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中間決算実績と通期見通し中間決算実績と通期見通し中間決算実績と通期見通し

代表取締役社長代表取締役社長

前田前田 新造新造

これより、「2006年3月期の中間決算実

績と通期見通し」について、ご案内させ

ていただく。
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２００６/３期 中間決算実績２００６２００６//３期３期 中間決算実績中間決算実績

まず初めに、中間期の実績について報

告する。

10月17日に中間期の見通しに関する発

表を行ったが、売上から純利益まで、そ

の見通しに近い実績となった。
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２００６/３期 中間決算実績２００６/３期 中間決算実績

（億円)

－－－－▲▲57)57)（特別損失（特別損失

海外海外

国内国内

＋＋115115％％3.13.1％％103103中間純利益中間純利益

＋＋6262％％7.57.5％％247247経常利益経常利益

＋＋5959％％6.96.9％％227227営業利益営業利益

＋＋1010％％27.627.6％％913913

＋＋33％％72.472.4％％2,3922,392

＋＋55％％100.0100.0％％3,3053,305売上高売上高

前年比05/9 実績

売上高は前年比＋5％の3,305億円、営

業利益は＋59％の227億円、経常利益

は＋62％の247億円、純利益は前年比

＋115％の103億円となった。
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国内売上国内売上

＋3％国内合計

[2,392億円]

食品

医薬品 ＋82％

＋20％その他

▲5％トイレタリー

＋14％

＋1.5％化粧品

前年比事業

国内売上は、化粧品事業が、新美白美容

液「HAKU　メラノフォーカス」や、8月に発

売したメガブランド「マキアージュ」の好調

により、カウンセリング化粧品の売上が伸

長し、前年比＋1.5％となった。

その他事業は、「Q10」の売上伸長により

医薬品事業が大きく売上を伸ばした他、

食品事業も伸長し、合計で＋20％となった。

トイレタリー事業は、洗浄3分野（ｼｬﾝﾌﾟｰ･

ﾘﾝｽ、ﾎﾞﾃﾞｨｼｬﾝﾌﾟｰ、洗顔料）への集中といっ

た構造改革を進め、前年比▲5％となった。

この結果、国内売上は合計で、前年比＋

3％の2,392億円となった。
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海外売上海外売上

７７７店
（９月末時点）

１，０００店
（年度内）

中国専門店展開中国専門店展開

＋36％

現地通貨
ベース

＋33％
中国売上

（本土＋香港）

円
ベース

海外では、成長力を牽引する中国で、デ

パートプロモーション強化や化粧品専門

店の精力的な開拓を進め、現地通貨ベー

スで＋36％、円ベースでも＋33％と大き

く伸長した。

デパートチャネルでは、日本人ﾋﾞｭｰﾃｨｰ

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（BC）を派遣して、店頭プロモー

ションを積極的に展開し、新たなお客さ

まの獲得と売上拡大に努めた。

専門店展開は、この春より、国内のチェ

インストア制度に精通した日本人の営業

部隊を派遣して開拓を進め、店数は9月

末で累計777店（契約ベース）と、年度内

1,000店という目標に向かって、順調に推

移している。
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海外売上海外売上

＋20％ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ

＋6％ヨーロッパ

＋10％
（＋9％）

現地通貨　

海外合計

[913億円]

＋6％アメリカ

前年比地域

中国以外では、アメリカ地域は資生堂

ブランドおよびナーズの売上増により前

年比＋6％、ヨーロッパ地域はイタリア・

ドイツでは若干苦戦したが、BPIやデク

レオールが健闘し＋6％、アジア地域は

中国の高伸長の他、台湾の伸長もあり

＋20％と大きく売上を伸ばした。

この結果、海外合計では現地通貨ベー

スで前年比＋9％、円ベースでは＋10％

と二桁成長を確保し、913億円の売上と

なった。
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２００６/３期 中間決算実績２００６/３期 中間決算実績

（億円)

－－▲▲57)57)（特別損失

海外

国内

＋115％3.1％103103中間純利益

＋62％7.5％247247経常利益

＋59％6.9％227227営業利益

＋10％27.6％913913

＋3％72.4％2,3922,392

＋5％100.0％3,3053,305売上高

前年比05/9 実績

営業利益は、前年比＋59％、前年に対

し84億円増益の227億円となった。
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営業利益営業利益

◆マーケティング費用の積極投入

– 国内：メガブランド発売（売出費・広告費）

– 海外：中国プロモーション強化

◆プラス要因

– 売上増による差益増

– 早期退職実施による人件費減

– トイレタリー事業の費用削減

営業利益　２２７億円　（前年差＋８４億円）営業利益　２２７億円　（前年差＋８４億円）

国内では、メガブランド発売時に売上の

ドライブをかけるべく、売出費・広告費を

増加させるとともに、海外では中国にお

けるプロモーションの強化など、積極的

なマーケティング費用の投入を行った。

一方で、売上増による差益増、昨年度

の早期退職実施による人件費の減少、

トイレタリー事業の「峻別と集中」による

費用削減効果などのプラス要因が大き

く寄与し、差引き84億円の増益となった。
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事業セグメント別　営業利益実績事業セグメント別　営業利益実績

