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本財団は、コスメトロジー（化粧品学）に関する調査研究に対し助成を行うことにより、

広く国民の保健衛生の向上を図り、美しく豊かな人間生活の実現に寄与することを目的

とする。（定款第３条）

Ⅰ.　助成事業

（１）計画

1. 研究助成事業（定款第４条１号及び２号）

美しく豊かな人間生活の実現するためのコスメトロジーの理論的体系化に関する

調査研究に対する助成、及び皮膚の生理機能や老化機構の解明、美容に役立つ素材

　　　の研究等コスメトロジー（化粧品学）に関連した生命科学、その他分野の調査・

研究に対する助成を行う。

（総額5,000万円、１件あたり200万円、又は100万円 、50万円）

2. 国際交流助成事業（定款第４条３号）

化粧品学の調査・研究に携わる研究者の海外派遣や招聘に対して資金助成を行う。

（総額100万円、１件あたり50万円）

3. 学術集会支援助成事業（定款第４条３号）

幅広い化粧品学の発展を期して、関連した学術集会に対して資金助成を行う。

（総額100万円、１件あたり50万円）

（２）経過

1. 研究助成事業

公募要領は全国の大学・病院・研究機関637箇所に送付したほか、学術雑誌2誌

および学会ホームページ12サイトに掲示した。2019年5月7日より公募開始、

同年7月8日に受付を終了し、応募総数は125件であった。

選考委員会に分科会を設けて分野別に予備選考（一次選考）を行い、9月30日に

本選考委員会を開催して助成候補者を決定した。

尚、本年度からWeb申請・審査システムを導入し、Webによる応募受付及び選考委員

による審査が行われた。いずれも特に問題なく円滑に実施することができた。

最終的に10月9日の臨時理事会（書面）の議決により助成採択者を決定した。

2. 国際交流助成事業

4件の応募があり、内2件について選考委員長の審査および選考委員会の承認を経て、

10月9日の臨時理事会（書面）の議決により決定された。

3. 学術集会支援助成事業

3件の応募があり選考委員長の審査および選考委員会の承認を経て、10月9日の

臨時理事会（書面）の議決により決定された。

（３）結果

上記三事業あわせて助成件数42件となり、助成金総額 5,250万円 を交付した。

 研究助成事業 37件

 国際交流助成事業 2件

 学術集会支援助成事業 3件

5,000万円

100万円

150万円
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Ⅱ.　研究報告書発行事業

（１）計画

＜中間報告書＞ 研究業績　中間報告集　第28号　2019年5月　発行

＜完了報告書＞ コスメトロジー研究報告　Vol.27　2019年9月　発行

（２）経過

＜中間報告書＞ 2018年10月25日 中間報告書、助成金使途中間報告書提出依頼（27名）

2019年4月19日 校了

2019年5月7日 中間報告集　第28号　納入（130部）

＜完了報告書＞ 2018年12月14日 研究報告書、助成金使途報告書他　提出依頼（35名）

2019年8月9日 校了

2019年9月2日 コスメトロジー研究報告　Vol.27 納入（920部）

（３）結果

＜中間報告書＞ 研究業績　中間報告集　第28号　2019年5月1日発行

配布先･･･財団役員・委員、著者等　　全84部

＜完了報告書＞ コスメトロジー研究報告　Vol.27　2019年9月1日発行

配布先･･･国会図書館、科学技術振興機構、関連学会・工業会、

大学図書館、業界誌、財団役員・委員、著者等　全782部

財団ホームページに研究報告書をアップロード（9月2日）

Ⅲ.　記念講演

第30回表彰・贈呈式（2019年11月19日、ステーションコンファレンス東京）に際し、

記念講演を行った。

講演者 奥　直人　先生 (帝京大学薬学部長・教授）　

演　題 リポソーム研究の魅力
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Ⅳ.　会議等

□　開催概要（時系列）

詳細

p.4

p.7

p.8

p.8

p.8

p.9

p.6

p.7

p.6

p.8

p.9

　□　第一回通常理事会

　　　開催日時　2019年5月23日（木）午後2時より

開催場所 ステーションコンファレンス東京 605－Ａ会議室

　 理事総数：10名　　 出席：10名　　 欠席：0名

監事総数：2名　　 出席：2名

（１）審議事項

