
経済的価値

価値創造プロセス

私たちは、これまで培ってきたファンケルならではの価値創造の源泉を最大限活用し、
理念を実践することで、さらなる持続的成長と企業価値向上を目指します。

OUTCOMEOUTPUTRISKS and OPPORTUNITIES BUSINESSINPUT

EC利用者の増加

消費者行動の変化

健康に長く働く必要性

災害・感染症の流行

製造・品質管理

エイジングケアニーズの拡大

情報管理・セキュリティ

中国市場の拡大

環境対応

財務KPI事業環境 強み
7つのチャレンジ

非財務KPI 社会的価値

第3期中期経営計画「前進2023」

環境

健やかな暮らし

地域社会と従業員

VISION2030
長期ビジョン

～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～

• 2050年度までにCO2排出量実質ゼロ
• 2030年度までに4R※1に基づくサステナブルな容器包
装100%

• 2025年度までに紙を使用した容器包材における環境
配慮紙※2の採用100%

• 2023年度までに認証パーム油の採用※3100%

• 2030年度までに日本人が健康のためにサプリメント・
健康食品で対処する割合50%（2人に1人）

• 2023年度までに女性管理職比率50%
• 2023年度までに女性上級管理職※4比率30%
• 2030年度までに障がい者雇用率5%

機会

リスク

❶ 独自価値のある製品づくりと育成

❸ 新しい事業の育成と開発

❺ キリングループとのシナジー創出

❼
サステナブルな事業推進と
永続的なSDGs貢献

❷ ファンケルらしいOMOの推進

❹ 本格的なグローバル化の推進

❻ 人材育成と人材活用

売上高

1,200億円

海外売上比率

25%

営業利益率

12.5%

ROIC

11.0%

営業利益

150億円

ROE

12.5%

2023年度目標

2030年度目標

イントロダクション マネジメント ビジネスモデル サステナビリティ データセクション

創業理念 正義感を持って世の中の「不」を解消しよう

ガバナンス価値創造を支える

経営理念 「もっと何かできるはず」理念の
浸透

P01

P10

P30

P10

P7

P44

売上・利益の拡大に伴う、
キャッシュ・フローの最大化

健康寿命の延伸と
QOLの向上

誰もが輝ける
社会の実現

地球環境の
保全

地域社会と
従業員

健やかな
暮らし環境

価値を生み出す事業

知的資本

人的資本

社会・関係資本

財務資本

「不」の解消を具現化する研究開発力

研究開発費 3,492百万円
P22

自社開発したIT基幹システム「FIT3」
P27

理念を実践する多様な人材

従業員数 3,371人
（グループ連結）

ダイバーシティ&インクルージョン
P40

通信販売・店舗の
アクティブユーザー数

270万人

強固な財務基盤
自己資本比率

73.3%
栄養補助食品
関連事業

化粧品
関連事業

その他
関連事業

※1 4R：Reduce, Reuse, Recycle, Renewable　※2 認証紙、非木材紙、再生紙等　※3 株式会社ファンケル、株式会社アテニアの化粧品、健康食品が対象　※4 次長以上の管理職
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マネジメント ビジネスモデル サステナビリティ データセクション

「不」の解消のあゆみ

どんなに小さな不満、不安、不便からも目をそらさず、常識にとらわれない感性と独創性
で、世の中にある「不」の解消に挑戦するのが、ファンケルの企業活動の原点です。不満を
満足に、不安を安心に、そして不便を便利に。美しく健康に生きることを支援するため、
最高レベルの安全で安心な製品、サービスを提供しています。さらなる多くの「不」の解
消を目指して。これからも続く私たちの挑戦です。

無添加化粧品の誕生 サプリメント市場の創造 アテニアの誕生

化粧品公害が大きな社会問題になっていた1970年
代後半、多くの女性が肌荒れの悩みや不安を抱えてい
ました。創業者である池森賢二の妻もその一人。
「肌を美しくするための化粧品で肌が荒れるのはおか
しい」、池森はそんな率直な疑問から調査を始め、防腐剤
などの添加物が原因の一つであることを突き止めました。
「ならば、添加物の入っていない化粧品をつくろう」
と考えた池森は、化粧品会社を起こして製品化に挑む
も、防腐剤の完全な除去には困難をきわめました。
苦境を打破したのは、化粧品らしからぬ5mlの小さ

