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代表取締役社長代表取締役社長

前田前田 新造新造
当資料の記載内容のうち、歴史的事実でないものは、資生堂の将来に関する見通し及び計画に基づいた
将来予測です。これらの将来予測には、リスクや不確定な要素などの要因が含まれており、実際の成果や
業績などは、記載の見通しとは異なる可能性があります。

社長の前田新造です。

本日はお忙しい中、お集まりいただき

ましてありがとうございます。

これより、「2008年3月期中間決算実績

と通期見通し」について、ご説明いたし

ます。

２００８/３期 中間決算実績２００８/３期 中間決算実績

まず初めに、中間期の実績についてご

報告いたします。



２００８/３期 中間決算実績２００８/３期 中間決算実績

（億円)

海外

国内 ▲50▲2.1%65.0%2,3592,359

+205+19.2%35.0%1,2701,270

+62+24.2%8.8%321321営業利益

+53+18.9%9.2%332332経常利益

+27(▲22.1）　　 0.1%44特別損益

+36+37.9%3.6%129129中間純利益

100.0%

売上比

+4.5%

前年比

+1553,6293,629売上高

前年差実績

売上高は、国内が前年比▲2.1％にと

どまったものの、海外が+19.2％と2桁

成長を遂げ、合計で4.5%増収の3,629億

円、営業利益は24.2％増の321億円、

経常利益は18.9％増の332億円、これ

に特別損益としてﾌﾟﾗｽ4億円を計上し、

中間純利益は前年比37.9％増の129億

円となりました。

事業セグメント別売上事業セグメント別売上

（億円)

+4.5%

▲8.5%

+19.2%

▲1.7%

前年比

▲103.0%108108その他

+155100.0%3,6293,629合計

+20434.9%1,2671,267海外化粧品

▲4062.1%2,2532,253国内化粧品

前年差実績

事業セグメント別にご説明します。

国内化粧品事業の売上は前年比▲1.7%と

なりました。ﾏｷｱｰｼﾞｭ、ｴﾘｸｼｰﾙｼｭﾍﾟﾘｴﾙを

はじめとするｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ領域が堅調に推移

する一方で、昨年、ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄの新発売効

果などで売上を伸ばしたｾﾙﾌの反動減や、

生理用品事業売却の影響によるものです。

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞとｾﾙﾌを合計した店頭売上では、

天候不順に苦しんだ7月を除き前年を上回っ

て推移しており、上期累計でも101%と、市

場全体が前年並みに推移するなか、まず

まずの実績となっています。



海外化粧品事業海外化粧品事業

+19.2%

+18.7%

+33.7%

+19.3%

前年比

+10.9%ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

外貨
前年比

内訳

+10.1%合計

　　中国　　　
　（香港含む）

+10.0%化粧品

+24.8%

次に海外化粧品事業ですが、中国が

伸長しているｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ地域が好調

に推移したことに加え、円安効果もあり、

合計で+19.2％、現地通貨ﾍﾞｰｽでも

+10.1%と2桁の増収となりました。中国

は現地通貨ﾍﾞｰｽで＋24.8%となりまし

たが、第2四半期以降に勢いを盛り返

しており、現在のところ年間では計画

通り+30％ﾗｲﾝを見込んでいます。

２００８/３期 中間決算実績２００８/３期 中間決算実績

（億円)

+0.9

+1.2

+1.4

－

増減
（ポイント）

売上比

+62+24.2%8.8%321321営業利益

+53+18.9%9.2%332332経常利益

+36+37.9%3.6%129129中間純利益

100.0% +4.5%

前年比

+1553,6293,629売上高

前年差実績

次に営業利益ですが、海外における売

上増に伴う差益増に加え、ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾐｯｸｽ

の変化による原価率の低減や国内にお

ける販売管理費の効率運用が寄与し、前

年に対し62億円増益となりました。



当初計画との比較当初計画との比較

差
計画
(4.26)

95

260

260

3,550

当初

+34

+72

+61

+79

129129

332332

321321

3,6293,629

実績 見通し
(7.31)

+14115中間純利益

+42290経常利益

+41280営業利益

+293,600売上高

差

（億円） この上期実績を4月26日の決算発表に

おける当初計画と比較すると、売上で

79億円、営業利益で61億円の増収増益

となります。

売上は、国内で約10億円下回った分を、

為替ﾚｰﾄを固めに見ていた海外でｶﾊﾞｰ

しました。営業利益は、国内における販

売費の下期への一部繰り下がりや海外

における販売費の効率運用によるもの

です。

２００８/３期 通期見通し２００８/３期 通期見通し

続きまして、今年度の通期見通しについ

てご案内します。



２００８/３期 通期見通し２００８/３期 通期見通し

（億円)

