーラルケア
シェア No. 1
シェア：当社調べ

薬品分野

主要製品分野：解熱鎮痛剤、
止瀉薬、胃腸薬、点眼剤、皮膚用薬等

2019 年
売上高

2,193 億円
※外部売上高

（年）
2020
（目標）

＊ 2018 年より適用する会計基準を IFRS に変更しました。前年の財務数
値についても IFRS に準拠して表示しています。

主要製品分野： ハミガキ、
ハブラシ、デンタルリンス、
デンタル用品等

12%

2019

10%

一般用消費財事業は、オーラルケア分野で重点カテゴ

したが、柔軟剤が後半好調に推移し、増収となりました。

リー（ムシ歯予防、歯周病予防、口臭ケア）ごとに高付加価

一方、薬品分野は、柱である解熱鎮痛剤や点眼剤は前年を

値新製品を投入し、高成長を継続することができました。

上回りましたが、殺虫剤事業を譲渡した影響やインバウン

ビューティケア分野、リビングケア分野でも同様に新製品

ド需要が減少した影響を受け、減収となりました。一般用

や高付加価値品が成長に寄与しました。ファブリックケア

消費財事業全体の外部売上高は前年比で 1.9％の増収とな

分野では、年末にかけて洗濯用洗剤で競争が厳しくなりま

り、セグメント利益は前年比 10.1％の増益となりました。

ビューティケア分野
主要製品分野：
ハンドソープ、
ボディソープ、制汗剤、
シャンプー、リンス、
男性化粧品等

一般用消費財の市場環境について
自然災害やウイルス感染にともなう社会活動の継続に

の基準に大きな影響を与えています。具体的には、購買選

関わる不安が増大する中で、生活必需品である一般用消費

択に時間と手間をかけたくない低関与層と、こだわりを持

財の市場は、総じて安定的に推移しています。しかし、生

ちたい積極購買層との二極化が進んでおり、これがメー

活の多忙さの一層の高まり、またデジタル化による情報量

カー間の激しい競争を生んでいます。

のさらなる増加は、お客様の購買行動、あるいは商品選択

リビングケア分野

28%

一般用消費財の戦略について

ファブリックケア分野

そのような環境下、当社は、我々の商品がお客様の生活

発信され、販売店様でお客様にお買い求めいただいていま

主要製品分野： 台所用洗剤、
住居用洗剤、調理関連品等

主要製品分野： 洗濯用洗剤、
柔軟仕上げ剤、漂白剤、
衣類ケア剤等

の中によいインパクトをもたらす「 新しい提案 」を行うこ

す。現在お客様にご好評いただいている当社の商品は、こ

とによって、限られた市場でのパイの奪い合いでなく、新

のような考え方に基づいて開発、販売を行っており、この

たな需要を創出し、市場の成長を牽引することを目指して

継続により、市場成長への安定的貢献、そして当社の成長

います。

につながるものと考えています。

9%

この新価値創出による高付加価値商品は、感度と速度を
もって開発され、デジタルを含む様々なメディアから情報
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一般用消費財事業
オーラルケア取り組み状況

