
第34期報告書
	平成25年4月1日〜平成26年3月31日

株主のみなさまへ

美と健康の専門家集団へ

新生ファンケルグループ スタート



ごあいさつ

株式会社ファンケル 
代表取締役 会長執行役員 

池森 賢二

（左） 株式会社ファンケル 
代表取締役 社長執行役員

宮島 和美

（右）

化粧品と健康食品の専門家集団を目指して

新体制のもと 
さらなる成長ステージへ

　平成26年4月1日、当社は化粧品部門および健康食品
部門をそれぞれ会社分割し、株式会社ファンケル化粧品、
株式会社ファンケルヘルスサイエンスを設立、新たに持
株会社体制へと移行いたしました。
　ファンケルグループは創業以来「『不』のつく事柄を 
解消する仕組みづくり」を経営の基本方針として事業を 
展開してまいりました。
　今後は、化粧品、健康食品、それぞれ事業の専門性を
高めることにより「お客さまを想う心」を深め、世の中の

『不』の解消をより質の高い製品とサービスで実践して 
まいります。
　時代の変化に対応する受身の姿勢ではなく、自らが 
時代を変えていくために、ファンケルグループは『不』の
解消という理念を貫き、挑戦を続け、新たな価値を提供
してまいります。
　今後ともファンケルグループをご愛顧賜りますよう 
よろしくお願い申し上げます。



株式会社ファンケルヘルスサイエンス 
代表取締役社長 

田多井 毅

株式会社ファンケル化粧品 
代表取締役社長 

山岡 美奈子

お客さまの生涯にわたる健康のために、 
全社一丸となって取り組んでまいります

世界一の無添加技術をさらに磨いて 
美しくなれる化粧品を追求します

　ファンケルが健康食品事業を立ち上げてから 20 年。 
健康食品に求められるお客さまのご要望も変化してまい
りました。お客さま一人ひとりが望まれる健康のあり方

「グッドエイジング」をかなえるために、ファンケルの健
康食品事業は、日本一の健康サポート企業を目指し、株
式会社ファンケルヘルスサイエンスとして新しくスター
トをきりました。お客さまにとって価値のある健康食品

をお届けし続けるために、1）予防医療の 
観点から医療機関とも連携した科学的

根拠のある製品の開発、2）しっかり
吸収され、体内で長く効率的に働く
処方の追求、3）生活習慣病にならな
いための健康サポート体制強化に
注力いたします。

　肌に安心・安全なだけでなく、高い美容効果を発揮する 
ことが実証されているファンケルの無添加化粧品。お客
さまにとって本当に良い製品やサービスを提供するため、 
皮膚生理学を本格的に学んだ人材やメイクアップアーティ 
ストを社内で育成しています。また、製品の選びやすさや、
アフターサービスの面でも、今まで以上に力を入れてまい
ります。さらに肌をとりまく環境も肌悩みも異なるお客
さまのための、よりパーソナルな化粧品の研究や、年齢の
高い方にもご満足いただける化粧品の研究
を重ねております。美の専門家集団として
お客さまに寄り添い、ご要望にしっかりと
お応えしてまいります。
　新「株式会社ファンケル化粧品」に、
ぜひご期待ください。
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決算のご報告
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　第 34 期（平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月）のファンケル 
グループの連結決算について、ご説明申し上げます。
　当連結会計年度の売上高は、化粧品関連事業が増収となった
ものの、栄養補助食品関連事業が前期を下回ったほか、平成25
年7月1日付でエステ事業を営む連結子会社の株式会社ノイエ
スの株式を当企業集団外へ譲渡したことなどによりその他が減
収となり、全体では81,118百万円（前期比2.0%減）となりまし
た。営業利益は、化粧品関連事業の増収に加え、不採算事業か
らの撤退に伴う売上総利益率の改善や、全社的なコストダウン
につとめたことなどにより、3,943百万円（前期比2.2%増）と 

なりました。経常利益は4,262百万円（前期比3.7%減）となり
ました。当期純利益は、台湾およびシンガポールの小売事業か
らの撤退ならびに台湾現地法人の解散を決定したことに伴う
事業撤退損752百万円を計上したことなどにより1,343百万円

