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花王の概要 

本 社 

2015年12月31日現在 

商号 花王株式会社（Kao Corporation） 

本店所在地 東京都中央区日本橋茅場町 

 一丁目14番10号 

創業 1887年6月（明治20年） 

設立 1940年5月（昭和15年）  

売上高 1兆4,718億円（連結） 

資本金 854億円 

従業員数 6,970名（連結対象会社合計 33,026名） 



いつも「花王ウェイ」と共に 

花王グループの全従業員が、 
“よきモノづくり”への理念を共有しています。 

花王グループの全従業員が、 
“よきモノづくり”への理念を共有しています。 

使 命 
 

私たちは、消費者・顧客の立場にたって、

心をこめた“よきモノづくり”を行ない、

世界の人々の喜びと満足のある豊かな生活

文化を実現するとともに、社会のサステナ

ビリティ（持続可能性）に貢献することを

使命とします。この使命のもと、私たちは

全員の熱意と力を合わせ、清潔で美しくす

こやかな暮らしに役立つ商品と、産業界の

発展に寄与する工業用製品の分野において、

消費者・顧客と共に感動を分かち合う価値

ある商品とブランドを提供します。  
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花王の原点 

当時、 “顔洗い”と呼んでいた化粧石けんの高級感を伝えるため、 

発音が“顔”に通じる「花王」と名づけました。 

そして、現在の社名の起源となっています。 

原点は高級化粧石けん。およそ120年前に誕生しました。 

1890年発売の「花王石鹸」（桐箱3個入り）と月のマークの金型。 
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４つの事業分野と主な製品 

ビューティケア事業の主な製品 ヒューマンヘルスケア事業の主な製品 

ファブリック＆ホームケア事業の主な製品 ケミカル事業の主な製品 

暮らしに身近な製品から工業用製品まで、 

幅広い製品をお届けしています。 
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ケミカル    

2,490億円   16.9% 

ビューティケア事業 
化粧品 
スキンケア製品 
ヘアケア製品 

ヒューマンヘルスケア事業 
フード＆ビバレッジ製品 
サニタリー製品 
パーソナルヘルス製品 

※ グラフは、外部顧客に対する売上高を表示しています。 

ケミカル事業 
油脂製品 
機能材料製品 
スペシャルティケミカルズ製品 

ファブリック＆ホームケア事業 
ファブリックケア製品 
ホームケア製品 

5,335億円 

45.0％ 
2,790億円 

23.5％ 

連結売上高 
13,152億円 

コンシューマープロダクツ    

12,228億円  83.1% 

2,490億円 
16.9％ 

6,077億円 
41.3% 

2,807億円 
19.1％ 

3,344億円 
22.7％ 

セグメント別の連結売上高（2015年12月期） 



主な事業展開国／地域 

それぞれの地域の暮らしに根ざした製品を、 

世界中でお届けしています。 

主なブランド 

日本 

中国 

ベトナム 
タイ 

マレーシア 

シンガポール 

オランダ 

イギリス 

ドイツ 

スペイン 

スイス 

台湾 

フィリピン 

インドネシア 

オーストラリア 

カナダ 

アメリカ 

メキシコ 

ニュージーランド 

ロシア 

フィンランド 

デンマーク 

ベルギー 

フランス 

イタリア 

オーストリア 

チェコ 

南アフリカ 

香港 

ブラジル 

http://www.kao.com/jp/essential/index.html
http://www.sofina.co.jp/
http://www.kao.com/jp/merries/index.html
http://www.kao.com/jp/attack/index.html
http://www.kao.com/jp/magiclean/index.html
http://www.kao.co.jp/curel/index.html
http://www.kao.co.jp/biore/index.html
http://www.kao.com/sg/jergens/index.html
http://www.kao.com/jp/laurier/index.html
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日本

