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決算のご報告

1株当たり年間配当金
第2四半期末 期末 合計

2015年度 17円 17円 34円

2016年度
29円

（普通配当17円） — —
（特別配当12円）

2016年度（予想）
29円 58円

— （普通配当17円）（普通配当34円）
（特別配当12円）（特別配当24円）

　当中間期（2016年4月〜2016年9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。
　当第 2 四半期連結累計期間の売上高は、中期経営計画

（2015 年度〜2017 年度）の方針のもと、前期に引き続き戦
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46,164百万円（前年同期比6.9%増）となりまし
た。増収により売上総利益が増加したものの、お客さま基盤
の拡大のために先行的な広告投資を実施したことなどにより
販売費及び一般管理費が増加し、営業損失は601百万円（前年
同期は116百万円の営業利益）、経常損失は541百万円（前年
同期は221百万円の経常利益）となりました。なお、親会社株
主に帰属する四半期純利益は、特別利益として投資有価証券
売却益を計上したため、3,873百万円（前年同期は127百万円
の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。

　事業概況　

　ファンケル化粧品は、「エイジングケア 洗顔クリーム」、 
「洗顔パウダー」のリニューアル、主力製品へのプロモーション
効果、ドラッグストア向けの卸販売の伸長などにより、売上は増
加しました。アテニア化粧品は、「スキンクリア クレンズ オイル」
などの新製品効果に加え、好調な新規のお客さま獲得による 
お客さま基盤の拡充などにより、売上は大幅に伸長しました。
以上の結果、化粧品関連事業の売上高は27,132百万円（前年同
期比4.4%増）となりました。栄養補助食品関連事業は、プロモー
ションを展開した機能性表示食品「えんきん」が好調に推移した

ほか、「年代別サプリメント」の売上が伸長したことなどにより、
売上高は15,431百万円（前年同期比12.1%増）となりました。
　その他関連事業の売上高は、3,600百万円（前年同期比4.9%
増）となりました。

　配当予想の修正　

　当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要課題の
一つと認識しており、連結配当性向40%以上を基本方針とし
ております。
　上記の基本方針を踏まえ、2016年度の配当金の予想につ
きましては、1株当たり年間34円の普通配当としておりまし
たが、2016年9月に投資有価証券売却益4,440百万円を特別
利益に計上しましたので、資本効率向上の観点や株主の皆さ
まへの利益還元として、特別配当として年間24円を増配し、 
普通配当と合わせ年間 58 円の配当といたします。また、
2017 年度についても、1 株当たり年間 24 円の特別配当を 
実施する予定です。