前年差前年差

+2.18.58.5+80281281事業計

+0.2▲▲1.61.6+5▲▲5454全社費用

227227

2929

44

248248

営業利益

+84

+15

+13

+51

+2.34.64.6その他

+2.46.96.9営業利益

+4.01.21.2ﾄｲﾚﾀﾘｰ

+1.69.59.5化粧品

営業利益率

（億円、％)

•洗浄３分野

への集中

•海外営業体

制の見直し

トイレタリー事業は、来年度の事業再

編に向けて、筋肉質の事業体質への構

造改革を進めており、上期は洗浄３分

野への集中、業績の思わしくなかった

韓国からの撤退や台湾での販売スキー

ムの変更といった海外営業体制の見直

しを行った。

この結果、売上は減少したが、収益性

は大幅に改善して赤字から脱却し、意

図どおりの成果をあげている。
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２００６/３期 中間決算実績２００６/３期 中間決算実績

（億円)

－－▲▲57)57)（特別損失

海外

国内

＋115％3.1％103103中間純利益

＋62％7.5％247247経常利益

＋59％6.9％227227営業利益

＋10％27.6％913913

＋3％72.4％2,3922,392

＋5％100.0％3,3053,305売上高

前年比05/9 実績

経常利益は、営業利益の増加に加え、

営業外利益が増益となったことにより、

前年比＋62％の247億円となった。

また、国内工場統廃合による損失も含

め、固定資産の減損損失▲57億円を特

別損失として計上したが、純利益は前

年比＋115％の103億円となった。

国内工場の再編は、現在、板橋・舞鶴

の２工場の廃止と、久喜・掛川工場への

生産移管を進めており、来年3月には計

画どおり統廃合が完了する。
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当初計画との比較当初計画との比較

計画
(4.27)

＋9310103103中間純利益

＋127120247247経常利益

＋102125227227営業利益

＋1253,1803,3053,305売上高

差実績

（億円）

• 売上好調
• 為替ﾚｰﾄ差

• 売買差益増
• 原価低減
• 人件費・
管理費減

この上期実績を、4月27日の決算説明

会で案内した当初計画と比較すると、

売上で＋125億円、営業利益で＋102億

円と大幅な増収増益を確保することが

出来た。

売上面では、国内事業がいずれも計画

を上回る実績を確保出来たこと、海外

では継続的な高成長を図れたことに加

え、為替レートを固めに見ていたことな

どが増収の要因である。

営業利益は、売上増による差益増に加

え、売上原価の低減や、人件費・管理

費が計画を下回ったことなどによるもの

である。

いずれにしても、この上期はある程度

満足のいく実績を上げることが出来たと

思っている。

12

２００６/３期 通期見通し２００６２００６//３期３期 通期見通し通期見通し

続いて、今年度の通期見通しについて

ご案内する。

第2四半期を含めた上期の好実績を勘

案し、7月28日に発表した通期見通しを

上方修正した。
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２００６/３期 通期見通し２００６/３期 通期見通し

7.28差

-±0▲▲70)70)（特別損失

海外

国内

-＋25160160当期純利益

＋31％＋30400400経常利益

＋35％＋15380380営業利益

＋8％±01,9001,900

＋1％±04,7004,700

＋3％±06,6006,600売上高

前年比見通し

（億円) 新たな通期見通しだが、売上高は前年

比＋3％の6,600億円（これは変更してい

ない）、営業利益は＋35％の380億円、

経常利益は＋31％の400億円、当期純

利益は160億円と見通している。
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下期売上見通し下期売上見通し

＋2％合計

中国+33％（現地通貨）＋6％海外計

±0％

▲9％

▲3％

＋2％

前年比

基幹ブランド成長
メガブランド上乗せ

化粧品

洗浄3分野集中トイレタリー

備考

国内計

「Q10」売上減少その他

国内の下期売上は、合計で前年並みを

見込んでいる。

化粧品事業は、基幹ブランドの売上好

調を継続させるとともに、メガブランドの

売上上乗せにより、＋2％成長を目指す。

トイレタリー事業は、洗浄3分野へ集中

する構造改革を継続するため、▲3％の

減収とする。

また、その他事業は、昨年下期に大ブ

レイクした「Q10」の売上が落ち着く医薬

品事業での売上減を勘案し、▲9％の

減収となる見込みである。



15

下期売上見通し下期売上見通し

＋2％合計

中国+33％（現地通貨）＋6％海外計

±0％

▲9％

▲3％

＋2％

前年比

基幹ブランド成長
メガブランド上乗せ

化粧品

洗浄3分野集中トイレタリー

備考

国内計

「Q10」売上減少その他

海外の下期売上は、一部ブランドでの

売上減により、現地通貨ベースでは当

初計画よりも低くなる見込みだが、前提

となる為替レートを若干円安に見直し、

円ベースでは前年比＋6％と当初計画

どおりの見通しとしている。

中国は、高い成長率を継続させ、下期

は、現地通貨ベースで　＋33％、年間で

は＋34％の売上伸長を目指す。
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下期追加費用下期追加費用