アジア

米州

欧州

【欧州】 
1,337億円 

【日本】  
9,561億円 

【アジア】 

2,479億円 

【米州】 

1,342億円 

連結売上高 
13,152億円 

所在地別の連結売上高（2015年12月期） 



海外の研究拠点 

インドネシア花王化学研究所 

花王台湾研究所 

花王コンシューマープロダクツ（東南アジア） 
プロダクトアプリケーションセンター 
花王タイ研究所 

欧州花王化学研究所（スペイン） 

花王米州研究所 

花王スペシャリティーズ 
アメリカズ研究所 

欧州花王化学研究所（メキシコ） 

花王欧州研究所 

●欧州 

● ア ジ ア 

● 北 米 

欧州花王化学 
研究所（ドイツ） 

花王（中国）研究開発中心 

 上海花王化学研究室 

コンシューマー  6拠点 
ケミカル     8拠点 

モルトンブラウン 
研究所（イギリス） 

花王オレオケミカル 
(マレーシア)研究所 



商品開発五原則 

1. 社会的有用性の原則 

真に社会にとって有用な商品であること 

2. 創造性の原則 

創造的技術・技能が盛り込まれていること 

3. パフォーマンス･バイ･コストの原則 

コストパフォーマンスで他社商品より優れていること 

4. 調査徹底の原則 

徹底した消費者調査に耐えたものであること 

5. 流通適合性の原則 

流通過程で情報伝達力があること 



暮らしを変えた花王製品 

清潔から美、健康、環境へ。 
分野を広げながら革新的な製品をつくり続けています。 

1982年 
基礎化粧品シリーズ「花王ソフィーナ」 

1983年 
ベビー用紙おむつ「メリーズ」 

1983年 
炭酸ガスの入浴剤「バブ」 

1987年 
コンパクト洗剤「アタック」 

1994年 
住居用掃除用具「クイックルワイパー」 

1994年 
アイロン用仕上げ剤「スムーザー」 

1996年 
小鼻の角栓をとる「ビオレ 毛穴すっきりパック」 

2003年 
「ヘルシア緑茶」（特定保健用食品） 

2003年 
新ヘアケアブランド「アジエンス」 

2005年 
蒸気が出る温熱シート 
「めぐりズム 蒸気温熱パワー 
〈一般医療機器〉」 

2008年 
泡で染める新発想の白髪染め 
「ブローネ 泡カラー」 

2009年 
衣料用超コンパクト液体洗剤「アタックNeo」 

2011年 
柔軟仕上げ剤「フレア フレグランス」 



“よきモノづくり”を実現する事業活動 

研究開発から販売まで、一貫した流れで 
“よきモノづくり”に取り組んでいます。 



花王 環境宣言 2020年中期目標 花王 環境宣言 2020年中期目標 

具体的な目標を掲げ、 
その達成に向けた取り組みを積極的に進めています。 

CO2 

水 

化学物質 

生物多様性 

消費者向け製品 35%削減［国内］ 
（全ライフサイクルベース、売上高原単位、2005年基準） 

製品使用時の水 30%削減［国内］ 
（売上高原単位、2005年基準） 

SAICM（国際化学物質管理戦略）に沿って、 

積極的に化学物質の管理に努めます。 

原材料の調達などの面で、その保全に努めます。 

※産業界向け製品についても、顧客企業と共にCO2削減、省資源などに努めてまいります。 
※上記目標をファーストステップとして設定し、今後順次、よりレベルアップした環境活動に努めてまいります。 



花王グループは、世界の人々の喜びと満足の

ある豊かな生活文化を実現するとともに、社会

のサステナビリティ（持続可能性）に貢献するこ

とを使命としています。現在および未来におい

て、革新的な製品やサービスを開発することで

環境の保全や社会的課題の解決に努め、積極

的にコミュニティに関わり、人々の健やかな暮ら

しに貢献します。 

これらを実現するために、私たちは、この活動

を支える社員一人ひとりに、能力を最大限に発

揮できる場を提供し、ステ－クホルダ－と 

ともに健全な企業文化を構築します。 

私たちは、社会に対する責任を果たし、持続可

能な形で事業活動を発展させるために、 

「エコロジー」、「コミュニティ」、「カルチャー」に 

注力してまいります。 

花王サステナビリティステートメント 

社会のサステナビリティへの貢献に向けて、 

花王グループ全体で取り組んでいきます。 
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３つの重点領域 
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事業活動における 

