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ロート製薬のコーポレート・アイデンティティは

「NEVER SAY NEVER」です。

直訳すると、「不可能は絶対にない」という意味ですが、

これは決して“ど根性”で仕事に励む、という意味ではなく、

その先の幸せ、誰かのために困難にも当たる覚悟を持つという宣言です。

私たちが目指すこと、それは「健康寿命」への挑戦です。

「健康」は、誰もが願うことであり、幸せの源です。

ロート製薬が考える「健康」とは、病気にならないというだけではありません。

自分が健康であることで、家族が健康になり、世の中へ健康が広がっていく。

心身ともに健康であるだけでなく、社会に貢献できること、

それこそが真の「健康」であると考えています。

ひとりひとりを、社会を、もっともっと健康にしていくために、

社員一同決してあきらめない決意で

常識を超えるようなユニークで新しい商品やサービスを生み出し、

世界中に美と健康を届ける努力をし続けてまいります。

私たちは、社会を支え、明日の世界を創るために仕事をしています。

その為に、いつも謙虚に学び、自らを磨く努力をし続ける決意を持って
います。

励ましあい、協力し合える、社内外の仲間との信頼の絆をなにより大切に
しています。

高い理想を掲げ、熱く語り、エネルギッシュに行動する文化を私たちは
誇りに思います。

明るく、楽しく、和協努力。驚喜（オドロキ）の輪を世界中に拡げていきます。

まず人がいて、輝いてこそ企業が生きる。主役は人、一人ひとりが自らの
意志と力で自立し、組織を動かして行きます。

私たちの存在を支えてくれる、すべてのもの（自然、社会、人々）への
感謝と奉仕を固く誓います。

企 業 理 念
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　企業は経済的にのみ意味のある組織ではなく、社会的な存在、さらに言
えば、価値共同体でなければなりません。ビジネスを通じての直接の価値
提供と共に、そこで働く個人を育て、価値観（文化）を育て、そうして形
作られた素晴らしい個人や文化を通じて社会に貢献できることが、企業の
存在意義であり、CSRに他ならないと考えます。

　企業理念の基、主役となる皆さん方と共に一人ひとりが高い理想を掲げ、
熱く語り、エネルギッシュに行動することで社会を支え、明日の世界を創
るために仕事をして行きたいと考えます。本業に徹する上で経済性に加え、
社会や環境に関する問題意識をしっかりと組み込み、ロートを支えて下さ
る様々なステークホルダーの皆様との関係の中で CSRの観点からもう一
度見直して、今時代が求めている「社会的責任」とは何か、当社のこれま
での取り組みはどのレベルであるか、世に問い、“期待に驚喜（オドロキ）
で応えていく”ことが、新たに問われていると理解しています。
　また、ここ数年、企業を取り巻く出来事の中で、不祥事により長い歴史
と伝統をもつ企業が、その築きあげてきた信用とブランドへの信頼を一瞬
にして失い存続不能になった例を目のあたりにして来ました。企業とそこ
に働く人々の行動が社会から厳しい目で見られています。私をはじめロー
トで働く一人ひとりが自らの仕事に誇りを持って、いかに誠実にその使命
を果たしていくかが問われます。
　CSR の取り組みは、実践してきた私たちの取り組みをさらに強いもの
として、胸をはって行動するための運動としたいと思います。

代表取締役社長　杉本雅史

ロート製薬株式会社は、次の１０原則に基づいて、企業倫理を重視した経
営を推進します。
経営トップは、この精神の実現に率先して取り組むとともに、関係者への
周知徹底を図ります。

 1. 安全で安心な質の高い製品やサービスを提供します。

 2. 公正で自由な競争を行い、正しい事業活動を実践します。

 3. 会社情報を適正にタイムリーに開示し、企業活動の透明性を高
めます。

 4. 従業員の人権を尊重し、健康と安全に配慮し、従業員を公正に
取り扱います。

 5. 地球環境の保全・保護に積極的に取り組みます。

 6. 社会貢献活動を推進します。

 7. 反社会的勢力とは断固として対決します。

 8. 個人情報は厳重に管理します。

 9. 会社財産や会社情報を適切に管理し、適正な帳簿・会計記録を
作成します。

10. 業務活動と私的活動は明確に区別します。

企業の社会的責任（CSR）への取り組み ロートCSR憲章
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第1章　ロートと事業活動
1 － 1　お客さまの信頼を大切にします
1 － 2　品質と安全を最優先します
1 － 3　お客さまの声を生かした製品を企画、開発し、生産、
　　　  販売します
1 － 4　取引先を尊重します
1 － 5　公正で自由な競争ルールを守ります
1 － 6　公正な広告・宣伝をします
1 － 7　正しい帳簿・会計記録等を作成します

