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三島工場・関西物流センターが本格稼働需要拡大に備え、
未来を見据えた大型投資

三島工場 関西物流センター
過去最大規模となる約80
億円を投じ、5年ぶりにサプ
リメント専用工場を新設。新
工場の稼働により生産能力
は錠剤で1.3倍、アルミ袋製
品で1.4倍に拡大しました。

大阪府に新たな物流施設を
設けることで、東西二拠点
体制を構築。グループ全体
の出荷能力が1.4倍に拡大
するとともに、翌日配送エ
リアも大きく広がりました。

上期決算の
ポイント

▲

 売上高は、新型コロナ感染拡大による外出自粛や化粧品の使用機会の減少などにより前年同期並み。▲

 営業利益は、広告宣伝費の効率的な使用などに努めた結果、前年同期比6.0%の増益。
売上高は上期の未達分を減額し、1,090億円から1,065億円に見直しました。営業利益は効率的な
コストの使用に努め、期初計画120億円を据え置きます。

※「収益認識に関する会計基準」に組み替えた前年同期比

通期連結業績予想について

売上高

498億円
前年同期比

0.1％減※ 

営業利益

51億円
前年同期比
6.0％増 

親会社株主に帰属する四半期純利益

40億円
前年同期比

13.9％増 

2021年度上期 連結業績

トピックス

所在地  静岡県三島市　 敷地面積  34,671㎡（10,488坪）
延床面積  30,715㎡（9,291坪）

所在地  大阪府門真市　 敷地面積  10,629㎡（3,215坪）
延床面積  17,051㎡（5,158坪）

●  工場としてファンケルグループ最大の広さ
●  医薬品（固形製剤）レベルの衛生環境を整備
●  自社工場では初となるハードカプセル充填機 

を導入
●  ペーパーレス化推進や今後の太陽光発電 

システム導入など、環境負荷低減の取り組み 
を推進

●  キリングループ製品の生産も行い、協業シナジー 
を創出

特 長
●  「ファンケル」荷物量の約35％、 
「アテニア」全製品を出荷

●  パレット自動倉庫、ケース自動倉庫、ピッキン
グロボットなど自動化、省人化を実現する最
新鋭の設備を導入

●  ファンケルグループで最大の太陽光パネルを
設置

●  特例子会社「ファンケルスマイル」の分室を 
設置。多様な人材が活躍

特 長 今までと
ココが変わる

出荷量

配送日数
中国・四国・九州地方

翌日配送に
短縮

3.4万件

5.0万件

投資
約80億円

投資
約40億円2021/4〜稼働 2021/6〜稼働

錠剤製造

1.3倍に
アルミ袋製品

1.4倍に

今までと
ココが変わる

生産規模は最大で
3倍まで拡張可能

証券コード：4921

世界中を、もっと美しく、ずっと健やかに
そして世界中で愛される会社に

第42期 中間報告書
2021年4月1日 

▲

2021年9月30日
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朝起きた時からぐったりしてる
そんな現代人のお悩みに

睡眠の質を高める「Ｌ-オルニチン一塩酸塩」と、
起床時の疲労感を軽減させる「クロセチン」を配合。
仕事や家事などに日々忙しく、起床時に疲労感を感
じる働き盛りの30～50代に、爽やかな目覚めと元
気な一日のスタートをサポートします。

睡眠&疲労感ケア

キリンHDとの商品開発シナジー

メイクを落とすだけでない、無添加の
スキンケアクレンジングがさらに進化

発売24年の当社主力製品が、肌へのやさし
さ、クレンジング機能をさらに高めつつ、肌ダ
メージのもとになる“毛穴詰まり”を除去する機能
を強化し、さらなる高付加価値製品へと生まれ
変わりました。

マイルドクレンジング オイル

キリンHDとの商品開発シナジー
共同研究成果「熟成ホップエキス」詳しくはこちら　

肌を支える弾力の要に
集中アプローチ
無添加のシワ改善美容液が登場

発売以来多くのお客様から好評を
いただいている「コアエフェクター」に
続く高機能美容液です。肌機能を高
める研究の知見を活かした独自の弾
力ケア成分を配合。気になる目もとや
口もとのシワ悩みに効果を発揮します。

サインズエフェクター

●   2021年9月にリニューアル新発売した「エンリッチプ
ラス」が好調に推移しています。「いつもの化粧水で
シワ改善」という明確なベネフィットをTVCMなどで
訴求するとともに、SNSでの口コミキャンペーンなど
も展開し、新たなお客様の獲得を目指します。

