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Ⅷ．内部統制システム
当社が内部統制システムとして決議した事項は、次のとおりであります。

１．内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況
＜内部統制システムの基本方針＞
１．取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（１）基本的考え方
①当社グループの「ライオン企業行動憲章」、「行動指針」をコンプライアンス体制の基盤とする。
②ライオン企業行動憲章の精神を代表取締役社長が繰り返し役員・従業員に伝えることにより、企業倫理意識
の浸透に努めるとともに、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提であることを徹底する。
（２）コンプライアンス体制
①取締役会で選定した企業倫理担当役員を委員長とする当社グループ全体に係る企業倫理委員会を設置し、企
業倫理意識の浸透・定着のための具体的施策を推進する。ライオン企業行動憲章・行動指針に反する事態が
生じ、企業倫理委員会が必要と認めたときは、外部専門家（弁護士、公認会計士等）を委員とする倫理調査
委員会を設け事態の解決・収拾を図る仕組みを採用する。
②企業倫理担当役員の下に企業倫理専任部長を置き、コンプライアンス体制の整備・維持を図るとともに、当
社グループの各部所における必要な研修を行う。あわせて人事部は階層別教育において必要な研修を行う。
また、各部所は関連法規に従った規程・マニュアルを策定し、これに従い業務を実行する。
③取締役会の監督機能を強化するため、業務を執行しない社外取締役を置く。
④法令遵守および経営政策に関する第三者の意見・助言を経営に反映させるため、社外有識者により構成する
経営評価委員会を設置する。
⑤内部監査部門として監査室を置く。
⑥監査室員、企業倫理専任部長、経営企画部員、法務部員および監査役は、日ごろから連携し当社グループの
コンプライアンス体制およびコンプライアンスに関する課題・問題の有無の把握に努める。
⑦監査役は当社グループのコンプライアンス体制および下記（３）③に定める社内通報システムの運用に問題
があると認めるときは、企業倫理担当役員に意見を述べるとともに、改善策の策定を求める。
⑧従業員の法令・定款違反行為については就業規則に従い処分を決定する。取締役の法令・定款違反行為につ
いては企業倫理委員会が取締役会に具体的な処分を答申する。
（３）有事の対応
①法規・社会的責任に関わる緊急事態が発生した場合は、緊急事態処理システムに従い、当該発生事実を総務
部長が社長、企業倫理担当役員および監査役へ報告するとともに、社長を議長とする緊急対策協議会もしく
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は担当部所長は事態の適正な収拾、再発防止策の立案、執行役員会・取締役会への報告を行う。
②グループ各社の担当役員および従業員が当社グループにおける重大な法令違反その他のコンプライアンスに
関する重要な事実を発見した場合も、上記①と同様に対処する。
③上記①・②の他、当社グループにおける法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通
報システムとして、企業倫理専任部長および社外弁護士を直接の情報受領者とする「心のホットライン」を
整備するとともに、製品開発担当者等が製品の品質に疑念を生じた場合の社内通報システムとして、CSR
推進部長を直接の情報受領者とする「品質情報ホットライン」を整備し、別に定める要領にもとづきその運
用を行う。
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
（１）代表取締役および業務執行取締役は、法令に従い自己の職務の執行状況を取締役会に報告する。
（２）社長は、情報管理規程に取締役の職務の執行に係る情報の作成、保存および管理に関する事項を定める。
（３）取締役は、情報管理規程に従い、職務の執行に係る情報を保存する。
（４）取締役および監査役は、いつでもこれらの情報を閲覧または謄写できる。
３．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経営企画部担当取締役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・総括的に管理する。
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、取締役会に報告する。
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う。
④環境、品質責任、事故・災害に関するリスクについては、それぞれ環境保全推進委員会、CS／PL委員会、
安全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、リスク管理を行う。
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む。
（２）有事の対応
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）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う。
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４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