（前期は2,193百万円の当期純損失）となりました。

●事業概況
　ファンケル化粧品は、リニューアル新発売した「洗顔パウ
ダー」や「マイルドクレンジングオイル」が好調に推移し、売上
は増加しました。
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連結損益計算書
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化粧品関連事業売上高構成比 栄養補助食品関連事業 発芽米・青汁事業等

連結売上高　81,118百万円
（前期比2.0%減）

売上高　47,525百万円 売上高　25,386百万円 売上高　8,207百万円
（前期比1.7%増） （前期比4.6%減） （前期比13.5%減）

　アテニア化粧品は、主力の「インナーエフェクター ベーシッ
クスキンケア」が好調に推移し、前期並みとなりました。
　以上の結果、化粧品関連事業の売上高は、47,525 百万円 

（前期比1.7%増）となりました。
　栄養補助食品関連事業は、ダイエットサプリメント「カロ
リミット ®」が前期並みを確保したほか、「ルテイン & ブルー
ベリー えんきん」などが伸長したものの、その他の製品が振
るわず、栄養補助食品関連事業の売上高は、25,386 百万円 

（前期比4.6%減）となりました。
　発芽米事業は、卸販売他は堅調だったものの、通信販売が振

るわず、売上は減少しました。青汁事業は、冷凍タイプが振る
わなかったものの、「本搾り青汁 プレミアム」など粉末タイプが
堅調に推移し、前期並みとなりました。その他の事業は、エス
テ事業を営む連結子会社の株式会社ノイエスの株式を当企業集
団外へ譲渡したことなどにより、売上は減少しました。
　以上の結果、発芽米・青汁事業等の売上高は、8,207百万円

（前期比13.5%減）となりました。

当社の財務状況に関する詳細な情報につきましては、当社ホームページ
「株主・投資家向け情報」をご覧ください。 http://www.fancl.jp/ir/
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経営戦略
平成26年3月期の成果と課題

　当社グループは、今一度、当社の原点である「お客さま視点」
の徹底を強力に推し進め、事業の再成長とグローバル企業への
躍進を遂げるため、新経営体制の下、創業の精神に立ち返り、
お客さま視点に基づいた「ファンケルらしい」経営を実現する
という基本方針を掲げ、大改革を実行しております。これま
で、エステ事業を営む株式会社ノイエスの譲渡、直営店舗にお
ける不採算店の閉鎖、台湾・シンガポールの小売事業撤退など
不採算事業を徹底的に見直し、赤字部門の整理を行いました。
また、ファンケル化粧品はベストセラー製品である「洗顔パウ
ダー」、「マイルドクレンジングオイル」のリニューアル新発売
により、お客さま数が増加し、売上は回復基調にあります。
　そして、店舗スタッフの専門教育強化や次世代経営層育成な
どを目的とした社内教育機関「ファンケル大学」の開校により、
店舗スタッフへの研修は平成26年3月末までに前年と比較し、
4倍の2,443人が受講するとともに、管理栄養士・薬剤師などの
有資格者が大幅に増加し、専門性の高い店舗スタッフの育成が
進んでおります。さらに平成26年3月よりキレイを体感できる

「ファンケルビューティショップ」、お客さま一人ひとりの生涯
にわたる健康ケアをサポートする「ファンケルヘルスハウス」、
美と健康の専門店機能を併設した「ファンケルハイブリッド
ショップ」の3つの新業態に専門教育を受けたスタッフを配置
し、店舗展開を開始いたしました。
　しかし、ヘルス事業の新しいビジネスモデル構築や健康食品の 
卸販売チャネルへの新たな展開が不十分だった点など課題も 
あり、さらにスピード感をもって確実に遂行してまいります。

平成27年3月期方針

大改革の成果を出す勝負の年
　平成27年3月期は、大改革の成果を出す勝負の年と位置づけ 
ており、会社を分けて人を生かし、経営のスピードアップを図
るため、平成26年4月1日に持株会社体制へ移行いたしました。
　ヘルス事業では、事業の再成長を実現するために、中高年
層のお客さま向けサプリメントで生活習慣病予防マーケット
において今までにない新しいビジネスモデルの構築を目指し
てまいります。また、卸販売チャネルにおいて、化粧品、健康
食品を積極的に展開してまいります。
　そして、世の中にない新しいものを創造するため、イノベー
ションのための研究所と位置付けた第二研究所を平成28年春の
完成を目指して着工いたします。さらに、事業基盤の強化と採算
性重視の経営に取り組み、高収益企業への礎を築いてまいります。