ファブリックケア・リビングケア取り組み状況

当社はオーラルケア No. 1 メーカーとして、生活者のすべ

の新しい生活習慣を築き、一人ひとりのオーラルケア意識を

忙しい現代人にとっては洗濯、炊事、掃除といった家事

てのライフステージにおいて全方位から最適な商品による

高めてきました。間断なく行った「 予防歯科コミュニケー

にはあまり時間をかけたくない、できればラクに済ませた

ソリューションとベネフィットを提供していきます。そのよ

ション 」により、オーラルケア意識の向上と同時にお客様の

いというニーズが高まっています。当社はそうした生活者

うな取り組みを『 クリニカ 』
『 システマ 』
『NONIO』
『 デン

購買支出を向上させ、市場拡大に貢献いたしました。また、

ニーズを探求し、そこから生まれる付加価値商品を提供し

トヘルス 』のそれぞれのブランドで展開することによって、

環境意識の面でも、使用済みのハブラシを回収して、新たな

ていくことで、生活者の様々な家事ストレスを解決してい

「 ライオンの環境への想い 」を端的に表した環境スローガン「 暮らし、ま

長年にわたり国内市場の成長を力強く牽引してきました。そ

プラスチック製品にするリサイクル活動に取り組んでいま

くと同時に、商品単価のアップによる市場の拡大にも貢献

いにち、エコ。
」と環境マークを合わせて表現した、当社の環境活動のシン

の一例として、2014 年から『 クリニカ 』ブランドを通じて、

す。この取り組みを通じて当社が推奨する適切なハブラシ

していきます。単に洗う行為だけでなく、
「 洗濯物のニオ

プロケア での定期健診とセルフケアによる予防歯科習慣の

交換サイクルによる生活者の健康保持、増進を図ると同時に

イ汚れが落ちる 」「 衣類の好きな香りがずっと変わらず続

普及に取り組み、継続的なコミュニケーションにより生活者

ハブラシ市場の拡大を両立させていきます。

く 」「 洗った食器がすばやく乾く 」「 浴そうはこすらず流

＊歯科医院での定期健診等

すだけ 」といったベネフィット（利便性）によって生活者の

＊

TOPICS

た環境対応型商品についての取り組みも加速させていき
ます。
「 暮らし、まいにち、エコ。」マークについて
企業スローガン「 今日を愛する。
」の考え方にのっとった環境メッセージ

ボルです。お客様が環境に配慮した商品を選べるよう、当社独自の「 ライ
オン エコ基準 」をクリアした商品に、環境ラベルとしてエコな理由とと
もに表示しています。

生活習慣を“リ・デザイン”していく商品を提供し続けます。

ハブラシ・リサイクルプログラムの推進

また、洗剤のコンパクト化やつめかえパウチの普及といっ

当社はテラサイクルジャパン合同会社と連携し、使用済みハブラシ
を回収してリサイクルするプログラムを 2015 年より推進しています。
このプログラムを通じて、健康なお口を保つために、当社が考える
適切なハブラシ交換サイクル
（1 ヵ月に 1 回）
を推奨し、生活者自らが参
加できるリサイクル活動の場を提供しています。