海外

国内 ▲40▲0.4%64.1%4,6804,680

+140+17%35.9%2,6202,620

+20+20%8.2%600600営業利益

+30+14%8.4%610610経常利益

▲15（ ▲57）－00特別損益

+10+34%4.7%340340当期純利益

100.0%

売上比

+5%

前年比

+1007,3007,300売上高

当初差
（4.26）

見通し
(10.25)

上期に計画を上回る実績を確保したこ

とを受け、年間当初計画に対し売上で

100億円、営業利益で20億円、当期純

利益で10億円を上方修正します。

２００8/３期 下期見通し２００8/３期 下期見通し

当初差
（4.26）

海外

国内

+32%▲24211211純利益

+9%▲42278278経常利益

+16%▲41279279営業利益

+14%＋501,3501,350

+1%▲292,3212,321

+6%＋213,6713,671売上高

前年比
見通し
（10.25）

（億円) これを下期のみでみてみます。もともと前

年比+3％と高い計画を組んでいた国内売

上を若干引き下げます。上期には前年を

下回りましたが、幸い店頭売上は前年を

上回って推移していることから、+1％を目

指していきます。海外は第3四半期に現地

通貨ベースでの売上伸長が2桁に達してい

ることと、為替も当初計画よりも円安になる

と見込み、+14％としました。

一方で、次期3ヵ年に向けた成長性確保

のため、国内化粧品や中国、ﾍﾙｽｹｱ事業

へﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄの追加投資を行うことか

ら、営業利益は当初計画から41億円引き

下げ、前年比+16%の増益を見込みます。



下期 営業利益減要因（対当初計画）下期 営業利益減要因（対当初計画）

当初（4.26)計画

320

見込み（10.25)

279
（▲41）

（億円）

下期 営業利益 下期 営業利益

増益要因：
売買差益増

費用増：
マーケティングコスト
　国内化粧品・中国・ﾍﾙｽｹｱなど
　上期から繰り下がり
人件費・その他経費

下期の具体的な増減益要因です。

売上増と原価率好転による差益増を見

込む一方で、国内の化粧品やﾍﾙｽｹｱ、

ならびに中国を中心とした海外へのﾏｰｹ

ﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄの追加投資、国内の宣伝販売

用具制作費など上期からの費用繰り下

がり、ならびに業績連動賞与による人件

費アップなどを見込み、差し引き当初計

画に比べて41億円減となります。

１株当たり配当金１株当たり配当金
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（予定）

期

年間年間3434円円
（円）

なお、配当金は、中間配当を昨年の16円

から1円増配の1株17円とし、期末配当と

合わせ、当初計画通り1株あたり年間2円

増配の34円といたします。



3ヵ年計画の進捗と課題3ヵ年計画の進捗と課題

次に、いよいよ 後の半年を残すところ

となった現3ヵ年計画について、進捗状

況を整理し、今後の課題についてご説

明いたします。

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

固定費削減原価低減
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
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100％お客さま志向

の会社に生まれ変わることを目標に、

「成長性の拡大と収益性の向上」を図り、

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ます。



３ヵ年計画の全体像３ヵ年計画の全体像

国内

成長性の拡大と収益性の向上の両立成長性の拡大と収益性の向上の両立成長性の拡大と収益性の向上の両立

構造改革構造改革

①ﾎﾟｽﾄ再販の　　　　　　　　　
　　　　　新ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ構築
②収益性の向上

　　成長性拡大の源泉成長性拡大の源泉

①中国を中心に売上拡大
②不採算事業整理
③北米構造改革

海外

コミットメント：営業利益率８％以上達成コミットメント：営業利益率８％以上達成コミットメント：営業利益率８％以上達成

成長性拡大と収益性向上に向けた戦略

のｱｳﾄﾗｲﾝを要約すると、

国内では、ﾎﾟｽﾄ再販の時代に適合した

新しいﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを構築し、会社を生ま

れ変わらせることによってﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ効率

を格段に高め、収益性向上を図る。

一方で、成長性拡大の源泉として、中国

を中心とした海外における売上拡大を図

る。同時に不採算事業を整理し、　長らく

赤字に苦しんできた北米地区の抜本的

な構造改革を行うことによって　収益体

質への転換を図る。

この枠組みの中で、ひとつひとつの実行

プランを確実に実現し、営業利益率8%以

上を達成することをｺﾐｯﾄﾒﾝﾄとしてまいり

ました。

4,000
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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
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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
6,710

389389

144144

6,946

500500

253253

(見通し）

7,300

33ヵ年計画の推移ヵ年計画の推移

営業利益率営業利益率
見込見込8.28.2％％

600

340

その結果、2年連続で当初計画を上回っ

て達成し、 終年度である今年度は、

売上・営業利益・当期利益ともに過去

高を更新し、営業利益率は、ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄで

ある8%以上を確実に達成する見通しで

す。
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33ヵ年計画の推移：事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ別ヵ年計画の推移：事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ別