第2章　ロートと私たち
2 － 1　法を守り倫理に反しない行動が、会社の利益より優先します
2 － 2　個人情報を保護します
2 － 3　情報は、人・物・金と同等の会社の資産です
2 － 4　金品などの贈与や受け取りには、慎重に対応します
2 － 5　個人を尊重し、公正に評価します
2 － 6　不当な差別や嫌がらせのない職場とします
2 － 7　安全、清潔で、働きやすい職場環境を維持します
2 － 8　会社の資産は業務のためだけに使用します
2 － 9　社会人としての自覚を持って行動します
2 － 10　政治活動や宗教活動は個人の立場で行います
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第3章　ロートと社会
3 － 1　環境の保全に心がけ、再資源化やエネルギーの効率的な
　　　  利用を進めます
3 － 2　社会の一員として、社会貢献活動を積極的に推進します
3 － 3　株主、投資家へ正確な情報を迅速に開示します
3 － 4　反社会的勢力には毅然とした態度で臨みます
3 － 5　海外では、現地社会の文化を守り、社会の発展に寄与します

　
12頁

12頁

12頁

13頁

13頁

ロートCSR行動指針
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1ー 1　お客さまの信頼を大切にします

あなたがお客さまと対応している時は、あなたがロートを代表しています。
「あなたの YES はロートの YES」であり、「あなたの NOはロートの NO」
であることを常に意識して、ロートの代表として聴き、判断し、行動する
ことが求められます。
お客さまからの苦情は、お客さまがお金と時間と手間をかけて私たちに提
供していただく貴重な情報です。お客さまの問題を自分のものとして受け
止めて速やかに改善に努めること、未然防止や再発防止に生かすこと、製
品開発や生産、販売に反映することが大切です。
私たちは、お客さまに「ありがとうございます」という感謝の気持ちを忘
れずに、お客さまに満足していただくことがお客さまの信頼につながると
確信します。

第1章　ロートと事業活動
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1ー 2　品質と安全を最優先します

ロートは人々の健康に関わる医薬品をはじめ、生活を快適にするために欠
かすことができない製品を提供しています。私たちは、常にお客さまから
信頼される品質と安全にこだわり、お客さまの満足に応えるよう努めてい
ます。
特に医薬品は、健康を害している人々に使用していただくものであり、品
質と安全には細心の注意を払わなければなりません。
品質や安全は、単に製品のみからくるものではなく、ロートで働く一人ひ
とりの行動の結果を映す鏡と言えるでしょう。

1ー 3　お客さまの声を生かした製品を企画、開発し、生産、販売します

お客さまの生の声を生かした製品の企画、正しい研究データに裏付けられ
た製品の開発、安全性の高い高品質の製品を生産し販売するための品質保
証体制の整備に努めることは当然の責務です。万が一、不良品が市場に流
れた場合には、回収、原因究明、再発防止、損害補償など誠意をもって迅
速に対応します。
私たちはいかなる時も、お客さまの視点を第一にします。

1ー 4　取引先を尊重します

取引先とは共存する関係であることを認識し、お互いの地位、権利、利益
を尊重する必要があります。取引先に対して、取引上優越的な立場にある
場合、その地位を利用して不当な取引条件を押し付けてはいけません。
また、引き渡された製品を不当に返品したり、その受領を拒否してはいけ
ません。たとえ明確な理由により受領を拒否する場合でも、その理由と再
発防止策などを提案して返品するよう努めます。
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1ー 5　公正で自由な競争ルールを守ります

（ 1 ）再販売価格維持の禁止
取引先に対して、ロート製品だけを扱うよう義務づけたり、販売方法など
に何らかの制限を設けるような行為は禁止されています。メーカー側は希
望小売価格を取引先に伝えることはできますが、「この商品はこの価格で
売ってください」と強制することはできません。安売りをしている取引先
に対して、出荷制限・停止などの制裁措置をとることも禁止されています。