薬品取り組み状況
リサイクルされたペレット（左）と成形された植木鉢（右）

ハブラシ・リサイクルプログラム

https://www.lion.co.jp/ja/csr/toothbrush-recycling/

生み出す事業価値
ハブラシの販売本数の増加

解熱鎮痛剤、点眼剤分野に次ぐ第 3 の柱として皮膚用薬分

生み出す社会価値

痛薬を飲むことによって自分らしい時間を過ごせるとい

野の強化を 2020 年から本格的に開始いたします。生活者

適切な交換サイクル（1 ヵ月に 1 回）での

う啓発を行いながら、生活者に寄り添ったマーケティング

の肌に関する「 かゆみ 」「 乾燥 」「 美容 」といった悩みに

を推進しています。また点眼剤では、眼のトラブルに対し

対して、店頭で探すことができる最適な解決策を提供して

実感のともなう「 治す眼科用薬 」という新たな提案で付加

いきます。

社会の環境意識の向上

ビューティケア取り組み状況
ビューティケア分野では、ハンドソープ『 キレイキレイ』
、

店頭攻略取り組み状況
ています。
『 キレイキレイ 』は、国内ハンドソープ市場売上

、制汗剤『Ban』の 3 つのブランド
ボディソープ『hadakara』

No. 1 ブランドとして、手洗い習慣の普及に尽力していくと

に注力し展開しています。その中でも、1996 年に社会問題

ともに、家族の健康を守るブランドとして、除菌ウェット

となった病原性大腸菌 O-157 による食中毒の集団感染を受

シートや薬用ハンドジェル、うがい薬等、時代のニーズに合

け、1997 年誕生した『 キレイキレイ』は、
「 バイ菌が怖い」と

わせた衛生関連用品を展開し、人々の衛生習慣を広げてい

いう恐怖訴求型の市場に、
「 楽しく洗える殺菌ハンドソープ 」

きます。

ライオン 統合レポート 2020

議優良事業者表彰 」の「 経済産業大臣賞 」を受賞しました。

株式会社ジャパンリテールイノベーション（JRI）を設立

※この取り組みは、物流関係会社 2 社の協力を得ており、5 社で共同受賞しています。

し、店頭フォロー体制での協業を開始しました。また、

2019 年からは、3 社の連携によるシナジーを最大限に活

減、物流効率の改善と環境負荷の低減に取り組みました。

て市場に浸透しています。普及活動は国内に留まらず、海外

37

3 社は 2016 年より販売店様の店頭管理を行う合弁会社、

合わせをし、共同配送することで梱包容積や配送梱数を削

の向上に貢献し、現在では「 手指の清潔衛生ブランド 」とし

する中、改めて予防策としての「 手洗い 」の重要性が説かれ

評価され、
「 令和元年度グリーン物流パートナーシップ会

別の物流センターを統合、複数社の販促物を同梱にて詰め

る手洗い習慣の普及活動にも力を入れ、ハンドソープ利用率

2020 年現在、世界中で新型コロナウイルス感染症が拡大

当社およびユニ・チャーム株式会社、株式会社資生堂の

用した店頭販促物の共同配送を開始いたしました。各社個

という独自のポジションを確立しました。学校や家庭におけ

でも清潔衛生意識の向上を目指した活動を行っています。

価値化を図り、市場の活性化を進めていきます。さらに、

BOX」キャンペーンにより頭痛や生理痛を我慢せずに鎮

交換による人々の健康保持・増進

ライオンのプレゼンス向上

一般用医薬品の分野では、
『 バファリン 』の「TIME IN A

結果として、CO2 排出量の削減や、視認性を高めた共通段
幼稚園・保育所での活動の様子

行政と連携した啓発活動の様子

手洗い習慣の普及活動

https://www.lion.co.jp/ja/csr/community/washing/

ボール採用による店舗バックヤードでの探索作業・紛失ロ
ス削減等、環境負荷や小売業務負荷低減に貢献したことが

表彰式の様子 右：久米取締役
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海外事業
2019 年の

連結売上高構成比

実績

Think Global, Act Local

26.4%

売上高＊（外部売上高）
LIVE 計画
2018 〜 2020 年

（億円）
1,000

947

950

上席執行役員

900

935
917

907

国際事業本部長

鈴木 均

850

0

2017

Lion Corporation (Thailand) Ltd.

Southern Lion Sdn. Bhd.
洗濯用洗剤

シェア No.

ハンドソープ

シェア No.

2019

（年）
2020
（目標）

＊ 2018 年より適用する会計基準を IFRS に変更しました。前年の財務数
値についても IFRS に準拠して表示しています。

Lion Corporation (Korea)

1

2018

1
2019 年 Review

獅王日用化工（青島）有限公司

2019 年

売上高（連結）

917 億円

海外事業は、東南アジアと北東アジアの 2 つの地域で展

とができましたが、事業環境の急速な悪化を受けた韓国・

開しています。東南アジアでは、前年にマレーシアの洗剤

香港で大幅な減収となりました。海外事業の外部売上高は

原料製造子会社が連結対象から外れた影響を受け減収と

前年比 3.2% の減収（為替の影響を除いた実質は 2.8% の

なりました。なお、当該子会社が連結対象から外れた影響

減収）となったものの、セグメント利益は東南アジア主要

を除く実質ではプラス成長となりました。一方、北東アジ

国において、洗濯用洗剤の競争激化で利益重視のマネジメ

アでは、構造改革による収益化を経て、前年成長路線に舵

ントを行ったこと等による収益性向上、中国での成長回復

を切った中国が現地通貨ベースで 2 ケタ成長を果たすこ

等により、前年比 9.8% の増益となりました。

※外部売上高

市場背景
獅王家品股份有限公司

当社が参入するアジア市場は、中間所得層の増加により

一方、消費者の購買行動にも変化の兆しが現れており、

高付加価値商品への需要が増加し、今後も継続的な成長が

所得の増加によるライフスタイルの変化や各国中間所得

期待できますが、短期的には、地政学的なリスクや、新型

層 に お け る 同 質 化、さ ら に は 平 均 寿 命 の 延 伸 に よ り、

コロナウイルスによる影響、原材料市況の動きの不透明さ
等市場停滞リスクが内在しています。

「Quality of Life（QOL）
」を支えるヘルスケア商品のニーズ
が高まっています。また、インバウンド消費や越境 EC に象
徴されるような国境を越えた購買行動が加速しています。

Lion Corporation (Singapore) Pte Ltd
洗濯用洗剤、台所用洗剤

シェア No.