第一号議案　平成30年度事業報告及び収支決算報告(含監査報告）を承認する件

平成30年4月1日より平成31年3月31日までの事業年度の事業報告及び決算報告に

つき、配布資料に基づいて説明がなされ、引き続き、岩渕監事より監査報告があり、

定時評議員会に承認の決議を求める旨の提案がなされた。

慎重審議の結果、本議案は出席者全員一致で承認可決された。

第二号議案　法人名称の変更に関する件

法人名称を「公益財団法人コーセーコスメトロジー研究財団」に変更する旨の提案

がなされた。審議の結果、本提案は継続審議となった。

理事及び評議員の意見を踏まえ、改めて事務局より法人名称案（英名含む）を提案

し、定款変更の議案として臨時理事会及び臨時評議員会にて決議することとした。

第三号議案　任期満了に伴う評議員候補者の選出に関する件

定款第１７条１項の規定により、任期満了となる評議員について、定時評議員会で

新たな評議員の選任を行うため、理事会で候補者を個別にそれぞれ承認し、定時

評議員会に提案する旨の説明がなされた。

慎重審議の結果、出席者全員一致で評議員候補者について個別の承認と定時評議員

会への提案が承認可決された。

2019年10月17日

2019年11月19日

2019年11月22日

2019年 9月 5日

2019年 9月10日

2019年 9月12日

2019年 9月30日

2019年10月 9日

2020年 2月 7日

会議名

第一回通常理事会

定時評議員会

選考委員会第二分科会

選考委員会第一分科会

選考委員会第三分科会

選考委員会

臨時理事会（書面）

臨時評議員会（書面）

第二回通常理事会

評議員への報告（書面）

選考委員への報告（書面）

開催日

2019年 5月23日

2019年 6月 7日
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第四号議案　選考委員の選任に関する件

定款第５３条３項の規定により、任期中に辞任となった選考委員の補欠および増員

の委員となる候補者について、個別にそれぞれ承認を求める提案がなされた。

なお、今回選任される委員の任期は第5期末（2020年5月）となるとされた。

慎重審議の結果、出席者全員一致で、候補者について個別に承認可決された。

第五号議案　「事務所購入資金取扱規程」の制定、および「30周年記念事業準備資金

取扱規程」の一部改定に関する件

平成29年度第二回通常理事会において承認された資産取得資金（事務所購入資金）

の積立に関する取扱規程の制定、及び30周年記念事業準備資金取扱規程の錯誤表記

部分の改定について説明がなされ、理事会の承認の決議を求める旨の提案がなされ、

慎重審議の結果、本議案は出席者全員一致で承認可決された。

第六号議案　30周年記念事業計画を承認する件

30周年記念事業実行委員会答申として、30周年記念事業として2020年度および

翌年度以降に継続する事業計画の承認の決議を求める旨の提案がなされた。

慎重審議の結果、本議案は出席者全員一致で承認可決された。

第七号議案　株主としての議決権行使について

定款第４２条３項の規定により、株式会社コーセーの第77回株主総会において財団

事業資金の源泉となる配当金が充分見込まれる利益処分に関する議案、及び当財団

運営に大きな影響を及ぼすことが無いと判断される議案について、議決権行使を

理事長に一任する旨の提案がなされた。

慎重審議の結果、本議案は出席者全員一致で承認可決された。

（２）報告事項

1. 理事長、副理事長及び専務理事の業務報告について

定款第３４条５項に基づき、理事長、副理事長及び専務理事の定期的な業務報告と

して、平成30年11月20日開催の理事会以降の財団事業運営について報告がなされた。

2. 財団の名称変更について

本財団の新名称は、2019年11月19日開催の第30回表彰・贈呈式にて発表され、

同時期に法務局の変更登記、引き続き内閣府への変更届出を行い、以降2020年度の

研究助成事業から新名称を使用する予定との報告がなされた。

3. 内閣府への変更認定の申請について

30周年記念事業で導入する新規研究助成事業及び表彰事業について、翌年度以降

も本財団の公益目的事業として継続するために、本理事会での決議をもって内閣府

に対して変更認定申請を行うとの報告がなされた。

4. その他、今後の事業予定等について報告がなされた。
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　□　臨時理事会（書面）