（１）意思決定ルール
①当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例の取締役会
を月１回開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催する。なお、定例の取締役会を除いて、法令に従い書
面等にて取締役会決議を行うことができるものとする。
②また迅速な業務執行と取締役会の機能をより強化するために、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う。
③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、事前に専務取締役以上の役員に
よって構成される経営会議において議論を行い、その審議を経て取締役会にて意思決定を行うものとする。
（２）取締役会の基本的位置付け
①取締役会は、取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目標にもとづ
く経営計画を策定する。
②取締役会は、経営計画を具体化するため、経営計画にもとづき、事業計画、経営予算を設定する。マーケ
ティング投資、研究開発投資、設備投資、新規事業投資についても経営計画を基準に配分する。
③取締役会は、重要事項に係る各機関、本部長、部所長の決裁権限基準を定める。
④取締役会は、毎月、月度業績をレビューし、各担当取締役に目標と実績の差異要因の分析、その要因を排
除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。
（３）業務推進体制
①各部門、部所を担当する取締役は、当該部門等が実施すべき具体的な施策を含めた効率的な業務推進体制を
決定する。
②月度業績はITを活用したシステムにより迅速に管理会計としてデータ化し、各担当取締役および取締役会
に報告する。
③上記（２）④の決定を受け、各担当取締役は業務遂行体制をより効率的なものとするため、必要に応じ改善
する。
５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
（１）当社グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件について
の事前協議を行うとともに、各社の財産ならびに損益に多大な影響を及ぼすと判断する重要案件については、
当社取締役会または執行役員会の承認を受けるものとする。
（２）当社監査室が当社グループ各社に対する内部監査を実施する。
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（３）監査室員、企業倫理専任部長、経営企画部員、法務部員および監査役は、日ごろから連携し当社グループ各社
のコンプライアンス体制およびコンプライアンスに関する課題・問題の有無の把握に努める。
（４）当社グループ各社に当社から監査役を派遣し、当該監査役は法令に従い監査を行う。
（５）グループ各社の担当役員および従業員が当社グループにおける重大な法令違反その他のコンプライアンスに関
する重要な事実を発見した場合は、緊急事態処理システムに従い、総務部長を経由して当該発生事実を当社社
長、企業倫理担当役員および監査役へ報告するとともに、当社社長を議長とする緊急対策協議会もしくは担当
部所長は事態の適正な収拾、再発防止策の立案、執行役員会・取締役会への報告を行う。
（６）当社グループ各社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があ
ると認めた場合は、直ちに当社社長、企業倫理担当役員および監査役に報告するものとする。企業倫理担当役
員は監査役と協議し事態の適正な収拾と再発防止策の立案を行う。
（７）上記 (５)･(６) の他、当社グループにおける法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社
内通報システムとして、企業倫理専任部長および社外弁護士を直接の情報受領者とする「心のホットライン」
を整備するとともに、製品開発担当者等が製品の品質に疑念を生じた場合の社内通報システムとして、CSR
推進部長を直接の情報受領者とする「品質情報ホットライン」を整備し、別に定める要領にもとづきその運用
を行う。
６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用
人の取締役からの独立性に関する事項
（１）監査役会の職務補助に専任する使用人を１名以上監査室に置く。
（２）当該使用人は、職務執行に当たっては監査役会の指揮命令を受け、取締役および監査室長の指揮命令を受けな
い。
（３）当該使用人の人事評価・異動・懲戒については監査役会の事前同意を得た上で、機関決定することとし、取締
役からの独立性を確保する。
７．取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する事項
（１）取締役は、監査役会に対して、法令に従い会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を報告することに加え、
次の事項を監査役会に報告することとする。
①当社グループにおける重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実
②当社グループにおける天災・事故発生等による物理的緊急事態および法規・社会的責任に関わる緊急事態
③当社グループにおける内部監査の実施状況
④当社グループにおける社内通報システムによるホットラインの通報状況およびその内容
4