1

PT. Lion Wings

獅王（香港）有限公司

海外事業の戦略について
このような外部環境の変化をチャンスととらえ、様々な

※ PT. Lion Wings は、持分法適用会社です。
※シェア：当社調べ

39

ライオン 統合レポート 2020

でのヘルスケア事業の強化 」に取り組んでいきます。

事業パートナーとの新たな協業体制を積極的に構築する

中国事業については、需要が旺盛な日本製品の供給拡大

ことで、
「LIVE 計画 」で掲げたグローカライゼーション戦

に加え、日本のノウハウと現地の強みを融合させたマーケ

略を加速していきます。その戦略の中心として、①「 中国

ティングによるブランドの定着を図るとともに、新たな

事業の成長加速 」
、②「 アジアでのオーラルケア事業の地位

チャネルを通じた販売地域の拡大にも取り組み、成長を加

向上 」
、③「 外部環境の変化を取り込んだリージョナル視点

速していきます。
ライオン 統合レポート 2020
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海外事業
アジアでのオーラルケア事業については、国ごとに異な

ア商品、一般用医薬品、機能性食品などを中核とした事業

通信教育会社とコラボレーションし、会員の親子に対し

る口腔衛生に関する知識や意識、所得等に配慮したきめ細

構造への変換を目指します。加えて、生活環境の変化の中

「 親子のプラークコントロール習慣 」の定着を促す活動を

かい製品導入や啓発情報の提供といったような活動を、政

で形成されてきた、各国の生活者に起こりつつある共通の

行ったり、エリアごとに影響力の強い大学や企業と「 予防

府機関とのタイアップや、最適な事業パートナーとの新た

問題へのソリューションを提供するグローバルブランドの

歯科 」をテーマに取り組みを始めています。

な協業も取り入れながら、市場地位向上を図っていきます。

展開も加速していきます。

リージョナル視点でのヘルスケア事業の強化について
は、地域の特性にあわせ展開していきます。
東南アジアにおいては、オーラルケア、ビューティケアを
中心として、各国間ごとに異なる多様なニーズに対応して

量的成長を実現する上では進出国の拡大も重要です。市
場成長性、政治・経済の状況、競争環境等を見極め、既存進
出国でのノウハウを活用できる国をアジアの未進出国を中
心に検討を進めていきます。

海外有識者との継続的関係構築、当社の活動への参画誘
導をになう人材の育成と、現地法人の啓発活動を指導する
歯科衛生士の人材育成を進めていきます。
海外グループでの取り組み