売上売上 営業利益営業利益

国内化粧品事業

海外化粧品事業

国内：売上+0.6%（27億円増収）・利益170億円増益
海外：売上1.5倍（865億円増収）・利益143億円増益

国内国内：売上：売上+0.6%+0.6%（（2727億円増収）・利益億円増収）・利益170170億円億円増益増益
海外海外：売上：売上1.51.5倍倍（（865865億円増収）・利益億円増収）・利益143143億円億円増益増益

（億円）

国内化粧品事業

海外化粧品事業

（億円）

事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ別に分解するとこのようにな

ります。

化粧品市場全体が成熟し伸長しなかっ

た国内では売上は横ばい程度ですが、ﾏｰ

ｹﾃｨﾝｸﾞ改革の成果を反映して大きく収益

性を高め、営業利益率は今年度、9%台

に達する見込みです。

一方、海外化粧品事業は、この3年で売

上が1.5倍に伸長し、同時に3ヵ年ｽﾀｰﾄ前

にはわずか７億円の営業利益しかなかっ

たものが、 終年度には年間150億円、

率にして5％以上の利益を生み出せるま

でになりました。

国内化粧品事業国内化粧品事業

個々の取り組みと進捗についてご説明

します。



国内で実行した主な構造改革国内で実行した主な構造改革

販売ﾉﾙﾏ撤廃→お客さまによる評価ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

営業 ﾁｬﾈﾙ別営業再編 取引制度改革

マーケティング ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略の革新

生産・物流 国内工場統廃合 物流ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

研究・開発 ｿﾘｭｰｼｮﾝ型研究開発体制

ﾎﾟｽﾄ再販時代の新ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ構築ﾎﾟｽﾄ再販時代の新ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ構築
国内では、市場環境の変化に対応しき

れず機能不全に陥っていた社内のあら

ゆる仕組みを見直し、「いったん会社を

壊して作り直す」覚悟で改革に取り組ん

でまいりました。

国内で実行した主な構造改革国内で実行した主な構造改革

販売ﾉﾙﾏ撤廃→お客さま満足度評価導入販売ﾉﾙﾏ撤廃→お客さまによる評価販売ﾉﾙﾏ撤廃→お客さまによる評価ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

営業 ﾁｬﾈﾙ別営業再編ﾁｬﾈﾙ別営業再編 取引制度改革取引制度改革

マーケティングマーケティング ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略の革新ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略の革新ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略の革新

生産・物流 国内工場統廃合国内工場統廃合 物流ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ物流ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

研究・開発 ｿﾘｭｰｼｮﾝ型研究開発体制ｿﾘｭｰｼｮﾝ型研究開発体制
特にﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ面で力を注いだのがﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

戦略の革新です。



国内の新しいブランドポートフォリオ国内の新しいブランドポートフォリオ

６メガブランド

８重点育成ブランド

２７育成ブランド

マーケティングコストとマンパワーを集中マーケティングコストとマンパワーを集中 5～6年前の一時期には100以上もの

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞに投資を分散していた状況を改

め、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの整理・統合を徹

底的に行いました。

その結果、現在ではご覧のとおり、　

「ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ」に「ｸﾚ･ﾄﾞ･ﾎﾟｰ ﾎﾞｰﾃ」と　

「ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ」を加えた8つの「重点育成

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ」を含む合計27の「育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ」