提案：2019年10月1日 決議：2019年10月9日

理事会の決議があったとみなされた事項

第一号議案　定款の一部変更の件

第二号議案　2019年度（第30回）研究助成者等を承認する件

　□　第二回通常理事会

　　　開催日時　2019年11月19日（火）午後2時より

開催場所 ステーションコンファレンス東京 602－Ａ会議室

　 理事総数：10名　　 出席：9名　　 欠席：1名

監事総数：2名　　 出席：2名

（１）審議事項

第一号議案　事務所所在地の移転に関する件

本財団の主たる事務所所在地を、東京都中央区八重洲一丁目５番１７号　に置き、

同地への移転日を令和2年2月中旬とすることの承認の決議を求める提案がなされた。

慎重審議の結果、本議案は出席者全員の同意により承認可決された。

第二号議案　2019年度収支予算書の一部変更を承認する件

2019年度収支予算書の一部変更について、変更の理由、変更内容等について、

議案書配布資料に基づき説明がなされ、承認の決議を求める提案がなされた。

慎重審議の結果、本議案は出席者全員の同意により承認可決された。

第三号議案　2020年度事業計画及び予算案を承認する件

2020年度の事業計画及び予算案について、議案書配布資料に基づき説明があり、

承認の決議を求める提案がなされた。

慎重審議の結果、本議案は出席者全員の同意により承認可決された。

（２）報告事項

1. 第二回臨時理事会（書面）について

第一号議案　本財団の名称変更を含む定款の一部変更について

第二号議案　2019年度（第30回）研究助成者、国際交流助成者、学術集会支援

助成者について 以上、全員の同意により承認された旨が報告された。

2. 2019年度研究報告集発行事業について

研究報告集が予定通りに刊行され本年度研究報告書発行事業の完了が報告された。

3. 30周年記念事業実行委員会報告について

同委員会から記念事業の計画内容について報告がなされた。

4. 理事長及び専務理事の業務報告について

定款第３４条５項に基づき、理事長及び専務理事より、2019年5月23日開催の第一回

通常理事会以降の財団の事業運営について報告がなされた。
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　□　定時評議員会

　　　開催日時　2019年6月7日（金）午後2時より

開催場所 ステーションコンファレンス東京 605－Ａ会議室

　 評議員総数：9名　　 出席：8名 欠席：1名

（１）審議事項

第一号議案　平成30年度事業報告及び収支決算報告(含監査報告）を承認する件

2019年5月23日に開催された2019年度第一回通常理事会において承認された平成30年

4月1日より平成31年3月31日までの事業年度の事業報告及び決算報告につき、配布

資料に基づいて説明がなされ、承認を求める旨の提案がなされた。

慎重審議の結果、本議案は出席者全員一致で承認可決された。

第二号議案　任期満了に伴う評議員の選任に関する件

定款第１７条１項の規定に基づき任期満了となる評議員について、定款第２１条

１項の規定により評議員会において評議員の選任を行う旨の提案がなされた。

なお、任期は2022年度事業年度最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

とされた。

慎重審議の結果、出席者全員一致で評議員候補者について個別に承認可決された。

（２）報告事項

1. 2019年5月23日開催　2019年度第一回通常理事会関係

(1)平成30年度事業報告及び収支決算報告（含監査報告）について

(2)法人名称の変更に関する件

(3)任期満了に伴う評議員候補者の選出に関する件

(4)選考委員の選任に関する件

(5)「事務所購入資金取扱規程」の制定および「30周年記念事業準備資金取扱規程」

　　の一部改定に関する件

(6)30周年記念事業計画を承認する件

(7)株主としての議決権行使について

(8)理事長、副理事長及び専務理事の業務報告について

2. その他

(1)財団の名称変更について

(2)内閣府への変更認定の申請について

(3)第30回表彰・贈呈式

(4)30周年記念式典　（第31回表彰・贈呈式）

　□　臨時評議員会（書面）

提案：2019年10月9日 決議：2019年10月17日

評議員会の決議があったとみなされた事項

第一号議案　定款の一部変更の件

第二号議案　評議員会長の互選に関する件
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　□　評議員への報告（書面）