◆国内化粧品

– 「マキアージュ」「ウーノ」の市場定着・育成

– メガブランド第２弾の発売

◆中国

– 店頭プロモーションの強化

– 広告宣伝費の追加投入

マーケティング費用＋マーケティング費用＋3030億円追加投入億円追加投入

次に下期の費用だが、年間の売上計画

を必達し、さらに来年度以降の成長につ

なげるべく、国内化粧品事業と中国に対

するマーケティング費用を、合計で今年

度の当初計画に対し30億円程度追加投

入する。

国内化粧品事業においては、「マキアー

ジュ」「ウーノ」の市場への定着と育成や、

下期に発売する新たなメガブランドの導

入に向けた取り組み強化を図る。

中国市場では、デパートの店頭プロモー

ションと、日本人派遣BCの活動を強化

するほか、広告宣伝費の追加投入など

により、ブランド力をさらに高め、外資メー

カーとの競争に打ち克ち、中国市場にお

ける磐石な地位を確立する。
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営業利益増減要因（対前年）営業利益増減要因（対前年）

２８２

３８０
（+９８）

（億円）

０５/３
営業利益

０６/３
営業利益（予）

この結果、年間の営業利益は、前年に

対し98億円増益の380億円と見通して

いる。

利益の増加要因は、売上増による差益

増、早期退職実施による人件費の減、

トイレタリー事業のコスト削減などがあ

げられる。

一方で、成長性の拡大を狙い、マーケ

ティング費用の投入を、前年に対し大き

く増加させる。

具体的には、メガブランド導入に伴う国

内化粧品事業への費用、中国市場へ

の費用、H&BC・通販といった成長領域

への費用を増加させる。

18

２００６/３期 通期見通し２００６/３期 通期見通し

（億円)

7.28差

-±0▲▲70)70)（特別損失

海外

国内

-＋25160160当期純利益

＋31％＋30400400経常利益

＋35％＋15380380営業利益

＋8％±01,9001,900

＋1％±04,7004,700

＋3％±06,6006,600売上高

前年比見通し

営業外利益は年間で20億円、経常利益

は前年比＋31％の400億円となる見込

み。

特別損失として、下期に海外の不採算

ブランドの撤退にともなう構造改革費用

を計上し、現時点では年間の当期純利

益を160億円と見通している。

現在、収益性の向上を目指す更なる構

造改革として、いくつかの案件があり、こ

れが実現すると特別損失が追加的に発

生するケースが想定される。

これは不確定要素であるため、現在の

利益見通しには織り込んでいない。発生

が確定した場合には、速やかに公表す

る。
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中間 期末

１株当たり配当金１株当たり配当金

（円)

期

（予定)

年間30円
配当金については、中間配当を昨年の

11円から4円増配の1株15円としたが、期

末配当も15円（昨年13円）とし、年間では

当初計画どおり、1株あたり6円増配の30

円とする予定である。

20

改革の進捗状況改革の進捗状況改革の進捗状況

次に、今年度スタートした3ヵ年計画にお

ける、改革の進捗状況について、ご案内

させていただく。
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ガバナンス
改革

組織機構
改革

人事
改革

戦略投資 戦略投資

マーケティング改革

商品戦略 流通戦略
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

戦略× ×中国戦略

海外事業海外事業 国内化粧品国内化粧品 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙＦＴＳＦＴＳ 新規開拓新規開拓その他その他

人員削減原価低減
不採算事業

撤退

「ブランド価値の最大化」×「営業利益率１０％を出し続ける」会社へと変革

収益性→投資原資の捻出収益性→投資原資の捻出

魅力市場へ
進出

Ｈ＆ＢＣ
通販

成
長
性
の
拡
大

国内（事業の枠組みを外して考える）国内（事業の枠組みを外して考える）

「峻別と集中」　　事業構造を革新し投資に振り向ける

組織能力の向上組織能力の向上

お
客
さ
ま
へ
の
投
資

人
的
資
源
（
新
し
い
血
）
投
入

３ヵ年計画の全体像３ヵ年計画の全体像

当社はこの3ヵ年で「成長性の拡大と収

益性の向上」を成し遂げ、グローバル企

業と伍して戦える企業体質に変革するこ

とを目指している。

計画の全体像は図のとおりであるが、こ

こでは「成長性の拡大」に向けた取り組

みの柱である、「国内マーケティング改

革」に焦点を当ててお話しする。
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メガブランド発売メガブランド発売メガブランド発売

