
「コーセー　サステナビリティ プラン」では、2 0 3 0 年までの中 長 期目標を定めています。目標の達 成に向け、年 度ごとに取り組み状 況をまとめ、進 捗 状 況を公 表しています。

価値創造を支える基盤

コーセー　サステナビリティ プランの進捗 ▲

詳細　https://www.kose.co.jp/company/ja/sustainability/

進捗実績数値の詳細は上記の当社ウェブサイトをご参照ください。

取り組みテーマとバリューチェーンへのインパクト

負の影響の 
最小化

※正と負、両方に影響を与えるテーマ

正の影響の 
強化

私たちの取り組みテーマは、原 材 料の調 達から廃 棄に至るまでの製 品ライフサイクルとバリューチェーンのすべてにおいて
かかわりがありますが、特に大きなインパクトを与えると考えられるバリューチェーンを特 定しています。
また、基 盤となる活 動はバリューチェーンのすべてに関 連するものと考えています。

企画
研究・開発 生産 物流 

輸送 営業・販売促進 使用 廃棄
再利用調達

人へ：取り組みテーマの中長期目標と2021年度の進捗 地球へ：取り組みテーマの中長期目標と2021年度の進捗

1 234

5 6

取り組みテーマ 指標 目標値 達成年 2021年度の進捗 貢献する
SDGs目標

1

アダプタブルな 
商品・サービスの提供

アダプタブル発想 
での商品・ 

サービス提供率
100％ 2030

•   アダプタビリティを推進する指標「Adaptability∞」
の運用・管理方法の策定

•   個別商品、サービスにおける取り組みの具現化

2

美しく健康的で 
幸せな生活の 

サポート

具体的な 
取り組み実現

30件
以上 2030

•   幼少期からの日やけ止め習慣教育事業開始
•   スポーツ振興支援
•   医療従事者支援
•   相対的貧困下にあるひとり親世帯の女性支援

責任ある 
パーム油の調達 100％ 2030

•   RSPO※1・SCCS※2認証取得
※1  Roundtable on Sustainable Palm Oil（持続可能なパーム油の

ための円卓会議）
※2 Supply Chain Certificate System

3

ジェンダーに 
とらわれず活躍できる 

社会への貢献

ジェンダー 
平等の啓発

10万人
以上 2030

•   男性育児休業取得支援「コーセーイクパパサポート
制度」啓発活動

•   キャリア意識醸成のための各種セミナー実施
•   タンザニアの女子中学生の就学支援（奨学金寄附）と

卒業生への卒業記念品寄贈（「雪肌精」）

取り組みテーマ 指標 目標値 達成年 2021年度の進捗 貢献する
SDGs目標

4

ビューティを通じた 
環境課題への貢献

植サンゴ面積
20,000m2

（25m公認プール面積約53倍）
2030 •   雪肌精「SAVE the BLUE」プロジェクトの推進

商品・ 
サービスを通じた 
環境課題の啓発

1,000万人以上 2030
•   「雪肌精」ブランドでの各種活動
•   「BIOLISS PEACEFUL GREEN」プロジェクトを

通じた、自然を守る活動の支援開始

5

事業地域の環境保全

地域環境 
保全活動 20件以上 2030

•   海外拠点での環境保全活動
•   生産拠点地域での清掃活動

6

事業活動全体での 
環境負荷低減

SCOPE 1・2 △35％（2018年比 総量目標） 2030 •   CO2排出量削減のロードマップ作成検討実施

SCOPE 3 △30％（2018年比 総量目標） 2030
•   環境配慮型商品の処方開発
•   使用済み商品の容器回収

プラスチック容器包
装資材についてのサ
ステナビリティに配慮
した設計

100％ 2030 •   プラスチック使用量削減とサステナブル素材の
商品への採用を推進

責任ある水資源 
利用のための 

使用量（取水量）削減

△12％
（2018年比、生産原単位）

2030 •   水資源の3R※の推進など
※ Reduce/Reuse/Recycle

責任ある 
廃棄物削減／ 

資源循環
20件以上 2030

•   廃棄物削減目標の新規策定
•   日用品・化粧品のつめかえパックの水平リサイ
クル実証テストに参画

•   使用済み商品の容器回収

リサイクルされない
廃棄物 0％ 2025 •   全社廃棄物のうち、国内全拠点（グループ会社

・販社などを含む）の廃棄物管理の調査実施
責任ある 

パーム油の調達 100％ 2030 •   RSPO・SCCS認証取得
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価値創造を支える基盤

人へ 1 2 3 4 5 6

アダプタブルな商品・
サービスの提供

コーセーグループでは、長年“一人ひとりのきれい”を提案

してきました。私たちはアダプタブルな商品・サービスを通

じて、肌や髪の色などの身体的特徴をはじめとして、ジェン

ダー、国・地域などの地理的・文化的背景、生活環境、宗

教・信条など、多様なバックボーンを持つ人々が自信を持っ

て美しく生きる社会に貢献します。

ジェンダーレス発想に基づく、
新しいブランド開発の推進

価値創出の素地をつくる
「アンコンシャス・バイアス」セミナーの開催

　コーセーコスメポート株式会社は、女性の美を研究し続け

てきた高い品質基準をもとに、男性向け・女性向けという従

来の固定概念にとらわれないジェンダーレス発想のブランド

「マニフィーク」を2020年9月に発売しました。

　「マニフィーク」は、大自然の恵みをテーマに自然由来の

保湿成分を厳選したアイテムを取り揃えています。近年の性

別にとらわれない商品が選ばれる傾向に対応した、ジェン

ダーレスな化粧品ブランドとして商品ライ

ンアップを強化しファンを獲得していきま

す。2021年度は、肌の表面を美しく均一

に整えるBBクリームがあらゆる年代のお

客さまの支持を多く集め、販売数は当初

計画を上回り拡大しています。今後も、

ジェンダーレス発想に基づく「マニフィー

ク」ブランドの展開を推進していきます。

　今まで以上にアダプタビリティをベースとした価値創出

を目指すため、2021年度は「アンコンシャス・バイアス（無

意識の思い込み）」をテーマに、マーケティング、宣伝開

発、研究開発などを担当する約170人の従業員に対し、オ

ンライン形式でワークショップを実施しました。モノ・コトづく

りに携わる従業員が「ジェンダーバイアス」をはじめとした

さまざまなリスクに気づき、習得した知識や考え方を新しい

価値創出のために活かすことを目的としています。アダプタ

ブルな商品・サービスを生み出すためには、化粧品を世の

中に提供するうえで求められる多様性に関する知識や考

え方を習得する必要があります。

　このワークショップにより、さまざまなバイアスに関する気

づきや知識を得て、モノ・コトづくりに必要な価値観や考え

方を受容することで、アダプタビリティに配慮した価値創出

を目指します。

グローバルで新しいお客さまに出会うための
「DECORTÉ」の取り組み

　コーセーグループを代表するグローバルハイプレステージ

ブランド「DECORTÉ」は、世界14の国と地域（日本・中

国・香港・台湾・韓国・シンガポール・タイ・マレーシア・イギリ

ス・イタリア・フランス・スペイン・アメリカ・カナダ）で展開し、

世界中のお客さまに寄り添う商品・サービスを提供していま

す。ブランドメッセージ「Embrace your true beauty」

を根底に、サステナビリティメッセージ「Find your true 

beauty」を発信し、一人ひとりがそれぞれ違う存在である

世界中のお客さまの美しさを引き出す取り組みを行ってい

ます。

1

具体的な取り組み事例

　ブランドを代表する美容液「モイスチュア リポソーム」を、

2021年9月、発売29年目にして初めて「リポソーム アドバ

ンスト リペアセラム」として刷新しました。グローバル展開を

念頭に置いたアダプタビリティ視点での研究開発として、日

本・中国・フランス・南アフリカの4地域で、日本人・中国人・ア

ジアン・コーカシアン・アフリカンの肌特性を把握するための

試験を実施しています。エビデ

ンスに基づくモノづくりを通じ

て、世界中から愛される美容

液としてのポジションを確固た

るものにしていきます。

世界中の人々の肌に寄り添う研究1

　 2021年9月よりサービスを開始した

「DECORTÉ P e r s o n a l  B e a u t y 

C o n c i e r g e 」は 、当 社 独 自 開 発 の

「WEB-BC SYSTEM」を活用し、従来

の対面によるきめ細かなカウンセリングと

オンラインならではの手軽さを両立させ

た、接客・購入体験を提供するカウンセリ

ング・プラットフォームです。場所の制約が

なくカウンセリングを受けられるお客さま

のアクセシビリティ向上はもちろん、育児などで時間の制約が

ありながらも十分に能力を発揮できるBCの新しい活躍の場

所として、多様な働き方につなげています。

お客さまのアクセシビリティ向上と「WEB-BC 
SYSTEM」の多様な働き方に向けたDX開発

2

　2021年6月、独自の皮膚科学研究と技術を応用し、表

情や心を彩るスキンケア発想のルージュ「ルージュ デコル

テ」を発売しました。昨今のコロナ禍でのマ

スク着用の常態化により、口紅の色移りを

防ぎ、マスクによる乾燥や荒れをケアでき

るスキンケア効果のある商品へのニーズ

に応えるとともに、個々の美しさを引き出

し、輝かせる、5つの質感と全51色という

多色展開により、“一人ひとりのきれい”をかなえます。

“一人ひとりのきれい”をかなえる 
51色のスキンケアルージュ

3

オンラインカウンセリングの様子

ジェンダーレス発想のブランド
「マニフィーク」

ルージュ デコルテ

リポソーム アドバンスト リペアセラム

▲

詳細　https://www.decorte.com/site/s/sdgs.aspx
「DECORTÉ」のサステナビリティアクションは上記の当社ウェブサイトをご参照ください。

▲

詳細　https://www.kose.co.jp/company/ja/sustainability/adaptability.html
アダプタビリティに関する詳細は上記の当社ウェブサイトをご参照ください。

使いやすい、わかりやすい

あらゆる肌と髪に向き合う

あらゆる肌と髪に向き合う

ジェンダーにとらわれない
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価値創造を支える基盤

人へ 1　　2　　3　　4　　5　　6

美しく健康的で幸せな
生活のサポート

ジェンダーにとらわれず
活躍できる社会への貢献

コーセーグループの成長には、全世界14,015名の従業員

一人ひとりの力が必要です。また、“美の創造企業”として、

社会に新しい価値を提供し続けてきた背景から、私たちは、

社会のジェンダーギャップが解消される未来に貢献したい

と考えます。これからも、ジェンダーにとらわれず活躍できる

社会の実現に取り組みます。

2 3
You are my HERO
プロジェクト

「コスメバンクプロジェクト」を
通じて、化粧品を寄贈

　コーセーは2020年12月、医療従事者応援プロジェクト

「You are my HERO」を発足しました。本プロジェクト

では、心と肌に潤いや彩りをお届けする“化粧品のチカラ”

