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世界中を、もっと美しく、ずっと健やかに

証券コード：4921

ファンケルはおかげさまで
創業 40周年を迎えました

2020年度上期 連結業績

コロナ禍で生まれた、新たな社会の「不」に立ち向かう
トピックス

マルチチャネルを活かして通信販売を強化
外出自粛により、店舗・卸販売の需要が落ち込みましたが、通信販売のニーズが高まったことを受け、
当社はマルチチャネルの強みを活かし通信販売のサービスを強化。お客様がご自宅からご不便なくお買
い物していただけるよう、通信販売の送料無料化、健康維持の情報発信強化などを実施しました。

Webを活用した新たなコミュニケーション

マスク不足の解消
マスクを買えない「不安」「不便」の解消に向け、ECサイト「ファンケル
オンライン」で不織布マスクの販売を開始しました。送料は当社が負担し、
販売にあたってはアクセス制限や事前登
録制を導入。システムダウンすることなく
全国のお客様のご注文に対応できました。

期間限定で送料無料

送
料¥0

不織布マスク
飛沫・花粉を99%カット
3層構造・高密度フィルター
選べる3サイズ

50
枚入

お客様にステイホームでのお買い物を楽しんでいただけるよう、７月より毎週、ライブショッピングを開催
しています。また、SNSを活用したオンラインイベントなどWebを活用した「お客様とのコミュニケーショ
ン」と「販売促進」に取り組んでいます。

上期決算の
ポイント

▲

 売上高は、マルチチャネルの強みを活かした営業施策を展開したものの、  
インバウンド需要の落ち込みにより減収▲

 営業利益は、広告宣伝費の効率的な使用などに努めたものの、売上減により減益

新型コロナウイルス感染症の長期化により、インバウンド需要の回復が見込めないことなどから、
2020年度の通期連結業績予想の売上高を1,270億円から1,200億円に、営業利益を145億円から
130億円に見直しました。

通期連結業績予想について

売上高

542億円（ ）前年同期比
18.0％減 48億円（ ）前年同期比

45.2％減 35億円（ ）前年同期比
39.1％減 

親会社株主に帰属する四半期純利益営業利益



キリングループとの共同開発製品を発売

「クリーン&バリアシリーズ」

新しい生活様式に合わせ、
安心できる生活をサポートする

コロナ禍におけるこれからの新しい生活
様式に合わせ、さまざまな「不」を解消して

「清潔で安心できる健やかな日常」をサポー
トする新しいシリーズを発売。

細菌やウイルスの消毒に有効な手指用ミ
ストローション「ハンドサニタイザーミスト
＜指定医薬部外品＞」、乾燥や異物から肌
を守るミスト状の化粧液「フェイシャル バリ
アミスト」などをラインアップしています。

製品紹介下 期 戦 略

決算ハイライト

2019年度 2020年度2018年度

■中間期 ■通期

66,20360,288

126,810

54,265

120,000
（計画）122,496

2018年度 2019年度 2020年度

■中間期 ■通期

7,082

12,387
8,896

14,125

4,878

13,000
（計画）

2018年度 2019年度

■中間期 ■通期

2020年度

7,172

12,348
8,983

14,313

4,986

13,200
（計画）

2018年度 2019年度 2020年度

■中間期 ■通期

4,850

8,649
5,872

9,985

3,573

9,000
（計画）

経営成績（連結） セグメント別概況

化粧品関連事業
55.9％

● ファンケル化粧品は、外部通販の大幅な伸長などにより通信販売は
増収となったものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、店
舗販売、卸販売他および海外が減収

● アテニア化粧品は、中国向け越境ＥＣを強化している海外が増収と
なったものの、新型コロナウイルス感染症により店舗販売が減収

30,349百万円

売上高

3,091百万円

営業利益
栄養補助食品関連事業

35.9％

● 定期購入サービスの強化などにより通信販売が増収となったほか、
中国向け越境ＥＣが好調で海外が増収となりましたが、新型コロナウ
イルス感染症の影響により、店舗販売および卸販売他が減収

19,485百万円

売上高

2,410百万円

営業利益
その他関連事業

8.2％

● 内食需要の増加や、健康意識の高まりなどにより発芽米が増収と
なったことに加え、不織布マスクの販売などによりその他が増収

4,429百万円

売上高

227百万円

営業利益

● 経常利益（百万円） ● 親会社株主に帰属する
 四半期（当期）純利益
 （百万円）

当中間期前中間期

30,349
39,903

当中間期前中間期

3,091

7,531

売上高（百万円） 営業利益（百万円）

当中間期前中間期

19,48522,962

当中間期前中間期

2,4102,183

売上高（百万円） 営業利益（百万円）

当中間期前中間期

4,429
3,337

当中間期前中間期

126

227

売上高（百万円） 営業利益（百万円）

● 売上高（百万円） ● 営業利益（百万円）

（前年同期比 23.9％減） （前年同期比 15.1％減） （前年同期比 32.7％増）（前年同期比 58.9％減） （前年同期比 10.4％増） （前年同期比 79.6％増）