肥満対策サプリメントとしておなじみの製品をリ
ニューアル。新成分の配合により「おなかの脂肪を
減らす」機能をパワーアップしました。目安量も4粒
から3粒に減らすことでより飲みやすく、続けやすい
製品となっています。

製品紹介下 期 戦 略

決算ハイライト

2020年度※ 2021年度

■中間期 ■通期

105,146

49,87649,902

106,500
（計画）

■中間期 ■通期

2020年度 2021年度

11,576

5,1714,878

12,000
（計画）

■中間期 ■通期

2020年度 2021年度

11,784

5,5584,986

12,200
（計画）

2020年度 2021年度

■中間期 ■通期

8,016

4,0703,573

8,100
（計画）

経営成績（連結） セグメント別概況

化粧品関連事業
56.6％

● ファンケル化粧品は、「エンリッチ」のリニューアル前の買い控えなど
により減収。

● アテニア化粧品は、基礎スキンケア「ドレススノー」や中国向け越境
ECの寄与で増収。

28,244百万円

売上高

3,512百万円

営業利益
栄養補助食品関連事業

37.0％

●  「内脂サポート」のリニューアル前の買い控えなどで前年同期を下回っ
たものの、中国向け越境ECの大幅な伸長により増収。

18,460百万円

売上高

2,528百万円

営業利益
その他関連事業

6.4％

● 青汁が減収となったほか、前期販売した不織布マスクの反動減など
により減収。

3,171百万円

売上高

▲21百万円

営業損益

● 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※

28,24427,729

当中間期前中間期

3,5123,091

売上高（百万円） 営業利益（百万円）

当中間期前中間期※

18,46017,995

当中間期前中間期

2,5282,410

売上高（百万円） 営業利益（百万円）

当中間期前中間期※

3,171
4,178

当中間期前中間期
▲21

227
売上高（百万円） 営業損益（百万円）

● 売上高（百万円） ● 営業利益（百万円）

（前年同期比 1.9％増） （前年同期比 2.6％増） （前年同期比 24.1％減）（前年同期比 13.6％増） （前年同期比 4.9％増） （前年同期は277百万円の営業利益）

化粧品関連事業

アテニア化粧品
●  「美白※」と「シワ改善」を同時に叶えるW効能スキン

ケアラインの「ドレススノー」が好調で、新規のお客
様に加え既存のお客様のスキンケア利用率も向上し
ています。
※「美白」とはメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと

●  海外展開では、中国向けの越境ECにおいて主力の「スキンクリア クレンズ オイル」
が好調に推移しています。下期は「アイ エクストラ セラム」に対しSNSやライブコ
マースなどのプロモーションを展開し、第2の柱に育成します。

●   2021年11月にリニューアル新発売した「マイルドクレンジング オイル」は、うるお
いやバリア機能を守りながら、メイク汚れをしっかり落とす高いクレンジング力を実
現しました。「スキンケアも叶えるクレンジングオイル」を前面に打ち出し、TVCMや
インフルエンサーを活用したプロモーションを展開し販売を強化します。

ファンケル化粧品

アテニア『ドレススノー』

リニューアル
11月18日

毎日の基本のお手入れでシワ改善
ふっくらハリ肌に導く無添加スキンケア

エイジング悩みに着目した人気のスキンケア
ライン「エンリッチ」が、シワ改善機能を追加し
た医薬部外品として生まれ変わりました。化粧
液と乳液だけというシンプルなケアでシワ改善
が叶います。

エンリッチプラス
リニューアル
9月16日 Wのアプローチで

「おなかの脂肪を減らす」！

内脂サポート

2021年10月、連結
子会社㈱ネオエフよ
り新ビューティブランド

「BRANCHIC（ブラン
シック）」を発売しまし
た。世界初※、メルケ
ル細胞活性化に着目
した、新しいエイジン
グケア製品として認知
拡大を図ります。

新ブランド BRANCHIC  発売！

栄養補助食品関連事業
●  2021年9月にリニューアル新発売した「内脂サポート」

は、「体重・体脂肪を減らす」という機能に加え「おなか
の脂肪を減らす」機能を強化し、11月からのTVCM
展開により新たなお客様の獲得を目指します。

●  2021年10月に「睡眠」と「疲労」のW効果を訴求で
きる機能性表示食品「睡眠＆疲労感ケア」を新発売しました。高い市場ニーズがある

「睡眠」「疲労」対策として、サンプリングなどを通じ、製品認知の拡大に努めます。
●  お客様一人ひとりに合わせたオーダーメイドサプリメント「パーソナルワン」は新規の