https://www.lion.co.jp/ja/csr/community/overseas/

マレーシア歯科学会主催の展示会にて、歯科専門家に説明を行う
様子

いきます。北東アジアでは高齢化に対応したパーソナルケ

リージョナル最適での商品開発のスピードアップ
中国事業の成長加速について
北東アジア地域を中心とした日本製品の販売量は、イン

認を含め、製品の販売のみならず、様々な生活情報を発信

バウンド市場およびアウトバウンド市場ともに拡大を続け

することにより、ライオンの価値や信頼感を高めること

ており、今後長期的に見ても、需要は拡大するものと考え

で、ブランドの定着を図っていきます。さらに確実に事業

ています。特に、当社の最重点国と位置づけている中国で

拡大を実現していくために、様々な特徴を持った企業との

は、当社の日本製品の販売に重要な役割を持っている、電

協業体制も整えていきます。有力な EC サイト事業者との

子商取引（以下 EC 事業）が好調に推移しており、とりわけ

戦略的パートナーシップを結びビッグデータを活用強化

オーラルケア製品は多くの中国の生活者からご好評を頂

することによって販売機会の拡大を図るとともに、母親と

いています。このような日本製品に対する旺盛な需要を今

子どもに対する口腔の健康に関する啓発の推進を様々な

後もしっかりととらえていくため、2019 年 3 月に越境事

事業パートナーと加速していきます。また社内推進体制の

業推進室を設置しました。この新組織と中国現地法人が協

さらなる充実策として、2020 年 1 月からは、中国現地法人

同することで、中国国内での当社製品の情報露出の充実か

に対して、様々な経験と能力を持った日本人駐在員を増員

ら始まり、インバウンド需要を確実に捉えるための日本国

して、当社の持つ経営資源やノウハウを最大限に共有化で

内の販売店店頭での施策の充実を図っていきます。
さらに、

きる体制を整えました。まだまだ、拡大余地の大きい中国

アウトバウンド、現地販売の施策連携強化による販売拡大

での成長加速に全社を挙げて取り組んでいきます。

のため、越境 EC を活用した需要や需要創出ポイントの確

これまで海外事業では、各国それぞれの市場に合わせた

ジョナル展開を推進する当社駐在員をシンガポールオ

商品を現地で開発して販売するブランドと、オーラルケア

フィスに配置しました。市場接触機会の増加と海外関係会

やボディソープ等の市場では、日本を含む地域共通のグ

社とのコミュニケーション頻度が大幅に増えたことによ

ローバルブランドを展開してきました。しかし近年では中

り、海外事業のスピードアップと質の向上、業務効率化が

間所得層の拡大に伴い各国のライフスタイルやニーズの

一段と進みました。一方、各国・地域共通の商品は、中身が

類似化 ･ 共通化が進んできており、よりグローバルな視点

同じでも、香りやパッケージ、サイズ等は各エリアのニー

で各国共通の商品開発が実現できれば、生産から販売に至

ズや好みに合わせて変える必要があります。グローバルに

るまでのものづくりのスピードが上がり、コストや効率面

発想を広げ、最後の仕上げはローカルに合わせる必要があ

でも大きなメリットが生まれます。

ります。グローバル全体を俯瞰する一方で、各国・地域の

これを実現するための戦略が、事業エリアを北東アジア

傾向や特徴 ･ 特性を分析 ･ 理解し、リージョナルな商品開

と東南アジアに分け、それぞれのエリアで国・地域の枠を

発につなげていきます。様々な情報を取り入れながら、各

超えた事業マネジメントを行う「 リージョナル（地域）最

国・地域において最適な事業展開を推し進めていきます。

適」です。2019年からは、東南アジア事業については、リー

駐在員の声

2019年1月より、東南アジアの4ヵ国（タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア）
を担当している東南アジア事業推進部の活動拠点がシンガポールに移管され、リー
ジョナル展開推進体制が本格的にスタートしました。先行して駐在していた商品企画部

啓発活動によるオーラルケア習慣の定着

オーラルケアチームのメンバーと合わせ、現在ここシンガポールにて活動をしています。

パーソナルケアは、今後の海外事業の成長を支える最重

オーラルケア専門家の歯科医師とライオンが店頭を通じ

リージョナル拠点での事業推進に移管して最もよかったことは、各国・地域との物理

要分野と位置づけています。事業ポートフォリオの転換と

て共通のメッセージを発信することにより、ライオンブラ

的・心理的距離が近くなったことで展開国現地法人の幹部・スタッフとのコミュニケー

してオーラルケア中心へと軸足を移していきます。その原

ンドのファン拡大につなげていくことが狙いです。具体的

動力として、
「Preventive Dentistry 活動 」を推進していき

な活動事例として、マレーシアでは、
『 システマハミガキ 』

ます。

発売を機に、政府 ･ 歯科専門家 ･ メディア ･ 流通との連携

「Preventive Dentistry 活動 」とは、
「 予防歯科 」をコン

活動を行い販売することで、2019 年 12 月「 マレーシア歯

セプトにした啓発活動です。これは生活者との接点である

科医師会推奨 」マーク付与を獲得し、疾患予防のより高い

歯科専門家 ･ 流通 ･ ライオンの 3 者が連携した取り組みで、

専門性商品として受け入れられています。一方、中国では、
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ションが強化されたことです。それを通して、私達拠点メンバーの現地市場・現地事業
の理解度および現地との相互理解度が深化したことにより、業務の実行スピード・質が
国際事業本部
東南アジア事業推進部
（シンガポール駐在）

辻 大理

着実に向上していると実感しています。
今後は、各国・地域の個別最適から東南アジア地域全体最適へのさらなる転換を図
るべく、オーラルヘルスケア（特にハブラシ）等重点分野の育成を共通テーマとして設
定しながら拠点メンバー間の「 ヨコの連携 」を強化し、東南アジアのお客様の日々の健
康で快適な生活に貢献出来る活動を、メンバー全員で推進していきます。
ライオン 統合レポート 2020
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産業用品事業
化学品