（ 2 ）競争会社との関係
競争会社に関する情報を集めること自体は違法ではありませんが、不正な
手段を使って、競争会社の従業員などから秘密情報を手に入れようとする
ことは許されるものではありません。
また、自社の製品やサービスを競合他社と比較し、自社の優位性を訴求し
ようとする「比較広告」は、正確な事実に基づくものでなければなりません。

（ 3 ）個人的利害の禁止
取引先等を選択する場合、自らもしくは他の役員や従業員またはその親族
と何らかの関係があることを理由に、有利な取り扱いはしません。

1ー 6　公正な広告・宣伝をします

広告・宣伝などの販売促進活動は、法および倫理を守るとともに、業界団
体の自主規制にも適応するようにします。虚偽、誇大にわたったり、社会
的差別や人権侵害などにならないよう、公正な内容と表現に注意します。
過大な景品類の提供による不当な誘引は禁止されています。

1ー 7　正しい帳簿・会計記録等を作成します

経理関係法令やルールを守って、適正な帳簿や会計記録を作成します。そ
して適正かつタイムリーな情報開示により、ロートの事業活動を正しく理
解していただけるよう努めます。
また取引先等と契約を締結したり、何らかの合意をしようとする場合は、
関係法令やルールおよび合理性を考慮して検討・交渉し、適切な契約書等
を交わします。
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2ー 1　法を守り倫理に反しない行動が、会社の利益より優先します

信頼を失うのは一瞬ですが、信頼を回復するためには長い時間と莫大な努
力と犠牲が必要となります。そのためには、信頼を失わないよう予防する
ことが大切で、「法の遵守」と「倫理に基づく行動」が基本となります。
法や倫理に反する行為、疑わしい行為を知ったら、見て見ぬ振りをするこ
となく、上司またはロートホットラインへ通報、相談しましょう。
たとえ「会社の利益のため」という理由があっても、また上司の指示によ
るものであっても、法や倫理に反する行為を行ってはいけません。そのよ
うな時にその行為を止めることが、本当の会社の利益となるのです。

第2章　ロートと私たち
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2ー 2　個人情報を保護します

心当たりのないところからの電話やダイレクトメールによる勧誘は、少な
からず経験するところです。どこからか私たちの個人情報が漏れているの
です。
個人情報は、本人からお預かりした大切な情報です。厳重に管理し、保護
しなければなりません。法的な要請がある場合を除いて、お客さまや取引
先、臨床試験の被験者、ロートの役員や従業員に関する個人情報を他に開
示することはありません。また、個人情報の管理体制や運用状況をチェッ
クする体制を整備します。
出張や休暇で不在の役員や従業員に、「至急連絡したいので携帯電話等の
連絡先を教えてほしい」と社外から聞かれることがあります。たとえどの
ような理由があっても「こちらから○○に連絡をとり、○○の方から連絡
させます」とお断りし、電話番号や住所は教えません。

2ー 3　情報は、人・物・金と同等の会社の資産です

パソコンのない業務など今や考えられない社会になっています。多量の情
報が簡単に手に入り、取り扱える環境となっていますが、反面、簡単に情
報の流出、改ざんなどが可能な環境でもあります。情報の共有化は業務の
遂行に重要な役割を果たしていると同時に、多数の人が会社の機密情報に
接することにもなり、その扱いには厳重な管理が必要となります。
会社として情報セキュリティ体制を整備しますが、一人ひとりが自覚して、
情報の取り扱いには慎重に対応することが必要です。
近親者が同業他社や取引先にいる場合は、機密保持に注意を払うとともに、
利益の衝突には十分注意してください。
機密情報には、特許、意匠、商標などの知的財産、研究開発、生産方法、
設計図面、販売方法、顧客リスト、接客マニュアル、宣伝・広告のコピー・
イラスト・写真・映像などの営業秘密があります。退職後も、機密情報や
その他ロートの専有情報を洩らすことは禁止します。
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2ー 4　金品などの贈与や受け取りには、慎重に対応します