お客様獲得が好調で、定期購入が着実に増加しています。今後も引き続き製品
認知を拡大していきます。

ファンケル『内脂サポート』広告

●  中国向けの越境ECはお客様の年齢層を拡大することで成長を目指します。24歳
以下のZ世代にはゼリータイプの「ビューティサプリ」をきっかけに、アプローチを強
化しています。

新発売
12月16日

リニューアル
9月16日

機能性表示食品医薬部外品

機能性表示食品

新発売
10月20日

製品に関する詳細情報は、
「ファンケルオンライン」にてご確認ください。https://www.fancl.co.jp/

効率的にエイジングケアがしたい
大人の女性のためのスキンケア

日本初※W発酵成分配合によ
り、大人肌を効率ケアできるスキ
ンケアにパワーアップしました。
うるおい、ハリ艶あふれる美しさ
に導きます。

ビューティブーケ

※ 発芽米発酵液と白麹ステロールを配合した
スキンケア。Mintel社データベース（GNPD）
を用いた㈱ファンケル調べ（2021年9月）

リニューアル
10月7日

共同研究成果「白麹ステロール」
詳しくはこちら

キリンHDとの商品開発
シナジー

『エンリッチプラス』新TVCM

※「収益認識に関する会計基準」に組み替えた前期実績

※ 世界初、デカペプチド-4によるメル
ケル細胞活性化に基くエイジング
ケア製品。Mintel社データベース

（GNPD）を用いた㈱ネオエフ調べ
（2021年8月）

https://branchic.jp/

医薬部外品



使用済み容器リサイクルにより
豊かな自然環境を創る取り組みに貢献

お客様から回収した使用済み化粧品
容器を植木鉢にリサイクルする「FANCL  
リサイクルプログラム～花と緑を広げ
よう～」（2021年7月～2022年3月） 
を開始しました。植木鉢は横浜
市に寄贈し、同市が進める豊か
な自然環境を育む活動に活用し
ていただきます。

「ＦＡＮＣＬ リサイクルプログラム
 ～花と緑を広げよう～」を開始

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）
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 常務執行役員 藤田 伸朗

常勤監査役 髙橋 誠一郎
常勤監査役 丸尾 尚也
社外監査役 関 常芳
社外監査役 南川 秀樹
社外監査役 中川 深雪

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

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 

東京都千代田区
丸の内一丁目3番3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）

サステナビリティトピックス

IRインフォメーション

会社情報 株式情報 （2021年9月30日現在）
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/

日本証券アナリスト協会が実施する「証券アナリストによるディ
スクロージャー優良企業選定」（2021年度）にて、トイレタリー・
化粧品部門の第1位に選出されました。

IR活動で得られた知見や意見を経営活動
に活かしていることに加え、決算説明資料
の充実や質疑への対応などが高く評価され
ました。今回の受賞を励みに、一層の企業
価値向上に努めるとともに、ディスクロー
ジャーの質を高めてまいります。

中間 17円
期末（予想） 17円

合計（予想） 34円

2021年度配当金

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

公式SNSアカウント

2022年4月に移行が予定されている東京証券取引所の新市
場区分について、当社は「プライム市場」を選択し東京証券取
引所に申請することを、2021年11月取締役会において決議い
たしました。

SDGs

ファンケルと県内の企業が共同で実行委員会を設立し「ファ
ンケル神奈川SDGs講座」を開設。ファンケルと講座の想いに
共感した企業が講師となり、地域の小学生・高校生に当社の
環境についての活動を紹介するなど、SDGsへの貢献について
学べる機会を提供しています。この講座を通じて子供たちと 
一緒にSDGsについて考
え、持続可能な社会づく
りに貢献していきたいと
考えています。

子供たちと一緒に「未来の地球」を考える
「ファンケル神奈川ＳＤＧｓ講座」を開設

SDGs

2021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。

https://
twitter.com/
FANCL_Official

https://www.
instagram.com/
fancl_official/

https://page.line.me/
fancl?openQrModal
=true

https://www.
youtube.com/
user/FANCLjapan

「証券アナリストによる
ディスクロージャー優良企業選定」の
トイレタリー・化粧品部門で第1位

「プライム市場」を選択

１株当たり配当金
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