ファンケルビューティショップ 
阪急西宮ガーデンズ店

ファンケルヘルスハウス 
池袋ショッピングパーク店
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将来ビジョン
　サプリメント業界のパイオニアとして再びイノベーション
をおこすため、お客さまの健康を一生涯サポートする日本一
の健康サポート企業として、確固たる地位を確立し、お客さま
一人ひとりの生涯にわたる健康づくりを科学的にサポートす
る「G

グ ッ ド

ood A
エイジング

ging」の実現を目指してまいります。

製品戦略
　いつまでも元気でいたい50代以上の
お客さまを対象とした「グッドエイジン
グライン」として、生活習慣病予防に特化
した製品開発を推進してまいります。発芽玄米にわずか0.02%
しか含まれていない希少成分P

ピーエスジー

SGを配合し、血管の詰まりを 
防ぎ、動脈硬化を予防する「発芽米パワーP

ピーエスジー

SG」や糖尿病・脳老
化・認知症・骨粗しょう症に代表されるロコモティブシンドロー
ム（運動器症候群）を予防する4つの新製品など、科学的根拠に
基づくエビデンスを取得した新製品を発売してまいります。
　また、健康への関心が高い30～50代のお客さまを対象とし
た「ベーシックサプリメント」として、成分の配合量ではなく、

体にいかに無駄なく効果的に働きかけるかを追求した「体内
効率」「体内持続時間」を極めた製品開発を行ってまいります。
筋肉・血流・軟骨など腰痛を引き起こす根本原因にアプロー
チする「コシラックス」（平成26年5月リニューアル新発売）、 
カロリーカット機能と代謝アップ機能を持つ中高年層のお客
さま向けサプリメント「大人のカロリミット」（平成26年6月
新発売）、加齢とともに気になる見る健康のためのサプリメン
ト「ルテイン&ブルーベリー えんきん」を重点強化製品と位置
付け、安定的なお客さまを創造してまいります。
　また、平成26年5月に「ウコン革命」を新発売いたしました。
液体をハードカプセルに充填した当社独自技
術により、一般的なドリンクタイプと比較し、
3倍の吸収率の実現と二日酔い解消成分ポリ
コサノールを配合し、1粒100円のリーズナ
ブルな価格設定で卸販売向け製品として強化
してまいります。

ファンケルヘルスサイエンス 事業戦略
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販売戦略
　予防医療の普及・拡大を目的に設立
された日本初の予防医療専門の医療
機関「健康院クリニック」と連携し、血
液・遺伝子情報、食事や運動などお客
さまの健康情報に基づいて、医師や健
康カウンセラーが最適なサプリメント
をご提案する今までにない新しいビ
ジネスモデルを構築してまいります。
　また、これまで発芽米・青汁など一
部製品を対象としていた定期お届けサービスを新たに「健康
得楽便」としてサプリメント全製品に拡大してまいります。利
便性が高く、お得感のあるサービスの導入によりお客さまの継
続性を高め、お客さまとの絆を深めてまいります。

　そして、卸販売向け製品の開発
や新規お取引先さまを開拓するこ
とで卸販売チャネルを強化してま
いります。
　さらに、ファンケルの技術力や企
業姿勢を伝える広告を行い、ファン
ケルヘルスサイエンスの認知と浸
透を図ってまいります。

将来ビジョン
　ファンケルの無添加化粧品は、肌に不要なものを一切入れ
ない「無添加」であり、敏感肌の方もお使いいただける化粧品
であります。さらに肌ダメージの原因となる「肌ストレス」を
除去し、肌本来の「素肌美」を目覚めさせる‘キレイになる’無
添加へ進化してまいりました。無添加研究で得られた知見を
もとに提唱する「無添加アンチストレスケア」というファンケ
ル化粧品の独自価値を軸に、世界中の人たちの美肌づくりの
パートナーであり続けます。

製品戦略
　平成26年4月より1年間かけて、肌をきれいにする効果と
肌をきれいに見せる効果を両立した無添加ベースメイク・無
添加ポイントメイクに全面刷新
いたします。平成26年4月1日
には「無添加ベースメイク」ア
イテムを刷新し、汗や皮脂に強
く、紫外線が気になる季節にお
すすめの「ブライトアップ UV