（ 1 ）得意先や購買先との関係において
得意先や購買先からの金銭や物品等（サービス、プレミア、値引きなども
含む）の贈与、また中元や歳暮は、公正な取引を妨げることになりますので、
基本的にはお受けしません。やむを得ない場合は、商慣習の範囲内で行い、
身分不相応なものは受けません。
また、商談にともなうものであっても、先方に対して経済的負担（飲食費、
交通費、宿泊費など）を負わせることは避けます。
商談の後、得意先や購買先と食事をし、先方が支払われることがあります
が、この時は割り勘にすることを申し出て、支払います。しかし、状況によっ
てはかえって失礼にあたると思われる場合には、その場で丁重にお礼を述
べ、帰社してから速やかに上司に報告します。

（ 2 ）官公庁などの職員、医療関係者、専門家との関係において
官公庁などの職員、国公立大学やその附属病院の先生および職員に対して、
金銭、物品、接待または便益を提供してはいけません。軽い昼食といった
程度のものでも上司に相談します。
公務員に対する賄賂は国内外を問わず禁止されています。要求されても断
ります。
公務員以外の人々との交際においても、法に触れたり、社会通念上許され
る範囲を超えて、金銭、物品、接待または便益を提供したり、約束したり
しません。

（ 3 ）冠婚葬祭などにおいて
冠婚葬祭などで、取引先や業務上必要な関係先などとの贈与は、社会通念
上許される範囲内で行います。

2ー 5　個人を尊重し、公正に評価します

会社の最も価値のある資産は「人」です。従業員のもつ多彩な能力や多様
性が事業を支えています。従業員は仕事に誇りと責任をもち、自らの能力
の向上と人間としての品格をみがき、互いに認め合い、助け合い、鍛え合っ
て、個性と自主性を発揮して業務に取り組みます。お互いの存在を認める
重要な第一歩として、挨拶は人間関係の基本です。必ず励行しましょう。
従業員一人ひとりの人権と人格を尊重し、積極的に経験や教育の場を提供
することによって、従業員の成長を支援します。それと同時に、従業員の
仕事の成果は、業務内容、立場等を考慮して、公正に評価し、フィードバッ
クします。
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2ー 6　不当な差別や嫌がらせのない職場とします

職場では、すべての人が公正に処遇されなければなりません。一人ひとり
が平等な存在であることを認識して、相手を呼ぶときは「さん」づけとし
ます。
国籍、人種、性別、年齢、宗教、信条、家系、出身地、障害の有無、社会的身分、
社内での地位、健康上の問題、性的指向、性同一性（性自認）、などによ
る不当な差別、セクシュアルハラスメント、およびパワーハラスメントは
絶対に禁止します。
差別や嫌がらせの行為者から見れば「これぐらい」と思われるようなこと
でも、受けた者からすれば非常な苦痛に感じることもあります。もしあな
たが差別や嫌がらせにあっていると感じた場合は、上司またはロートホッ
トラインに通報、相談しましょう。あなたの通報や相談内容についての秘
密やプライバシーは固く守られます。そのような差別や嫌がらせの行為に
対しては、速やかに的確に対処し、厳しく処罰されます。また、報復行為
についても厳罰で臨みます。

2ー 7　安全、清潔で、働きやすい職場環境を維持します

従業員の一人ひとりが持てる能力を最大限に発揮して業務に励むことがで
きる職場環境をつくるよう努力します。
労働災害を撲滅し、病気を予防し、職場の安全管理と衛生管理を徹底する
とともに、良好な人間関係を築き、維持して、だれもが気持ちよく働ける
職場とするよう、みんなで努力しましょう。

2ー 8　会社の資産は業務のためだけに使用します

会社の資産には、資金や物品の他、勤務時間など有形・無形のものが含ま
れます。コンピュータ等の社内および外部情報処理システムや、特許・意匠・
商標などの知的財産権などの権利も大切な財産です。これらの財産は、業
務を行う上でのみ使用するためのもので、私的に使用したり、第三者のた
めに着服してはいけません。
たとえ金額がわずかであっても、たとえ数量が少なくても、犯罪を犯すこ
とになります。
不正な経費請求を行ったり、職務上の地位または権限を利用して個人的な
利益を得るようなことをしてはいけません。
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2ー 9　社会人としての自覚を持って行動します