営業利益（百万円）

2016年度

△601

2015年度

1,204

116

通期 中間期 経常利益（百万円）

2016年度

△541

2015年度

1,421

221

通期 中間期

2016年度2015年度

522
127

3,873

通期 中間期
親会社株主に帰属する
当期純利益
（百万円）

売上高（百万円）

2016年度

46,164

2015年度

43,192

90,850

通期 中間期

連結損益計算書

発芽米
34.8%

その他
27.2%

青汁
38.0%

製品別売上高構成比

売上高（百万円）

2016年度

7221
#

3432
3600

通期

34.8
38
27.2

円 中間期

3,600

2015年度

3,432

7,221

通期 中間期

海外
11.6%

卸販売他
9.7%

通信販売
42.9%

店舗販売
35.8%

販売チャネル別売上高構成比

売上高（百万円）

2016年度2015年度

55016
#

42.9
35.8
9.7
11.6

25990
27132

通期円 中間期

27,13225,990

55,016

通期 中間期

海外
4.9%卸販売他

31.3%
通信販売
39.5%

店舗販売
24.3%

販売チャネル別売上高構成比

売上高（百万円）

2016年度

28612
#

13769
15431

通期

39.5
24.3
31.3
4.9

円 中間期

15,431

2015年度

13,769

28,612

通期 中間期

化粧品
関連事業
58.8%

栄養補助食品
関連事業
33.4%

60.2
31.9
7.9

その他関連事業
7.8%

連結売上高　46,164百万円
（前年同期比6.9%増）

売上高　27,132百万円 売上高　15,431百万円 売上高　3,600百万円
（前年同期比4.4%増） （前年同期比12.1%増） （前年同期比4.9%増）

化粧品関連事業売上高構成比 栄養補助食品関連事業 その他関連事業

1



下期戦略

　ファンケル化粧品は、上期において2期連続で過去最高売上を
更新するなど着実に成長を遂げております。
　下期は2016年12月に最高峰エイジングケアライン「ファンケル
BC」ラインをリニューアルし、高い美容効果を求めるお客さま向
けのラインとして、積極的にご提案してまいります。
　また、60代以上の方を対象とした本格的なエイジングケア新
ブランド「ビューティブーケ」を2016 年10 月に新発売しまし
た。当社独自の「発芽米発酵液」による高い「効果」と無添加によ
る「安全性」を両立するとともに、使いやすさや手軽さも追求し
ました。下期はマチュア世代の方がよくご覧になる「チラシ」、

「インフォマーシャル」を中心に様々な媒体で広告手法を検証し、
2017年度より展開を拡大してまいります。

　サプリメント事業の上期の売上は、中期経営計画スタート前の
2年前に比べて4割増加するなど、同業他社と比べても高い成長
を果たしております。
　下期は、中高年の目の健康に役立つ機能性表示食品「えんきん」
を引き続き強化するとともに、2016年9月に新たに機能性表示
食品として発売した「カロリミット®」の売上拡大を図ってまいり
ます。「カロリミット®」は食事の「糖」と「脂肪」の吸収を抑え、食
後の血糖値と血中中性脂肪値の上昇を抑える働きがあることを

臨床試験で確認しており、「糖」と「脂肪」の吸収を抑えるとの機
能性表示は、錠剤・カプセルタイプでは初の製品となります。

　2015年度を初年度とする中期経営計画（2015年度〜2017年
度）の方針のもと、戦略的な広告投資を実施し、売上、お客さま
数ともに大幅に伸長しています。しかしながら、中期経営計画を
策定した2年前に比べ、消費環境は悪化し、小売業界も業態ごと
に好不調が鮮明になるなど、外部環境は大きく変化していること
から、当社においても、中期経営計画の大方針は堅持するものの、
戦略を一部見直し、スピード感を持って対処してまいります。

  店舗
　直営350店舗構想を見直し、今後は好立地の優良物件に厳選
して出店していくとともに、既存店舗についても、地域一番店や
好区画への移転を行ってまいります。
　また、当社の強みである

「内外美容」を軸にカウンセ
リング主体の店舗に変更し
てまいります。

  中期経営計画の戦略一部見直しと強化  

ファンケル化粧品事業戦略

ファンケルヘルスサイエンス事業戦略
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  ファンケル化粧品
　卸販売チャネル向けに新たな成長戦略を追加し、強化してまい
ります。ドラッグストアのニーズに合わせた限定品や企画品の発
売、「ビューティブーケ」のドラッグストアへの展開などに加え、
将来的には卸販売チャネル専用の新ブランドの発売を目指して
まいります。

  サプリメント
　機能性表示食品「えんきん」の大ヒット
により、サプリメントをご購入いただいて
いる中心層である50代以上のお客さまの
割合が6割超に達するなど、事業基盤は着
実に拡大しています。今後はこれらのお客
さまの個々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。

　また、引き続きスター製品の育成を強化
してまいります。「楽のび」や過去に多く
のお客さまにご支持いただいていた「HTC 
コラーゲン」シリーズを育成してまいりま
す。さらにスター製品「カロリミット ®」、

「えんきん」の高い知名度を活かしたシリー
ズ製品を展開し、効率よく売上の拡大を
図ってまいります。

  アテニア
　「一流ブランドの品質を、1/3の価格で提供することに挑戦し
続けます。」というコンセプトが時流に合い、本格的に回復して
おります。来期は広告投資を行い、成長を加速させてまいります。