にｺｽﾄとﾏﾝﾊﾟﾜｰを集中させています。

主要ブランドの売上比率・前年比主要ブランドの売上比率・前年比

82%

53%

39%

07年上期

101%

104%

105%

前年比

74%

46%

31% 37%6ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

79%27育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

52%

06年度

8重点育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

05年度

マーケティング効率が格段に向上マーケティング効率が格段に向上マーケティング効率が格段に向上

これらはこの3年で大きく売上を伸ばし、

8重点ﾌﾞﾗﾝﾄﾞで国内化粧品売上の半分以

上、27の育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞでは8割以上を占め

るまでになりました。ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ効率は格

段に向上し、この効果はｺｽﾄの効率運用

のみならず、生産性や店頭でのﾌﾟﾚｾﾞﾝｽ

の向上にも寄与し、まさに良循環を生ん

でいます。



６メガブランドのカテゴリー６メガブランドのカテゴリー

セルフセルフ

カウンセリングカウンセリング

メ
ン
ズ

メ
ン
ズ

メ
ー
キ
ャ
ッ
プ

メ
ー
キ
ャ
ッ
プ

ヘ
ア
ヘ
ア

ス
キ
ン
ケ
ア

ス
キ
ン
ケ
ア

その中心となるのが、ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞです。

日本の化粧品市場において重要な　　

ｶﾃｺﾞﾘｰであるｽｷﾝｹｱ、ﾒｰｷｬｯﾌﾟ、ﾍｱｹｱ、

ﾒﾝｽﾞに、それぞれ圧倒的な市場占有力

を持つ6つのﾌﾞﾗﾝﾄﾞの柱をうちたてまし

た。それぞれ目標通り、ｶﾃｺﾞﾘｰ1位、　

もしくはﾄｯﾌﾟ集団のﾎﾟｼﾞｼｮﾝを獲得し、

資生堂を代表するﾌﾞﾗﾝﾄﾞとしてお客さま

との出会いを拡大しています。

もちろん、これらは東南ｱｼﾞｱ各国にも

市場状況にあわせ販路を拡大しており

ます。

下期の重点課題下期の重点課題

メガブランドのカテゴリートップ継続

プレステージブランドの重点育成

ﾛﾝｸﾞｾﾗｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ育成への継続取り組み

そして下期には、これらﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞを柱

に主力27ﾌﾞﾗﾝﾄﾞをﾛﾝｸﾞｾﾗｰとして育成し

ていくため、3つの課題に重点的に取り

組んでまいります。



下期の重点課題下期の重点課題

メガブランドのカテゴリートップ継続メガブランドのカテゴリートップ継続

プレステージブランドの重点育成

ﾛﾝｸﾞｾﾗｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ育成への継続取り組み

まずはじめに、ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞが、ｶﾃｺﾞﾘｰﾄｯﾌﾟ

集団のﾎﾟｼﾞｼｮﾝを保ち、しかもその中で、

できるだけ長く安定的にﾅﾝﾊﾞｰ1の頂点を

極め続けられるよう注力していきます。

メガブランドのカテゴリートップ継続メガブランドのカテゴリートップ継続

例えば、この秋にﾘﾆｭｰｱﾙしたｳｰﾉと、

白ﾂﾊﾞｷを追加したﾂﾊﾞｷですが、生産か

ら営業まで全社を挙げたﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ体制

が功を奏し、発売後一気に「店頭での

大量陳列」 「TVｽﾎﾟｯﾄ広告」と山場をつ

くることができました。営業改革の成果

により、8月はｳｰﾉ、9月はﾂﾊﾞｷと、営業

第一線が店頭配荷とﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝに全勢

力を集中できたことが、成功に結びつ

いたものと考えています。

この勢いを下期も維持すべく、話題性

の高いﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝを間断なく投入し、店

頭との連動を図っていきます。



下期の重点課題下期の重点課題

メガブランドのカテゴリートップ継続

プレステージブランドの重点育成プレステージブランドの重点育成

ﾛﾝｸﾞｾﾗｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ育成への継続取り組み

次の課題はﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞの重点育成

です。

プレステージブランドの重点育成プレステージブランドの重点育成

店頭応対力を活かしきるブランドを育成店頭応対力を活かしきるブランドを育成

ﾘﾊﾞｲﾀﾙﾍﾞﾈﾌｨｰｸｸﾚ･ﾄﾞ･ﾎﾟｰ ﾎﾞｰﾃ

ﾍﾞｰｼｯｸｽｷﾝｹｱ

　　　　ﾘﾆｭｰｱﾙ

「ﾘﾆｭｰ」ﾗｲﾝ

　　　　ﾘﾆｭｰｱﾙ

高級ｸﾘｰﾑ

「ﾗ･ｸﾚｰﾑ」

　　　　ﾘﾆｭｰｱﾙ

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの活動革新や営業

改革によって、ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞや顧客ｻｰﾋﾞｽ

など、店頭での応対力は大きく向上し

ています。下期には、この力を活かしき

るブランドの育成に重点的に取り組ん

でいきます。ｸﾚ･ﾄﾞ･ﾎﾟｰ ﾎﾞｰﾃでは新た

に進化した 高級ｸﾘｰﾑ「ﾗ･ｸﾚｰﾑ」を軸

に、またﾍﾞﾈﾌｨｰｸでは一番ﾘｯﾁな使用

感触のﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ﾘﾆｭｰ ﾗｲﾝ、そしてﾘﾊﾞ

ｲﾀﾙではﾍﾞｰｼｯｸｽｷﾝｹｱを一新します。

これらのﾌﾞﾗﾝﾄﾞの売上比率を高めるこ

とによって、さらに原価率の好転も目指

していきたいと考えています。



ﾛﾝｸﾞｾﾗｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ育成への継続取り組みﾛﾝｸﾞｾﾗｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ育成への継続取り組み

併用率向上⇒愛用者のﾛｲﾔﾘﾃｨ拡大併用率向上⇒愛用者のﾛｲﾔﾘﾃｨ拡大

化粧水+乳液の併用率：前年比+7ﾎﾟｲﾝﾄ
売上前年比：乳液+25％

ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ+下地の併用率：前年比+2ﾎﾟｲﾝﾄ
売上前年比：下地+9％

化粧水+乳液の併用率：前年比+7ﾎﾟｲﾝﾄ
売上前年比：乳液+25％

ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ+下地の併用率：前年比+2ﾎﾟｲﾝﾄ
売上前年比：下地+9％

後がﾛﾝｸﾞｾﾗｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ育成への継続的

な取り組みです。

今年度から、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄの効率運用

によって生み出された費用をもとに、店

頭へのｻﾝﾌﾟﾙとﾃｽﾀｰの提供量を大幅に

増加させました。加えて、ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙ

ﾀﾝﾄがお客さまの肌に触れてきめ細や

かにｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞを行う機会は、この１年

の間に1.4倍に増えており、お客さまお

ひとりおひとりの美しさと商品の優れた

品質を引き出すための 適な美容法の

紹介が充実してきています。

その結果、お客さま満足の向上はもち

ろんのこと、ご覧のとおり、商品の併用

率が向上し、これまで伸び悩んでいた　

ｱｲﾃﾑの売上も大きく伸ばすことができ

ました。下期もｴﾘｸｼｰﾙ ｼｭﾍﾟﾘｴﾙやﾍﾞﾈ

ﾌｨｰｸを中心に、店頭における地道な活

動を継続し、お客さまに末永く愛される

　ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの育成に努めていきます。

国内で実行した主な構造改革国内で実行した主な構造改革

販売ﾉﾙﾏ撤廃→お客さま満足度評価導入販売ﾉﾙﾏ撤廃→お客さまによる評価販売ﾉﾙﾏ撤廃→お客さまによる評価ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

営業 ﾁｬﾈﾙ別営業再編ﾁｬﾈﾙ別営業再編ﾁｬﾈﾙ別営業再編 取引制度改革取引制度改革取引制度改革

マーケティング ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略の革新ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略の革新

生産・物流 国内工場統廃合国内工場統廃合 物流ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ物流ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