まず、この8月のメガブランドの発売につ

いて。
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国内マーケティング改革国内マーケティング改革

ブランドを輝かせるブランドを輝かせるブランドを輝かせる

お客さま志向のマーケティング改革お客さま志向のマーケティング改革お客さま志向のマーケティング改革

１００％お客さま志向の会社となる１００％お客さま志向の会社となる１００％お客さま志向の会社となる

「国内マーケティング改革」では、「100％

お客さま志向の会社となること」を目指

し、これまでの「店頭基点の経営改革」

に続く改革のコンセプトを「お客さま志向

のマーケティング改革」として取り組んで

いる。

その柱の一つは、当社とお客さまを結

ぶ大切な経営資源である「ブランド」を輝

かせることであり、これを 優先課題と

して、新たなブランド戦略を進めている。

24

メガブランド発売 第１弾（8.21）メガブランド発売 第１弾（8.21）

「マキアージュ」 「ウーノ」

その第1弾として、8月21日に「マキアー

ジュ」と「ウーノ」の二つのメガブランドを

発売した。
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店頭売上前年比推移店頭売上前年比推移

（当社調査）

上期合計＋４％
【カウンセリング化粧品】【カウンセリング化粧品】

このグラフは、2003年4月からのカウン

セリング化粧品の店頭売上前年比を、月

毎にプロットしたものである。

多少のデコボコはあるが、確実に右肩

上がりの回復基調をみせており、上期合

計でも前年比＋4％を達成することが出

来た。

これは、「エリクシール」や「ベネフィー

ク」、「ｸﾚ･ﾄﾞ･ﾎﾟｰ ﾎﾞｰﾃ」といった基幹ブラ

ンドの売上好調に加え、「HAKU」の大ヒッ

ト、そしてメガブランド「マキアージュ」が

上乗せとなった結果である。

26

マキアージュマキアージュ

「マキアージュ」は発売から2ヵ月を経過

したが、店頭売上は計画を大きく上回る

実績となっている。

また、ブランドの認知率は70％を超え、

イメージも「ワンランク上の上質感があ

る」という、高い評価を頂戴している。

結果、お客さまの支持率であるシェアも、

発売直後から一挙にトップとなり、現在

もその優位性を確保している。
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ウーノ

次に、もう一つのメガブランドである新

生「ウーノ」についてである。

「マキアージュ」同様、「ウーノ」も発売

から2ヵ月が経過したが、売上は計画を

大きく上回り、一部商品では品切れとな

るなど、好調に推移している。

この好調な売上により、今回の中心ア

イテムであるワックスでは、NO.1のシェ

アを奪還することに成功し、スタイリング

剤トータルでも、現在NO.1シェアを獲得

している。

28

２００５年度 ２００６年度

新ヘアケア

8.21

8.21 新生ＵＮＯ

マキアージュ（新・メーキャップブランド）

New UNO

Maquillage (new makeup brand)

メガブランド発売計画メガブランド発売計画

市場定着
の推進

第２弾
の導入新スキンケア

このように、新たなブランド戦略の尖兵

として発売した2つのメガブランドは、好

調な滑り出しを見せている。

これは、会社全体が「お客さま志向」を

目指し、組織の壁を超えて新ブランド導

入に取り組んだことによるものである。

今後は、他メーカーもかなりの勢いで巻

き返しを図ってくることが予想される。

当社も、次々と新しい価値や話題を提

供していくことにより、現在の好調な売

上とシェアを一過性のものとせず、両ブ

ランドを完全に市場に定着させたい。

また下期にはメガブランド第2弾として、

ヘアケアとスキンケアの二つの新ブラン

ドを発売する予定であり、これについて

も、「マキアージュ」「ウーノ」同様、全社

を挙げて成功に導いていく。
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化粧品とトイレタリー
の融合

化粧品とトイレタリー化粧品とトイレタリー
の融合の融合

次に、化粧品とトイレタリーの融合と事

業再編について。

30

化粧品とトイレタリーの融合化粧品とトイレタリーの融合

営業

化粧品事業 トイレタリー事業

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 営業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

化粧品＋トイレタリー

営業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

カテゴリー別の体制に変更カテゴリー別の体制に変更カテゴリー別の体制に変更

06.4～

競争環境が大きく変化しつつある国内

市場において、新たなブランド戦略を支

えるとともに、市場競争力の強化と収

益性の向上を狙いに、現在の化粧品と

トイレタリーの壁を完全に壊して組織を

再編し、来年４月から全く新しい体制で

市場攻略を図る。

商品開発・マーケティング面では、現在

化粧品とトイレタリーそれぞれの事業に

あるこれらの機能を統合し、お客さまの

購買行動を基軸としたカテゴリー別の

体制に変更する。
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化粧品化粧品
＋＋
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化粧品とトイレタリーの融合化粧品とトイレタリーの融合

商品開発・マーケティング体制商品開発・マーケティング体制

・・

ブランドマネージャー この統合した商品開発・マーケティング

部門は、スキンケア、メーキャップ、ヘア

ケア、ボディケアといったカテゴリー別の

組織に移行し、カテゴリー毎に、ブランド

マネージャーが「お客さま価値の 大化」

という視点で、商品開発からマーケティ

ング全般までをマネジメントする体制に

改め、モノづくり・価値づくりを強化して

いく。
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化粧品とトイレタリーの融合化粧品とトイレタリーの融合

営業

化粧品事業 トイレタリー事業

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 営業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