(4) ／ 2015/02/18 18:58 (2015/02/18 16:58) ／ wn_14062505_02_os7ライオン様_招集（WEB開示用）_内部統制_P.docx

⑤執行役員会、製品企画執行役員会の決定事項
⑥決裁権限基準にもとづく取締役および執行役員の決裁事項
⑦当社グループ各社の事業概況、当該各社監査役の活動状況
⑧当社および当社グループ各社の重要な会計方針・会計基準の変更ならびにその影響
（２）報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役会の協議により決定する。
（３）上記（１）にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めることが
できる。
８．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（１）監査役会の要請がある場合において取締役会は、監査役会が法律・会計・税務等の専門家を選任し、監査業務
に関する助言を受ける機会を保障する。
（２）監査役は、必要に応じて、当社および当社グループ各社の各種会議、打合せ等へ陪席することができる。
（３）監査役は、必要に応じて、当社グループ各社の重要情報を閲覧または謄写できる。
（４）監査役は、監査役会が策定する監査計画にもとづき、業務執行担当取締役および重要な使用人から個別に職務
執行状況を聴取することができる。
（５）監査役会は、代表取締役、会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
９．財務報告の信頼性を確保するための体制
（１）代表取締役社長は、連結財務諸表を構成する当社、当社の子会社および関連会社の財務報告の信頼性を確保す
るために、取締役会が定める「財務報告に係る内部統制の基本方針」にもとづき財務報告に係る内部統制を整
備・運用・評価し、その状況および内部統制報告書を定期的に取締役会に報告する。
（２）監査室は、内部監査活動を通じ、財務報告に係る内部統制の整備と運用状況（不備および不備の改善状況を含
む。）を把握、評価し、それを代表取締役社長および監査役に報告する。
（３）監査役は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況を監査す
る。また、会計監査人の行う監査の方法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運
用状況を監査する。
10．反社会的勢力を排除するための体制
（１）「ライオン企業行動憲章」にもと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。
加えて総務部を対応統括部所とし不当要求防止責任者を配置するとともに、当社グループ各事業所および外部
機関との連携を図る。
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（２）不当要求防止責任者は当社グループ各事業所において必要な研修を行う。不当要求防止責任者および各事業所
担当者は反社会的勢力への対応の手順を定めた特殊暴力防止マニュアルに従い業務を実行する。
＜内部統制システムの整備状況＞
当社は、法令遵守、倫理観強化を基本とする企業行動憲章、行動指針を制定しております。役員、従業員にその
遵守徹底を図るため、企業倫理担当役員を委員長とする企業倫理委員会を設け、企業倫理意識の浸透・定着のた
めの具体的施策の推進および企業行動憲章・行動指針に反する事態が生じたときの事態の収拾と再発防止策の立
案を行うとともに、社内通報システムの設置等、コンプライアンス体制の強化を進めております。また、業務の
効率性、有効性を確保するため、各種決裁に際して社長または担当役員等に決裁権限を委譲する基準、製品開発
の各段階での業務プロセスや品質保証を定めた製品マネジメントシステム等の各種規程を整備しております。
これらの事項が適切に機能しているか否かをモニタリングするため、監査役および監査室による定期的監査を実
施しております。
当社の会社情報の適時開示については、その開示の要否について常勤監査役に意見を求め、適正性を確保してお
ります。
また、財務報告に係る内部統制に関する整備状況については、財務報告に係る内部統制の基本方針を策定すると
ともに評価範囲選定基準および評価対象を定めております。また、各業務プロセスにおける責任者を任命してお
ります。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社コンプライアンス体制の基盤である「ライオン企業行動憲章」において、「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。」と基本方針を定めております。
内部統制システムの基本方針10．にもとづき反社会的勢力に具体的対応を行うため、対応統括部所を総務部と
し、不当要求防止責任者１名を設置しております。また、外部専門機関とは、特殊暴力防止連絡会や企業防衛協
議会等に参画するとともに警察当局とも連携を図っており、あわせて反社会的勢力に関する情報を当該団体等と
共有化しております。
反社会的勢力への対応の手順を定めた特殊暴力防止マニュアルを制定しており、不当要求防止責任者が各事業所
で反社会的勢力への対応について教育・研修を実施しております。
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連 結 注 記 表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社の数
26社
主要な連結子会社の名称
ライオンケミカル㈱、ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ㈱、ライオン商事㈱、ライオンパッケージング㈱、
ライオンエンジニアリング㈱、ライオン流通サービス㈱、ライオンエコケミカルズ有限公司、
CJライオン㈱、泰国獅王企業有限公司
（２）非連結子会社の名称
タイシリケイトケミカルズ㈱
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益および利益剰余金等の連結計算書類に及ぼす影響が軽微なため連結の
範囲から除外しております。
２．持分法の適用に関する事項
（１）持分法適用非連結子会社の数
１社、持分法適用関連会社の数
５社
主要な会社の名称
出光ライオンコンポジット㈱、サザンライオン有限公司
（２）持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社の名称
出光ライオンコンポジット（香港）㈱
持分法を適用しなかった理由
持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないため、持分
法の適用から除外しております。
