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2015年4月1日〜2016年3月31日

株主のみなさまへ

積極的な広告宣伝活動の継続、 
売上倍増へ



　この度の熊本地震により、被災された方々、そのご家族の方々に
対しまして、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復
旧をお祈り申し上げます。
　株主の皆さまには平素よりご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当社グループは、2015年度を初年度とする新たな中期経営計画

（2015年度〜2017年度）の方針のもと、戦略的な広告投資を実施し
たことなどにより、各事業で新しいお客さまが増加し、ファンケル
化粧品は過去最高の売上を更新、サプリメント事業は7年前の売上
水準まで回復いたしました。
　2016年度は、引き続き直営店舗の出店強化、ドラッグストアなど
における取扱店舗の拡大を図るとともに、広告先行戦略を強力に推
進してまいります。

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

中期経営計画に基づく広告先行 戦略を強力に推進してまいります



　将来に向けた投資として、2016年5月には、ファンケル総合研究
所に第二研究所が竣工し、イノベーション技術研究を中心に「基礎
研究」を強化、10年先を見据えた次世代の技術開発を推進し、世の
中にない革新的な製品・サービスの創出を図ってまいります。また、
サプリメントの大幅な売上増加に伴う需要に対応するために、千葉
の化粧品工場の一部を改修し、サプリメント工場を増設いたします。
2016年10月からの本格稼働を目指し、生産能力を現状の1.6倍に
増強する予定です。
　今後も、ファンケルグループにお力添えを賜りますよう、心より
お願い申し上げます。

2016年6月

株式会社ファンケル 
代表取締役 社長執行役員

宮島 和美

中期経営計画に基づく広告先行 戦略を強力に推進してまいります
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　2015 年度（2015 年 4 月〜2016 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、新中期経営計画（2015 年度
〜2017年度）の方針のもと、戦略的な広告投資を実施したこ
となどにより、全事業が増収となり、全体では 90,850 百万
円（前期比17.0%増）となりました。営業利益は、増収効果に
より売上総利益が増加したものの、先行的な広告投資負担に
より販売費及び一般管理費が増加し、1,204百万円（前期比
69.9% 減）となりました。経常利益は 1,421 百万円（前期比

66.8%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は522百万円
（前期比77.3%減）となりました。

●事業概況
　ファンケル化粧品は、新製品「エイジングケア 洗顔クリー
ム」、「無添加アクティブコンディショニング」などの発売や、

「マイルドクレンジングオイル」などの主力製品へのプロモー
ション効果、ドラッグストアへの卸販売の伸長などにより、
過去最高の売上を更新しました。
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　アテニア化粧品は、新たな新規獲得商材の投入によるお客さ
ま獲得が好調に推移したことに加え、既存のお客さま向けの
キャンペーンを展開したことなどにより、売上は増加しました。
　なお、第 1 四半期連結会計期間から米国子会社 FANCL 
INTERNATIONAL, INC.およびboscia, LLCを連結対象として
おります。
　以上の結果、化粧品関連事業の売上高は55,016百万円（前
期比15.9%増）となりました。
　栄養補助食品関連事業は、テレビ CM を含めたプロモー

ションを展開した機能性表示食品「えんきん」が大幅に伸長
したほか、広告を投下していない製品についてもクロスセル
に積極的に取り組んだことにより、売上高は28,612百万円

（前期比22.9%増）となりました。
　発芽米において、定期お届けサービスのお客さま数が増加
したことなどにより、その他関連事業の売上高は7,221百万
円（前期比5.0%増）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。
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http://www.fancl.jp/ir/
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　当社グループは、2015年度を初年度とする新中期経営計画 
（2015年度〜2017年度）の方針のもと、戦略的な広告投資を
実施したことなどにより、連結売上高は大幅に伸長いたしま
した。ファンケル化粧品は、35周年キャンペー
ンによるお客さまの活性化、卸販売チャネルの
伸長などにより、売上は過去最高を更新いたし
ました。
　また、サプリメント事業は、2015年6月に新
発売した中高年の目の健康に役立つ日本初の機
能性表示食品「えんきん」の大ヒットにより、売
上は9期連続の減収から一転大幅な増収に転じ、
7年前の水準まで回復いたしました。
　そして、直営350店舗体制に向けて、化粧品と健康食品の売
り場を明確に分け、従来の3分の1の費用で改装することがで