化粧品＋トイレタリー

営業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

営業 営業

営業

市場の変化や競合との戦いに柔軟に対応市場の変化や競合との戦いに柔軟に対応市場の変化や競合との戦いに柔軟に対応

06.4～

営業面では、化粧品は「販売会社」、ト

イレタリーは「エフティ資生堂」というこれ

までの体制を一旦壊し、「市場の変化」

や「競合との戦い」に柔軟な体制で取り

組める組織に変更し、特に「セルフ領域」

における営業力を強化する。
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化粧品とトイレタリーの融合化粧品とトイレタリーの融合

• 組織小売業への本部商談、棚割り提案

• 売り場づくり・売場提案・メンテナンス強化

営業

化粧品事業 トイレタリー事業

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 営業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

化粧品＋トイレタリー

営業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

営業 営業

営業

06.4～

具体的には、化粧品とトイレタリーの営

業担当やサポート部隊が一体となり、

組織小売業との「本部商談」や「棚割提

案」を行い、売上と利益の 大化を図っ

ていく。

また、化粧品とトイレタリーがそれぞれ

で抱えている「ラウンダー」、すなわち店

頭巡回要員も融合し、本部商談で決定

した売場づくりや売場提案、メンテナン

スを強化する。

これは、トイレタリーが持つ「セルフ売

場での提案スキルや営業支援のノウハ

ウ」を活かすことにより、「セルフ領域」

での競争力を徹底的に強化するという

ことであり、卸流通を通じたビジネスに

ついても継続し、圧倒的な配荷を担保

する。
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化粧品とトイレタリーの融合化粧品とトイレタリーの融合

05/12 　合同 新製品発表会・会場イメージ
新しい組織体制の構築は、現在すでに

実務的な準備の段階に入っており、この

12月には、来年度上期の新製品発表会

を、初めて化粧品とトイレタリー合同で

開催する。
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化粧品とトイレタリーの融合化粧品とトイレタリーの融合

化粧品事業 トイレタリー事業

化粧品＋トイレタリー

営業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

営業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 営業ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

06.4～

そして2006年4月からは、化粧品とトイレ

タリーを融合した全く新しい体制に生まれ

変わらせ、国内市場における圧倒的な地

位を築いていく。
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ビューティーコンサルタント
の活動革新

ビューティーコンサルタントビューティーコンサルタント
の活動革新の活動革新

続いて、ビューティーコンサルタントの活

動革新について。
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お客さま志向のマーケティング改革お客さま志向のマーケティング改革お客さま志向のマーケティング改革

国内マーケティング改革国内マーケティング改革

１００％お客さま志向の会社となる１００％お客さま志向の会社となる１００％お客さま志向の会社となる

店頭での
企業価値向上

店頭での店頭での
企業価値向上企業価値向上ブランドを輝かせるブランドを輝かせるブランドを輝かせる 店頭での
企業価値向上

店頭での店頭での
企業価値向上企業価値向上ブランドを輝かせるブランドを輝かせる

ブランド戦略の革新や事業再編といった、

本社からの改革を進める一方で、現在

取り組んでいる「お客さま志向のマーケ

ティング改革」のもう一つの柱は、お客さ

まと接する店頭において、企業価値を高

める活動を進めることである。

38

お客さまからの応対評価の実施

BCがお客さまの満足と信頼を得る
活動に専念できる環境の整備

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（BC)の活動革新ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（BC)の活動革新