（３）持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該持分法適用会社の事業年度にかかる財務諸表を基礎とし
て持分法を適用しております。
３．会計処理基準に関する事項
（１）有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債券 …………………………… 償却原価法（定額法）
その他有価証券
時価のあるもの ……………………………… 決算日の市場価格等にもとづく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの ……………………………… 主として移動平均法による原価法
（２）たな卸資産の評価基準および評価方法
商品・製品 ……………………………………… 主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿
価切下げの方法）
原材料・仕掛品・貯蔵品 ……………………… 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿
価切下げの方法）
（３）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） ………… 原則として定額法を採用しておりますが、一部の連結子会社では定率法を採用してお
ります。
無形固定資産（リース資産を除く） ………… 定額法により償却しております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、主
として社内における利用可能期間（５年）にもとづく定額法によっております。
リース資産 ……………………………………… 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
（４）引当金の計上基準
①貸倒引当金 ………………… 当社および国内連結子会社においては、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を判断し、回収不能見込額を計上しております。また、
在外連結子会社は、主として特定の債権について回収不能見込額を計上しております。
②返品調整引当金 …………… 商品・製品の連結会計年度末日後の返品に備えるため、返品による損失見込額を計上しております。
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③販売促進引当金 …………… 当連結会計年度の売上にかかわる割戻金等の将来の支払いに充てるため、代理店・販売店への当連結
会計年度の売上にかかわる割戻金等の支払見積額を計上しております。
④賞与引当金 ………………… 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
⑤役員賞与引当金 …………… 役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
⑥役員退職慰労引当金 ……… 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程にもとづく当連結会計年度末支給見積額
を計上しております。
なお、当社におきましては、株式報酬型ストックオプションの導入に伴い、平成18年３月30日以降
新たな引き当てを停止しております。
（５）退職給付に係る資産および負債の計上基準
従業員の退職給付に備えるため、当連絡会計年度末における見込額にもとづき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職
給付に係る負債（ただし、年金資産の額が退職給付債務を超える場合は退職給付に係る資産）に計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により発生年度から費用処理して
おります。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしてお
ります。
未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の
退職給付に係る調整累計額に計上しております。
（６）重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外連結子
会社の資産および負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換
算差額は純資産の部における少数株主持分および為替換算調整勘定に含めております。
（７）重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約および通貨スワップについては振当処理の要件を満たしている場合
は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
ヘッジ対象
為 替 予 約
外貨建予定取引
借入金の金利
金利スワップ
借
入
金
通貨スワップ
③ヘッジ方針
主として社内管理制度にもとづき、当社経理部および各連結子会社管理部門にて為替変動リスクおよび金利変動リスクをヘッジし
ております。
（８）のれんの償却方法および償却期間
「のれん」の償却については、合理的に見積り可能なものはその見積り年数（５年および10年）で均等償却し、重要性の乏しいも
のについては発生時に償却しております。
（９）消費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。
４．連結の範囲および持分法の適用の範囲の変更
（１）連結の範囲の変更
前連結会計年度において持分法適用関連会社であったライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社（旧ライオン・アクゾ株式会
社）は、当社が同社の株式を追加取得したことにより当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
（２）持分法の適用の範囲の変更
当連結会計年度よりライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社（旧ライオン・アクゾ株式会社）は当社の連結子会社となった
ため、持分法の適用の範囲から除外しております。また、パシフィックソープマニュファクチャリング有限公司の全株式を譲渡した
ため、当連結会計年度において持分法の適用の範囲から除外しております。
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５．会計処理基準に関する事項
（１）有形固定資産の減価償却方法の変更
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
従来、当社および国内連結子会社の有形固定資産の減価償却の方法は、主として定率法によっておりましたが、当連結会計年度より
定額法へ変更しております。
ビ ジ ョ ン