きる新業態店舗「ローコスト・ハ
イブリッドショップ」の出店モデ
ルを確立するなど2 年目の飛躍
に繋がる一年となりました。

　2016年度は、売上倍増を実現するための勝負の年と位置付
け、引き続き広告先行戦略を強力に推進してまいります。
　新たなスター製品を育成するとともに、引き続き、直営店舗
の出店強化やドラッグストアなどにおける取扱店舗数の拡大
に努め、広告投資効果の最大化を図ってまいります。
　また、お客さまのお悩みを解決する製品を積極的にご提案
するクロスセルを促進してまいります。
　そして、今後、重要になる中高年市場の開拓として、ファン
ケル化粧品は、60代以降のマチュア世代のお客さま向け化粧
品を新発売いたします。
　サプリメントは、サプリメント市場の核となる中高年層の
お客さまに多くご購入いただいている「えんきん」「年代別 
サプリメント」などの販売を強化してまいります。

2016年度方針中期経営計画1年目の成果

イオンモール甲府昭和店
京都ポルタ店 ドラッグストアなどの売場

2016年度
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製品戦略

　洗顔系カテゴリーは、肌のゴワつき、くすみが気になる方の
ためのクリーム状洗顔料「エイジングケア 洗顔クリーム」が、
くすみケア効果と泡立ち・泡質をさらに向上させ、2016 年 
4 月にリニューアル新発売しました。また、2016 年秋には、
60代以降のマチュア世代のお客さま向けに独自の高機能美容
成分を配合し、お手入れのしやすさを考えたシンプルステッ
プケア、使いやすさにこだわった容器を採用した本格的なマ
チュア向け化粧品を新発売いたします。

販売戦略

　洗顔系カテゴリーは、ドラッグストアにおける取り扱いを 
スター製品「マイルドクレンジングオイル」、「洗顔パウダー」の
2製品に「エイジングケア 洗顔クリーム」を加えた3製品とし、 

卸販売チャネルの取扱店舗数の拡大に努めるとともに、テレ
ビCMを行い、売上・お客さま数の拡大を図ってまいります。
　スキンケアカテゴリーは、肌にストレスとなる添加物を与
えず受けてしまったストレスを徹底的に除去し、肌が本来
持っているキレイになる力を高め、素肌美に導くスキンケア
シリーズ「無添加アクティブコンディショニング」において、
引き続き無添加化粧品と親和性の高い女性に、雑誌やウェブ
を活用し、継続的に長く深く訴求することにより、さらなる 
お客さま数の拡大に努めてまいります。
　そして、マチュア向け化粧品は、様々な広告手法でテスト販
売を行った上で、2017年度より、展開を拡大してまいります。

ファンケル化粧品 事業戦略

無添加アクティブコンディショニング

エイジングケア 洗顔クリーム テレビCMマイルドクレンジングオイル テレビCM
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製品戦略

　2015年4月より開始された食品の持つ働きを分かりやす
く表示できる機能性表示食品制度に対応し、2016年5月に腰
の不快感を軽減する機能性表示食品「腰ラックス」を新発売
いたしました。また、スター製品「カロリミット ®」は機能性
表示食品の届出が受理され発売を予定しており、今後もサプ
リメントのパイオニアとして機能性表示食品のラインアップ
強化に積極的に取り組んでまいります。
　そして、自分の性別や年代に最適な栄養素や成分を1回分
の個包装にした「年代別サプリメントシリーズ」は2016年4
月に、60代からのサプリメントをラインアップに加えました。
　さらに 2016 年 4 月に中高年のスムーズな動きを助ける 
サプリメント「楽のび」をリニューアル新発売いたしました。 
機能性がアップするとともに一般的に1日あたりの摂取量が 
6粒から8粒と多く、中高年のお客さまからの飲みにくいとい
う「不」を解消し、2粒に低減することに成功いたしました。
　この2製品を「えんきん」に次ぐ新たなスター製品候補とし
て、強化してまいります。