お客さまからの信頼

店頭で、資生堂の顔として、そして代表

として毎日お客さまに接し、お客さまと

の接点で活動するビューティーコンサル

タント（以下BC）の応対や店頭活動によ

り、初めて「お客さまからの信頼」を勝ち

取ることが出来る。

そこで、BCが徹底してお客さまの満足

と信頼を得る活動に専念出来る環境を

作るため、BCの評価に「お客さまからの

応対評価」をとり入れるという改革を軸

とした「アクションプラン」を、社長直轄

のプロジェクトで構築した。

これまでの売上目標や推奨品の販売

個数という、言わば売上偏重の評価と

なっていたBCの評価軸を、この下期か

ら「お客さまからの満足」という観点に改

め、BC個人の応対に対するお客さまか

らの評価を採用する。
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お客さま 事業所 本社

①カードを
　お渡しする

②記入後、アンケートを投函

⑤お客さまの満足度にて
業績評価に反映

④　個人アンケート結果を
フィードバック

ウィークポイントの見直し

③アンケート
　集計資料を
　送付

お客さまからの応対評価の実施お客さまからの応対評価の実施

ビューティー
コンサルタント

具体的には、お客さまにアンケート葉

書をお渡しし、お客さまと応対したBCの

活動内容に対するご意見を伺う。

アンケート結果は、それぞれのBCに

フィードバックして活動の見直しに役立

てると同時に、彼女達の業績評価にも

使っていく。

当面は、BC一人ひとりが、その日の活

動の中で 大の満足をご提供出来たと

自信を持てるお客さまにアンケート葉書

をお渡しすることからスタートさせる。

約1万人のBCが、1日1名でもお客さま

から「 大の満足」をいただくと、1年間

でそのお客さまの数は365万人となり、

これが1日に2名に増えれば、1年で730

万人になる。
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ロイヤルユーザーロイヤルユーザー

信頼信頼

お客さまからの応対評価の実施お客さまからの応対評価の実施

お客さまの評価をBCの活動に一つひと

つ反映させ、積み上げていくことが「信

頼」の証しとなり、これにより生涯資生

堂のファンになっていただけるロイヤル

ユーザーを着実に増やしていきたい。

そして、お客さまの絶大なる「信頼」を、

会社の経営資源である「ヒト」「モノ」「カ

ネ」に次ぐ、大切な資産にしたいと考え

ている。
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• 下期～ 20支社先行導入

• 06年度～ 全国全支社展開

お客さまからの応対評価の実施お客さまからの応対評価の実施

アクションプラン説明会

BCの活動に対する「お客さまからの応

対評価」は、この下期に約20の支社で先

行導入し、2006年度から全国全支社で

展開する。

応対評価の導入を含めたさまざまなア

クションプランや処遇、キャリアプランを、

この上期中に全国の13会場で約4,500

名のBCに対し、私から直接説明をした。

出席したBCからは、「お客さまのご満足

と笑顔をいただけるように、心をこめて

接客に努めたい」「仕事は厳しくなるけど

頑張りたい」という声が数多く寄せられ

た。
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改革のうねりを創出改革のうねりを創出

パラダイムの転換パラダイムの転換パラダイムの転換

本社からの改革

店頭からの改革

また、このような「100％お客さま志向を

目指す」BCの活動革新は、BC本人だけ

が変わればいいという問題ではなく、支

社、本社の全ての業務を見直すことに

もつながる。

これまでの延長線上にある考え方や、

過去からの慣習を「ゼロベース」で見直

し、全社員が「お客さま視点」という方向

にベクトルを変えなければならない。ま

さに、パラダイムの転換である。

メガブランド化を軸としたブランド戦略

の見直しや、事業の壁を完全に取り払

う組織再編といった「本社からの改革」

に加え、お客さまとの接点を担うBCの

活動革新を起爆剤とした「店頭からの

改革」を同時にそして強力に進めること

により、会社全体のパラダイムを転換さ

せ、改革の大きなうねりを作り出し、「お

客さま志向のマーケティング改革」を加

速させる。
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中期計画の達成に向けて中期計画の達成に向けて中期計画の達成に向けて

ここまで、中間決算実績、通期見通し、

そしてマーケティング改革の進捗状況に

ついてお話しさせていただいた。

３ヵ年計画が始まって半年が経過した

が、業績、改革の進捗ともにまずは順調

なスタートが切れたのではないかと思う。

店頭第一線も含め、社内全体もかなり

の勢いで変わり始めており、その手応え

も私自身強く感じている。

44

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

01年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度

売上
（億円）

▲200

0

200

400

600

800

利益
（億円）

売上

当期純利益当期純利益

営業利益営業利益

中期経営計画中期経営計画
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380

160

しかし、改革はまだ始まったばかりであ

り、解決すべき課題がたくさんあるため、

それを着実に解決しながら、当面は今

年度の経営目標を達成し、改革をさら

に推し進めることに集中する。

また、現在改革2年目である2006年度

の計画を策定しているが、私は、執行

役員や各事業部門の責任者に対して、

市場環境や競争環境の変化にきちんと

対応した上で、2006年度の当初計画を

達成出来るような事業戦略を策定する

よう、強く要請している。

3ヵ年計画の初年度と2年目が達成出

来れば、おのずと 終年度の達成は見

えてくる。
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組織改革組織改革

◆国内

– 化粧品とトイレタリーの融合

– ヘルス＆ビューティーケア関連事業の統合・再編

– お客さま研究・美容ソフト開発機能の再編・強化

◆海外

– アジア地域： 代理店販売地区の子会社化

– アメリカ地域：子会社の機能統合

その2006年度がスタートする来年4月

には、先ほどお話しした「化粧品とトイレ

タリーの融合」に加えて、拡大するヘル

ス＆ビューティーケア領域にきちんと対

応するため、これまで縦割りで事業を進

めてきた医薬品・食品・ファインケミカル

事業も統合・再編するなど、成長性の拡

大に向けた大規模な組織改革を予定し

ている。

また、お客さまと商品・研究開発部門を

繋ぐ「ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ機能」、すなわち「お客

さま研究」や「美容ソフト開発」の機能を

強化することにより、「100％お客さま志

向」の強いモノづくりを実現するため、

主にソフト開発を行っている「ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻ

ｲｴﾝｽ研究所」に、リサーチセンター、お

客さまセンターの機能の一部を組み込

み、再編する。
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組織改革組織改革

◆国内

– 化粧品とトイレタリーの融合

– ヘルス＆ビューティーケア関連事業の統合・再編

– お客さま研究・美容ソフト開発機能の再編・強化

◆海外

– アジア地域： 代理店販売地区の子会社化

– アメリカ地域：子会社の機能統合

海外では、アジアにおいて、中国での

継続的な成長を実現することはもちろ

んのこと、今年10月のマレーシアでの

合弁会社の立ち上げに続き、現在代理

店経由で販売している他のアジア諸国

でも、子会社による販売体制への変更

を進める。

アメリカでは、資生堂ブランドやナーズ、

ゾートスといったグループブランド全体

でシナジーを発揮させるため、子会社

の思い切った機能統合を推進し、競争

力と収益性を強化していく。

これらの取り組みは、いずれも4月の決

算説明会の時にお話した、「一旦会社

を壊して作り直す」ことに他ならない。

来年度は、会社がさらに大きく変化して

いくことをお約束する。
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後に、新しいコーポレートメッセージ