当社グループは、2011年に発表した新経営ビジョン「Vision2020」に従い、その戦略として1．国内事業の質的成長、2．海外
事業の量的成長、3．新しいビジネス価値の開発、4．組織学習能力の向上を掲げております。これを受け、中期経営計画「Vー１
ビ ジ ョ ン

パ ー ト

計画（Vision2020 Part－１）」においては、国内事業の質的成長について、①重点的ブランド育成による主要分野の地位向上、
②付加価値分野育成と効率化による収益基盤強化、③研究・生産技術知見や生活者研究の強化、以上３点により推進しております。
この取り組みの一環として、研究開発センター構想の第Ⅱ期計画が2013年に竣工し2014年に本格稼働したことを機に、当社グ
ループの有形固定資産の使用実態を適切に反映した減価償却の方法について再検討を行いました。その結果、国内の以下の変化を総
合的に勘案し、減価償却の方法を定額法に変更することにより、使用期間を通じてより適切な費用配分を行うことができるものと判
断いたしました。また、この変更によって、海外連結子会社と会計方針が統一され、グループ全体の業績管理に資するものと判断し
ております。
１）ファブリックケア分野の市場においては、高残香タイプの柔軟剤や液体洗剤のような付加価値の高い液体製品に対する需要が高
まっており、当社グループもこれに応じて製造設備の変更および合理化を行っております。これら液体製品の製造設備は、従来製品
の製造設備と比較すると、設備の損耗が平均的に発生するとともに安定的な消費需要を反映して毎期安定的に稼働していく見込みで
す。
２）研究・生産技術知見や生活者研究の強化に対応して、研究開発に係わる設備の有形固定資産に占める割合が増加しております。
これらの研究開発設備は、毎期安定的、平均的に稼働するものと考えられます。
なお、この変更に伴い、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益は、それぞれ
1,138百万円増加しております。翌連結会計年度以降の財産または損益に対する影響は合理的に見積もることが困難であります。
（２）退職給付に関する会計基準等の適用
「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）および「退職
給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）
を当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除
く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る資産および負債として計上する方法に変更し、未認識数理計
算上の差異および未認識過去勤務費用を退職給付に係る資産および負債に計上いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度末におい
て、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。
この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る資産が11,042百万円、退職給付に係る負債が18,526百万円計上されてお
ります。また、その他の包括利益累計額が5,816百万円減少しております。
（連結貸借対照表等に関する注記）
１．担保に供している資産の内容および金額
現金及び預金
55百万円
土地
32百万円
建物及び構築物
1,590百万円
機械装置及び運搬具
600百万円
担保に係る債務の金額
買掛債務等
240百万円
２．有形固定資産の減価償却累計額
185,164百万円
３．保証債務
3,016百万円
保証先の借入金に対するものであります。
うち1,434百万円については、当社の保証に対し他者から再保証を受けております。
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類
当連結会計年度末
普通株式
299,115,346株
２．配当に関する事項
（１）配当金支払額
決

