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当レポートは、株主・投資家の皆様をはじめとする
すべてのステークホルダーの皆様に、私たちのビジョ
ン実現に向けた新しい価値を創造するプロセスについ
て、事業戦略やサステナビリティ方針を交え、ご紹介
するために発行しています。本レポートの編集にあ
たっては、経済産業省による「価値協創のための統合
的開示・対話ガイダンス」、GRI、ISO26000などを参照

2020年度は、コロナによる緊急事態に対応すべく、
必死に動き続けました。従業員の感染症対策を徹底す
るとともに、店舗のお客様に通信販売をご案内するな
ど、懸命に実行し、その成果も比較的すぐに顕在化しま
した。
一方、現中期経営計画初年度の2021年度は、コロナ

の長期化で出口の見えない中、成長軌道への回帰を目指

ファンケルの創業理念は、「正義感を持って世の中
の『不』を解消しよう」です。
創業当時、防腐剤などの添加物が原因の皮膚トラブ

ルが大きな社会問題となり、その「不」を解消するた
め、ファンケルは世界で初めて「無添加化粧品」を開発
し、お客様に提供してきました。しかし、現在、私たち
はその他の世の中に多く存在する「不」に関しては、十
分に対応できていないのではないかという問題意識を
持つようになりました。今こそ、創業理念に立ち返り、
果敢に挑戦するべき時だと考えています。そのために
は、ファンケルの創業理念に込められた3つの要素が
非常に重要であると考えています。
一つ目は「正義感」です。これは損得ではなく、何と

しても自分がやらなければという志や、人を喜ばせた
い、それを自分の喜びにしたいという信念のことで
す。二つ目は「世の中」です。変化し続ける世の中を、よ

しながら、SDGs推進室および社長室IR部が中心とな
り、各部門が協力しながら作成しています。
私は、その記載内容が正当であることを確認してい

ます。今後もファンケルレポートをステークホル
ダーの皆様とのコミュニケーションツールとして有効
活用し、より建設的な対話を進めていきたいと考えて
います。

しましたが、なかなか業績へと結びつかない非常に難
しい一年でした。しかし、新事業や新ブランドの立ち
上げなど、未来に向けた種まきはしっかりと行うこと
ができました。こうした活動は、未来のファンケルグ
ループに必ず貢献してくれると考えています。今後も
進むべき道をしっかりと定め、失敗を恐れずに、全社
一丸となって挑戦を重ねていきます。

り広い視野で捉え、既存のお客様や事業にとどまるこ
となく、日本だけではなく、世界に向けて、事業を通じ
て貢献していくことです。最後は「不の解消」です。お
客様が実際にファンケルの製品・サービスを使用する
ことで、これまでの不便・不安が解消することです。
ファンケルの創業理念は、どのような社会環境の変

化を経てもけっして変わることはありません。その実
現を通じて、世界中の人々に貢献すること。これこそ
が、ファンケルの存在意義だと考えています。
こ の 理 念 の も と、私 た ち は、長 期 ビ ジ ョ ン

「VISION2030～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～」を掲げていま
す。ビジョンの実現に向け、美と健康の事業を持つ
ファンケルだからこそできる「真」の価値提供を進め、
事業領域の拡大に挑戦します。

1955年広島県三原市生まれ。同志社大学法学部を卒業後、1979年に（株）ダイエー入社。
売場担当・本部スタッフを経て、創業者 中内㓛氏の秘書を8年間務める。その後、2003
年に（株）ファンケルに入社。2007年に取締役 経営戦略本部長に就任、2010年に同管
理本部長として全グループのスタッフ部門を統括。
2013年に創業者 池森賢二の経営復帰後は、戦略の推進、実行のために現場で采配。
2017年に代表取締役 社長執行役員 CEOに就任。
趣味は登山とゴルフ。広島東洋カープの熱烈なファン。
座右の銘は「ピンチはチャンス」。
社内では、できるだけ情報をオープンにし、チームプレーを大切にする。毎週、放送朝礼
を実施しているほか、社長の1週間の活動を写真とともにイントラネットに掲載し、情報
を共有。社長室も常にオープンにし、従業員が気軽に相談できるようにしている。