で、医療従事者の皆さまに笑顔を届け、またコロナ禍で医

療にあたることに敬意を表したいとの想いから、継続して化

粧品の寄贈活動を行っています。

　プロジェクト実施の背景として、2020年の年初から続くコ

ロナ禍の影響で、医療従事者の皆さまの心身にかかる負担や

ストレスの軽減が必要な状況であることから、私たちができる

ことで支援したいという想いがありました。2020年度に続き、

2021年10月には、長期にわたり多数の感染者が発生した東

京都の医療機関に対し、公益財団法人日本財団を通じて化

粧品を寄贈しました。2021年度末時点で、累計で819拠点

の医療施設に約116万点の化粧品を寄贈しています。

　このような取り組みを通じて、当社が寄贈した化粧品が

治療や感染予防に献身的に

取り組まれている医療従事者

の皆さまの心身の疲れの解

消に少しでもお役立ていただ

けることを願い、支 援を続け

ています。

　コーセーは2021年12月、「コスメバンクプロジェクト※」

の理念に賛同し、化粧品を必要とする経済的困難下にある

女性に向けて、化粧品3万点を寄贈しました。昨今のコロナ

禍による雇用悪化などを背景に、非正規雇用者・ひとり親

世帯などの貧困が顕在化し、経済的理由から化粧品を購

入できない女性が増えています。私たちは今後も、「美」を

通じて心を豊かにし、生活に彩りを加えるさまざまな取り組

みを継続的に実施していきます。 
※  一般社団法人バンクフォースマイルズが実施する、経済的理由などさまざまな

事情で化粧品を手にできない方に賛同企業から寄贈された化粧品・日用品をお
届けするプロジェクト

社内における
ダイバーシティ&インクルージョンの取り組み

　従業員がいきいきと自分らしさを発揮して活躍できること

は、企業の推進力につながります。そのため、性別を問わず

ライフイベントに合わせた柔軟な働き方や、それぞれの能

力を十分に発揮できるよう、環境を整備しています。モチ

ベーションの向上を目的とした研修をはじめ、多様な個性

が活躍する重要性やキャリアプラン構築に向けたセミナー

のほか、適正な人事評価に基づいたリーダー登用を行うな

ど、さまざまな取り組みを実施しています。

　将来のなりたい姿やありたい姿を実現するには、キャリア

形成を主体的に設計することが重要と認識しています。そ

こで、2020年度に開催したキャリアプランセミナーに続き、

「またこのような機会を設けてほしい」「先輩の話を聴きた

い」という声が上がったことから、「私のキャリアのつくり方」

をテーマに、女性執行役員によるキャリア構築についてのセ

ミナーを実施しました。キャリアパスを自ら描く重要性を発信

することで、女性従業員のマインドセット、および性別にかか

わらず一人ひとりがキャリアに対する認識を高め、自分らし

いキャリア形成を考える一助となることを目指しています。

　子育て世代の父母双方が職場で活躍するために、育児に

おいて双方が同等にかかわる環境づくりが重要と考え、女性

従業員への支援に加え、男性従業員への支援体制を整えて

います。2020年度には、男性育児休業の取得を促進すべく、

「コーセーイクパパサポート制度」を導入。当事者や上司へ直

接アプローチして取得に向けたフォローを行うとともに、育児

休業取得支援金を支給するなど、コーセー独自の取り組みを

行っています。2021年度は、育児休業取得男性社員のインタ

ビューを社内報で掲載し、男女双方が育児を行う意識向上と

社内風土改革への取り組みを継続しました。2021年度にお

いては、女性の育児休業取得率は100%、男性の育児休業

取得率は国内グループ会社で67.1％、「コーセーイクパパサ

ポート制度」を導入している国内グループ会社※においては、

男性育児休業取得率83.0%を達成しています。
※  株式会社コーセー、コーセー化粧品販売株式会社、コーセーコスメポート株式

会社、コーセーインダストリーズ株式会社

●「私のキャリアのつくり方」セミナー

●コーセーイクパパサポート制度の導入

You are my HERO
寄附実績

女性活躍関連KPI
対象範囲：コーセーグループ 
対象期間：2026年度まで

寄附施設数 女性管理職比率

寄附点数
指導的地位にある
従業員の女性比率

コーセーグループは、人々の生きる基盤として、健康的で幸

せを感じられる生活（ウェルビーイング）が大切と考えます。

そのため、すべてのステークホルダー、そして未来の世代

に向けた取り組みを行っています。私たちは、QOL（生活

の質）の向上や、スポーツ振興支援、次世代への教育啓発

活動など、ウェルビーイングの実現に取り組みます。

819拠点 33 %

約116万点 50 %
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価値創造を支える基盤

地球へ 1 2 3 4 5 6

ビューティを通じた
環境課題解決への貢献

私たちは事業活動を通じ、「美」にまつわるさまざまな価値

を社会に提供してきました。これからもビューティを基軸に、

商品・サービスにおける環境課題解決に貢献できる取り組

みを促進します。また、その取り組みを広く発信し、多くの生

活者の皆さまと一緒に環境について考え、社会全体で課

題解決に取り組む意識を醸成していきます。

4

地球へ

「BIOLISS PEACEFUL GREEN」 
プロジェクト始動

地球環境保全や循環型社会の実現を目指す 
「KOSÉ Green Bazaar」開始 

　コーセーコスメポート株式会社が展開するヘアケアブラン

ド「 サロンスタイル  ビオリス 」において 、「 B I O L I S S 

PEACEFUL GREEN（ビオリスピースフルグリーン）」プロ

ジェクトを2021年1月より始動しました。本プロジェクトでは、

豊かな緑、美しい水や空気、生き物たちの命を守ることなど

に寄与する環境保全活動に取り組みます。その第1弾の取

り組みとして、コーセーの南アルプス工場（仮称）建設地で

ある山梨県に、植樹や自然保護のために、2021年1～12月

の売上の一部を寄附しました。1回目の植樹は2022年5月

に実施を計画しており、今後10年間で約13,000m2の土地

に植樹を行うことを予定しています。

　また、このプロジェクトを知っていただくきっかけとして、

2021年11月、新型コロナウイルス感染症予防対策に細心

の注意を払いながら、お子さま向けの店頭イベントを開催し

ました。子どもたちと一緒にエコバッグ

の制作やスタンプを用いたお絵かきな

ど、身近な視点で楽しみながらサステ

ナビリティ活動に触れていただく機会と

しました。こうした活動を継続的に実

施・発信していくことで、お客さまとサ

ステナビリティ活動への接点を増やし

ています。

　 地 球 の 環 境 保 全 と 啓 発 活 動 に 取り組 む 、雪 肌 精

「SAVE the BLUE」プロジェクトを推進しています。この

プロジェクトでは、キャンペーン期間中に「雪肌精」ブランド

の対象商品をお客さまにご購入いただくことで、売上の一

部を環境保全活動に寄附しています。2009年より夏季に

沖縄のサンゴ育成活動への寄附を行っており、10年目を迎

えた2018年には、夏季の活動に加え、冬季も東北地方で

の森林保全活動を開始し、青い地球を守るプロジェクトとし

て進化させてきました。また、グローバルでは９つの国と地

域※1で、各エリアの独自性を活かした活動を展開しました。

　ほかにも、「雪肌精」を通じた取り組みとして、当社のコン

セプトストア「Maison KOSÉ 銀座」および全国のイオン

3 3 店 舗 にお いて 、プ ラスチック 容 器 回 収 プログ ラム

「SEKKISEI Earth Beauty Program※2」に取り組ん

でおり、今後、リサイクルの収益を沖縄のサンゴ育成活動に

寄附し、サンゴ礁の再生、ならびに地球環境保全へとつな

げていきます。
※1 中国・台湾・香港・韓国・タイ・シンガポール・マレーシア・インドネシア・アメリカ
※2 「雪肌精リサイクルプログラム」から名称変更

　2021年10月より、シーズン中に売り切れなかった商品をお

求めやすい価格で提供する「KOSÉ Green Bazaar（コー

セー グリーンバザール）」を当社の直営店「Maison KOSÉ 

銀座」「Maison KOSÉ 表参道」および「Maison KOSÉ」

オンラインサイトにおいて開始しています。ショッピングを通じ

て、お客さまとともにエコについて考え活動していきたいとい

う想いから開始した取り組みです。

　「考えよう。人と地球の美しさ。」をコンセプトに

掲げ、一人ひとりの購買や消費の行動が、人と地球

の明日を想う新しい形になっていくことを目指します。

雪肌精「SAVE the BLUE」プロジェクト 
を通じた環境保全活動

　「雪肌精 クリアウェルネス」シリーズが「2021年度グッ

ドデザイン賞※」を受賞。バイオマスPETをはじめとする環

境にやさしい素材を採用するなど、素材の質感を活かした

パッケージで環境負荷を低減しながらサステナブルな姿勢

を表していること、また、生産時だけでなく、お客さまととも

に、使用時・回収後も持続可能な取り組みに参加しやすい

仕組みに取り組んだことが高く評価されました。「雪肌精」

の目指す姿勢、考え方に共感いただけたことが受賞につな

がったと捉えています。
※主催：公益財団法人日本デザイン振興会

「雪肌精 クリアウェルネス」シリーズが
「2021年度グッドデザイン賞」を受賞

夏のキャンペーン

2021年度
サンゴ植え付け本数：1,027本 
面積： 6,263,310㎠ 

（25m公認プールの約1.７倍に相当）

2009～2021
年度累計

サンゴ植え付け本数：19,005本 
面積： 115,335,929㎠ 

（25m公認プールの約30.8面分に相当）

  冬のキャンペーン

2021年度 森林植樹本数：63本

2018～2021
年度累計 森林植樹本数：481本

2021年度 キャンペーンポスター

「雪肌精 クリアウェルネス」シリーズ

お子さま向けのイベントの様子

KOSÉ Green Bazaar

▲

詳細　https://sekkisei.jp/site/p/savetheblue.aspx
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価値創造を支える基盤