  広告
　ファンケル化粧品の「無添加」、サプリメントの「体内効率」と
いった製品へのこだわりなど、企業スタンスを明確に打ち出した
広告を展開し、他社との違いを訴求してまいります。

  海外
　ファンケルブランドは、アジア地域では直営店舗の出店を加速
するとともに、2016年12月の香港を皮切りにインターネット通
信販売を順次開始します。また、マレーシア、韓国、インドネシア、
タイ、ベトナムなどの未進出国にも積極的に進出してまいります。
　ボウシャブランドは、世界最大の化粧品専門店「セフォラ」と
タッグを組み、市場ニーズを先取りした革新的な製品を開発し、
年率15〜20%の成長の継続を目指してまいります。
　将来的には、アメリカで旗艦店を
出店し、知名度を高めた上で、日本に
逆輸入し、「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。
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製品紹介

マチュア世代のエイジングケア新ブランド

「ビューティブーケ」
　年齢を重ねると、新陳代謝が悪くなることから肌の角層
は厚く硬くなり、美容成分が浸透しにくくなります。
　ビューティブーケは、厚く硬くなった肌を「ほぐす」とい
う独自の着眼点で、成熟した大人の肌悩みにアプローチし
た新しいエイジングケアブランドです。ファンケルの栄養
豊かな発芽米を厳選した特別な酵母で発酵させた、独自開
発原料「発芽米発酵液」を配合し、硬くなった肌をほぐす
ことで、うるおいと美容成分をグングン浸透させます。
　また、「スキンケアはできるだけ簡単にすませたい」とい
う声にお応えして、洗顔のあとは、化粧液・オールインワン
のたったの2ステップで、効率的にハリのある明るいつや
肌に整えます。

使
用
順
序

1 2 3 4

ほぐし効果とうるおい保持効果のある
クレンジング料と洗顔料 

水の代わりに「発芽米発酵液」で100%置き換えた、
浸透力・うるおい効果の高い化粧液

保湿・美容液・パック・マッサージ・
アイケアもできる高機能オールインワン
※ゲル・クリーム・乳液のいずれか1品

Step Step Step Step

メイク落とし 泡洗顔料 化粧液 オールインワン ※

年齢を重ねることで生じる視力・握力の

変化に配慮した、使いやすい容器設計です

新発売
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　肌が再生する「真夜中」の時間に着目した美容マスクです。アテニアでは、24時間の肌
変化にあわせた「時計美容」を研究。肌には細胞の再生を起動させるためのスイッチが
存在し、環境・年齢・睡眠状態によって、そのスイッチが正常に押されず、肌再生効率を
落としているという事実にたどりつきました。情報伝達成分が細胞を目覚めさせ、肌再
生サイクルを起動させます。角層をすばやくうるおす、持続的にうるおす、働きの異なる 
2種類の極小カプセルが時間差でうるおい層をつくり、細胞が再生するためのエネル
ギー産生を促進。夜寝る前に塗るだけで、いつものスキンケアの効果を最大化します。

翌朝肌密度の高い
生命力あふれた濃密肌に

「アテニア ミッドナイトモイスチャライザー〈秋冬〉」
ミッドナイト美容マスク

　洗顔パウダーは誕生から30年以上。「洗顔は素肌美のために何より大事なステップで
ある」という考えのもと、常に理想の洗い上がりを追求してきました。摩擦など洗顔時の
肌ストレスは、キメの乱れなどの肌トラブルやエイジングを加速させる原因になります。
　そこで肌本来のうるおいを保ちながら、汚れのみを落とすことに着目し、独自に開発
した洗浄成分を配合。その効果が最大限に発揮できるパウダー剤形を採用し、さらには
パウダーでも簡単に泡立てられる独自処方で新しい「洗顔パウダー」を開発しました。肌
の乾燥する秋冬でも、うるおいを守ってつるつるに洗い上げます。