プロフィール

ファンケルレポート発行の目的

中期経営計画初年度の成果

ファンケルの存在意義と長期ビジョン

今こそ創業理念に立ち返り

世界中の「不」を解消するために

果敢に挑戦を続け

世界中で愛される会社を

目指します
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数値関連第3期中期経営計画サマリー

❶ 独自価値のある製品づくりと育成
2021年度は「マイルドクレンジング オイル」、「エン

リッチプラス」、「内脂サポート」など、主力製品のリ
ニューアルについては、計画通り進めることができま
した。また、次世代のスター製品候補となる「睡眠&疲労
感ケア」や「サインズエフェクター」などの新製品も発売
することができました。2020年2月に発売したパーソ
ナルサプリメントの「パーソナルワン」は、お客様を増
やし、期待以上の成果が上がっています。さらに2021

年10月には、ファンケル初のプレステージブランド
「BRANCHIC（ブランシック）」を国内で上市しました。
また2021年度の下期には、コロナで積極的に打てな

かった広告宣伝に注力し、お客様基盤の回復・拡大に
努めました。2022年度もこの勢いを継続強化するた
め、戦略的にマーケティング費用を投下し、中長期的
な成長につなげていきます。

❷ ファンケルらしいOMOの推進
ファンケルは通信販売と店舗の両チャネルを有して

いることが強みです。お客様が両チャネルを利用され
ることで、多くの体験価値が生まれ、それは当社への

愛着にもつながっていきます。その結果として、継続
的に当社製品をご愛用いただけることや、周辺製品の
購入につながります。このように、お客様の体験価値
の最大化を目的とすることが、ファンケルらしい

OMOの真髄だと考えています。
そして、このファンケルらしいOMOをITシステム面

で支えるのが、2022年1月から本格稼働した「FIT3」で
す。自社開発したこのシステムは、複数の販売チャネル
におけるお客様の購買情報や、お客様の声、購買に至る
までの行動情報を一元管理することができます。この
データを活用することで、お客様をより深く知り、今ま
で以上に最適な製品やサービスを提案できるようにな
ります。今後のマーケティング活動において非常に有
効であり、他社との競争優位性につながります。
また、この「FIT3」の完成に至るまでの過程の中で社

内のIT人材がたくさん育ったことは、現在の当社の大
きな財産となっています。ITに関する専門的知見と、
ファンケルのビジネスを理解する人材は、当社が進め
るDX戦略においても、大きな役割を果たしています。
今後も外部に頼るのではなく、社内のIT人材が活躍で
きることにこだわり、育成に注力していきます。

7つのチャレンジの振り返り

❸ 新しい事業の育成と開発
2021年度は本気で新しい事業の育成と開発に取り

組みました。その一つとして、2021年9月には、「アク
ネケアZタスクチーム」を発足しました。このチーム
は、20代の若手社員4名が中心メンバーとなり、自分
たちの商品購入、利用経験、SNSでの情報拡散といっ
た若い世代の生活実態に基づく自由な発想で、20代か
ら30代のお客様へのアプローチ方法を企画しました。
当社には、長年のビジネス体験に基づく「王道の方法」
がありますが、それは時には思考・発想の固定化や失
敗への恐れを招きます。これまでの常識を疑い、若い
世代の感度と活動を通じ、新しい事業の育成と開発へ
の流れを活性化することも、このタスクチームの狙い
でした。こうした動きによって、社内でも少しずつ意
識の変化が起きていることは嬉しい成果だと実感して
います。
もう一つの事例は、2022年2月に設立した新ブラン

ド「OKOME BAKERY」です。発芽玄米の食領域の拡大
を模索する中で、入社3年目の女性従業員がインスタ
グラム上でのベーグルの話題性に気づき、一人で試行
錯誤し、発売に漕ぎ着けました。彼女は、ファンケルが
運営する玄米イタリアン カフェ＆ダイニング「FANCL 

BROWN RICE MEALS」のシェフに頼み、試作を重ね
ました。自身でインスタグラムの公式ページを立ち上
げ、ECサイトも独力で開設しました。毎週1回火曜日
の販売で、初回は5分、2回目は3分で売り切れました。
現在では、なかなか購入できないプレミアム商品と
なっています。まさに、旧来の常識にとらわれず、失敗
を恐れない若い人の感度がもたらした成功でした。