事業地域の環境保全 事業活動全体での
環境負荷低減

コーセーグループが持続的に企業活動を進めていくには、

製品の生産やサービスなど、事業拠点を構える地域の環

境に配慮し、地域に還元することが大切であると考えます。

私たちは事業を展開する地域の環境保全、ひいては地域

全体の永続的な発展への貢献に努め、ステークホルダー

の皆さまと連携しながら取り組みます。

美しい地球環境は、私たちすべての健やかな生活の源で

す。また、化粧品には、水をはじめ、自然から得られる成分

が多数配合されており、日々、自然環境の恩恵を受け、事業

を行っています。だからこそ、コーセーグループは環境負荷

をできるだけ低減する責任があると考えており、特に喫緊

の課題となっている気候変動への対応については、その取

り組みを加速させています。

5 6

地球へ 1　　2　　3　　4　　5　　6

アルビオン白神研究所での
環境保全活動

　独自性の高いハイプレステージ商品を展開する株式会

社アルビオンでは、世界遺産にも登録されている白神山地

の麓に「白神研究所」と美容成分の原料を栽培する農場

を有しています。白神山地は、氷河期以降のブナ林の東ア

ジアにおける代表的な森林として、また、世界的にも特異な

動植物の多様性を有する森林として、優れた原生的な状

態で残存していることが高く評価されている地域です。こ

の稀有な自然環境の中で育まれる研究所の農場では、安

全・安心を第一に、また白神山地の環境に最大限の配慮を

行いながら、無農薬で原料となる植物を栽培しています。

　それ以外にも、地域社会と共存していくために、白神研

究所内にある米田研究棟では、秋田県・藤里町の閉園した

保育園を再利用し、植物バイオテクノロジーの研究を行っ

ています。ここを研究拠点として活動していくのと同時に、

秋田県や藤里町と連携し、地元の皆さまとの協働作業を通

して、地域社会の活性化にも努めています。いずれお客さ

まのお手元に届く商品の原料となる植物とまっすぐに向き

合う姿勢が、高品質で独自性の高い化粧品づくりにつなが

るだけでなく、地域、環境、お客さまなど、さまざまなステー

クホルダーとのパートナーシップにつながっていくと考えて

います。

気候変動への取り組み

ガバナンス・リスク管理

　コーセーグループでは、2019年度に自社を取り巻く社会・環

境課題のマテリアル分析を行いました。その結果、グループ全

体のサステナビリティに関する取り組みと2030年までの目標を

まとめた「コーセー　サステナビリティ プラン」の中で、環境・気

候変動問題への対応を「事業成長」と「持続可能な社会の実

現」の両立を図るために、欠かすことのできない重要な経営課

題の一つとして認識しています。2020年10月には、「気候関連

財務情報開示タスクフォース（TCFD）」の提言に賛同するとと

もに、国内賛同企業などによる組織「TCFDコンソーシアム」に

加入しました。今後は、TCFDの提言に基づき、気候変動が事

業に及ぼす「リスク」と「機会」について、「ガバナンス」「戦略」

「リスク管理」「指標と目標」の4つの視点から、ステークホル

ダーへの情報開示を進め、グループ全体でのCO2排出量削減

にも積極的に取り組んでいきます。
※ GHG（温室効果ガス）のうち、コーセーグループで排出しているのはCO2である

と特定しています。

　コーセーグループでは、サステナビリティに関連する課題を経

営課題として捉え、その解決に向けた推進体制を整えています。

具体的には、代表取締役社長が委員長を務める「サステナビリ

ティ委員会」を設置し、サステナビリティ戦略を経営会議に提案、

承認を受け、取締役会に報告を行う体制を構築しており、気候変

動問題に関する評価と監視責任は委員長である社長が担ってい

ます。また、サステナビリティ戦略に基づき、個別テーマごとに分科

会やプロジェクトを設置し、全社部門横断の取り組みとして実効性

を高めた活動を推進しています。組織の気候変動に関連するリス

クは、ERM（統合型リスク管理）におけるコーポレートレベルでの

評価をリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を中心に特定・

評価しています。その中でも、気候変動に関してはエネルギー使

用、CO2排出、水の使用、排水という側面で、常に考慮すべき課

題として取り上げ、さらにはBCP（事業継続計画）の要素を含め、

気候変動に起因するような物理的リスクを考慮しています。

　気候変動に関する課題の監視は、これらの枠組みをもとに、サ

ステナビリティ委員会およびリスクマネジメント・コンプライアンス

委員会によってモニタリングしています。

アルビオン白神研究所 白神研究所で栽培された植物成分を使用
した「アルビオン フローラドリップ」

▲

詳細　https://rashisa.albion.co.jp/sustainability/
アルビオンのサステナビリティの取り組みは上記のウェブサイトを
ご参照ください。
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地球へ

　コーセーグループは、気候変動における移行リスクおよ

び物理的リスクを検討するために、シナリオ分析を実施しま

した。シナリオ分析は、2℃と4℃の気温上昇がもたらす世界

の気候変動が与える財務的な影響を評価し、企業としての

取り組み情報の開示を行うと同時に、将来の社会と地球の

姿を実現するための経営戦略などを検討する材料としても

活用しています。「コーセー　サステナビリティ プラン」を

ベースに、短期のみならず、2030年以降も見据えた中長期

の時間軸で調達、商品・サービス需要におけるリスクと機会

の要因を抽出しました。重要度の高い要因に関して、移行

面および物理面で影響が大きい項目を特定し、気候変動が

当社グループに与える潜在的な影響を測るとともに、リスク

と機会への財務上の影響度合いを分析しています。

　さらに、2021年度は対応策の検討を行いました。例えば、

気候の変化による原材料調達リスクに対しては、コストを抑

えた原材料の研究開発をサプライヤーとのエンゲージメント

によって推進することがリスク低減策の一つと考えられま

す。また、環境負荷低減型商品やサービスの開発および拡

大機会には、協業や先端技術の導入による商品開発、販売

方法の推進が機会獲得策と考えました。分析したリスク･機

会は「コーセー　サステナビリティ プラン」の取り組みを推

進することで、リスクの低減や機会の拡大を図れるものと考

えています。

コーセーグループの捉えるリスクと機会

分類 リスク・機会 影響項目
自社への影響の大きさ

概要
2℃ 4℃

リスク
（移行）

消費者の環境配慮製品への需要シフ
ト／消極的な対応によるレピュテー
ション低下

売上高減 ＋＋ － 2℃シナリオでは、消費者の環境意識の高まりに伴い、消極的
な環境対応が自社製品の販売減につながる。

GHG排出量規制の強化／カーボンプ
ライシングの導入（自社・サプライヤー） コスト増 ＋＋ － 2℃シナリオでは、サプライヤーを含めて炭素税が課され、自社

の運営コストおよび調達コストが増加。

プラスチック規制の導入によるプラス
チック資材の代替 コスト増 ＋＋ － 2℃シナリオでは、プラスチック規制の強化によりバイオマスプラ

スチックや再生プラスチックの調達の必要が生じ、コストが増加。

取水・排水制限の導入による商品の生
産制限 売上高減 ＋ ＋＋

気候変動により操業地域の水ストレスが増加し、取水制限が
生じると、操業停止による販売機会損失につながる。2℃でも
影響は生じるが、特に4℃シナリオで顕著な影響を想定。

リスク
（物理）

気候の変化による原材料調達リスクの
上昇 コスト増 ＋ ＋＋

パーム油などの自社製品や容器に使用する原材料において、グ
ローバル各地での収穫量が温度上昇により変化すると調達コ
ストが変化する。

洪水など災害に伴う製造･物流設備の
機能停止 売上高減 ＋ ＋＋ 浸水などによる自然災害の影響が自社における生産・物流拠点

に及んだ場合、機能停止により自社製品の売上高が減少する。

異常気象を原因とする製造施設損壊
やサプライチェーンの混乱

売上高減
コスト増 ＋ ＋＋

温暖化が引き起こす影響で自社施設が損壊した場合、修繕費
用や建て替え費用などのコストが発生する。また、サプライヤー
の生産・物流拠点でも同様に自然災害の影響が発生した場
合、自社の製品供給が停止するリスクがある。

機会

紫外線増加に伴う日やけ止め商品や
紫外線ケア商品の需要増 売上高増 ＋ ＋＋

日常生活における紫外線の増加に伴い、紫外線ケアを必要と
する人の数や使用頻度が増加することで、当該商品の売上が
増加する。

気温上昇による冷感商品・化粧崩れ防
止商品の需要増 売上高増 ＋ ＋＋

気温上昇に伴い、化粧水やファンデーションなどの化粧関連商
品において、冷感性や化粧崩れ防止に対するニーズが増加する
ことで、当該商品の売上が増加。

自社製品の環境フットプリント削減に
よるブランド価値向上 売上高増 ＋＋ －

社会全体の環境配慮の意識が高まる中で、自社の環境フットプ
リントを削減し訴求していくことがマーケティング上でもプラス
の効果をもたらす可能性がある。

環境負荷低減商品・サービスの開発お
よび拡大 売上高増 ＋＋ －

脱炭素型や脱プラスチック型の商品・サービスを提供していく
ことが付加価値となり、収益にプラスの効果をもたらす可能性
がある。

再生可能エネルギー・省エネルギー導
入によるコスト競争力強化 コスト減 ＋ ＋＋

再生可能エネルギー（再エネ）の購入や省エネルギー設備の導
入により、自社のエネルギーコスト削減につながる。特に2℃シナ
リオにおいて、電力価格は現在より上昇する一方で再エネ調達
価格は低減することで、再エネ調達によるコストメリットが発生。

※ －：影響は軽微　＋：一定の影響がある　＋＋：大きな影響がある

戸市と小売・メーカー・リサイクラー（再資源化事業者）が協

働し、つめかえパック（フィルム容器）の使用済み商品を再び

同じ商品にリサイクルする「水平リサイクル」（フィルムtoフィ

ルム）を目指したプロジェクト「神戸プラスチックネクスト～み

んなでつなげよう。つめかえパックリサイクル～」に参画しまし

た。本プロジェクトへの参画を通じて、さまざまなリサイクルに

関する知見を広めて、資源循環の取り組みをさらに強化する

ことで、持続可能な循環型社会の実現に貢献していきます。

戦略
（シナリオ分析と対応策）

指標と目標

　コーセーグループでは、循環型社会への移行を目指し、製

品のライフサイクルにおける環境負荷低減への取り組みを

進めています。「雪肌精」における使用済みプラスチック容

器回収プログラムや・海洋プラスチックごみをリサイクルした

再生樹脂を使用した買い物かごの製作を行っています。

　資源循環の新たな取り組みとして、2021年10月より、神

　シナリオ分析の結果から、事業活動によるCO2排出に対

して、気温上昇が産業革命以前と比べて２℃を十分に下回

るための精力的な削減目標を設定する重要性を強く認識し

ました。そして、「コーセー　サステナビリティ プラン」の中

で、当社グループが排出しうる温室効果ガスとしてCO2の

排 出 削 減を取り組みテーマの一つとして定めています。

コーセーグループでは、2030年までに自社が使用するエネ

ルギーや電力を由来とするCO2排出量（SCOPE １・２）で

35％削減、バリューチェーン全体（SCOPE ３）で30％削減

と設定しました（いずれも2018年度を基準）。この目標は、

国際的イニシアチブ「SBTi（Science Based Targets 

i n i t i a t i v e ）」による「 S B T（ S c i e n c e  B a s e d 

T a r g e t s ）」認 定を取 得しました。コーセーグループの

C O 2排 出 量 削 減 活 動としては、自社の事 業 活 動からバ

リューチェーン全体に至るまで、幅広い視点で意欲的に取

り組んでいます。

　今後も引き続き、誰もが安心して暮らせる健やかな地球

の未来を実現するために、気候変動問題をはじめとする社

会課題に対して実効性のある取り組みを積極的に行ってい

きます。

2021年度 CO2排出量のSCOPE別内訳

SCOPE 2 マーケットベース

事業から排出される廃棄物

雇用者の通勤

販売した商品の廃棄

出張

販売した商品の使用

SCOPE 1

購入した商品・サービス

資本財

輸送、配送（上流）

SCOPE1、2に含まれない燃料
およびエネルギー関連活動

354

13

11

243

4

4

85

2
5

7
7

2021年度
CO2総排出量
736千（ｔ-CO2）

SCOPE 3

※ 詳しい数値は、P.71（環境 Environment）の指標をご覧ください。

資源循環の取り組み

▲

詳細　https://www.kose.co.jp/company/ja/sustainability/environment/tcfd/
TCFDに沿った開示情報は上記の当社ウェブサイトをご参照ください。

▲

詳細　https://www.kose.co.jp/company/ja/sustainability/environment/
その他の環境負荷低減の取り組みは上記の当社ウェブサイトをご参照ください。
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価値創造を支える基盤