書面発行日：2019年11月22日

（１）第二回通常理事会　（2019年11月19日開催）

第一号議案　事務所所在地の移転に関する件

第二号議案　2019年度収支予算書の一部変更を承認する件

第三号議案　2020年度事業計画及び予算案を承認する件

上記３議案共に出席者全員一致で承認可決された旨報告された。

（２）報告事項

1. 第二回臨時（書面）理事会について

2. 2019年度研究報告集発行事業について

3. 30周年記念事業実行委員会報告について

4. 理事長及び専務理事の業務報告について

　□　選考委員会

▶第一分科会

開催日時 2019年9月10日（火）午後6時より

開催場所 ステーションコンファレンス東京 402－Ｂ会議室

委員総数：4名　 出席：4名 欠席：0名

審議内容 素材、物性に関する分野の選考 

1. 第１分野の助成金配分…1,700万円の確認（分野別申請金額を考慮）

2. 助成候補者13課題、次点1課題を選出

▶第二分科会

開催日時 2019年9月5日（木）午後6時より

開催場所 ステーションコンファレンス東京 402－Ａ会議室

委員総数：6名 出席：5名 欠席：1名

審議内容 生体作用、安全性に関する分野の選考

1. 第２分野の助成金配分…2,600万円の確認（分野別申請金額を考慮）

2. 助成候補者19課題、次点1課題を選出

▶第三分科会

開催日時 2019年9月12日（木）午後6時より

開催場所 ステーションコンファレンス東京 402－Ａ会議室

委員総数：4名 出席：4名 欠席：0名
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審議内容 精神、文化に関する分野の選考

1. 第３分野の助成金配分…700万円の確認（分野別申請金額を考慮）

2. 助成候補者5課題、次点1課題を選出

▶本選考委員会

開催日時 2019年9月30日（月）午後6時より

開催場所 ステーションコンファレンス東京 602－Ａ会議室

委員総数：15名 出席：14名 欠席：1名

（１）議事内容

1. 研究助成関連

応募総数125課題の予備選考結果について審議し、分科会から推薦された37課題が

今年度の助成課題候補として承認された。

2. 国際交流助成及び学術集会支援助成関連

国際交流助成2件及び学術集会支援助成3件について承認された。助成金各50万円。

3. 助成金額改定の影響と来年度の研究助成金額について

助成金200万円の応募に対し、できる限り希望金額通り助成できるよう、次年度

助成費の増額を理事会に答申する。

（２）報告事項

1. 財団設立30周年記念事業について

2. 「研究業績中間報告集第28号」、「コスメトロジー研究報告第27号」発行について

3. 定款の一部変更について

4. 今後の予定

5. 選考委員の改選について

　□　選考委員への報告（書面）

　　　書面発行日：2020年2月7日 回答締切日：2020年2月21日

異議なく確認された事項

1. 2020年度 事業計画（理事会承認済

2. 2020年度 研究助成事業　実施計画

3. 選考委員規則改定案（理事会提案予定）

4. 研究助成選考に関する選考委員会運用内規

5. 2020年度　コスメトロジー研究助成　公募要領

6. 2020年度 公募要領　送付先一覧
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　□　行政届出関連

2019年6月14日 内閣府 平成30年度事業報告等の提出

2019年6月25日 法務局 変更登記申請（評議員の改選）

2019年6月28日 内閣府 変更の届出（評議員の改選）

2019年11月1日 法務局 変更登記申請（法人名称の変更）

2019年11月8日 内閣府 変更の届出（法人名称の変更）

2019年12月16日 内閣府 変更認定申請（公2表彰事業の追加）

2020年1月9日 内閣府 変更の届出（公1研究助成事業の追加）

2020年2月17日 法務局 変更登記申請（事務所所在地の変更）

2020年2月19日 内閣府 変更の届出（事務所所在地の変更）

2020年2月27日 内閣府 令和2年度事業計画書等の提出

　□　情報公開関連（ホームページ更新）

2019年4月8日 2019年度 研究助成公募要領の掲載

2019年7月3日 事業報告、新役員等の掲載

2019年7月9日 2019年度 研究助成公募終了

2019年9月2日 研究報告書Vol.27の発行及びＨＰへの本文掲載

2019年11月19日 2019年度 予算書の一部修正

2019年11月19日 財団名称が変わりました

2019年11月29日 2019年度 コスメトロジー研究助成者等の掲載

2019年12月2日 大学講座研究助成公募要領の掲載

2020年1月10日 大学講座研究助成公募開始

2020年3月2日 2020年度 事業計画等の掲載

2020年3月12日 大学講座研究助成公募終了
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