※2020年12月17日

● 海外展開では、中国でビタミン・ミネラル類の保健食品の届出が受理され、近日
中に現地ECプラットフォームでの販売を順次開始します。今後ラインアップを拡充
し、幅広い販路に拡大していく方針です。

長年人々の健康や美容に向き合って
きたファンケルと、おいしくて安全・ 
安心な飲料を提供するキリンが、互い
の特長を生かし、新しい健康・美容習
慣の提案として共同開発
した新製品です。キリン
グループとファンケルは、
今後も両社の協業を通じ
てさまざまな分野で価値
を創出し持続的な成長を
目指します。

「キリン×ファンケル
ノンアルコールチューハイ 氷零 カロリミット®」

「キリン×ファンケル ＢＡＳＥ ピーチ＆ザクロ」

40年にわたる無添加研究から生まれた
先行型エイジングケア美容液

「コアエフェクター」
肌の美しさに必要なタンパク質「チオレ

ドキシン」に着目。肌の奥深くから質を高
めることで加齢やストレスから肌を守り、美
肌を叶えるという独自のアプローチを確立
したエイジングケア美容液です。洗顔後の
肌に使用するので、美しさをサポートする
成分が先行して肌に浸透し、ハリのある美
しい肌に導きます。

「インナーエフェクター」

美肌を再構築する
アテニア最高峰の夜用美容クリーム

あらゆる組織の原点となる幹細胞。その
“活性”と“保護”に関わる独自の機能成分

「STMエフェクター」と「植物幹細胞エキ
スEX」を新たに配合し、肌補修の領域を
超えた「美肌の再構築（リノベーション）」
とも呼べる最先端美容クリームへと大幅に
進化しました。ハリと潤い、エイジングサ
インにゆらがない力強さを併せ持つ究極の
美肌へと導きます。

「免疫サポート」
健康な人の免疫機能の維持を助ける

キリングループの素材と、ファンケルの製
剤技術をかけ合わせた新タイプの機能性表示
食品を新発売※します。免疫細胞を活性化さ
せるキリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を
配合するとともに、当社技術により発泡する
チュアブルタイプの剤形を実現。かむと、口
内で泡が広がり口の中がおいしく爽やかに潤
います。今後の免疫ニーズ拡大を見据え、拡
販を図ります。

「血圧サポート」
二つの機能性関与成分を独自配合、高めの血圧を下げる

血管の収縮を抑えるとされる「トリ
ペプチドMKP」と、交感神経系を穏
やかにするとされる「γ-アミノ酪酸

（GABA）」が、高めの血圧を下げ、
正常な血圧を維持する機能性表示食
品。ファンケルならではの独自設計で
高めの血圧へ多角的にアプローチしま
す。1日の摂取目安量が6粒から3粒
に減り、飲みやすさも向上しました。

「着るモイスチャライザー」

着ることでうるおい肌に導く
新発想の化粧品

トップス、レギンス、フェイスマスクの3
種類をラインアップ。化粧品会社ならでは
の発想が生んだ、手軽に乾燥対策ができる

「着るタイプの化粧品」です。
40年にわたる敏感肌研究で培った技術

力により高保湿化粧品成分をコーティング※

したオリジナル生地を開発。生地が肌に触
れることで保湿効果が持続し、なめらかな
肌質に整えます。
※ コーティングとは、保湿成分を含んだカプセルの付着

によるものです。

機能性表示食品機能性表示食品

● 基礎スキンケア「ドレスリフト」が好調で、下期は美
容液などその他の製品とのクロスセルを強化してい
きます。海外展開では、中国越境ECを強化してお
り、下期も販路拡大などに取り組みます。

アテニア化粧品

化粧品関連事業

● 無添加研究の結晶として2020年8月に発売した「コアエフェクター」は、高い使用
実感からお客様の評価も高く好調に推移しており、下期も販売を強化します。

●「ディープクリア 洗顔パウダー」
が好調に推移しており、下期は企
画品の展開、外部通販での販売促
進強化、卸販売先の拡大を図り、
酵素洗顔市場No.1を目指します。

ファンケル化粧品

● 海外専用ブランド『ボウシャ』のコンセプトである
「クリーンビューティ」を前面に打ち出した新たな販
路開拓として、今秋から米国の大手ドラッグストア
チェーン「ウォルグリーン」での取り扱いを開始し
ました。また、米国最大の化粧品専門店「アルタ」
全店での販売を開始しました。