環境負荷の低減 

ステークホルダーと連携した 

環境活動 

重点領域①：「エコロジー」への配慮 

環境宣言のもと、事業活動による環境負荷の低減を図り、 

社会全体と連携した環境活動を展開していきます。 

環境に配慮した
商品開発 

省資源・省ｴﾈﾙｷﾞｰ 
などの環境 
負荷低減 

出張授業 
花王みんなの 
森づくり活動 

16 



花王 環境宣言 3つの“いっしょにeco” 

製品をとおして、日常的に無理なく
続けていただくeco。環境に配慮し、
節約にもつながる製品を提案します。 

●節水・省エネ型製品 

●詰め替え・つけ替えなど省資源型製品 

●コンパクト化、濃縮化による省資源型の
製品 

原材料調達、生産、物流、販売など
のビジネスパートナーの皆さまと共
にすすめるecoを提案します。 

●回収PETボトルの樹脂の使用 

●製品の配送の効率化（配送頻度の低減、
梱包材料の省資源化） 

●植物系原料など持続可能な原料への転換
の加速 

ひろく社会全体の環境活動と連携し
たeco活動を積極的に行なっていき
ます。 

●環境保全活動の支援（みんなの森づくり
活動） 

●業界、行政、および関連団体と共にすす
める環境活動 

お客さまをはじめ、ビジネスパートナーや 
広く社会と共に取り組んでいます。 

「エコロジー」 
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皆さまと花王と“いっしょにeco” 

毎日の暮らしの中で、ムリなくできるエコを、 

皆さまといっしょに推進しています。 

「エコロジー」 



次世代環境技術のための新たな研究施設 

次世代環境技術のための総合研究施設 
「エコテクノロジーリサーチセンター（ETRC）」 

ＥＴＲＣ本棟 植物・バイオマス研究棟 

花王エコラボミュージアム（ETRC本棟1階） 

パイロット研究棟 

「エコロジー」 



重点領域②：「コミュニティ」とともに  

事業活動を通じた 

コミュニティへのかかわり 

 

 

社会的活動を通じた貢献 

事業活動や社会的活動を通じて、 

コミュニティの課題解決に貢献していきます。 

手洗い講座 
（インドネシア） 

泡で出てくる 
ハンドソープ 

社員ボランティア 
による活動 

ピンクリボン活動 
への参加 
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清潔習慣の啓発 

清潔な暮らしへの貢献は、花王の事業活動の原点です。清潔とは、単に汚れを落とすだけでなく、
清潔を意識した生活習慣によって、すこやかな毎日を過ごすことへもつながります。花王は商品の
提供だけでなく、清潔習慣を社会に広げ、社会の衛生に貢献していきます。 

教育現場と連携した「手洗い講座」の実施 農林水産省子ども霞が関見学デー 

「コミュニティー」 



健康な毎日を国内外で応援 

花王は、人が本来持っている健康力を高め、こころ豊かですこやかな毎日を過ごすために、商品と
サービスでお手伝いしています。また、専門家、NGO、行政などと連携し、社会と一緒に人々の健
康を応援しています。 

地方自治体の健康施策をサポート ピンクリボンキャンペーンを通じて女性の健康を応援 

日本の化粧品
売場でお役立
ち情報を提供 

海外に広がる
ピンクリボン 

ピンクリボンキャンペーン リーフレット配布数 

720万部 

「エコロジー」 



ユニバーサルデザイン視点のモノづくり 

花王のユニバーサルデザインは“よきモノづくり”を通じてお客さまの“こころ豊かな暮らし”の輪を広
げていくための活動です。より多くの人にとって、わかりやすく使いやすい「人にやさしいモノづくり」
を推進すると同時に、製品を通じて人と人、人と社会をつなぐ「人や社会とつながるモノづくり」をめ
ざしています。 