研究・開発 ｿﾘｭｰｿﾝ型研究開発体制ｿﾘｭｰｿﾝ型研究開発体制
次に営業体制の革新です。



チャネル別営業体制チャネル別営業体制

06/4 化粧品・ﾄｲﾚﾀﾘｰ事業融合
ﾁｬﾈﾙ別営業体制の確立

06/4 化粧品・ﾄｲﾚﾀﾘｰ事業融合
ﾁｬﾈﾙ別営業体制の確立

07/10 営業拠点の再編
専門店 9支社32支店、ﾃﾞﾊﾟｰﾄ・ﾎｰﾙｾｰﾙ 2営業本部

組織と社員の活力を強化、市場にﾌﾚｷｼﾌﾞﾙに対応

07/10 営業拠点の再編
専門店 9支社32支店、ﾃﾞﾊﾟｰﾄ・ﾎｰﾙｾｰﾙ 2営業本部

組織と社員の活力を強化、市場にﾌﾚｷｼﾌﾞﾙに対応

昨年の4月に化粧品とﾄｲﾚﾀﾘｰ事業を

融合し、本社から全国各地の拠点に至

るまで全ての営業組織をﾁｬﾈﾙ別に再

編しました。更にこの10月、再編によっ

て小さくなりすぎていた個々の事業所

の広域化を行いました。化粧品専門店

の営業拠点を9支社59支店から9支社

32支店に、またﾃﾞﾊﾟｰﾄとﾎｰﾙｾｰﾙ営業

は、それぞれ６つあった営業本部を東

西２つに集約しました。

これによって、営業効率を高めるととも

に、お得意先と市場の要望にﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ

に対応し、組織と社員の活力を一層強

化できるようになりました。

営業改革営業改革

+
チャネル別営業体制確立チャネル別営業体制確立

取引制度改革取引制度改革

「２１世紀の共存共栄」
新しいビジネスモデルの確立

「２１世紀の共存共栄」
新しいビジネスモデルの確立

営業改革のもうひとつの柱となるのが取

引制度改革です。これまで一律･画一だっ

たものを、お店毎の取り組み姿勢やﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

ごとのﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ手法を反映した仕組みへ

と改定しました。これにより、個々のお店の

特長を活かした売り場・売り方・品揃えを

展開することで収益性を高めることが可能

となり、ﾁｬﾈﾙ特化型となった現在の営業

体制がその活動をしっかりとｻﾎﾟｰﾄしてい

ます。また、全体としてﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ費用の効

率運用にも寄与しています。お店と資生堂

が個性を重視しながらともに成長し合う、こ

のWIN-WINの関係こそが、ﾎﾟｽﾄ再販制度

の時代に見合った、いわば「21世紀型の新

しい共存共栄のﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ」であると考え

ています。



営業改革営業改革

+
チャネル別営業体制確立チャネル別営業体制確立

取引制度改革取引制度改革

「２１世紀の共存共栄」
新しいビジネスモデルの確立

「２１世紀の共存共栄」
新しいビジネスモデルの確立

この仕組みは今年度から全面的に導入

したばかりで、完全に定着させるには、

ある程度の時間をかけ粘り強く結果を積

み重ねていく必要があります。しかしな

がら、再販制度に守られた時代の一律・

画一のﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを、業界に先駆けて

刷新し、時代の環境に適したものへと生

まれ変わらせたことは、ﾄｯﾌﾟﾒｰｶｰとして

の使命であり、将来に大きな意義をもた

らすと確信しています。全社一丸となって、

この新しいﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの定着に今後も

力を注いでまいります。

国内事業 今後の課題国内事業 今後の課題

更なるマーケティング効率の向上

成長性の確保＝化粧品以外の分野

更なるマーケティング効率の向上更なるマーケティング効率の向上

成長性の確保＝化粧品以外の分野成長性の確保＝化粧品以外の分野

以上、改革の進捗をご説明してきまし

たが、もちろん、今後の課題も少なくあ

りません。

ひとつにはﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾊﾟﾜｰを集中するﾌﾞ

ﾗﾝﾄﾞを集約した後の、全体のﾌﾞﾗﾝﾄﾞやｱ

ｲﾃﾑ数をどのようにﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄしていくか

ということです。市場における品種数が

過剰であればそれだけ、生産･物流･販

売･管理、ありとあらゆる機能に過大な

負荷をもたらします。ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの整理・統

合の次のｽﾃｰｼﾞとして、全体のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・

商品の品種数をいかに効率よく絞り込

むかに取り組まなければならないと考

えています。

ふたつめは、国内では化粧品以外の

分野、例えばﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ、ﾍﾙｽｹｱ、通

販事業に、当初思い描いたような結果

が出せなかったという点です。



通販事業通販事業

国内事業 今後の課題国内事業 今後の課題

成長性の確保＝化粧品以外の分野成長性の確保＝化粧品以外の分野

プロフェッショナル事業プロフェッショナル事業

ヘルスケア事業ヘルスケア事業

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙに関しては、下期より、この

事業に精通しｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾚﾍﾞﾙで高い実績を

あげてきたﾌｨｯｼｬｰ常務に、海外化粧品事

業に加え、国内外ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ事業も併せ

て担当させることにしました。今後、海外