をご紹介して、私からの説明を終わらせ

ていただく。

　　「一瞬も　一生も　美しく」

この言葉は、資生堂が「100％お客さま

志向の会社になる」ことをステークホル

ダーの皆さんに宣言するメッセージとし

て制定した。資生堂とお客さまが交わ

す約束の言葉であり、資生堂を経営す

る私の信念である。

このメッセージのもと、魅力ある商品と

サービスを作り、資生堂ブランドを光輝

かせる様々な活動に取り組んでいく。

そして、このメッセージを自信を持って

発信できるよう、私を含めたグループ社

員全員が魅力あふれる存在で、存分に

その力を発揮し、全てのステークホルダー

から信頼され、愛される魅力あふれた

資生堂を作っていきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
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2006年3月期 中間決算内容

取締役 執行役員

原田 康彦

50

１．連結業績（中間期） （億円）

売上比

（▲4）▲1.7％▲57特別損益

▲13.4％2.7％87税金費用等

+100.4％0.6％20営業外損益

+115.3％3.1％103中間純利益

+61.7％7.5％247経常利益

+59.0％6.9％227営業利益

+12.4％66.9％2,212販売管理費

▲17.4％26.2％866売上原価

+4.6％100.0％3,305売上高

前年比06/3上期実績
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227.3
143.0

191.4247.2201.8 174.9

80.5

168.6
235.2

102.747.798.794.1 25.7

-543.0

99.0 65.6-14.8

3305.53160.9

2927.4

3070.13073.03104.7
2923.8

3102.73093.3

500

1000

1500

2000

2500
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3500

98
/3
上

99
/3
上

00
/3
上

01
/3
上

02
/3
上

03
/3
上

04
/3
上

05
/3
上

06
/3
上

億
円

-600

-400

-200

0

200

400

600

億
円

営業利益(右目盛）

純利益(右目盛）

売上

１．連結業績（中間期）～推移
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１．連結業績～四半期別売上・営業利益実績