正しきことに従う心

人権への取り組み 人材育成

1 2

コーセーグループが「世界で存在感のある企業」となるに

は、世界の変化を先取りして独自の価値を創出し続ける人

材の力が必要です。そのため、中長期的な視点で当社グ

ループの持続的成長を支える、豊かな人間性と創造性を

発揮できる人材育成を重要課題（マテリアリティ）の一つに

設定しています。

コーセーグループは、事業を行う過程で、直接または間接的

に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識しています。

そのため、私たちの人権尊重の姿勢を明文化した「コーセー

グループ 人権方針」を策定しています。

2021年度は本方針に基づき、「負の影響評価および課題」

を特定すべく、「人権リスクアセスメント※」を実施しました。
※事業活動が人権に及ぼす潜在的なリスク評価

人権デュー・ディリジェンス 人材育成理念と育成方針

　コーセーグループは、国連「ビジネスと人権に関する指

導原則（UNGPs）」に従い、各国の法・規約に基づき、人

権デュー・ディリジェンスを進めています。2021年度は、

「 負の 影 響 評 価 および 課 題 」を特 定 するため 、事 業 バ

リューチェーン上で起こりうる顕在的・潜在的人権リスクに

ついて、社内（グループ会社を含む）で整理を行いました。

また、ヒアリングやステークホルダーとのエンゲージメントを

通じて得られた社会的視点を含め、国内外での潜在的・顕

在 的な人 権への負の影 響が発 生する可 能 性や、当社グ

ループが実施している予防・是正措置の状況から、特に顕

著な人権課題を評価しました。

　その結果、コーセーグループで特に注視すべき人権課題

として、「原料調達サプライチェーン上の人権課題の継続

的な把握」「社内ダイバーシティ＆インクルージョンおよび

職場の人権」が挙げられました。また、当社グループが人権

尊重を通じて社会にポジティブな影響を与えるためには、

「多様性に配慮した情報発信や対応（広告・宣伝・接客・商

品説明など）」を推進することも重要であると確認しました。

　コーセーグループは、「コーセーグループ行動指針」の

中で、各人の人権と多様な能力・個性・価値観を尊重する

ことを明記しています。それを前提として、下記の「人材育

成理念」「人材育成方針」を定めています。

　当社グループでは、人材育成方針で掲げている「自ら磨

く」を実践すべく、経営理念体系や目標を従業員と共有し

ながら、一人ひとりの多様性を活かして自ら学び成長する

姿勢を重視しています。その支援のため、各種研修制度や

通信教育補助などを整備しています。入社時から定期的に

実施する「キャリア考察を含む階層別研修」、役割に応じ

て実施する「スキル開発のための研修」のほか、各部門の

特性に応じた実務研修の機会を設け、各人の成長を促して

います。そのほか、化粧品の新しい価値提供の検討と立案

を行う組織横断プロジェクト形式の研修なども実施し、ダイ

バーシティ＆インクルージョンによるイノベーション創出を目

指します。

人材育成理念
コーセーは「豊かな人間性と創造性」を発揮で
きる社員とともに未来を拓きます。

人材育成方針
● 一人ひとりの向上心と主体性を尊重し「自ら

磨く」を基本とする。
● 「自ら磨く」人を積極的に支援する職場環境を

つくる。
●  段階に応じて幅広く、そして継続的に「自ら

磨く」機会を提供する。
●「専門領域」の実践的教育・研修は、各部門で

実施する。

顕著な人権課題とそれに対する取り組みについて

特定した人権の重要テーマについては、以下のリスク管理の対応を進めています。

特定された人権重要テーマ 現状の対応策

原料調達サプライチェーン上の 
人権課題の継続的な把握

● Sedex※などのプラットフォームやSAQによる把握
● パーム生産小規模農家との直接対話による把握　など
▶ サプライチェーンマネジメント　P.50 -51

社内ダイバーシティ＆インクルージョン 
および職場内での人権

● コーセーグループ行動指針の全グループ従業員への浸透
● 従業員への人権教育およびコンプライアンス啓発活動
● 管理職へのハラスメント防止教育
● ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
▶ リスクマネジメントとコンプライアンスの啓発　P.59
▶ ダイバーシティ＆インクルージョン　P.37 

多様性に配慮した情報発信と対応 
（広告・宣伝・接客・商品説明など）

● 経営戦略としての「アダプタビリティ」の推進と事業活動への内包
● マーケティング担当者を中心とした「アンコンシャス・バイアス」教育の実施
▶アダプタビリティ　P.34-35

※  Sedex（Supplier Ethical Data Exchange）： 
労働慣行、健康と安全、環境、ビジネスなどに関する情報の共有と確認をバイヤーとサプライヤーで行う世界最大規模の協働プラットフォーム。グローバルサプライチェーン
における倫理的かつ責任あるビジネス慣行の促進を目的に設立。

▲

詳細　  https://www.kose.co.jp/company/ja/
sustainability/rights/

人権に関する取り組みの詳細は上記の当社ウェブサイト
をご参照ください。
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価値創造を支える基盤

正しきことに従う心

オンラインを併用した進捗報告会

イノベーションを生み出す
人材育成に向けて

　グローバル化とボーダーレス化が進展し、市場環境や顧

客ニーズが急速に変化する中においては、企業風土として

ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）の浸透と、多様な

個性やバックボーンを持つ人材の意見や発想を取り上げ

活かしていくことが必要不可欠です。前例や常識にとらわ

れない発想とイノベーション志向にあふれ、常に創造思考

を持って活躍できる人材の育成を目指しています。

　現在実施している社内事業提案プログラム「Link※」、ま

たその前身のプログラムを含めると、10年以上にわたり社

内イノベーションを起こすプログラムを継続して実施してい

ます。本プログラムでは次世代を担う従業員の熱意やチャレ

ンジ精神をベースに、イノベーションを生み出す人材育成を

行うとともに、新しい事業やアイデアを生む仕組みとして毎

年アップデートを繰り返しています。また、デザイン思考も活

用して、お客さまや社会が抱える課題を解決することを目的

とするとともに、社内のアセットとスタートアップなどの最新

技術や斬新なアイデアも活用することにより、新しい商品・

サービスの創出および事業化に取り組んでいます。
※  Link（Leadership and Innovation program for New KOSÉ）：

2017年に発足した社内事業提案プログラム

安全・
安心な品質

「何千何万という化粧品を市場に送り出しても、お客さまが

手にするのはそのうちの1個。だから、その1個を大切にし

たい」という信念のもと、コーセーグループ独自の原料調達

と生産プロセスを追求し、「品質のコーセー」という自負を

持ってお客さまに安全・安心な化粧品を提供しています。

3
創業者の信念を受け継ぎ、
KOSÉ Qual ityを世界に

　1946年にコーセーを創業した小林孝三郎は「高品質で

消費者に喜ばれる商品の開発」こそが「化粧品で世の中を

明るくする」という使命には必要であると考え、戦後の物不

足が続く中、高品質な原料の調達に奔走しながらも品質管

理を徹底し、「品質のコーセー」という自負を持ってお客さま

に化粧品を提供してきました。その信念は現在も受け継が

れ、サプライチェーンのすべての工程において最良の品質を

追求しています。1970年代から科学的手法による品質管理

（QC※1）活動をいち早く導入し、1980年には化粧品業界で

初めて「デミング賞※2事業所表彰」を受賞。その後は、品質

マネジメントシステム規格「ISO9001」とグローバルな化粧

品モノづくり規格「ISO22716」（化粧品GMP※3）を取得

し、時代の要求に応じて、常に品質を追求し続けています。

　 現 在 、繊 細で高 品 質な化 粧 品に対 する“ M a d e  i n 

Japan”の評価が世界的に高まっています。同時に、アダプ

タビリティ発想で一人ひとりのお客さまに合わせたサステナ

ブルな商品に対するニーズも一層高まってきています。新生

産拠点として建設計画中の南アルプス工場（仮称）では、

パーソナライズ商品への対応を見据えつつ、環境に配慮し

て生産する拠点とすべく、検討を進めています。今後も、持

続可能な生産供給体制の強化と、最高品質を生み出すた

めの技術革新を進めていきます。
※1 QC（Quality Control）：品質管理
※2  デミング賞：日本で工業製品の品質管理に功績のあった企業や個人に与え