「洗顔パウダー」

濃密もっちり泡で
洗い上がり、つるつる肌

リニューアル
新発売

リニューアル
新発売
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　ふしぶしに違和感を感じる中高年に好
評の製品がパワーアップ。鮭の鼻の軟骨
に含まれる「プロテオグリカン」「Ⅱ型コ
ラーゲン」のほか、「グルコサミン」より
も少量で効果が期待できる「N -アセチル 
グルコサミン」、和らぎ成分として「ルテ 
イン」を配合、効果感をさらに向上する処方 
となりました。飲みやすい丸形タブレット 
1日2粒で、続けやすくなりました。

新処方で軟骨成分を配合！

「楽のび」 

　食品で「腰」への機能を表示できる製
品は、機能性表示食品だけでなく、特定
保健用食品などを含めた食品の分野で
初めてです。「テアニン」「ピペリン」「ク
レアチン」「プロテオグリカン」を機能性
関与成分として配合。日常生活（立ち上
がる、かがむ、起き上がる等）で生じる
腰の不快感を軽減する機能があります。

腰の不快感にアプローチ

「腰ラックス」 
　カロリミット®は糖と脂肪の吸収を抑
えるダブルの機能を備えたサプリメント
として、日本で初めて機能性表示食品と
なりました。ギムネマ酸など5つの機能
性関与成分が、食事の時に1回4粒摂取
することで糖と脂肪の吸収を抑え、食後
の血糖値と血中中性脂肪の上昇を抑え
ます。

「糖」と「脂肪」の吸収を抑える

「カロリミット®」 

　 こ れ ま で 販 売 し て い た「 植 物 性
GABA100」を機能性表示食品としてリ
ニューアル。1日の目安量が2粒から1粒
と、さらに飲みやすく、続けやすい処方設
計となりました。機能性関与成分として

「γ-アミノ酪酸（GABA）」を配合し、健康な
方の一時的な精神的ストレスの緩和や、血
圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告
されています。

精神的ストレスの緩和に

「GABA ギャバ」 

機能性
表示食品

機能性
表示食品

機能性
表示食品

リニューアル
新発売
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 お客さまへの想いと姿勢を示す
 スタンスメッセージ「正直品質。」を制定

 厚生労働省より「えるぼし」認定を取得

トピックス

　ファンケルは、新たにスタンスメッセージ「正直品質。」を制
定しました。これは、化粧品や健康食品などの研究から製造、販
売、お客さま対応までを一貫して行う当社グループの、ものづ
くりやサービスなどへの想いと姿勢を示す宣言です。ブランド 
ロゴの近辺に「正直品質。」と記載、ホームページや広告、会報誌、
出荷箱、直営店舗などで展開するほか、正直品質を裏付ける「100
の事実」をまとめた冊子などを作成し、お客さまに向かい合う真
摯な姿勢を訴えていきます。

　当社の女性活躍推進に関する取り組み状況が評価され、厚生
労働省より「えるぼし」認定を取得しました。「えるぼし」認定は、
2016年4月1日に施行された「女性活躍推進法」に基づき「行動計
画」の策定・届出を行った企業のうち、所定の基準を満たした企業
が受けることができる認定制度です。当社は「継続就業」・「労働時
間等の働き方」・「管理職比率」・「多様なキャリアコース」について
基準を満たしました。今後とも女性の活躍を推進する活動を継続
してまいります。

　東日本大震災より5年を迎え、引き続き、当社の株主優待制度において、593名の
株主さまに被災地への寄付をお申し込みいただきました。集まった寄付金

（1,107,000円）は、 日本赤十字社を通じて被災地復興支援に役立てられます。多
くの皆さまよりあたたかいご厚意を賜り、心より感謝申し上げます。

 株主優待制度による  
 「東日本大震災 被災地への寄付」
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会社情報 （2016年9月30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 1981年8月
資本金 10,795百万円
従業員数 748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

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 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 

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。
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株式情報 （2016年9月30日現在）

個人・その他 46.63%

その他国内法人 17.86%

金融機関 15.94%

外国法人等 15.00%

自己名義 3.43% 金融商品取引業者 1.14%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 80,420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

46.63
17.86
15.94
15
3.43
1.14
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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。