化粧品とﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ事業のｼﾅｼﾞｰを一層

発揮させ、次期3ヵ年には新しい視点で成

長戦略を描いていきます。

また、ｺｴﾝｻﾞｲﾑQ10ﾌﾞｰﾑの衰退とその後

の回収問題のため苦戦が続いたﾍﾙｽｹｱ

では、今年、ｺﾗｰｹﾞﾝﾄﾞﾘﾝｸが新たな成長の

芽として芽生えています。秋からは全国の

主要ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱにも定番入りしており、

これを契機に下期にはｺﾗｰｹﾞﾝに原資を集

中投下し重点的に育成していく計画です。

通販事業に関しては、既存の通販ﾋﾞｼﾞﾈｽ

と質・量ともに一線を画す、時代に先駆け

た新しいﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝの構築を目指しており、

いましばらく検討が必要な状況です。引き

続き、次期3ヵ年の重要課題のひとつとし

て取り組んでまいります。

海外化粧品事業海外化粧品事業

次に、海外化粧品事業についてご説明

します。



海外 3ヵ年の主な成果海外 3ヵ年の主な成果

不採算事業・ブランドの売却・撤退不採算事業・ブランドの売却・撤退

世界５極のR&D体制確立世界５極のR&D体制確立

北米構造改革北米構造改革北米構造改革北米構造改革北米構造改革

不採算事業・ブランドの売却・撤退不採算事業・ブランドの売却・撤退不採算事業・ブランドの売却・撤退

海外においては、この3ヵ年で不採算事

業やﾌﾞﾗﾝﾄﾞの売却・撤退を断行し、改革

ｽﾀｰﾄ時に9社あった赤字会社を昨年末

までに1社に減らすことができました。

M&Aで傘下に収めた会社間のｼﾅｼﾞｰを

創出できず、長らく収益が低迷していた

北米の構造改革も着々と進んでおり、

営業・物流・管理などの機能を統合し効

率化を図っています。

タイタイ

フランスフランス 日本日本 アメリカアメリカ

中国中国

海外 3ヵ年の主な成果海外 3ヵ年の主な成果

世界５極のR&D体制確立世界５極の世界５極のR&DR&D体制確立体制確立
合わせて、世界5極にR&D拠点を整備し、

現地のﾆｰｽﾞや法規への対応がよりきめ

細やかに行えるようになりました。



中国事業中国事業

デパートデパート 化粧品専門店化粧品専門店

安定成長継続安定成長継続
・累計契約店数
　　12月末2500店（見込）
・ｳﾗﾗ好調
　　既存店売上+30%増

・累計契約店数
　　12月末2500店（見込）
・ｳﾗﾗ好調
　　既存店売上+30%増

成長性拡大の筆頭にある中国事業に関

しては、従来から展開していたﾃﾞﾊﾟｰﾄﾋﾞｼﾞ

ﾈｽが安定成長を遂げていることに加え、

日本において資生堂が長年強みとして

きたﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾁｪｰﾝｼｽﾃﾑを応用した化粧

品専門店事業が好調に売上を伸ばし、

中国売上全体の３割以上を占めるまで

に成長しました。新規契約店を毎年700

～800店のﾍﾟｰｽで拡大するとともに、ｵｰ

ﾌﾟﾝ1年以上の既存店の売上も+30％以

上のﾍﾟｰｽで伸長を続けています。昨年

投入した化粧品専門店専用ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「ｳﾗﾗ」

が好調で、今年３月にはｽｷﾝｹｱに加えﾒｰ

ｷｬｯﾌﾟﾗｲﾝを追加し、売上ｱｯﾌﾟに大きく貢

献しています。累計契約店数は12月末

には計画通り2500店を達成する見通し

です。

中国事業中国事業

第３の柱・新興チャネル第３の柱・新興チャネル

ﾜﾄｿﾝｽﾞでｱｸｱﾚｰﾍﾞﾙ好調ﾜﾄｿﾝｽﾞでｱｸｱﾚｰﾍﾞﾙ好調

今後はこの2本柱に加え、将来の成長

性が期待される第3の柱としてﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄ

ｱなどの新興ﾁｬﾈﾙへの展開を積極化し

ていきます。現在でもZaやﾋﾟｭｱﾏｲﾙﾄﾞな

どのﾐﾄﾞﾙﾏｽﾌﾞﾗﾝﾄﾞを展開していますが、

単なるその延長線上にとどまらない戦

略を構築していきたいと考えています。

試みのひとつとして、今年から現地生

産をしたｱｸｱﾚｰﾍﾞﾙをﾜﾄｿﾝｽﾞにて先行

販売を始め、極めて好調な売上を上げ

ています。

また、9月には台湾に続き中国でもﾂﾊﾞ

ｷを発売しました。発売前から多数のﾒ

ﾃﾞｨｱに取り上げられるなど話題性も高く、

導入初月から計画を上回る実績を収め

ています 。今後の推移を見極めながら

全体戦略の中に生かしていきたいと考

えています。



中国事業中国事業

上海工場の第3期工事竣工・稼動→生産能力倍増上海工場の第3期工事竣工・稼動→生産能力倍増

上海卓多姿中信化粧品有限公司　新工場棟

加えて、上海工場の第3期工事を完了

し、生産能力を倍増させました。当面は

現状の上海と北京で十分な生産対応が

可能となります。

海外 3ヵ年の主な成果海外 3ヵ年の主な成果

3年連続2桁の売上伸長
海外売上比率35％→４割も視野に

3年連続2桁の売上伸長
海外売上比率35％→４割も視野に

中国→4年連続＋30％以上成長
　デザイナーズフレグランス事業
　　　　トラベルリテール事業

中国→4年連続＋30％以上成長
　デザイナーズフレグランス事業
　　　　トラベルリテール事業

好調

4年連続で+30％以上の成長となるこの

中国事業を筆頭に、ｼﾞｬﾝﾎﾟｰﾙ･ｺﾞﾙﾁｴな

どのﾃﾞｻﾞｲﾅｰｽﾞﾌﾚｸﾞﾗﾝｽやﾄﾗﾍﾞﾙﾘﾃｰﾙﾋﾞ

ｼﾞﾈｽなどが好調に推移し、海外売上は

3年連続2桁の売上伸長を果たす見通し

です。これにより上期の海外売上比率

は35％に達し、4割も視野に入ってきま

した。その成長への足がかりのひとつと

して、今年、ﾛｼｱに現地法人を設立し、

次期3ヵ年から本格的に営業を開始しま

す。現在、東ﾖｰﾛｯﾊﾟ地域での販売は代

理店や西ﾖｰﾛｯﾊﾟの子会社を拠点として

いますが、今後は、ﾛｼｱの現地法人をも

うひとつの拠点に据え、東西双方から

東ﾖｰﾛｯﾊﾟでのﾋﾞｼﾞﾈｽ展開を加速してい

きたいと考えています。



次期3ヵ年に向けた基盤強化次期3ヵ年に向けた基盤強化