議

株式の種類

配当金の総額（百万円）

１株当たり配当額（円）

基

準

日

効 力 発 生 日

平成26年２月10日
取
締
役
会

普通株式

1,341

5.00

平成25年12月31日

平成26年３月５日

平成26年８月５日
取
締
役
会

普通株式

1,341

5.00

平成26年６月30日

平成26年９月５日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの
決

議

平成27年２月10日
取
締
役
会

株式の種類
普通株式

配当の原資
利益剰余金

配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）
1,340

5.00

基準日

効力発生日

平成26年
12月31日

平成27年
３月４日

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に関する取組方針
当社グループは、資金運用については、短期的な預金や有価証券等に限定しており、また資金調達については、運転資金および設備
資金の調達を目的としたものであり、銀行借入、コマーシャルペーパー等により資金調達を行う方針であります。デリバティブにつ
いては、外貨建債権債務にかかる為替変動リスクや借入金の金利変動リスクを回避するため利用し、投機的な取引は行わない方針で
あります。
（２）金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、新規取引発生時に
顧客の信用状況に関して社内での審議・承認のプロセスを踏むことを徹底し、必要に応じて保証金や担保を取得するなどの措置を講
じております。また、取引先ごとの期日管理および残高管理を行っております。
投資有価証券については、主に事業に関連する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、リスク管理として、
定期的に時価の把握、取引先企業の財務状況等の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金については、１年以内の支払期日であります。
短期借入金および長期借入金は、主に営業取引にかかる資金調達であります。これら借入金のうち、一部のものは変動金利であり、
金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために金利スワップを利用してお
ります。また一部のものは外貨建借入金であり、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替の変動リスクを抑制するために通貨
スワップを利用しております。
未払金、未払費用については、１年以内の支払期日であります。
なお、デリバティブについては、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価については、市場価格にもとづく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を適用することにより、当該価額が変動することもあ
ります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
平成26年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次表のとおりであります。なお、時価を
把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。（（注）２．参照）
連結貸借対照表
計上額
（百万円）
（１）現金及び預金
（２）受取手形及び売掛金
貸倒引当金
（３）有価証券及び投資有価証券
資産計
（４）支払手形及び買掛金
（５）短期借入金
（６）１年内返済予定の長期借入金
（７）未払金及び未払費用
（８）長期借入金
（９）新株予約権付社債
負債計
（10）デリバティブ取引計（注１）

時価
（百万円）

18,008
59,007
△51
58,956
53,055
130,019
46,590
12,602
116
45,123
2,448
14,430
121,311
(142)

18,008

58,956
53,866
130,831
46,590
12,602
116
45,123
2,553
14,773
121,759
(142)

差額
（百万円）
－

－
811
811
－
－
－
－
104
342
447
－

（注１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で示
しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項
資産
（１）現金及び預金ならびに（２）受取手形及び売掛金
これらについては、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿価額によっております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格
によっております。コマーシャルペーパー、譲渡性預金は、いずれも短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似して
いることから、当該帳簿価額によっております。
負債
（４）支払手形及び買掛金、（５）短期借入金および（６）１年内返済予定の長期借入金および（７）未払金及び未払費用
これらについては、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿価額によっております。
（８）長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様に新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方
法によっております。変動金利による長期借入金のうち金利スワップの特例処理および通貨スワップの振当処理の対象とさ
れているものについては、当該金利スワップおよび通貨スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を
行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
（９）新株予約権付社債
当社の発行する新株予約権付社債の時価については、元金の当該社債の残存期間および信用リスクを加味した利率で割り引
いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
（１０）デリバティブの時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。
金利スワップの特例処理および通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処
理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。（上記（８）参照）
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（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分
子会社株式および関連会社株式
非上場株式

連結貸借対照表計上額（百万円）
5,027
804

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコストを要すると見込まれます。
従って、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「（３）有価証券及び投資有価証券」には含んでお
りません。
（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額
２．１株当たり当期純利益