ボウシャ

『ディープクリア 洗顔パウダー』

アテニア『ドレスリフト』

栄養補助食品関連事業

● 2020年12月、キリンホールディングス株式会社の
独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合した機能性表示
食品「免疫サポート」を新発売します。免疫維持を
訴求できる強みを活かし、現在の社会背景において高い市場ニーズに応えるスター
製品への育成を目指します。

● 2020年8月にリニューアルした「血圧サポート」が好
調に推移しており、11月にTVCMを展開し、製品認
知の拡大に努めます。

吉田鋼太郎さん出演
『血圧サポート』広告



当社はサステナブル宣言を策定し、環境保全やSDGｓの貢
献に取り組んでいます。その一環として、「ローソン」で販売
する製品のうち6品目（7種）のパッケージを、プラスチック製
から適切に管理された森林資源を使用した紙パッケージへ変
更。年間約6.8トン
のプラスチック量削
減を図ります。さら
に他の製品でも環
境に配慮した資材
の採用を検討してい
きます。

当社はお客様、株主様からいただいたポイントおよび株主優待に
よる寄付を原資として社会貢献を行っています。新型コロナウイルス
の感染拡大で生じたマスク不足解消の
ため、公益社団法人全国老人保健施
設協会を通じて全国の介護保険施設へ
マスクを寄贈、このほか日本赤十字社
を通じて東日本大震災の被災地復興支
援の寄付を行いました。あたたかいご
厚意を賜り、心より感謝申し上げます。

会社概要 会社名 株式会社ファンケル
英文名 FANCL CORPORATION
証券コード 4921（東証1部）
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

役員 代表取締役 社長執行役員 CEO 島田 和幸
代表取締役 専務執行役員 山口 友近
取締役 常務執行役員 栁澤 昭弘
取締役 常務執行役員 炭田 康史
取締役 上席執行役員 藤田 伸朗
社外取締役 中久保 満昭
社外取締役 橋本 圭一郎
社外取締役 松本 章
社外取締役 坪井 純子

常勤監査役 髙橋 誠一郎
常勤監査役 丸尾 尚也
社外監査役 髙野 利雄
社外監査役 関 常芳
社外監査役 南川 秀樹

横浜市中区山下町89-1 〒231-8528
Tel. 045-226-1200（代表）

株式の状況 発行可能株式総数 467,676,000株
発行済株式の総数 130,353,200株
株主数 71,649名

株主メモ 事業年度 4月1日～3月31日
定時株主総会 毎年6月
配当金支払株主確定日 期末：3月31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 

（同連絡先） 三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1 
0120-232-711（フリーダイヤル）

（同郵送先） 〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部

●特別口座の口座管理機関 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

●郵送先および連絡先 〒168-8507 
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
0120-288-324（フリーダイヤル）

1.株主様の住所変更、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。

【ご注意】

会社情報 株式情報 （2020年9月30日現在）

「ローソン」専用パッケージの変更で
プラスチック量を削減

お客様、株主様からいただいた
善意の寄付による社会貢献

SDGsトピックス

店舗インフォメーション

「ファンケル 銀座スクエア」 リニューアルグランドオープン
メッセージは『美も、健康も、新しい体験。』。全館を刷新して体験コンテンツを充実

ファンケルグループの旗艦店「ファンケル 銀座ス
クエア」が全館リニューアル。『美も、健康も、新
しい体験。』をメッセージとし、新しい一歩を踏み出
しました。専門性の高いスタッフが、新たに導入し
た最先端のデジタル機器を活用しながら多言語で
美や健康のアドバイスをします。さらに、よりパー
ソナライズされたカウンセリングを提供するなど、
お客様がまだ気づいていない「美や健康の可能性」
を発見・体験していただけます。

今後も銀座からファンケルの価値を発信して、お
客様の美しく健康で豊かな生活を支えることを目指
してまいります。

ポイント寄付について詳しくはこちらのサイトから▲

https://www.fancl.jp/csr/donation/index.html

企業情報などの詳細は、
ぜひIRサイトをご覧ください。 https://www.fancl.jp/ir/

交通アクセス
銀座駅A3出口から徒歩1分

2020年度の中間配当金につきましては、
前年と同額の17円とさせていただきました。

１株当たり配当金

当社はこのたび初めて「JPX日経インデッ
クス400」の2020年度の構成銘柄に選定
されました。これまで以上に幅広い投資家
の方々にご注目いただく中、より一層の
企業価値の向上に努めてまいります。

「JPX日経インデックス400」に選定

IRインフォメーション

中間 期末（予想） 合計（予想）

17円 17円 34円

2020年度配当金