化学品分野の市場環境と戦略

業務用洗浄剤

ゴム薬剤（防着剤）
内添剤

導電性カーボン
粘着剤

食器洗浄機用洗剤
自動車

アルコール製剤

電気電子

分野別
主要製品
生活産業

公共インフラ
ハンドソープ

油脂活性剤

2019 年の

実績

コンクリート用
混和剤

連結売上高構成比

9.5%

台所用洗剤

ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ（LSC）は、化学

であるタイヤ用防着剤では作業環境や生産性を向上させ

品の製造・販売を行っています。｢ 産業界顧客の次世代製

る新製品の導入を進めます。また、拡大する EV 自動車用

品に新価値を提供するグローバルニッチカンパニー｣ とな

バッテリーの高性能化に貢献する特殊カーボンの実績拡

るビジョンの実現に向け、技術と製品力のさらなる強化と

大、および施工性改善を武器にした地盤改良薬剤や、リニ

営業活動のスピードアップを図ることで、顧客満足度を高

ア建設時のトンネル掘削薬剤の開発を進め、自動車・電気

めて会社全体のサービスの品質を向上させています。

電子・公共インフラ分野での競争優位性を確立していきま

事業の中核である活性剤等の販売を行う生活産業分野

す。安定した市場である生活産業分野を軸として、環境や

では、積極的な設備投資、および海外パートナー活用を進

顧客の生産性向上に貢献できる製品の提供を通じて新し

め、利益性の向上を図ります。同時に、国内シェア No. 1

い分野への挑戦を継続していきます。

業務用洗浄剤分野の市場環境と戦略
野菜用洗剤

野菜洗浄システム

売上高＊（外部売上高）

ライオンハイジーンは、外食・中食産業、食品工場、医

世界的な感染症拡大等、健康や衛生のニーズがますます

療・介護施設、ホテル、クリーニング等の業務用施設や飲

高まる中、衛生管理のエキスパートとして、
「 お客様の安全

食店舗で用いる製品の開発と販売を行っています。現在

で安心できる衛生的な環境づくりをサポートする総合衛

で は 従 来 の 洗 浄 剤 に 留 ま ら ず、衛 生 診 断、衛 生 講 習、

生ビジネス 」というビジョンの実現に向けた活動を行って

HACCP に適合した衛生管理システムや、食品工場向け野

いきます。

菜洗浄システム『 野菜キレイ MiBO（ミーボ）
』の販売等、ラ

＊ HACCP
（Hazard Analysis and Critical Control Point）
米国で開発された衛生管理手法。日本にも導入され食品衛生管理の基準となって
います。
2020 年 6 月の食品衛生法の改定により、原則すべての食品等業者が一般衛生と
ともに HACCP の衛生工程管理を行うことになります。

＊

LIVE 計画
2018 〜 2020 年

（億円）
360

イオングループの洗浄技術とライオンハイジーンが培っ
340

340
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てきた衛生管理の専門的なノウハウを融合して、事業の幅
を拡大しています。

320

300
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＊ 2018 年より適用する会計基準を IFRS に変更しました。前年の財務数
値についても IFRS に準拠して表示しています。

2019 年 Review
産業用品事業は、大きく分けて「 化学品分野 」と「 業務用

況の悪化により電気・電子分野の半導体関連品が伸び悩

洗浄剤分野 」の 2 つの分野で構成されています。
「 業務用

み、全体の外部売上高は前年比 3.2% の減収、セグメント

洗浄剤分野 」は、ハンドソープや厨房向け消毒用アルコー

利益は前年比 25.5% の減益となりました。

次世代の野菜洗浄システム『 野菜キレイ MiBO』

ライオンハイジーンが次世代コア事業として注力し

観を保持できるといった利点があります。また、野菜の

ているのが、マイクロバブルオゾン技術による野菜洗

鮮度向上によるフードロス削減といった社会課題の解

浄・殺菌システム『 野菜キレイ MiBO』です。カット野

決に貢献する事業といえます。すでに大手コンビニエ

菜やサラダ用野菜の洗浄・殺菌は、次亜塩素酸ナトリウ

ンスストアや外食チェーン向けの食品工場で採用され

ム等の塩素系製剤が多く用いられますが、酸素系のオ

ており、中食需要の高まりを背景に、今後も拡大が見込

ゾンには、殺菌成分の残存性のなさ、野菜本来の味・外

まれます。

ル等が好調に推移しましたが、
「 化学品分野 」において市
MiBO 製法について
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野菜洗浄の様子
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