られる賞（主催：一般財団法人日本科学技術連盟  
https://www.juse.or.jp/#）

※3  化粧品GMP（Good Manufacturing Practices）：化粧品などの製造管
理および品質管理に関する基準

ビューティコンサルタントの
キャリアデザイン

　 店 頭などで活 躍するビューティコンサルタント（ 以 下 、

BC）に対しては、販売職としてのスキルアップはもちろん、

将来的に教育職や店舗責任者、営業職、本社スタッフ職

（企画・商品開発ほか）などのキャリアを選択できるように

支援してきました。

　2020年度から続く、新型コロナウイルス感染症拡大によ

り、BCの活躍の場であった店頭活動に制約ができました。

しかし、当社ではそれをピンチではなくチャンスと捉え、お客

さまとの新たな接点の場として、2021年度に店頭と遜色

ない高精彩な映像を実現したオンラインカウンセリングを開

発し、新たな働き方にもチャレンジしました。

　従来の「店頭を中心とした業務」からBCの活躍の場を

さまざまな領域に拡大する中、自らのキャリアを積極的に切

り拓く素地を養うために、キャリアデザインを考える研修を

実施しています。研修は、キャリアに対する自身の考えの確

認、キャリア意識の醸成、個々のキャリア形成支援の３つの

ステップで行っています。2020年度から2021年度にかけ

ては、BCを指導する教育職を中心にプログラムを実施しま

した。今後、研修プログラムを全BCに拡大し、キャリア意識

の醸成を図ることで、新たな価値を生み出すBCの育成に

尽力していきます。

営業・
本社スタッフ・

美容
スペシャリスト

など

店舗管理・
教育などの
マネジメント

接客・販売の
スペシャリスト

接客・販売

入社時

中堅

製品検査の様子
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価値創造を支える基盤

正しきことに従う心

お客さま志向

コーセーグループでは、お客さまの手にわたる一つひとつ

の化粧品を心からご満足いただけるように「お客さまにもっ

と近づく」エンゲージメントを推進し、真のお客さま視点から

お客さまが求める価値をお届けしようとする姿勢をグルー

プ一丸となって徹底しています。

4 お客さまの声を改良に
反映した商品づくり

　お客さまからいただく貴重なご意見やご要望は、よりよい

商品・サービスの開発・改善に活かせるよう、お客様相談室

を含む品質保証部門が主導して、積極的に社内にフィード

バックしています。お客さまの声は、毎月「お客さまの声レ

ポート」として社内関連部門に迅速・適切に共有しつつ、

データベースに蓄積し、いつでも活用できるシステムを整備

しています。また、お客様相談室からの具体的な改善提案

会議を定期的に実施し、お客さまの声をもとに改善・改良

の具現化に結びつけるよう努めています。

　今後も、すべてのお客さまが使いやすい商品のほか、よ

り環境にやさしいなど、サステナビリティに配慮した商品・

サービスの開発に取り組んでいきます。

「お客さまにもっと近づく」—デザインシンキング
型商品開発フロー

　コーセーグループは社内スローガン「お客さまにもっと近

づく」を掲げ、2018年4月に消費者志向自主宣言を公表し

ました。このスローガンは、2011年度中期経営計画で基本

方針に定めたもので、「従業員一人ひとりがお客さまの視

点に立って、価値のある化粧品をお届けする姿勢を徹底す

る」ことを意味します。

　活動をより一層お客さま視点で進化させるべく、例えば、

商品づくりにおいては、これまで以上にアダプタビリティを

高めるためには、従来のお客さまはもちろん、多彩なバック

ボーンを持つ生活者の声を活かしていくことが重要であり、

商品開発の根幹にあらゆる生活者を中心に考える商品開

発フローを設定しています（下図ご参照）。具体的には、商

品開発の各プロセスで、生活者に対する定量・定性調査を

導入しています。プロダクト開発では、初期段階で生活者

の実使用に関する調査を実施し、その調査結果を踏まえ

て、開発の方向性を再検討していきます。こうしたステップ

を各プロセスで行うことで、生活者の声を取り入れた商品

を開発しています。

　このように、アダプタビリティを取り入れた真のお客さま

志向を実現するため、生活者を中心に考えた商品づくりを

推進しています。

インサイト
リサーチ

生活者

コンセプト設計

プロダクト開発

パッケージ
開発

発売

発売後
再評価

発売前
最終評価

デザインシンキング型商品開発フロー

コーセーグループの新製品開発過程における品質保証

デ
ザ
イ
ン
レ
ビ
ュ
ー（
複
数
回
）

商
品
レ
ビ
ュ
ー

工
場
で
の
量
産
試
作

生
産

販
売

発
売
3
ヵ
月

そ
れ
以
降

各種の評価・確認

新
製
品
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

製品開発 生産

改善 改善

アフターフォロー

商品の品質審議

法規制
特許
安全性
防腐防黴性
使用性
官能評価
効能効果
外装検討
スケールアップ
確認
安定性評価

発売後の品質評価

商品レビュー

お申し出の 
確認

（経時） 
品質確認

各ステップで、品質保証部門と開発部門による 
評価・確認を繰り返し、

調整・改良を行いながら開発、生産しています

発売後3ヵ月時点と
さらにそれ以降も
チェックしています

安全・安心を最優先にした
品質管理

　化粧品は肌や髪に直接使用することから、安心してお使

いいただけるよう、安全性を最優先に、原料段階から最終

製品までの各工程で高い品質基準に則った厳格な評価を

繰り返し、製品の開発を行っています。そして、お客さまの

使用状況を想定した試験で安全性を最終確認し、市場に

送り出します。

　コーセーでは、開発の初期段階から品質保証部門と開

発部門が一体となり、製品の安全性を評価する体制を構

築することで、新しい視点や発想を尊重しながら、安全・安

心な品質の商品をスピーディに生み出しています。また、安

全性を最優先としながら、動物実験代替試験法を活用し、

動物実験を行わない方針で化粧品（医薬部外品を含む）

の開発を進めています。

▲

詳細　 https://www.kose.co.jp/company/ja/
sustainability/customer/

マスクにつきにくいファンデーションと 
色つき美容クリームを発売

お客さまの声を活かした
商品改善事例

　コロナ禍によりマスク着用が続く中、「マスクにつ

きにくいファンデーションがほしい」というご要望に

いち早くお応えし、「エスプリーク シンクロフィット 

パクト EX」を2021年2月に発売しました。この商

品は、多湿状態で汗や皮脂の影響から化粧崩れし

やすいマスク内の環境下でも肌にしっかり密着し、

マスクにつきにくいことが特長です。

　さらに、同年8月に発売した「エスプリーク コン

フォート メイククリーム」は、これ1つでスキンケアと

自然に肌を美しく見せるメイク効果を同時実現し

た、色つき美容クリームです。生活様式の変化によ

り､「できるだけ素肌で過ごしたい」「従来のファン

デーションよりももっと軽

い仕上がりがいい」など

という声をもとに開発し

ました。
エスプリーク シンクロフィット パクト EX
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価値創造を支える基盤

正しきことに従う心

責任ある調達のためのモニタリング活動 サステナブルなパーム油調達への対応

Sedexへの加入

SAQ実施やSedex加入などの
エンゲージメント事例

　国内外の主要サプライヤー様に向けて、サステナ

ブ ル な 調 達 の た め の 自己 評 価 アンケ ート調 査

（SAQ：Self-Assessment Questionnaire）を

年 1 回 行っています 。2 0 2 1 年 度 は 、仕 入 額 の

94 .7%を占める148社のサプライヤー様に依頼

し、100％のサプライヤー様から回答をいただきまし

た。なお、得点率に基づき、一部のサプライヤー様

に対しては、必要に応じてヒアリングを実施し、次年

度に向けた改善への協力を要請予定です。

　コーセーグループは、本社・関連拠点、主要工場

において、2021年度にRSPO※サプライチェーン認

証（SCCS認証）を取得しました。今後は、RSPO認

証原料パーム油の積極的な調達を今まで以上に推

進していきます。また、これからもこのような取り組

みを通じて、サプライヤー様とともに、持続可能な調

達を推進していきます。
※持続可能なパーム油のための円卓会議

　サプライチェーンにおける人権をはじめとする倫理

的課題への取り組みを進めるため、2021年10月、

Sedex（Supplier Ethical Data Exchange）に

加入しました。今後はSedexのさまざまなリソースを

活用しながら、サステナブルで責 任あるサプライ

チェーンの構築に向けて、サプライヤー様と連携し、

人権課題などの対応に取り組んでいきます。

サプライチェーンにおける
サステナビリティの推進

コンプライアンス相談窓口
の設置

　原材料については、「調達基本方針」や「サステナブル

な調達ガイドライン」に基づき、社会や環境に配慮したサス

テナブルで責任ある調達を推進しています。また、サプライ

ヤー様とのきめ細かい情報交換と相互理解に努め、環境

対応や人権尊重についてアンケートによるモニタリングを

行っています。透明性・
公正性のある
事業運営

コーセーグループは、創業よりすべての従業員、取引先様、

サプライヤー様と「共存共栄」の経営を目指してきました。

中 長 期ビジョン「 V I S I O N 2 0 2 6 」で 掲 げる K O S É 

Beauty Partnershipの考え方に基づき、人々や地球環

境の未来をよりよいものとするため、グローバル社会の一員

としての責任を果たしながら、事業活動の推進をステーク

ホルダーの皆さまとともに取り組みます。

5

▲

詳細　 https://www.kose.co.jp/company/ja/
sustainability/management/

　コーセーグループは、違法行為（贈収賄を含むあらゆる

腐敗行為を含む）やいじめ・ハラスメントなどの人権問題も

含む規定違反行為などを早期に発見する目的で、社内外

に向けたコンプライアンス相談窓口を設置しています。従

業員に向けては、国内・海外を問わず相談窓口を設置し、

教育などを通じて相談窓口について周知徹底しています。

また、取引先様との信頼関係を重視し、相互に尊重し合え

る透明性・公正性の高い取引を推進するため、取引先様か

らのご相談・通報をお受けする窓口をウェブサイト上に設置

しています。コンプライアンス違反などについて相談・通報

があった時は、適正に調査し、誠実に対応する体制を整え

ています。社内外から相談を受け付けた場合は、相談者の

匿名性を担保し、相談者が不利益を被らない配慮をしたう

えで、外部弁護士のアドバイスと合わせ、コンプライアンス

委員会が公正かつ真摯に対応して、問題の早期把握と迅

速な解決を図っています。
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社外からの評価 社外取締役メッセージ

価値創造を支える基盤

FTSE4Good Index Series

ESGインデックスへの組み入れ

FTSE Blossom Japan FTSE Blossom Japan Sector 
Relative Index

下記のESGインデックスの構成銘柄に選定されています。

サステナビリティに関する社外からの評価 外部の各機関より、下記の評価・認証を受けています。

▲

詳細   https://www.kose.co.jp/company/ja/sustainability/
recognition/

気候変動およびサプライヤ―	
とのエンゲージメント格付け
（CDP）	
「CDP気候変動Aリスト2021」	
「サプライヤー・エンゲージメント・
リーダー・ボード2021」獲得

科学的根拠に基づく温室効果
ガス排出量削減目標（SBTi）	
「SBT（Science Based 
Targets）」認定取得

問い合わせ窓口格付け	
（ヘルプデスク協会日本支部）	
「クオリティモニタリング格付け」
三つ星獲得

なでしこ銘柄（経済産業省・東京
証券取引所）	
令和3年度「なでしこ銘柄」選定

健康経営優良法人2022	
（経済産業省・日本健康会議）
健康経営優良法人	
（大規模法人部門）	
令和3年度認定

国連グローバルコンパクト

下記の取り組みに賛同し、サステナビリティに貢献していきます。

消費者志向自主宣言

気候関連財務情報開示	
タスクフォース（TCFD）

藻類基点の環境持続型産業創出プロジェクト
「MATSURI」

気候変動イニシアチブ	
ーJAPAN	CLIMATE	
INITIATIVE（JCI）

持続可能な	
パーム油ネットワーク
（JaSPON）

神戸プラスチックネクスト
～みんなでつなげよう。	
つめかえパックリサイクル～

持続可能なパーム
油のための円卓会議
（RSPO）

クリーン・オーシャン・	
マテリアル・アライアンス
（CLOMA）

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数2021 MSCI日本株　女性活躍指数（WIN）

THE INCLUSION OF KOSÉ Corporation IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF 

MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO 

NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR PROMOTION OF KOSÉ 

Corporation BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES. THE MSCI INDEXES ARE THE 

EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE 

TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.

社外取締役　前田 裕子

いつの時代もお客さまとともに

グローバル市場で存在感のある企業へ

多分野融合による究極の美の実現に向けて

　新型コロナウイルス感染症の流行で世界が分断されたといわれています。こんな

時だからこそ、単に売上を伸ばす、ヒット商品をつくるということではなく、私たちのプ

ロダクトを通して、お客さまに伝えたい想いとは何か、商品を使用していただくことで

お客さまの日常にどのような彩りを与えたいのか、従業員一人ひとりが具体的に思

考することがとても大切だと思います。いつの時代もお客さまとともにです。

　お客さまのハッピーのために、そして自分自身のハッピーのためにも、決してあきら

めることなく、力を振り絞れる企業人の集合体であってほしいと思います。

　グローバル市場では、現在、SDGsを意識した経営は、社会的信頼を受けて利益を

生み出すうえで必須となっています。コーセーはサステナビリティプランを掲げ、雪肌精の

「SAVE  t he  BLUE」プロジェクトやバイオマス容器活用など、ビューティによる

SDGsの実現に向けて真摯な取り組みをしています。今後、コーセーがグローバルブラ

ンドを拡充して世界で存在感のある企業になるためには、商品だけでなくSDGｓ活動

の発信も重要です。コーセー独自のSDGs実現のための真摯な取り組みをアピールし

て、世界中の人々にコーセーを知ってもらいたいです。

　コーセーは、さまざまな分野で融合し、テクノロジーを活用することで、究極の美を

追究する高ロイヤルティ企業に成長しています。

　現在、フランスでの最先端の皮膚科学研究やデジタルを駆使したシワ予測など、

研究に裏づけされた製品開発を行っています。ライフサイエンスやヘルスケア分野

との融合で、表面の美しさを追求するのみならず、健康でかついきいきと生活するこ

とによって、内面からの美しさを引き出すことができます。そして、女性はもちろん、す

べての人類・地球にやさしい企業であるようにと、環境にやさしい原料や容器を開発

し、デジタルを活用したパーソナルな顧客満足につながる努力を行い、これからも新

分野との融合を実現し、皆さまに美と幸福を届けられる企業へと邁進し続けます。

社外取締役　菊間 千乃

社外取締役　湯浅 紀佳
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https://matsuri.chitose-bio.com/
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指揮・伝達