使いやすい新つめかえ容器“ラクラクecoパック” 全身洗浄料の容器に「触覚識別表示」を採用 

「エコロジー」 



ユニバーサルデザイン視点のモノづくり 

花王のユニバーサルデザインは“よきモノづくり”を通じてお客さまの“こころ豊かな暮らし”の輪を広
げていくための活動です。より多くの人にとって、わかりやすく使いやすい「人にやさしいモノづくり」
を推進すると同時に、製品を通じて人と人、人と社会をつなぐ「人や社会とつながるモノづくり」をめ
ざしています。 

お客様の「声」にさらに共感するために 

「エコロジー」 



重点領域③：花王が持つ「カルチャー」 
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健全な事業活動の推進 

 

ダイバーシティ＆インクルージョン 

 

 

常に正道を歩み、多様性を尊重する企業文化は、 

グループ全体で、グローバルに共有されています。 

「世界で最も倫理的な企業」に連続選定 
（米国 Ethisphere Institute） 

グループ社員横断型の研修 



健全な事業活動のために 

花王は、創業者から受け継がれた「正道を歩む」の精神を大切にしながら日々の業務に取り組むこ
とで、グローバル社会で信頼を獲得することをめざしています。 

正道を歩む 企業理念の実践のために 

※ 米国のシンクタンク「Ethisphere Institute（エシスフィア・
インスティテュート）」が高い倫理基準を有する企業を選定・
表彰するもの。10年連続の選定は、日本の企業の中でも、
世界の日用消費財企業・化学企業の中でも唯一となる。 

共通の拠りどころである企業理念「花王ウェ
イ」を実践していくために、2014年には、ボー

ドゲームを使った新しいプログラム「花王ウェ
イダイアログ」を開発し、2015年末までの2年
間で国内の92％の部署で実施。 

ワークショップで仕事の本質を「花王ウェイ」
に則って考え、自由闊達に意見を交わすこと
で、新しい働き方、質の高い仕事が生まれて
います。 

「カルチャー」 



健康経営の推進 

花王は世界の人々の「清潔・美・健康」を願い、豊かな生活文化の実現に貢献する企業です。公私
ともに充実した日々を過ごすベースとなるのは「健康」であり、健康な社員とその家族があってはじ
めて事業の発展があると考えています。そこで2008年に健康宣言を発信し、PDCAサイクルで健
康づくりを推進する「健康経営」に取り組んでいます。 

自ら健康を維持増進する社員を増やすために 

生活習慣病予防に向けた社内プチ運動教室 働く女性の心と体をテーマに女性とともに男性も
学ぶセミナー 

「カルチャー」 



グローバル社会における要請や機体への対応 

花王はグローバル社会の一員として、多様なステークホルダーと緊密なコミュニケーションをとり、
国際的な原則や基準に従って、社会の要請や期待に応えていきます。 

環境や社会に配慮した調達 

パーム油・パーム核油をつくるアブラヤシの実 花王グループ社員への人権方針浸透に向けた研修 

人権への取り組み 

「カルチャー」 
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社会のよき一員としての責任を、 

グローバルで果たしていきます。 

社会への宣言 社会からの評価 

FTSE4Good Global Index、ECPI、 

ETHIBEL EXCELLENCE、モーニングスター社会的責任投資株価指数 

グローバルコンパクト 

社会への宣言と社会からの評価 
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花王 環境宣言 

持続可能な社会の実現をめざし、 

「環境宣言」を柱としたエコロジー経営を推進しています。 

花王の製品は、多くのご家庭で、毎日のように使っていただく製品です。 

だから、モノづくりのプロセスだけでなく、お客さまに使っていただく中でも花王独自の技術を活かし、 

環境に負荷を与えないような製品をつくっていきます。 

そして、原材料調達や生産、物流、販売、使用、廃棄など、製品がかかわるサイクルの中で 

消費者をはじめさまざまなステークホルダーの方といっしょに実行できる、よりecoな方法を提案してまいります。  