（億円）

121

460

1,270

1,730

第２四半期

（+114）

+11％

+9％

+9％

前年比

▲20％106営業利益

+10％453海外

▲2％1,122国内

+1％1,575売上高

前年比第１四半期
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１．連結業績（中間期）～事業別売上

－

＋１.１

▲１.０

▲０.１

構成比
増減

▲５.２％９.５％３１４.９トイレタリー

１００％

１１.７％

７８.８％

構成比

＋１５.９％３８７.４その他

＋４.６％３,３０５.５合　計

＋４.３％２,６０３.１化粧品

前年比2006/3

上期

（億円）

54

１．連結業績～その他の売上内訳

＋１３.８％＋０.２２.０％６５.４食品

＋８２.５％＋０.９２.２％７２.９医薬品

＋１.１

±０

±０

構成比
増減

１１.７％

２.５％

５.０％

構成比

＋４.２％８２.９その他

＋１５.９％３８７.４合　計

＋５.７％１６６.２ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

前年比2006/3

上期

（億円）
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２．国内売上～事業別
（億円）

▲１.４

＋１.２

▲０.９

▲１.７

構成比
増減

▲５.４％９.３％３０６.６トイレタリー

７２.４％

９.１％

５４.０％

構成比

＋２０.３％２９９.８その他

＋２.５％２,３９２.２合　計

＋１.５％１,７８５.８化粧品

前年比2006/3

上期
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２．国内売上～化粧品事業内訳

１,７８５.８

１１４.０

４７５.７

１,１９６.０

売上高

５４.０％

３.５％

１４.４％

３６.２％

構成比

＋３.６％±０アウトオブＳ 他

＋１.５％▲１.７合計

▲０.１％▲０.７フィティット

+１.９％▲０.９コスメティック

前年比
構成比
増減

（億円）
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２．国内売上～化粧品事業：店頭売上推移

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

'99/3 '00/3 '01/3 '02/3 '03/3 '04/3 '05/3 '06/3上

ｺｽﾒﾃｨｯｸ店頭売上前年比

(%)
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２．国内売上～化粧品事業：店頭売上推移

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

'99/3 '00/3 '01/3 '02/3 '03/3 '04/3 '05/3 '06/3

四半期ｺｽﾒﾃｨｯｸ店頭売上前年比

線形近似線

(%)
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３．海外売上～事業別
（億円）

＋１.４

▲０.１

▲０.１

＋１.６

構成比

増減

＋４.０％０.２％８.３トイレタリー

２７.６％

２.６％

２４.８％

構成比

＋３.０％８７.６その他

＋１０.４％９１３.３合　計

＋１１.３％８１７.３化粧品

前年比2006/3

上期
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３．海外売上～地域別
（億円）

＋１.４

＋１.２

＋０.２

±０

構成比
増減

+１０.４％

+１９.７％

+６.２％

+５.７％

前年比

２７.６％

９.５％

１１.４％

６.７％

構成比

+４.１％３７６.８ヨーロッパ

+９.４％９１３.３海外計

+１８.４％３１３.７ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ

+７.２％２２２.８アメリカ

外貨

前年比

2006/3
上期

US$=１０６.１円（▲２.２％）　　　　ﾕｰﾛ=１３６.３円（＋２.３％）

CNY=１２.８円（▲２.２％）
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４．売上～トピックス

前年比売上高

＋３３％

＋９％

＋４２％

１３９

３４

１０６

＋１２％香港

＋３６％中国計

＋４６％本土計

外貨ﾍﾞｰｽ

中国の売上状況

（億円）
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５．売上原価・販売管理費

１７.５％

２０.６％

３.８％

１７.７％

７.３％

６６.９％

２６.２％

売上比

３３.２％▲１８３８６６売上原価

５７９

６８０

１２６

５８６

２４１

２,２１２

06/3上期

１８.２％＋１０.１　売出費

１.６％＋７４.６　運送費

２２.１％▲１８.７　人件費

１２.８％+１７５.７　その他費用

７.６％＋１.７　広告費

６２.３％＋２４３販売管理費

前年売上比前年差

（億円）
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計上区分の変更

５．売上原価・販売管理費

（億円）

▲6.3ﾎﾟｲﾝﾄ▲207▲ 207売上原価

（売上比）

＋7
販売管理費 ＋6.5ﾎﾟｲﾝﾄ＋214

＋ 207

▲0.2ﾎﾟｲﾝﾄ▲7営業利益

＋0.2ﾎﾟｲﾝﾄ＋7▲7営業外費用

±0±0経常利益

従来原価に含めていた物流費、研究開発
費等についてその性格を見直した部分

従来営業外費用としていた
営業権・商標権償却費用

64

前年ベース比較

５．売上原価・販売管理費

１２.８％

２２.１％

１.６％

１８.２％

７.６％

６２.３％

３３.２％

前年売上比

１２.３％

２０.７％

１.６％

１８.２％

７.６％

６０.４％

３２.５％

売上比

＋２４１,０７３売上原価

４０７

６８４

５５

６０２

２５０

１,９９８

06/3上期

＋２６.６　売出費

＋３.４　運送費

▲１５.１　人件費

+３.７　その他費用

＋１０.７　広告費

＋２９販売管理費

前年差

（億円）
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６．営業利益～事業別

（＋2.3ポイント）4.6利益率（％）

＋118％＋1529営業利益（億円）その他

（＋4.0ポイント）1.2利益率（％）

-＋134営業利益（億円）ﾄｲﾚﾀﾘｰ

（＋1.6ポイント）9.5利益率（％）

＋26％＋51248営業利益（億円）化粧品

前年比前年差06/3上期
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６．営業利益～事業別利益率の推移
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上

化粧品

トイレタリー

その他

(%)
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６．営業利益～海外地域別

（▲1.0ポイント）16.0利益率（％）

＋17％＋746営業利益（億円）アジア・ｵｾｱﾆｱ

（＋0.2ポイント）7.1利益率（％）

＋10％＋330営業利益（億円）ヨーロッパ

（＋3.5ポイント）3.5利益率（％）

＋9397％＋99営業利益（億円）アメリカ

前年比前年差06/3上期
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７．営業外・特別損益

＋１０.９１４.１その他収支

▲１.１１０.６運用益

▲０.９１０.８受取利息・配当金

＋２.１▲３.２固定資産売却損益

▲０.９▲１２.３支払利息

特別損失

＋１０.０２０.０収支計

営業外

＋２.７１２.７（前年ベース）

▲５２.９▲５７.１特別損益計

－

▲５７.１

金額

▲５７.１減損損失

金融資産評価損

項目

＋４.２

前年差

（億円）
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８．連結貸借対照表

693,659資 本▲62429繰 延 税 金 資 産

▲4836,528負 債 ･ 資 本 合 計▲4836,528資 産 合 計

▲9374そ の 他 の 資 産

21130少 数 株 主 持 分▲5312前 払 年 金 費 用

▲5722,739負 債 合 計▲24782投 資 有 価 証 券

▲68410そ の 他 の 負 債▲5549無 形 固 定 資 産

3352退職給付引当金▲321,608有 形 固 定 資 産

▲14929社 債 ･ 借 入 金18683た な 卸 資 産

▲453497未 払 金▲71961売 上 債 権

▲39551買 掛 債 務▲293830現預金･有価証券

億円億円億円億円

増減金額負債・資本増減金額資産
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９．連結キャッシュフロー

489.2

275.3

599.1

163.4

-304.3

-191.8

-600

-400

-200

0

200

400

600

01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 05/3上 06/3上

連結キャッシュフロー

フリー・キャッシュフロー

（億円）
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