決議・承認

決議・承認

提案

報告決
議
・
承
認

決
議
・
承
認

相談など

監督
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連携連携

連携

株主総会

各部門・関係会社

監
視 業

務
執
行

監査役会 取締役会

経営会議

役員会議

リスクマネジメント・
コンプライアンス委員会

サステナビリティ
委員会

経営政策検討会議
会計監査人

監査室

報告報告

指名・
報酬委員会

経営
監督

コーポレート・ガバナンス体制図

 取締役会

　取締役会は、取締役会全体としての知識、経験、能力の

バランスおよびジェンダーや国際性の面を含む多様性なら

びに規模が当社にとって最適となるよう努めています。

　社外取締役については、高度な専門知識、豊富な見識を

有していることを重視して指名しており、業務執行に対する

助言、各取締役の監視・監督を行っています。

　当社の業務執行は、取締役の管掌範囲を明確にし、少人

数による迅速な意思決定ができる体制としています。また、

執行役員制度を導入しており、経営基本方針に従い担当部

門において適切に業務を執行しています。

　取締役会は原則として毎月１回開催し、法令および定款

で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとと

もに、取締役の職務執行を監督しています。

 監査役会

　監査役会は、社外監査役には高度な専門知識、豊富な見

識を有する弁護士、公認会計士を選任し、取締役の業務執

行の監視・監督を行っています。

　監査役は、取締役会、経営会議などの重要会議への参

加、国内グループ会社の監査役との適宜連絡、内部監査部

門および会計監査人との情報交換と意見交換、社内各部

門および子会社への内部監査を定期的および必要に応じ

て実施しています。

 指名・報酬委員会

　指名・報酬委員会は、当社の取締役、監査役および執行役

員の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性

と説明責任の強化を目的とし、社長による取締役会への「指

名・報酬等に関する提案」を審議する機関です。社外取締役

を委員長とし、客観性を担保しています。

指名・報酬委員会の構成

委員長 
（議長） 全委員

（内訳）

社内取締役 社外取締役 社外監査役

社外取締役 7名 2名 3名 2名

コーポレート・ガバナンス

価値創造を支える基盤

社内 7名

社外 3名取締役 平均在任期間

10名

監査役

4名

7.0年

取締役会開催回数※

10回

経営会議開催回数※

16回

監査役会開催回数※

10回

機関投資家との面談件数※

247件
（2020年度 333件）

ガバナンスハイライト

 基本方針

　当社グループは、経営方針の中核に「コーセーグループと

しての企業価値を高める経営を継続して行っていく」ことを

掲げ、事業の拡大と効率を追求した経営に取り組んでいま

す。この企業価値を高める経営の継続にあたっては、コーポ

レート・ガバナンスが機能することが不可欠であり、当社グ

ループではコーポレート・ガバナンスを経営上の重要な課題

の一つと位置づけ、健全な経営を遂行する組織体制や仕組

みを整備し、継続的に社会的信用を保持するための体制づく

りを進めています。また、株主・投資家の皆さまをはじめ、債権

者、お客さま、取引先様、従業員、そして地域住民・社会など、

すべてのステークホルダーとの共生を企業経営の重要な課

題と考えており、価値ある企業として支持されるために、「透

明性」「公正性」を高めるべく、各ステークホルダーとの誠実

なコミュニケーションに努めることで、信頼関係を構築するこ

とを基本としています。

 コーポレート・ガバナンス体制

　当社は監査役会設置会社制度を採用し、取締役の職務

執行の適正性を監査しています。

　業務執行にあたっては、取締役会のほか、取締役社長が

議長を務める経営会議、経営政策検討会議や役員会議な

どを機動的に運営し、迅速で効率的な経営を行っています。

　また、委員の過半数が独立社外役員で構成された、独立

社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を任意で設置

しており、役員人事、役員報酬などの妥当性を審議していま

す。事業に精通した役員による相互牽制に加え、独立性の

ある社外役員による監査・監督機能を有することは適切で

あると判断しています。

※2021年12月31日時点

指名・報酬委員会

7名
社内 2名

社外 2名

社外 5名

社内 2名
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 スキルマトリックス

取締役・監査役

役職 氏名 備考 企業経営 グローバル 事業戦略・ 
マーケティング

サステナビリティ・ 
ESG

法務・ 
リスクマネジメント 財務・会計

代表取締役社長 小林 一俊 指名・報酬委員会委員 ● ● ●

専務取締役 小林 孝雄 ● ● ●

常務取締役 小林 正典 ● ● ●

常務取締役 澁澤 宏一 指名・報酬委員会委員 ● ● ●

取締役 小林 勇介 ● ●

取締役 望月 愼一 ● ● ●

取締役 堀田 昌宏 ● ● ●

社外取締役 菊間 千乃 指名・報酬委員会委員長 ● ●

社外取締役 湯浅 紀佳 指名・報酬委員会委員 ● ● ●

社外取締役 前田 裕子 指名・報酬委員会委員 ● ● ●

常勤監査役 松本 昇 ● ●

常勤監査役 田部 信二 ● ●

社外監査役 深山 徹 指名・報酬委員会委員 ● ●

社外監査役 小林 久美 指名・報酬委員会委員 ● ● ●

1. 評価の方法
　取締役および監査役に対し、右記の項目を内容とするアンケー
トを実施しました。
　アンケート内容、結果集計および分析は第三者機関を活用し、
その結果を踏まえ、取締役会において取締役会の実効性に関す
る分析と評価を行い、 今後の対応について検討しました。

主な評価項目

・ 取締役会の構成・運営
・ 経営戦略と事業戦略
・ 企業倫理・リスク管理

・ 業績モニタリング
・ 経営陣の評価・報酬
・ 株主との対話

 取締役会の実効性評価

　当社は取締役会実効性の評価につき、客観性を高めること、さらなるガバナンスの向上を図ることを目的として、第三者機

関を活用し、実効性評価を実施しました。評価方法・評価結果については、以下のとおりです。

2. 評価結果および今後の取り組み課題
　アンケートの結果を踏まえて取締役会で議論を行った結果、議
案に関する事前説明が適切に行われることで、取締役会での審
議が充実したものとなっていることや、サステナビリティをめぐる課
題やSDGsの達成に向けた取り組みの監督が適切に行われてい
ること、十分な情報提供に基づいた内部統制システムの構築・運
用の監督が行われていることなどが確認されました。また、昨年度
の課題であった社外役員間での情報共有や意見交換を目的とし
た機会を設定することについては、社外役員を対象とした各事業
部門の説明会の開催、株主様との対話で把握された意見の
フィードバックについては、今年度から取締役会において、株主様

からの意見に関する報告を実施していることから、それぞれ改善
が確認されました。これらのことから、当社の取締役会の実効性
は全体として確保されていると評価しました。
　一方で、今回のアンケート結果からは、社内役員と社外役員の
情報共有ルールの明確化に取り組むことや内部通報制度の利用
状況に関する報告の在り方・進め方について検討することなどが
課題として挙げられました。
　これらの点を踏まえ、引き続き積極的な取り組みを行い、取締
役会の実効性をさらに高め、当社グループの企業価値向上を
図っていきます。

付与方法 評価指標 算定方法

（A）
基本報酬
（現金）

職責の大きさや役割に応じて役位ごと
に金額を決定し、月額固定報酬として毎
月支給 －

•  取締役…職位に応じて、経営環境を勘案し
て設定

•  社外取締役および監査役…国内外の同業
または同規模の他企業との比較および当
社の財務状況、経営成績を踏まえて設定

（B）
賞与

（現金）

単年度の会社業績向上に対するインセ
ンティブとして、原則、事業年度終了後
3ヵ月以内に支給

•  連結売上高
•  連結営業利益
•  事業領域別の売上高 

および営業利益

各指標の単年度の目標額に対する達成度に
応じて、基準額の0〜200％の範囲で変動

（売上高に係る指標：営業利益に係る指標＝
50：50）※1

（C）
株式報酬
（株式）

株式数固定の譲渡制限期間などの定
めに服する当社普通株式を毎年交付
し、退任時に譲渡制限を解除

当社の株価※2

－

※1  各取締役の個別に管掌する事業領域については、当該事業領域の評価のウエイトを高く設定することで、管掌する事業領域における責任を果たせるような
報酬体系としています。

※2  当該指標を選択した理由は、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を一層高めること、および株主の皆さまとの一層の利害共有を進めるためです。なお、
指標が株価であることから、目標は設定していません。

報酬構成比率
代表取締役社長における構成比率

代表取締役社長以外の役位においては、役位が上がるごとに基本報酬の
割合を減らし、賞与と株式報酬の割合を増やす方針としています。
今後、中長期的かつ持続的な成長のために、株式報酬を中心に、報酬構成
比率を定期的に見直す予定です。

基本報酬　65％ 賞与 25％

株式報酬　10％

当社の役員報酬は、中長期的な企業価値の向上につなげることを主眼に置いた報酬体系としています。

役員報酬の概要

取締役
（社内）

取締役
（社外）

監査役

（A）基本報酬

（A）基本報酬

（A）基本報酬

（B）賞与 （C）株式報酬

固定報酬 業績連動報酬

コーポレート・ガバナンス
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役員報酬等の決定方法

　役員報酬は、株主総会において取締役および監査役に区
分して決議された、各々の総額の範囲内において各役員に
配分するものとし、その報酬については社外役員を中心とし
た指名・報酬委員会でその適正性・妥当性等について審議
した後、取締役会で決定しています。
　監査役の報酬については監査役の協議により決定してい
ます。
　なお、当社では、役員退職慰労金制度を廃止することを
2020年5月25日開催の当社取締役会において決議しま
した。

1. 役員報酬の基本方針
　当社の取締役、監査役の報酬（以下、「役員報酬」とい
う）は、中長期的な企業価値の向上を実現するべく、その基
本方針を以下の観点から具体化し、設計・運用しています。
・   当社グループの、グローバルかつボーダーレスな成長の

実現を可能とする報酬制度であること
・   優秀な人材を登用・確保できる、適正な競争力を有する

報酬水準であること
・   独立性・客観性・透明性の高い報酬制度とし、お客さま、

株主様、取引先様、従業員などのステークホルダーに対
する説明責任を果たしうる内容であること

2. 報酬水準
　当社の経営環境を考慮し、かつ、同業他社や同規模の主

要企業の報酬水準を外部データベースなども用いて調査・
分析したうえで、適正な水準となるよう決定しています。　　 
　また、取締役の報酬等の総額は、2007年6月28日開催
の当社第65期定時株主総会にて、年額1,800百万円以内

（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与は含
まない。）として、ご承認いただいています。

3. 決定方法
　役員報酬は、株主総会において取締役および監査役に区分
して定められた、各々の総額の範囲内において各役員に配分す
るものとしています。
　各取締役に対する配分は、役員報酬制度の客観性・透明性
を確保するために、社外役員を中心とした指名・報酬委員会で
適正性・妥当性などについて審議したうえ、その審議結果を前
提として、取締役会で最終的な決定を代表取締役社長に再一
任する旨を決議しています。
　代表取締役の決定権限の内容は、各取締役の基本報酬の
額、各取締役の個別に管掌する事業領域の業績を踏まえた賞
与の額および株式報酬の額の決定であり、これらの内容を決定
する権限を代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績を
俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役
が最も適しているからです。
　また、監査役の報酬については監査役の協議により決定して
います。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数（2021年度）