ファンケル化粧品 事業戦略

健康院クリニック

新聞一面広告

6



ライン」と、保湿効果が高く秋冬シーズンにおすすめの「モイ
スチャーライン」を新発売しました。今秋には無添加ポイント
メイク、今冬にはベースメイクからエイジングケアラインを
拡充し、強化を図ってまいります。
　また、肌の角層を分析し、お客さ
ま一人ひとりの加齢による変化を
予測する当社独自の「角層バイオ
マーカー測定」を基にした一人ひと
りの美を追求する、パーソナルコス
メの開発を進めてまいります。

販売戦略
　店舗において、店舗スタッフのメイク技術をさらに強化する
とともに、メイクアップアーティストの配置やメイクの疑似
体験ができるメイクシミュレーターを導入し、お客さまへの
メイクカウンセリング力・提案力を強化してまいります。
　また、平成26年4月から全国の大手ドラッグストア約5,800
店舗において、ロングセラー製品でお客さまからの認知度も 
高い「マイルドクレンジングオイル」「洗顔パウダー」の販売を
開始いたしました。卸販売チャネルでの展開を強化することに
より、新たなお客さまとの接点の拡大を図ってまいります。
　ドラッグストアでの販売に合わせて、これまで当社と接点
がなかったお客さまにもご購入いただけるよう、製品の機能

性とともに「みんなが使っている」「売れている」「話題性」を
重視したマイルドクレンジングオイルのテレビCMを実施し、
新しいお客さまの獲得に努めてまいります。

ブランドコンセプトを再定義
　アテニアは、ブランド再生を目指し、新たなブランドコン 
セプトを「Innovation（革新）・ Honesty（誠実）・ Elegance（エ
レガンス）」と再定義し、化粧品ライ
ンナップの整理や最高峰エイジング
ケアラインの開発を行うほか、販売
システムの再構築などを通じて事業 
強化を図ります。

アテニア 事業戦略

角層バイオマーカー測定

マイルドクレンジングオイル　テレビCM

7



製品紹介

　新発売の「ファンケル ベースメイク」は、配合 
成分や物理的な刺激によるメイクストレスを取り
除き、スキンケア効果を発揮することで“肌をキレ
イにする効果”を実現させました。さらに、独自のメ
イク機能による“肌をキレイに見せる効果”を両立。
使い続けることでメイクをしながら素肌そのもの
がきれいになっていく効果を発揮します。また、 
当社のスキンケア研究から見出された、人の肌
を美しく見せる「水・光・色の三原則」に基づいて 
開発した「美肌ヴェール」をベースメイク全製品
に採用。ひと塗りでうるおいが肌に均一に広がり、 
光を放つことで、肌の色ムラを明るく整えます。

ファンケル ベースメイク

「隠す」メイクから、

              肌を美しく「見せる」メイクへ。
新発売 Water

水—うるおい

Color
色—澄んだ肌色

Light
光—輝き

水・光・色の三原則「美肌ヴェール」

内側から輝くような、 
自然で明るい肌印象に

ファンケル 
独自の

新技術
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　「体が重い」「固まった」といった腰痛の根本原因にアプローチする新発想
サプリメント『コシラックス』は発売以降、多くのお客さまにご支持をいただ
いてきました。今回のリニューアルでは、体内で長く効率的に働く「体内持続 
製法」を採用し、緊張をやわらげることで硬直した体をゆるめ、ほぐす成分

「テアニン」を顆粒化することで、「体内効率」の機能をさらに高めました。 
また、働く体を応援するサプリメントとしてイメージしやすいパッケージに
することにより、デスクワークやドライバー、接客業といった方々の腰痛の
お悩みに対応する製品としての訴求を強化いたしました。 

コシラックス

働く体を支える

　　　“ 要
かなめ

 ”にアプローチ 
リニューアル
新発売

ファンケルヘルスサイエンスのこだわり設計

「α-リポ酸」
クレアチンの吸収を助けるために、α-リポ酸を配合しました

「体内持続製法」
「テアニン」を顆粒化し、体内で長く働く力を高めました

「クレアチン、テアニン、ヒハツ、プロテオグリカンなど複合配合」
8つの成分を複合的に配合しました

腰痛に悩む日本人は全国で推定2,800万人

・そのうちサプリメント使用者は、4割
・コシラックス使用者の55%が効果を実感
・2週間～1ヵ月の短期間で効果を実感

開発コンセプト：「体内効率」

吸収されにくい成分をしっかり“届ける”