公私いずれの場合も、社会人としての自覚は大切です。
出張中の行動は、会社を代表して行動していると見なされます。出張中お
よび出退社時などの車内での会話内容、社章、社名やロゴ入りのバッグな
どから、ロートの従業員であることが周囲の人に容易に分かってしまいま
す。常に、ロートの従業員としての自覚を持って行動するよう心がけます。
特に法律で禁じられている薬物は、職場に持ち込んではいけないのは勿論
のこと、私生活でも決して手を出してはいけません。薬物の使用はあなた
の人生をも破壊する恐ろしい結果をもたらします。ギャンブルなどのため
にサラリーローンなどに借金を重ねることは、自分だけでなく家庭の崩壊
にもつながります。
社内での不正行為は社内規則で厳しく処罰されますが、私的な場合には、
本人自身が社会的な制裁を課せられるだけでなく、会社のイメージダウン、
または社会からの信頼失墜にもなりかねません。

2ー 10　政治活動や宗教活動は個人の立場で行います

個人の政治的信条や信仰の自由を尊重するために、職場における政治活動
や宗教活動は禁止します。活動する場合は、社外で、プライベートな範囲
で行います。
また、政党や立候補者に対する政治献金やその他の援助は、違法または非
倫理的な場合には一切行いません。

第3章　ロートと社会
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3ー 1　環境の保全に心がけ、再資源化やエネルギーの効率的な利用を
　　　　進めます

地球環境を守ることは地球上の一員としての責務です。今私たちは、『か
けがえのない地球を守り、次の世代へ継承する』ために、これまでのライ
フスタイルを考え直すことが求められています。
まずは、紙などのリサイクルを始めとして、無駄な電気の使用をなくすな
どの省エネルギー化、有害または無駄な排出物の削減など、身近なところ
から着実に実行し、継続することが大切です。さらに、製品の企画・開発・
生産・流通・消費・廃棄までの全段階で、環境への負荷を軽減するような
方法や技術の開発に努めます。
環境問題は今や避けて通ることができない重要な問題であることを認識
し、一人ひとりが自覚して率先して行動します。

3ー 2　社会の一員として、社会貢献活動を積極的に推進します

会社も企業市民として社会の一員です。社会の中で生かされていることを
認識し、学術や文化の発展、スポーツの振興などを助成する活動を積極的
に推進します。
また、個人の意思と責任で行うボランティア活動を、会社は積極的に支援
していきます。ボランティア休業制度の活用や、ハートフル活動の他、各
種ボランティア活動情報の提供などを通じて、個人が参加しやすい環境を
提供することにより支援します。一人ひとりが自分のできることは何かを
考えて、積極的に参加するよう努めます。

3ー 3　株主、投資家へ正確な情報を迅速に開示します

都合の良い情報だけでなく都合の悪い情報もタイムリーに公開し、ロート
の経営および事業活動を正しくご理解いただけるよう努めます。
また、役員、従業員や関係者が、ロートおよび取引先などの株価に影響す
る可能性の高い重要な情報を公表前に知り、それを基に公表前に株式など
の取引をするインサイダー取引は禁止されています。違反者には懲役を含
む厳しい刑事罰が課せられます。
職務上、重要な情報を取扱う者は、職務に関して知った内部情報を厳重に
管理するとともに、これを社外の身近な人に対しても漏らしてはいけませ
ん。また、重要事実が決定または、発生したときは株式売買行為を行うこ
とができません。



13

3ー 4　反社会的勢力には毅然とした態度で臨みます

暴力団や暴力団が関係する人や団体が、妨害行為や嫌がらせなどの行為を
停止することと引き換えに金銭を要求することがあります。このような反
社会的勢力の要求に対しては、一切応じません。仕返しなどを恐れず、警
察へ届け出ることにより、第二、第三の被害を防止するようにします。
また、株主への利益供与は禁止されています。総会屋などとの関係は排除
します。

3ー 5　海外では、現地社会の文化を守り、社会の発展に寄与します

海外においては、現地国の法や常識を守り、その国の文化や習慣に従わな
ければなりません。ただし、国際的な基準からみて間違った慣習には従い
ません。
また、企業活動を通じて、その国の経済的、社会的、文化的な発展に寄与
するよう努めます。