なバイアル瓶。腐敗する前に使い切れるサイズにする
という発想が、無添加化粧品の創造を叶えたのです。
世の中の「不」を解消するために、業界の常識にとら

われず挑戦する、それこそがファンケルの原点です。

28年前、飽食の時代において日本人の栄養が偏って
いくことに、創業者・池森は危機感を抱いていました。
日本人の健康を守るには、健康食品で栄養を補うこと
が最適なのに、当時の健康食品は高額で、安全性にも不
安がありました。
そんな正常とは言えない業界を変えたい、日本人の

健康を守りたい、ふつふつと沸きあがる使命感が、健康
食品事業のスタートにつながったのです。
原料の供給から製造までをすべて自社生産に、業界

に先駆けてパッケージをアルミ袋にしました。こうし
て誕生した、安心して毎日続けられる健康食品を「サプ
リメント」と呼び始めたのもファンケルでした。
健康の先にあるかけがえのない日常を守るために、

サプリメント事業の挑戦は続きます。

価格が高いほど良い物だ、という思想が一般常識
だったバブル期、それは化粧品においても同じでした。
けれど高価な化粧品は毎日使い続けられない、安価

な化粧品は品質が気になる上に見た目もパッとしな
い、そんな不満や不安を多くの女性が抱いていました。
このような「不」を解消するために、一流ブランドと

同じ品質で洗練された化粧品を、毎日続けられる価格
で実現したのがアテニア化粧品です。
選りすぐりの天然成分をたっぷりと、使うたびに肌も気

持ちも上向きになる、そんな製品を低価格で提供するた
めに、従来の流通システムの無駄を徹底的に省きました。
お客様にダイレクトにお届けすることで実現した

「高品質・低価格・ハイセンス」な化粧品。増え続けるお
客様の熱い支持こそが、アテニアの挑戦への答えです。

Future
「不」の解消への挑戦は

未来に続きます

無添加化粧品の最新の取り組み

サプリメントの最新の取り組み

アテニアの最新の取り組み

1980年
池森賢二が化粧品販売を個人創業。化

粧品の通信販売を開始

1981年
ジャパンファインケミカル販売株式会

社（現 株式会社ファンケル）を設立

1982年
肌トラブルの原因となる添加物を一切

使用しない、世界初の「無添加化粧品」

の販売を開始

1989年
高品質・低価格・ハイセンスをコンセ

プトにした「アテニア化粧品」の販売を

開始

1992年
ご注文品を自宅の郵便受けに投函する

「ポストサイズ」の輸送箱を日本で初め

て開発、サービスを開始

1994年
健康食品（サプリメント）の通信販売を

開始

1995年
直営店舗1号店を静岡にオープン

1996年
海外1号店を香港にオープン

1997年
• インターネットからの注文受付を開始

• 米国カリフォルニア州アーバイン市に

FANCL INTERNATIONAL, INC.を設立

• 指定された置き場所に、在宅・不在に

かかわらず、受領印不要で製品を届け

る「置き場所指定お届けサービス」を

日本で初めて開始

1999年
• 毎日食べる主食から日本の健康を支

える、発芽玄米事業を開始

• 流通（卸）展開を開始

2000年
おいしく、毎日気軽に購入できる価格

で、人々の野菜不足を解消する青汁事業

を開始

2002年
米国向け化粧品ブランド「boscia（ボウ

シャ）」の販売を開始

P16

P18

P20

2004年
• ファンケルのサプリメントと薬の相互

作用を検索してお答えする電話窓口を

開設

• 中国大陸1号店を上海にオープン

2015年
「機能性表示食品」制度に対応した製品

の販売を開始

2016年
60代以上のマチュア世代向け化粧品

ブランド「ビューティブーケ」の販売を

開始

2018年
越境ECによる中国でのサプリメント

およびアテニア化粧品の販売を開始

2019年
キリンホールディングス株式会社と資本

業務提携

2020年
完全オーダーメイドのパーソナルサプリ

メント「パーソナルワン」の販売を開始

2021年
プレステージブランド「BRANCHIC

（ブランシック）」が誕生

イントロダクション

創業当時の化粧液 化粧液の変遷 創業時のアテニア化粧品 エイジングケアライン
「ドレスリフト」

通信販売開始時の
サプリメント

完全オーダーメイドサプリメント
「パーソナルワン」
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