449円94銭
27円47銭

（その他の注記）
連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表に記載の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しておりま
す。
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個 別 注 記 表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）資産の評価基準および評価方法
・有価証券の評価基準および評価方法
満期保有目的の債券 ……………………………………… 償却原価法（定額法）
子会社株式および関連会社株式 ………………………… 移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの …………………… 決算日の市場価格等にもとづく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの …………………… 移動平均法による原価法
・たな卸資産の評価基準および評価方法
商品・製品 ………………………………………………… 先入先出法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）
原材料・仕掛品・貯蔵品 ………………………………… 移動平均法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）
・外貨建資産および負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
（２）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） …………………… 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） …………………… 定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間
（５年）にもとづく定額法によっております。
リース資産 ………………………………………………… 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
（３）引当金の計上基準
①貸倒引当金 …………………… 一般債権については、貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に
回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
②返品調整引当金 ……………… 商品・製品の決算日後の返品に備えるため、返品による損失見込額を計上しております。
③販売促進引当金 ……………… 当事業年度売上にかかわる割戻金等の将来の支払いに充てるため、代理店・販売店への当事業年度
売上高に対して取引契約にもとづく割戻金等の支払見積額を計上しております。
④賞与引当金 …………………… 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
⑤役員賞与引当金 ……………… 役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
⑥退職給付引当金 ……………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末日における退職給付債務および年金資産の見込額に
もとづき計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法
により発生年度から費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により、翌事業年度か
ら費用処理することとしております。
⑦役員退職慰労引当金 ………… 役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程にもとづく当事業年度末支給見積額を計
上しております。
なお、株式報酬型ストックオプションの導入に伴い、平成18年３月30日以降新たな引き当てを停
止しております。
（４）重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約および通貨スワップについては振当処理の要件を満たしている場合
は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
ヘッジ対象
金利スワップ
借入金の金利
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③ヘッジ方針
主として社内管理制度にもとづき、当社経理部にて為替変動リスクおよび金利変動リスクをヘッジしております。
（５）消費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。
（６）会計方針の変更
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
従来、当社の有形固定資産の減価償却の方法は、主として定率法によっておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
ビ ジ ョ ン
当社グループは、2011年に発表した新経営ビジョン「Vision2020」に従い、その戦略として1．国内事業の質的成長、2．海外
事業の量的成長、3．新しいビジネス価値の開発、4．組織学習能力の向上を掲げております。これを受け、中期経営計画「Vー１
ビ ジ ョ ン
パ ー ト
計画（Vision2020 Part－１）」においては、国内事業の質的成長について、①重点的ブランド育成による主要分野の地位向上、
②付加価値分野育成と効率化による収益基盤強化、③研究・生産技術知見や生活者研究の強化、以上３点により推進しております。
この取り組みの一環として、研究開発センター構想の第Ⅱ期計画が2013年に竣工し2014年に本格稼働したことを機に、当社グ
ループの有形固定資産の使用実態を適切に反映した減価償却の方法について再検討を行いました。その結果、国内の以下の変化を総
合的に勘案し、減価償却の方法を定額法に変更することにより、使用期間を通じてより適切な費用配分を行うことができるものと判
断いたしました。また、この変更によって、海外連結子会社と会計方針が統一され、グループ全体の業績管理に資するものと判断し
ております。
１）ファブリックケア分野の市場においては、高残香タイプの柔軟剤や液体洗剤のような付加価値の高い液体製品に対する需要が高
まっており、当社グループもこれに応じて製造設備の変更および合理化を行っております。これら液体製品の製造設備は、従来製品
の製造設備と比較すると、設備の損耗が平均的に発生するとともに安定的な消費需要を反映して毎期安定的に稼働していく見込みで
す。
２）研究・生産技術知見や生活者研究の強化に対応して、研究開発に係わる設備の有形固定資産に占める割合が増加しております。
これらの研究開発設備は、毎期安定的、平均的に稼働するものと考えられます。
なお、この変更に伴い、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益および税引前当期純利益は、それぞれ945百万円増
加しております。翌事業年度以降の財産または損益に対する影響は合理的に見積もることが困難であります。
２．貸借対照表等に関する注記
（１）有形固定資産の減価償却累計額
134,465百万円
（２）保証債務
14,127百万円
保証先の借入金に対するものであります。
うち1,434百万円については、当社の保証に対し他者から再保証を受けております。
（３）関係会社に対する金銭債権または金銭債務
関係会社に対する短期金銭債権
5,888百万円
関係会社に対する長期金銭債権
4,630百万円
関係会社に対する短期金銭債務
31,684百万円
３．損益計算書に関する注記
（１）関係会社との営業取引