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）基本報酬 業績連動
報酬等

役員退職慰労
引当金繰入額 非金銭報酬等

取締役 339 261 45 － 32 11
（うち社外取締役） （24） （24） － － － （3）
監査役 51 51 － － － 4

（うち社外監査役） （16） （16） － － － （2）
合計 391 312 45 － 32 15

（うち社外役員） （41） （41） － － － （5）

報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等

氏名 役員区分 会社区分
報酬等の種類別の額（百万円） 報酬等の総額

（百万円）固定報酬 業績連動報酬 役員退職慰労
引当金繰入額

左記のうち、
非金銭報酬等

小林 一俊 取締役 株式会社コーセー 154 52 － 18 207

　当社における「コンプライアンス」とは、法令遵守のみならず、

「正しきことに従う心」をもって社会的倫理に則った行動をとる

ことをいいます。コンプライアンス推進体制および活動は、「リ

スクマネジメント・コンプライアンス委員会」を通じて、定期的に

取締役会に報告され、「コンプライアンス推進委員会」は取締

役・従業員に対する研修などで啓蒙を行います。社内外に相

談窓口を設け、報告・相談に対応する体制も整えています。

また、当社の持続的発展を脅かすリスク、特にコンプライア

ンス・品質・情報セキュリティ・市場の問題や、災害発生など

さまざまなリスクに対処すべく、リスクマネジメント・コンプラ

イアンス規程を定め、「リスクマネジメント推進委員会」を設

置してリスク管理体制の充実に努めています。危機管理規

程のもと、重大なリスクが顕在化した場合に被害を最小限

に抑制する体制を構築しています。

■ リスクマネジメント説明会

　各種法令や環境変化の情報共有の場として、役員・管理

職・監督職に向けて、説明会を毎年開催しています。全社的

なリスクマネジメント・コンプライアンス推進活動の定着を目

的に、近年の事例を取り入れながら、周知徹底の取り組みを

継続しています。

■ コンプライアンス研修

　2008年より毎年、コンプライアンスにおける重要なテー

マを設定し、コーセーグループの従業員に対して、e-ラーニ

ングまたは 配 布 物を用いた教 育を行っています 。また、

ビューティコンサルタント向けの啓発や、対象者別研修とし

て受講者に合わせた内容を選定し、周知徹底しています。

 

取締役会

各部門・関係会社

相談など 相談など

報告

リスクマネジメント・コンプライアンス委員会

・コンプライアンス相談案件対応
・コンプライアンス研修（e-ラーニング）
・啓発ポスターの配布、掲示
・各部門・関係会社への出張コンプライアンス研修

コンプライアンス推進委員会 : 
コンプライアンス啓発

コンプライアンス
推進委員会

・リスクの洗い出し、分析・評価を行い、必要な
対策を講じる

・リスク対策の策定・実施、および効果の検証

リスクマネジメント推進委員会 : 
リスク管理体制の充実

社内・社外相談窓口

報告

9回
リスクマネジメント
推進委員会

9回

リスクマネジメント担当役員

委員会開催回数
（2021年度）

▲

詳細　https://www.kose.co.jp/company/ja/sustainability/management/
コーポレート・ガバナンスおよびリスクマネジメント・コンプライアンスに関する詳細情報は当社ウェブサイトをご覧ください。

リスクマネジメント・コンプライアンス体制図

リスクマネジメント・コンプライアンス

価値創造を支える基盤
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事業等のリスク

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況な

どに関する事項のうち、当社グループの経営成績および財

政状態に重要な影響が及ぶ可能性のあるリスク、ならびに

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事

項には、以下のようなものがあると考えています。

　なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告

書提出日（2022年3月30日）現在において当社が主要なリ

スクと判断したものですが、ここに掲げられているものに限

定されるものではありません。

　当社では、将来にわたる事業の継続性と安定的発展の確

保のため、全社横断的な組織として、「リスクマネジメント推

進委員会」を設置し、リスクを網羅的に洗い出し、定性的な

分析・評価を行うとともに、甚大な影響を及ぼす可能性のあ

るリスクに対し、必要な対策を講じています。具体的には、毎

年、関係会社および各部門の責任者へのアンケートを通じ

て、リスク項目を抽出するとともに、「リスクが顕在化した場合

の経営成績などの状況に与える影響」「リスクが顕在化する

可能性の程度」の2つの評価軸で優先づけを行っています。

　リスクアセスメントで抽出したリスクは、リスクカテゴリーごと

に集約し、「戦略リスク」「事業・財務リスク」「政治・経済リス

ク」「事故・災害リスク」「人事・労務リスク」「法令違反・賠償

リスク」に分類し、定期的にそれぞれのリスク対応の現状と進

捗状況をモニタリングする仕組みを構築・運用しています。

リスクへの対応

主要リスクの内容 主な取り組み

戦略
リスク

価格競争
ブランド価値の毀損
市場シェアの低下

マーケットニーズ・顧客志向の変化を考慮した商品開発・マーケティング・販売活動を
行うとともに、機能的・情緒的な付加価値での差別化により、競合優位性を維持・向
上させるべく取り組んでいます。

競合の新規参入
異業種からの参入や競合他社の
新たなチャネル進出による市場
シェアの低下

取引先様や営業・販売現場からの情報を随時把握するとともに、定期的な消費者調
査により、市場の情報をタイムリーに把握することに取り組んでいます。また、積極的
に異業種と協業し、外部リソースや技術と連携することで、独自の価値追求にも戦略
的に取り組んでいます。

研究開発の遅れ
ブランドの市場競争力の低下
イノベーションの減退

先端技術研究所においては、データサイエンスを用いた基礎的・応用的な研究を行うと
ともに、フランスのリヨンに分室も開設し、最先端の皮膚科学研究に取り組んでいます。
また、外部リソースを活用したオープンイノベーションにも積極的に取り組んでいます。

消費者嗜好の変化
消費者ニーズとの乖離による
ブランド価値の低下

消費者の情報を適切に入手するための市場調査の定期的な実施と、日本国内の消
費者調査に加え、海外進出国における調査も強化しています。また、デジタルの積極
的な活用による新たな顧客体験を追求しています。

気候変動対応への遅れ
低炭素化社会に対応できないこと
による事業収益性の低下

温室効果ガス削減をはじめとした気候変動の緩和に向けた、さまざまな取り組みを積
極的に行っています。また、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）の提言
に基づく気候変動が事業に及ぼす「リスク」と「機会」についての情報開示など、国
際的な動きへの対応にも努めています。

主要リスクの内容 主な取り組み

事業・財務
リスク

原材料の価格高騰
原料高騰による利益率の低下

市場リスクを最小限にするために、海外を含めたグローバル調達を推進しています。ま
た、サプライヤー様と良好な関係を保ちながら、必要な原材料や外注生産品を適切な
価格でタイムリーに調達できるよう努めています。さらに、「原価在庫低減推進委員会」
の設置により、適切な原価の維持や在庫を確保するための取り組みも行っています。

原材料の供給途絶
製品の安定的な供給への支障
売上高・利益率への影響
当社の信用の低下

政治・経済
リスク

法的規制の改変・対応
需要変動のリスク
商品の輸出への影響

事業に関連する法規制の情報を日々収集するとともに、製品開発においては、法規制
変更に伴う原料規格内容の見直し、代替原料の確保に向け、国内外の情報ネットワ－
クを有効活用し、対応を進めています。

海外進出国エリアの政治情勢の 

急変
需要変動による売上への影響
従業員の安全リスク

海外現地法人・取引先様との連携を高め、各国、各エリアの経済・政治・社会的状況
についてタイムリーな情報収集を通じて、必要な対策を講じています。

事故・災害
リスク

自然災害（地震・噴火・津波など）
生産・物流機能の停止による
事業活動の停滞や中断 災害発生や感染症が蔓延した場合、速やかに対策本部を設置し、対応策を協議のう

え、実行します。また、災害時に備え、危機管理マニュアルを作成し、職場安全性の確
認および不具合箇所の是正、代替手段の確保にも努めています。強毒性の感染症の蔓延

生産・供給・販売など事業活動の 
停滞や中断

人事・労務
リスク

優秀な人材の確保
企業競争力の低下

多様な人材が活躍できる環境づくりの取り組みを進めるとともに、採用活動において
は、職種別採用の実施による専門人材の獲得や、ビューティコンサルタント職の処遇
制度の改定による優秀な人材の獲得を進めています。

法令違反・
賠償リスク

製品事故にかかわる問題
重篤な製品事故発生による、お客さ
まからの信用損失と企業ブランド価
値の低下

お客さまに安全・安心な商品をお届けすることを第一に考え、商品づくりに取り組んで
います。当社グループの品質に対する考えを「品質方針」として表現し、それを象徴す
る品質方針メッセージと5つの活動宣言を定め、日々活動しています。

機密漏洩・個人情報の漏洩
情報の漏洩による信用損失・損害
賠償

「コンプライアンス推進委員会」によるコンプライアンスの啓蒙に加え、個人情報につ
いては法律や経済産業省のガイドラインに基づき「個人情報管理委員会」を設置す
るとともに、情報セキュリティの強化により、万全な管理体制の構築に取り組んでいま
す。また、社内研修を定期的に実施し、リスクの共有、防止を徹底しています。

価値創造を支える基盤
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取締役

役職 氏名 取締役選任理由
取締役会への

出席状況 
（出席回数／10）

取締役 
在任年数

代表取締役 
社長 小林 一俊

当社取締役として長年にわたり経営に関与し、2007年より代表取締役社長に就任
後、経営改革やグローバル展開の加速、さらなる高みを目指した中長期ビジョン
「VISION2026」においても、強いリーダーシップを発揮していることから、取締役
に指定しています。

10／10 31

専務取締役 小林 孝雄

当社取締役として長年にわたり経営に関与し、2006年よりコーセーコスメポート株式
会社の代表取締役社長として事業拡大を推進しています。また、コスメタリー市場に
おける急速なシェア拡大に大きく貢献してきました。2014年からは当社専務取締役と
して、グループ経営全般において貢献を果たしていることから、取締役に指定してい
ます。

10／10 24

常務取締役 小林 正典

国際事業における改革を推進することで飛躍的な実績伸長に貢献し、2018年からは
マーケティング部門管掌の常務取締役として、グローバルに通用するブランドづくりを
推進する一方、デジタルマーケティング戦略を推進しています。これらグローバルマー
ケティングの豊富な経験とともに、常務取締役としての経営全般における知見も有して
いることから、取締役に指定しています。

10／10 9

常務取締役 澁澤 宏一

マーケティング部門、国際事業での海外責任者経験を経て、2013年より取締役経理部長
としてIR部門を統括し、会社の経営体質強化や企業価値向上に貢献してきました。現在
は、管理部門管掌の常務取締役として、経営基盤の強化を推進するとともに、グループ会
社の株式会社アルビオンにおける取締役を兼務するなど、グループ全体の経営戦略に携
わっています。これら豊富な経験と経営全般における知見を有していることから、取締役に
指定しています。

10／10 9

取締役 小林 勇介

グループ会社である株式会社アルビオンにおいて、専務取締役国際事業本部長として
事業拡大に貢献してきました。特に国際事業本部長として、長年にわたり海外経験を
積み、その実績とともにグローバルな知識や知見を豊富に有しており、グループ全体
に大きく影響を与えていることから、取締役に指定しています。

10／10 8

取締役 望月 愼一

前職より国際部門における業務に携わっており、当社入社後も国際事業部での管理
部長として、特に海外子会社における管理体制強化に貢献してきました。2018年から
は執行役員経理部長として財務面での舵取りを行ってきており、2021年からは取締
役として当社における取締役会の機能強化を果たしていることから、取締役に指定し
ています。

8／8 1

取締役 堀田 昌宏

入社以来、商品企画部門において数多くのブランド開発や育成を推進してきました。
2012年からは国際事業部の部長を経て、海外責任者も歴任し、市場拡大に大きく貢
献しています。現在は商品開発部門の取締役として、モノづくりの強化を推進してお
り、これらグローバルな経験とマーケティングの豊富な知識を有していることから、今
後の経営に活かすことができる人材であると判断し、取締役に指定しています。