留
とど

まりにくい成分をじっくり“留
とど
める”

成分の配合バランスでさらに力を“高める”
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　「おいしく食べる君が好き」のCMソングでおなじみ、人気のカ
ロリミットシリーズから中高年のための製品が新登場。「最近太り
やすくなってきた…」「いつものダイエットでは効果が感じられな
くなってきた…」そんなお悩みの根本原因“代謝”にもアプローチ。
新配合のブラックジンジャーはタイで古くから食されてきたハー
ブ食材。代謝に働きかけ、気になるお腹回りにも嬉しい効果が確
認されています。カロリーカット機能と代謝アップ機能を持つ、 
大人のためのダイエットサポート製品です。

　「翌日を気にせず思いっきりお酒を楽しみたい」というお客さまの
ニーズにお応えし、お酒へのアプローチだけではなく、翌朝のすっ
きり感までサポートする新発想の製品です。独自技術「液体ウコン
カプセル製法」により、1粒のカプセルに一般的なウコンドリンク

（100ml）よりも多いクルクミン量40mgを配合することに成功。速
攻・吸収・持続の体内効率設計にこだわり、3つの異なる特長をもつ

「トリプルクルクミン」を凝縮して配合しました。さらに、一般的な
ウコンドリンク（100ml）には配合が困難であるお米由来の「ポリコ 
サノール」を配合し、翌日の不快感の元となるアセトアルデヒド 
上昇の抑制も期待でき、翌朝のすっきり感にもアプローチします。 

大人のカロリミット

「大人は美味しくスマートに♡」
中高年のためのダイエットサプリ

“乾杯ビール”で手軽に飲める
1粒ウコン

ウコン革命新発売

新発売

ファンケルのトリプルウコン

速攻型 
クルクミン

微細吸収型 
クルクミン

バランス吸収型 
クルクミン

速攻

吸収 持続
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トピックス

　当社では、平成26年3月より、お客さまニーズや商圏、立地環境を踏まえ、お客さま一人 
ひとりと一緒に輝くような素肌美をはぐくんでいくビューティ専門店「ファンケルビューティ
ショップ」、病気にならない身体づくりをサポートするサプリメント専門店「ファンケルヘル
スハウス」、美と健康の専門店機能を併設した「ファンケルハイブリッドショップ」の3つの 

新業態に専門教育を受けたスタッフを
配置し、店舗展開を開始いたしました。
　今後、全国47都道府県の167の直営
店舗（平成26年3月末時点）を、専門性
の高いスタッフがお客さま一人ひとりの
美と健康をサポートする専門店に順次
展開してまいります。

　当社は、創業当初より積極的に環境活動に取り組み、平成20年からはCO2削減をキーワー
ドに、従業員が家族と協力して家庭のCO2削減に取り組む、『「家庭」と「会社」でエコプログ
ラム～家族で三文の徳 大作戦～』を展開してまいりました。この「家庭」までが一体となった
環境活動は、日本企業初の取り組みであり、環境省が実施する「平成25年度地球温暖化防止
活動環境大臣表彰（対策活動実践・普及部門）」を受賞いたしました。当社では、このほかにも 
環境教育や行政とも連動した森林保護などさまざまな環境活動に積極的に取り組み、活動
の幅を拡大させております。今回の名誉ある表彰を励みとして、今後もより一層環境活動に 
力を入れてまいります。

平成25年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰授賞式にて
（左）石原伸晃環境大臣　（右）代表取締役社長 宮島和美

ファンケル新型店舗展開スタート

「平成25年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰」を受賞

タブレット端末で顔を
撮影し、ポイントメイ
クの疑似体験ができる
メイクシミュレーター

血圧や血管年齢など
日々の健康管理の目
安になる数値を手軽
に測ることが可能

ファンケルハイブリッドショップ 京都ポルタ店
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会社情報 （平成26年3月31日現在）

会社名 株式会社ファンケル
英文名 FANCL CORPORATION
本店所在地 横浜市中区山下町89-1
電話番号 045-226-1200（代表）
設立 昭和56年8月
資本金 10,795百万円
従業員数 750名（臨時従業員は除く）
主な取引銀行  三菱東京UFJ銀行 