売上高
仕入高
（２）関係会社との営業取引以外の取引高
４．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末日における自己株式の数

10,797百万円
35,754百万円
27,327百万円
31,001,366株
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５．税効果会計に関する注記
（１）繰延税金資産の発生の主なもの
貸倒引当金損金算入限度超過額
返品調整引当金否認額
販売促進引当金否認額
退職給付引当金否認額
減損損失否認額
未払事業税・事業所税
その他
繰延税金資産の小計
評価性引当額
繰延税金資産の合計
（２）繰延税金負債の発生の主なもの
租税特別措置法における積立金・準備金
退職給付信託設定益否認額
資産除去債務否認額
その他有価証券評価差額金
その他
繰延税金負債の合計

41百万円
182百万円
297百万円
4,384百万円
2,207百万円
75百万円
5,158百万円
12,347百万円
△4,534百万円
7,813百万円
319百万円
3,304百万円
72百万円
3,768百万円
202百万円
7,668百万円
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６．関連当事者との取引に関する注記
子会社および関連会社等
種類

会社等の名称

議決権等
の所有
（被所有）
割合

関連当事者との関係

所有
子会社

ライオンケミカル㈱

直接
100.0％

原料・商品の仕入先

所有

取引金額
（百万円）
（注１）

科目

17,658

買掛金

6,297

利息の受取（注３）

32

長 期
貸付金

4,000

10,758

未 払
費 用

3,356

取引の内容
原料・商品の仕入
（注２）

期末残高
（百万円）
（注１）

子会社

ライオン流通サービス㈱

直接
100.0％
所有

輸送・保管の委託等

製商品の輸送保管等
（注４）

子会社

ライオンパッケージング㈱

材料・商品の仕入先

材料・商品の仕入
（注２）

8,601

買掛金

3,825

子会社

ライオン・スペシャリ
ティ・ケミカルズ㈱

直接
100.0％
所有

脂肪酸窒素誘導体等の仕
入先

脂肪酸窒素誘導体等の
仕入
（注２）

7,509

買掛金

2,996

子会社

ライオンエンジニアリング㈱

直接
100.0％
所有

設備の建設・保守等

設備の購入（注２）

3,608

未払金

2,655

子会社

ライオンハイジーン㈱

ＣＭＳによる預り金

利息の支払（注６）

13

預り金

2,443

子会社

ライオンエコケミカルズ
有限公司

直接
100.0％
所有
直接
100.0％
所有

短期借入金等の債務保証

債務の保証（注５）

6,646

－

－

子会社

ＣＪライオン㈱

短期借入金等の債務保証

債務の保証（注５）

3,027

－

－

関 連
会 社

ピーティー
ライオンウイングス

直接
99.0％
所有
直接
48.0％

短期借入金等の債務保証

債務の保証（注５）

2,868

－

－

直接
100.0％
所有

取引条件および取引条件の決定方針等
（注１）上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
（注２）購入価格については、市場価格を勘案し、交渉の上決定しております。
（注３）資金の貸付については、利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
なお、貸付については、担保は受け入れておりません。
（注４）取引価格については、市場実勢を勘案し、交渉の上決定しております。
（注５）ライオンエコケミカルズ有限公司、ＣＪライオン㈱およびピーティーライオンウイングスにおける金融機関からの借入に対し
て債務保証を行っております。なお、取引金額には、債務保証の期末残高を記載しております。
（注６）預り金利息の支払いについては、利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
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７．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額
１株当たり当期純利益

384円21銭
13円61銭

８．その他の注記
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表に記載の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
以 上
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