8／8 1

社外取締役 菊間 千乃

弁護士としての高度な専門知識を持ち、特に企業法務において高い見識を有していま
す。一方、マスメディア関連の経験も豊富に有していることから、幅広い視点から当社
の経営に対し適切に指導や助言などをいただいています。上記の理由により、サステ
ナビリティやダイバーシティにかかわる経営改革課題に対し、幅広い視点からの指導
や助言を期待し、選任しています。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがな
いと判断し、独立役員に指定しています。

10／10 4

社外取締役 湯浅 紀佳

弁護士としての高度な専門知識を持ち、その範囲は日本だけでなく、アジア・欧米にま
で広がっており、これら幅広い視点から当社の経営に対し適切に指導や助言などをい
ただいています。社外役員以外で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理
由により、主に法的観点から、当社グローバル戦略における監督や助言をいただくこ
とを期待し、選任しています。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと
判断し、独立役員に指定しています。

10／10 3

社外取締役 前田 裕子

企業知的財産活用分野に関する高い専門性と、産学連携などにおける豊富な経験・
知識を有しています。また、国立大学理事や独立行政法人監事等を経験される一方
で、企業の取締役や社外監査役も経験されており、マネジメントの視点からも豊富な
見識を有しています。上記の理由により、経営戦略や知財戦略・研究開発における助
言を期待し、選任しています。なお、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと
判断し、独立役員に指定しています。

10／10 2

役員体制 （2022年3月30日現在）

価値創造を支える基盤

（注） 取締役 望月愼一氏、堀田昌宏氏は、2021年６月29日開催の第79回定時株主総会において選任されたため、取締役会の開催回数が他の役員と異なります。 
なお、同氏の就任以降の取締役会の開催回数は8回です。

監査役

役職 氏名 監査役選任理由

取締役会・監査役会の
出席状況 監査役 

在任年数取締役会 
（出席回数／10）

監査役会 
（出席回数／10）

常勤監査役 松本 昇

マーケティング部門において、商品開発の責任者として多くのブ
ランドづくりに貢献したのち、コーセー化粧品販売株式会社の
営業企画部長、海外責任者も歴任するなど、国内外における企
業経営に広く精通しています。2018年からは総務部・法務部の
管掌執行役員として、管理部門の中核を担っており、コーポレー
ト・ガバナンスの視点からも、さまざまな経営サポートへの貢献
を果たしています。これら幅広い業務経験により豊富な知見を
有していることから、監査役に指定しています。

10／10 10／10 3

常勤監査役 田部 信二

当社入社以来、長年にわたり研究分野に携わり、2015年からは
技術情報管理室長として研究にかかわるすべての技術情報の統
括管理に貢献してきました。2017年からは品質保証部長とし
て、商品の品質保証水準の向上や、お客様相談室への消費者の
声を的確に反映するための仕組みづくりなどに成果を上げてき
ました。これらの経験と知見を有していることから、監査役に指
定しています。

10／10 10／10 2

社外監査役 深山 徹

弁護士としての高度な専門知識を持ち、特に企業法務における
見識は高いものを有しています。また、企業コンプライアンスや
リスクマネジメントにも精通していることから、それらに基づき
独立した客観的な観点から当社の監査を行っていただくため、
社外監査役として選任しています。なお、一般株主との利益相反
が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

10／10 10／10 3

社外監査役 小林 久美

公認会計士としての会計・財務に関する高度な専門知識を有
し、国内外における数多い業務経験、M&Aやコーポレート・
ファイナンスの実務にも精通しています。これらの幅広い経験と
豊富な知識に基づき、監査の実効性を高めるための適切な指導
や助言を行っていただくため、社外監査役として選任していま
す。なお、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断
し、独立役員に指定しています。

10／10 10／10 2
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経歴一覧 （2022年3月30日現在）

価値創造を支える基盤

名誉会長

取締役

1995年4月  株式会社フジテレビジョン入社
2011年12月 弁護士登録
  弁護士法人松尾綜合法律事務所入所
2018年6月 当社取締役（現任）
2020年5月  タキヒヨー株式会社社外取締役 

（監査等委員）（現任）
2020年6月  アルコニックス株式会社社外取締役

（現任）
2020年6月 株式会社キッツ社外取締役（現任）
2022年1月  弁護士法人松尾綜合法律事務所　

代表社員弁護士（現任）
〈担当〉 ―
〈重要な兼職の状況〉
弁護士法人松尾綜合法律事務所代表社員弁護士
タキヒヨー株式会社社外取締役（監査等委員）
アルコニックス株式会社社外取締役
株式会社キッツ社外取締役

1964年4月  当社入社
1969年7月  当社取締役
1976年3月  当社常務取締役
1981年3月  当社専務取締役
1991年6月  当社代表取締役専務
1997年3月  当社代表取締役社長
2007年6月  当社代表取締役会長
2007年6月  コーセー化粧品販売株式会社 

代表取締役会長
2014年6月 当社名誉会長（現任）

名誉会長
小林 保清

代表取締役社長
小林 一俊

専務取締役
小林 孝雄

1993年4月 当社入社
1998年6月 当社取締役
2013年6月 当社常務取締役
2014年6月 当社専務取締役（現任）

〈担当〉 ―
〈重要な兼職の状況〉
コーセーコスメポート株式会社代表取締役社長

1986年4月 当社入社
1991年3月 当社取締役
1995年3月 当社常務取締役
2004年6月 当社代表取締役副社長
2007年6月  当社代表取締役社長（現任）

〈担当〉 ―
〈重要な兼職の状況〉 
株式会社アルビオン取締役

取締役
小林 勇介

2000年4月 株式会社アルビオン入社
2005年9月  同社執行役員
2006年9月 同社取締役
2014年6月 当社取締役（現任）
2017年4月  株式会社アルビオン常務取締役
2022年3月 同社専務取締役（現任）

〈担当〉 ―
〈重要な兼職の状況〉
株式会社アルビオン専務取締役
国際事業本部長

取締役
望月 愼一

1985年4月 株式会社三菱銀行入行
2008年9月  株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行プロ

ジェクト環境室長
2011年6月 同行ＣＩＢ審査部長
2015年11月 当社入社、国際事業部長
2016年3月 当社国際事業部国際事業管理部長
2018年3月 当社執行役員経理部長
2020年3月 当社上席執行役員経理部長
2021年6月 当社取締役経理部長（現任）

〈担当〉 経理部
〈重要な兼職の状況〉
コーセー化粧品販売株式会社常務取締役
Tarte, Inc. Director

常務取締役
小林 正典

2004年3月 当社入社
2008年3月 当社社長室経営企画室長
2009年3月  当社社長室経営企画室中期戦略 

担当部長
2010年3月 当社国際事業部長
2011年3月 当社執行役員国際事業部長
2013年6月 当社取締役国際事業部長
2017年6月 当社常務取締役国際事業部長
2018年3月 当社常務取締役
2020年3月  当社常務取締役マーケティング本部

長（現任）
〈担当〉 マーケティング本部
〈重要な兼職の状況〉　― 常務取締役

 澁澤 宏一

1984年4月 当社入社
2008年3月  高絲化粧品有限公司董事長兼総経

理、高絲化粧品銷售（中国）有限公司
董事長兼総経理

2010年3月 当社経理部長
2011年3月 当社執行役員経理部長
2013年6月 当社取締役経理部長
2018年6月 当社常務取締役（現任）

〈担当〉  社長室・経営企画部・総務部・ 
法務部・情報統括部・人事部・ 
国内連結関係会社 
リスクマネジメント

〈重要な兼職の状況〉
コーセー化粧品販売株式会社監査役
コーセーコスメポート株式会社監査役
株式会社アルビオン取締役

取締役
堀田 昌宏

社外取締役
菊間 千乃

1984年4月 株式会社ブリヂストン入社
2003年9月  国立大学法人東京医科歯科大学 

知的財産本部技術移転センター長・ 
知財マネージャー

2009年10月  (兼)東京医科歯科大学客員教授
2011年10月  (兼)京都府立医科大学特任教授
2013年5月 株式会社ブリヂストン執行役員
2014年4月  (兼)国立研究開発法人 

海洋研究開発機構監事（現任）
2017年1月 株式会社セルバンク取締役（現任）
2019年3月  (兼)中外製薬株式会社 

社外監査役（現任）
2020年６月 当社取締役（現任）
2020年10月  (兼)九州大学理事（現任）
2021年6月  (兼)旭化成株式会社社外取締役 

（現任）
〈担当〉 ―
〈重要な兼職の状況〉
国立研究開発法人海洋研究開発機構監事
株式会社セルバンク取締役
中外製薬株式会社社外監査役
九州大学理事
旭化成株式会社社外取締役

2003年9月  弁護士登録
2011年8月  ニューヨーク州弁護士登録
2017年9月  早稲田大学ロースクール講師（現任）
2019年1月  三浦法律事務所パートナー（現任）
2019年6月 当社取締役（現任）
2021年6月  東京エレクトロン デバイス株式会社

社外監査役（現任）
2021年6月  セントケア・ホールディング株式会社

社外取締役（現任）
〈担当〉 ―
〈重要な兼職の状況〉
三浦法律事務所 パートナー弁護士
東京エレクトロン デバイス株式会社社外監査役
セントケア・ホールディング株式会社社外取締役

社外取締役
湯浅 紀佳

社外取締役
前田 裕子

監査役

1984年4月 当社入社
2015年3月 当社研究所技術情報管理室長
2017年3月 当社品質保証部長
2019年3月  当社品質保証部 

シニアチーフマネージャー
2020年６月 常勤監査役（現任）

〈重要な兼職の状況〉　―

1984年4月  当社入社
2006年3月  当社需給コントロール部長
2007年3月  当社コスメタリー企画部長
2008年3月  コーセー化粧品販売株式会社 

営業企画部長
2011年3月  台湾高絲股份有限公司董事長 

兼総経理
2013年3月  当社総務部長
2018年3月  当社執行役員
2019年6月  当社常勤監査役（現任）

〈重要な兼職の状況〉　―

常勤監査役
松本 昇

常勤監査役
田部 信二

2006年3月 公認会計士登録
2006年9月 GCA株式会社入社
2016年3月  櫻井・小林公認会計士事務所 

パートナー（現任）
2017年4月  Tokyo Athletes Office株式会社 

代表取締役（現任）
2019年6月 株式会社スポカチ取締役（現任）
2020年6月 当社監査役（現任）
2022年3月  公益社団法人日本プロサッカー 

リーグ監事（現任）
〈重要な兼職の状況〉
櫻井・小林公認会計士事務所パートナー
Tokyo Athletes Office株式会社代表取締役
株式会社スポカチ取締役

1998年4月  弁護士登録
2006年10月  深山法律事務所設立（現任）
2019年6月 当社監査役（現任）
2020年8月  小津産業株式会社社外監査役 

（現任）
〈重要な兼職の状況〉
深山法律事務所代表弁護士
小津産業株式会社社外監査役

社外監査役
深山 徹

社外監査役
小林 久美

1986年4月 当社入社
2012年3月 当社国際事業部海外商品部長
2013年3月 当社国際事業部国際事業運営部長
2017年3月 高絲化粧品有限公司 総経理
2019年3月  当社執行役員商品開発部長兼 

美容開発部長
2020年3月  当社執行役員マーケティング本部 

副本部長兼商品開発部長
2021年3月  当社執行役員商品開発部長
2021年6月  当社取締役商品開発部長（現任）

〈担当〉  商品開発部・美容開発部・宣伝部・
商品デザイン部・品質保証部

〈重要な兼職の状況〉　―
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