2022年度中には、次世代経営層育成塾の塾生が発案
した新規事業も立ち上がる予定です。また2022年1月
には新規事業本部も立ち上げました。積極的な組織の
改革も視野に入れ、引き続き、新しい事業の創出に注
力していきます。

❹ 本格的なグローバル化の推進
中国におけるサプリメント事業や「アテニア」の越境

ECは、わずか3年で大きく成長しました。今後もこの
勢いをさらに加速させていきます。そのための新たな
チャレンジとして、2021年10月に日本で発売した「ブ
ランシック」は2022年6月に中国で越境ECを開始し、
「アテニア」は2023年度に一般貿易販売の開始を計画
しています。
また、さらなる展開地域の拡大に向けて、国内から

東南アジアや中東など世界各国に人材を積極的に派遣
し、市場分析や現地の文化を調査することで、事業化
に向けた可能性を探っていきます。もちろん、世界の
人々の「不」の解消には時に非常な困難を伴いますが、
私たちのビジョン実現に向けて避けて通ることのでき
ない道です。海外事業の強化は、未来のファンケルの
ためにも、不退転の覚悟で実行していきます。

「アクネケアZタスクチーム」の活動 新ブランド「OKOME BAKERY」の
ベーグル

「前進2023」
～逆境を超えて未来へ～

化粧品事業 栄養補助食品事業 海外事業・新規事業

ブランドの多角化を推進する「ファンケル
化粧品」、グローバルブランドへの進化を図
る「アテニア」、クリーンビューティのグ
ローバルブランドを目指す「ボウシャ」の3

つの柱で事業を強化

「既存サプリメント事業の強化」、「パーソナ
ル対応」、「BtoBビジネス」という3つの柱の
もと、少子高齢化社会とコロナにより生じ
た新たなニーズに対応し、高収益なビジネ
スモデルを目指す

社会環境の変化に即応し、
国内外で持続的な成長を目指す

既存事業の強化と海外・新規事業の成長加速

経営基盤の盤石化

SDGs

ITシステム  OMO製造研究 物流 人材

2021年度～2023年度　「前進2023」

売上高

ROE

営業利益

ROIC

営業利益率

1,039億円

10.3%

97億円

9.2%

9.4%

1,200億円

12.5%

150億円

11.0%

12.5%2021年度実績

2021年度実績

2021年度実績

2021年度実績

2021年度実績

2023年度中計目標

2023年度中計目標

2023年度中計目標

2023年度中計目標

2023年度中計目標

（化　粧　品） ブランドの多角化を通じた
アジアでの展開

（サプリメント） 越境ECを中心に強化、「中国
において海外ブランド売上
No.1」を目指す

（新 規 事 業） 未来を起点に考えた新規事業
の開発と育成強化
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活躍をさらに後押しし、シニアやベテラン層には学び
直しの機会を設けます。
そして2022年1月、次世代経営層の育成を図ること

を目的に、大規模な組織改正・人事異動を実施しまし
た。これまで当社は、ジョブローテーションが少ない
傾向にありましたが、さまざまな分野の経験を積み、
多角的な視野を持って判断する必要のある次期経営層
を育成するという観点においては不十分だったため、
今回は役員・部長職を中心に異動を行いました。こう
した一連の人材戦略は、これからのファンケルのため
に絶対に必要なことだと確信していますし、今後も積
極的に実行していきます。

❼ サステナブルな事業推進と
 永続的なSDGs貢献

2021年5月に3つの重点取り組みテーマを掲げ、定
量目標を設定し、全社一丸となって具体的なアクショ
ンを進めてきました。現在、優先して取り組んでいる
のは「サステナブルな容器包装化」と、「化粧品の容器
回収リサイクル」です。当社には、世の中のためにな
り、人を喜ばせたいという意識が根本に存在します。
例えば、容器の回収についても、企業として当たり前
のことをしているだけです。現在、その重要性をこれ
まで以上にしっかりと社内で浸透させ、取り組みを進
めています。
そして、ファンケルらしいSDGsの取り組みとして