販売戦略

　「えんきん」に加え、重点強化製品「年代別サプリメント 
シリーズ」「楽のび」は、積極的にテレビCMを行うとともに、
卸販売チャネルを中心に強化し、中高年層のお客さまの獲得に
努めてまいります。
　また、2016年4月より、医師監修のもとで個人の健康診断
や生活習慣の状況に基づき、健康カウンセラーがその人に合っ
た運動、食事、サプリメントなどをアドバイスし、企業や団体
の従業員の健康管理を行う「ファンケル健康増進プログラム」
の展開を開始しました。
　少子高齢化などにより労働人口が減少する中、企業は従業員
の健康維持に努めており、今後、首都圏を中心に導入を提案
し、売上の拡大を図ってまいります。

ファンケルヘルスサイエンス 事業戦略

えんきん テレビCM 健康カウンセラー

年代別サプリメントシリーズ腰ラックス 楽のび
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　直営350店舗体制に向けて、新業態店舗「ハイブリッドショッ
プ」の展開を引き続き推進してまいります。
　また、社内教育機関「ファンケル大学」による健康カウンセ
ラーの育成や栄養士、薬剤師などの有資格者の採用による専門
性の高いスタッフがお客さまに本当
に必要な製品をおすすめする「一点
のおすすめ」をさらに進化させ、購
入単価のアップ、ロイヤルティの向
上を図ってまいります。

　北米を中心に展開している自然派化粧品「boscia（ボウ
シャ）」は、世界最大の化粧品専門店「セフォラ」と強力なタッ
グを組み、革新的でスピーディな製品開発力を武器に急成長
を遂げております。今後はファンケル、アテニアに次ぐ第3ブ
ランドに育成してまいります。

　アテニアは、アテニア宣言「一流ブランドの品質を、1／3
価格で提供することに挑戦し続けます。」を発表し、創業理念
である「高品質、低価格、ハイセンス」に原点回帰し、事業展開
を行ってまいります。
　2016年2月にリニューアル新発売したメイクを落とすだけ
でなく、大人の肌悩みであるくすみを解消し、肌色まで明るく
するオイル状クレンジング「スキンクレア クレンズ オイル」 
は、アテニア宣言を体現した製品として、新しいお客さまから
も多くのご支持をいただいております。
　今年度もさらなる新製品を発売していくとともにウェブを
中心とした広告を展開し、ロイヤルティの高いお客さまの獲
得を推進してまいります。

アテニア 事業戦略 海外戦略

店舗戦略

アテニア スキンケア「ドレスリフト」「プリマモイスト」
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しつこく繰り返す大人ニキビの 
根本原因からケア

シンプルステップで効率的にケアできる 
無添加男性化粧品

「無添加FDRシリーズ アクネケアライン」
　人気のアクネケアラインが、「無添加FDRシリーズ アクネケアライン」として新登
場。FDR（ファンケルドクター）は皮膚科医監修のスキンケアブランド。無添加と厳
選成分の組み合わせで、繰り返すニキビの根本解決を目指します。肌のバリア機能
を低下させる殺菌剤などの成分は徹底的に排除し、肌本来の機能を高めます。「漢植
物エキス」でバリア機能を高め、肌質を改善させることでニキビのできにくい健やか
な肌へ導きます。同じラインのサプリメントの併用で体の内側からトータルケアも
可能です。

ファンケル化粧品

「ファンケルメン」
　男性の肌は、毎日のひげそりや紫外線で、思っている以上に負担がかかっています。また
テカリ・べたつきなどの過剰な皮脂分泌に関する悩みも多く見られます。「ファンケルメン」
は、男性の皮膚生理に合わせた処方で、洗顔料とスキンケアジェルの2ステップ。簡単にク
リーミーな泡がでてくる洗顔料は、ひげそりにも使えます。従来の化粧液・乳液・美容液の
3つの機能は、オールインワンタイプのスキンケアジェル1本に集約され、保湿からエイジ
ングケアまで、毎日のケアが効率的に行えます。アルコール無配合でヒリつきません。