みずほ銀行 
三井住友銀行

会社名 住所 資本金 設立 当社の出資比率 事業内容

（株）アテニア 横浜市栄区 150百万円 平成 元年 2月  100.0% 化粧品・栄養補助食品等の販売

（株）ファンケル発芽玄米 長野県東御市 95百万円 平成 11年 8月  71.6% 発芽米の製造・販売

FANCL ASIA (PTE) LTD シンガポール 875百万円 平成 12年 3月  100.0% 化粧品・栄養補助食品の販売

（株）ファンケル美健 横浜市栄区 100百万円 平成 14年 10月  100.0% 化粧品・栄養補助食品の製造

ニコスタービューテック（株） 横浜市栄区 10百万円 平成 20年 7月  （100.0%） 化粧品・医薬部外品の販売

（注）  ニコスタービューテック（株）は、（株）ファンケル美健の100%出資子会社であり、当社の出資比率の（　）は間接所有割合であります。

会社概要

連結子会社一覧

代表取締役 会長執行役員 ........池森 賢二
代表取締役 社長執行役員 ........宮島 和美
代表取締役 副社長執行役員 ...田多井 毅
取締役 専務執行役員 ..................山岡 美奈子
取締役 常務執行役員 ..................島田 和幸
取締役 執行役員 ............................鶴﨑 亨
取締役 執行役員 ............................炭田 康史
取締役 執行役員 ............................重松 典宏
取締役 執行役員 ............................保坂 嘉久
取締役 執行役員 ............................山口 友近

役員（平成26年6月21日）

取締役 .................................................栁澤 昭弘
取締役 .................................................須釜 憲一
取締役 .................................................猪俣 元
取締役 .................................................池田 憲人
常勤監査役 .......................................髙橋 誠一郎
常勤監査役 .......................................飯田 順二
監査役 .................................................小関 勝紀
監査役 .................................................髙野 利雄

（注） 1.  取締役の池田憲人氏は、社外取締役であります。
 2.  監査役の小関勝紀および髙野利雄の両氏は、社外監査役であります。

12



株式情報 （平成26年3月31日現在）

個人・その他 54.23%

その他国内法人 17.92%

外国法人等 14.55%

金融機関 10.37%
自己名義 2.49% 金融商品取引業者 0.44%証券コード 4921（東証1部）

発行可能株式総数 233,838,000株
発行済株式の総数 65,176,600株
株主数 92,838名

事業年度 4月1日〜 3月31日
定時株主総会 毎年6月
配当金支払 期末：3月31日 
株主確定日 中間：9月30日
単元株式数 100株
株主名簿管理人  三菱UFJ信託銀行株式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
同事務取扱場所  三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
郵便物送付先 〒137- 8081 
および 東京都江東区東砂七丁目10番11号 
電話照会先  0120 -232-711（フリーダイヤル）

【ご注意】
1.   株主さまの住所変更、買取・買増請求その他各種お手続きにつきまして

は、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることに
なっております。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行株式会社）ではお取扱
いできませんので、ご注意ください。

2.   特別口座に記載された株式に関する各種お手続きにつきましては、特別
口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社にお問合せください。 
株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社ではお手続きできませ
んのでご注意ください。
特別口座の 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 
口座管理機関 みずほ信託銀行株式会社
郵便物送付先 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 
および みずほ信託銀行株式会社　証券代行部 
電話照会先 0120-288-324（フリーダイヤル）

株式の状況 所有者別株式数の状況

株主メモ

「源泉徴収税率」変更のご案内
平成26年1月1日以降に支払いを受ける、上場会社等の配当等には、復興
特別所得税を含め、20.315%の源泉徴収税率が適用されております。
※ 源泉徴収が行われる場合の税率です。ただし、内国法人の場合は住民税が徴収されません。

平成25年12月31日まで 平成26年1月1日から

10.147%
所得税（含む復興特別所得税）7.147% 
住民税3%

20.315%
所得税（含む復興特別所得税）15.315% 
住民税5%

54.23
17.92
14.55
10.37
2.49
0.44
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横浜市中区山下町89 -1 〒231- 8528
Tel. 045 -226 -1200（代表）
www.fancl.jp
当社に関する情報についてはホームページでもご覧いただけます。

この報告書は、FSC®森林認証取得用紙と植物油インキを使用し、環境にやさしい
「水なし印刷」で印刷しています。