「化粧品の容器回収リサイクル」では、リサイクル工程
以外、すべてを自前で対応する仕組みを構築していま
す。将来的には、キリンと協業し、ケミカルリサイクル
により化粧品の容器から容器へ再生する水平リサイク
ルを実現し、「プラスチックが循環し続ける社会」へ向
けた取り組みにも挑戦していく計画です。

2021年から社内で「みんなで未来を語る会」を開始
しました。この会は、さまざまな従業員との対話を通
じて「地球・ファンケル・自身の未来」について考える
ことを目的とし、2021年度は年齢・役職別、工場別な
どで12回開催し、当面は月に2回、合計で100回を目標
として定期的に開催する予定です。自分の未来、地球
の未来など、未来のことであればなんでも語ってもら
い、未来を起点にした「気づき」を得られる機会にした
いと思っています。
また、ガバナンスの強化も積極的に推進していきま

す。現在の社外取締役はそれぞれ高い専門スキルを
持っており、ファンケルの将来を真剣に考え、外部の
目線からの提言を数多くもらいます。2020年度から
は、テーマセッションを年に数回実施し、中長期的な
重要テーマを定め、社外取締役と議論を重ね、経営方
針や戦略に反映しています。

最後に

今後に向けた喫緊の課題であるサクセッションプラ
ンの策定については、指名・報酬委員会で、次期経営層
に求められる人材要件について議論を重ねており、今
後、候補を選抜し、育成していく方針です。

2021年度の業績は計画通りの成果を上げることが
できず、投資家の皆様の期待に応えられなかったこと
を反省しています。こうした中でも、皆様からは、「将
来のお客様基盤強化につなげるために広告を強化し、
しっかり打って出ろ」と激励の言葉を多数いただきま
した。私はこのように投資家の皆様と共感、刺激しあ
える関係性を築けていることを大変心強く思っていま
すし、深く感謝しています。今後もさまざまなご意見
を頂戴したいと考えています。私たちは、それを真摯
に受け止め、経営に活かすことで、さらなる企業価値
向上につなげていきますので、今後ともご支援のほ
ど、何卒よろしくお願いいたします。

持続的な成長に向けた挑戦を続け

ステークホルダーの皆様の期待に

応えていきます

容器回収用BOX横浜市立東高等学校サステイナブル
研究部とパッケージデザインを
共同開発した限定洗顔パウダー

❺ キリングループとのシナジー創出
2019年8月、キリンホールディングス株式会社（以

下、キリン）と資本業務提携を行いました。特にR&Dの
現場では、従業員同士の自然発生的な交流も生まれ、
非常に良い関係で相互理解が深まっています。
その中で、2021年度には、キリングループの協和発

酵バイオのオルニチンを配合した「睡眠＆疲労感ケア」
を発売しました。さらに、キリンと共同研究して化粧品
原料化した「熟成ホップエキス」を配合し、「マイルドク
レンジング オイル」の機能アップを図りました。この
ようにさまざまな分野でシナジーを生み出せたこと
は、資本業務提携の意義をステークホルダーの皆様に
示せた点でも大きな意味がありました。
また、2021年4月に稼働を開始した新サプリメント

工場では、キリングループの製品の生産を請け負うな
ど、生産面での協力体制も生まれています。
販売面では、D2Cのノウハウの点で高い評価をいた

だき、キリンに人材を派遣しました。キリン社内では、
ファンケル従業員がとても活躍しており、人材の継続
的な派遣を望まれています。こうした交流は、従業員
の成長の機会や自信につながり、相互に大きなプラス
となっています。

❻ 人材育成と人材活用
私はかつて、ファンケルがこの先もずっと成長を続

けるために、私の代で積み残してきた課題や構造的な
問題をすべて解決し、次代に引き継ごうと思っていま
した。しかし、時代の移り変わりは激しく、未来の問題
に立ち向かうのは未来の人であり、今できることは人
を育てることだと、特にコロナ禍の2年目になって痛
感しました。
こうした思いもあって、今年から、社員教育のための

人材投資を大幅に増やしました。若手のデジタル人材
やグローバル人材の育成はもちろんのこと、「ダイ
バーシティ＆インクルージョン」の観点からも、女性の

シナジー製品
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