新発売

新発売

製品紹介
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くすみケア効果実感・
泡立ちアップ

「エイジングケア 洗顔クリーム」
　くすみケアができる機能性、洗い上がりのすっきり感で、大好評
の洗顔クリームがパワーアップ。お客さまからの声に応えて、さら
なる泡立ちの早さや、泡質・泡量の向上、くすみケア効果の強化を
実現しました。簡単かつスピーディにふわふわの泡ができ、必要
なうるおいを残したまま、汚れだけをすっきりと落とします。洗顔
時の摩擦によるストレスを与えない設計に徹底的にこだわりまし
た。「セイヨウナシエキス」と「プルーン酵素エキス」の2つのくす
みケア成分を配合。肌表面に日々溜まっていく古い角層を取り除
き、明るくすべすべの肌に洗い上げます。

新発売

リニューアル
新発売

アテニア

肌ステインを分解・抑制する 
エイジングケアクレンジング

「スキンクリア クレンズ オイル」
　大人の肌ぐすみの原因の一つは、角層や毛穴のタンパク質が酸化
して黄ばみ、こびりついた「肌ステイン」であることに着目。アテニア 
は、機能成分をあますところなく抽出できる「超臨界抽出法」で抽出
した原料「ロックローズオイル」を日本で初めて化粧品に配合し、毎
日のクレンジングで「肌ステイン」を浮かして除去することに成功し
ました。さらに、「イモーテルオイル」が「肌ステイン」の生成を抑制
し、明るい肌色に洗い上げます。濡れた手でも使え、しっかりメイク
も、するっと洗い流せて、睡眠中の美肌スイッチを入れる5種の「機
能性アロマ」がリラックス状態に導き、より効果的に肌再生を実現し
ます。

「くすみま洗顔♪」のユニークなフレーズで 
人気のテレビCM

9



ファンケルヘルスサイエンス

新発売

新発売

※ 発芽米の研究から生まれたファンケルの独自成分。血管の健康を保つ機能で注目されています。

「60代からのサプリメント」（男性用・女性用）
　性別・年代別に必要な栄養素と成分をワンパックにし、自分に合うものを簡単に
お選びいただける「年代別サプリメントシリーズ」に、あらたに「60代からのサプリ
メント」が加わりました。お客さまからのご要望にお応えし、60代以降の方々が抱
える健康ニーズや生活習慣によるリスク、体の衰えなどのお悩みにアプローチしま
す。当社研究所にて認知症予防の新機能が発見された機能成分フェルラ酸をはじ
め、「PSG※&植物性乳酸菌」「N-アセチルグルコサミン&プロテオグリカン」といっ
た、50代までのシリーズにはない、60代からの特別な成分を配合しています。

「快眠サポート」「快腸サポート」
　「快眠サポート」は、ファンケルが睡眠への働きを発見した成分「L-セリン」を配合しており、
しっかりと休みたい方に、質のよい睡眠をお届けするサプリメントです。粉末で素早く吸収し
効果を発揮します。日常生活のストレスによる一時的な睡眠の不満を持つ方におすすめです。
　「快腸サポート」はビフィズス菌の働きで腸内環境とお通じを改善するサプリメントです。 
ファンケル独自の「生きた菌を胃酸から守る製法」でビフィズス菌を腸まで届けます。また、1日
2粒、常温保存可能なため、携帯にも便利です。これら2品は、科学的根拠に基づき、製品の働き
を表示することができる「機能性表示食品」として、消費者庁に届出を行い、公表されています。

質のよい睡眠、腸内環境の改善に

健康リスクにアプローチする成分を 
ワンパックに 
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ファンケルは、内閣府男女共同参画局が実施してい
る「2015年度 女性が輝く先進企業」に選ばれ内閣府
特命担当大臣賞を受賞しました。「女性役員、管理職、
従業員比率が高く、女性管理職比率は44.4%（2015
年9月30日時点）」、「女性管理職比率や産休・育休取
得者の推移をホームページに掲載するなど、情報開
示に積極的に取り組んでいる」、「女性従業員が中心
となって無添加化粧品、健康食品などの製品開発、
宣伝、販売促進を担っている」ことなどが評価されて
神奈川県から推薦を受け、今回の受賞となりました。

1999年の設立以来、ファンケルの研究開発機能
の中枢を担い続けてきたファンケル総合研究所
に第二研究所が完成いたしました。第二研究所
は「イノベーション研究所」として、美と健康の
領域の「基礎研究」を中心に脳科学研究、遺伝子分野など、革新的なテーマで研究を
進め、これまで以上にお客さまに期待していただける製品を開発してまいります。

当社グループでは、熊本地震の被災地へ様々な
支援を行っております。はじめに被災者の方の
健康を考え、栄養不足を補うサプリメントや簡
易に食べられ、栄養価の高い発芽米おかゆ、タオ
ルなどを提供いたしました。また、義援金は従業
員が社会貢献活動を行うために積み立てている

「もっと何かできるはず基金」から100万円、従業員による募金活動と当社からの 
義援金257万円、当社代表取締役会長 池森賢二が合計金額と同額の357万円、総計
714万円を寄付いたしました。そして、従業員が直接現地を訪問し、支援活動を実施
しております。今後も被災地の状況に合わせた必要とされる支援を継続的に行って
まいります。

「女性が輝く先進企業」
内閣府特命担当大臣賞を受賞

総合研究所
第二研究所が完成

熊本地震 被災地への支援活動

トピックス

（写真 前列中央）安倍晋三 内閣総理大臣
（写真 後列左端）代表取締役会長 池森賢二

ハンドマッサージの様子

新設された第二研究所
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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	 1981年8月
資本金	 10,795百万円
従業員数	 703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

会社概要 （2016年3月31日）

連結子会社一覧 （2016年3月31日）

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	専務執行役員	..................島田	和幸
取締役	常務執行役員	..................山口	友近
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	............................保坂	嘉久
	取締役	執行役員	............................青砥	弘道
	

役員 （2016年6月25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
取締役	.................................................小関	勝紀
常勤監査役	.......................................髙橋	誠一郎
常勤監査役	.......................................飯田	順二
監査役	.................................................髙野	利雄
監査役	.................................................関	常芳

（注）	1.		取締役の池田憲人および小関勝紀の両氏は、社外取締役であります。
	 2.		監査役の髙野利雄および関常芳の両氏は、社外監査役であります。

会社名 住所 資本金 設立 当社の出資比率 事業内容
（株）ファンケル化粧品 横浜市中区 500百万円 2014年	 4月 	 100.0% 化粧品等の企画・販売
（株）ファンケルヘルスサイエンス 横浜市中区 500百万円 2014年	 4月 	 100.0% 栄養補助食品等の企画・販売
（株）アテニア 横浜市栄区 150百万円 1989年	 2月 	 100.0% 化粧品・栄養補助食品等の企画・販売
（株）ファンケル発芽玄米 長野県東御市 95百万円 1999年	 8月 	 100.0% 発芽米の製造・販売
FANCL	ASIA	(PTE)	LTD シンガポール 875百万円 2000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 2002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 2008年	 7月 	 （100.0%） 化粧品・医薬部外品の販売
FANCL	INTERNATIONAL,	INC. アメリカ 4百万米ドル 1997年	 7月 	 （100.0%） 化粧品・栄養補助食品の販売
boscia,	LLC アメリカ 3百万米ドル 2008年	 1月 	 （100.0%） 化粧品の販売

（注）	 	当社の出資比率の（	）は、間接所有割合であります。

会社情報
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個人・その他	49.46%

その他国内法人	17.88%

外国法人等	15.06%

金融機関	13.23%
自己名義	3.92% 金融商品取引業者	0.45%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	 92,605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

49.46
17.88
15.06
13.23
3.92
0.45

株式情報	（2016年3月31日現在）
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〒231- 8528 横浜市中区山下町89 -1
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。