次に次期3ヵ年に向けた基盤強化への取

り組み状況についてご説明いたします。

次期3ヵ年に向けた基盤強化次期3ヵ年に向けた基盤強化

自己株式取得⇒資本効率向上

価値創造を支えるインフラ再整備価値創造を支えるインフラ再整備

人材育成

まずはじめに価値創造を支えるｲﾝﾌﾗの

再整備についてです。



価値創造を支えるインフラ再整備価値創造を支えるインフラ再整備

生産
国内６→４工場に統合・再編

情報ｼｽﾃﾑ
新基幹ｼｽﾃﾑ＝SAP導入

物流
国内物流ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

一般的な業務標準化に即して一般的な業務標準化に即して
ゼロベースで効率化ゼロベースで効率化

既にお話してきたとおり、次期3ヵ年にか

けて、生産・物流・情報ｼｽﾃﾑなど会社運

営の土台となる一連のｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ機能

を、一般的な業務標準化に即してｾﾞﾛﾍﾞｰ

ｽで効率化を図っていきます。これまでに、

生産に関しては国内6工場を4工場に統

合・再編するとともに、物流の施設と子会

社を売却しｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞしました。

残る情報ｼｽﾃﾑが全体の仕組みを支え

る骨格となるのですが、今日まで自社開

発で継ぎはぎしながら作ってきたｼｽﾃﾑを

一新し、来年4月から新たにSAPを導入

することとしました。これにより、販売・物

流・会計が一元的に情報統合され、業務

標準化と効率化が一層すすみ、社員の

生産性が向上することになります。この

新しい基盤をﾍﾞｰｽに次期3ヵ年ではもう

一段のｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ改革を進めたいと考

えています。

次期3ヵ年に向けた基盤強化次期3ヵ年に向けた基盤強化

自己株式取得⇒資本効率向上自己株式取得⇒資本効率向上

価値創造を支えるインフラ再整備

人材育成

また、すでに発表のとおり、9月に、自己

株式1000万株を245億円で取得しました。



3ヵ年計画 営業利益率・ROEの推移33ヵ年計画ヵ年計画 営業利益率・営業利益率・ROEROEの推移の推移
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営業利益率　　　　
（破線は当初計画）

ROE
ROEも8％台に到達

営業利益率は計画を上回るｽﾋﾟｰﾄﾞで改善

(見込み)

これにより資本効率を高め、今年度の

ROEは当初見込みから0.4ﾎﾟｲﾝﾄ上昇し、

8.7％となる見通しです。次期3ヵ年には、

営業利益率向上に取り組むことはもち

ろんのこと、資本効率の向上にも併せ

て力を入れていく計画です。

その観点からも、積極的な株主還元を

継続すべく、「中期的に総還元性向

60％、中でも現金配当の比率を高めて

いく」という方針のもと、今後も現金配当

をﾒｲﾝにしつつ、株式市場の推移を鑑み

ながらﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧで自己株式取得を行っ

ていく考えです。

ちなみに、現3ヵ年での配当性向は53%、

自己株式取得を加えた総還元性向では

90％となる見通しです。

次期3ヵ年に向けた基盤強化次期3ヵ年に向けた基盤強化

自己株式取得⇒資本効率向上

価値創造を支えるインフラ再整備

人材育成人材育成

後に、この3ヵ年の改革がここまで実

行できたのも、社員ひとりひとりの意識

が変わり、改革へのｴﾈﾙｷﾞｰとなったか

らに他ならないと考えています。改革を

支え、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ価値を創造するのは「人」

です。



次期3ヵ年に向けた基盤強化次期3ヵ年に向けた基盤強化

人材育成人材育成
今年度から開校した企業内大学「ｴｺｰﾙ

資生堂」を起点に人材育成と企業文化

の伝承に力を注ぎ、今回の改革を一過

性のものに終わらせることなく、永続的

に商品やｻｰﾋﾞｽの創造性とｸｵﾘﾃｨｰを高

める体制を整えていきたいと考えていま

す。

残る半年残る半年

改革の総仕上げ

コミットメントの達成

次期次期33ヵ年中にヵ年中に 、、
「コンスタントに営業利益率「コンスタントに営業利益率10%10%以上を以上を

出せる事業構造」へと進化出せる事業構造」へと進化

さて、残る半年です。

これまで、再販制度のもとに確立され

たﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの呪縛の中でもがいてい

た資生堂は、今回の改革によって、時

代の変化にしなやかに対応できる21世

紀型ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを有する資生堂へと生

まれ変わることができたのではと感じて

います。

そして、更に今後、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企業として

の存在を揺るぎないものとするには、も

う一段階段を上らなくてはなりません。

次期3ヵ年中には営業利益率10％以上

をｺﾝｽﾀﾝﾄに出せる事業構造へと進化

することを目指し、残る半年で改革の総

仕上げを行ってまいります。



もちろん、企業の価値は収益性のみ

で語られるものではありません。　　

銀座の１軒の薬局からｽﾀｰﾄした資生

堂が、136年にわたって存在し続けて

こられたのも、何よりお客さまからの

信頼を第一とし、社会に対して誠実に

向き合ってきたからではないかと考え

ます。事業の歯車が順調に回り始め

ているいま改めて、企業倫理やｺﾝﾌﾟﾗ

ｲｱﾝｽに一層の厳しさを持ち取り組ん

でいく所存です。

皆さまには今後とも、ご助言、ご協力

をいただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。ご清聴ありがとうござい

ました。

20082008年年33月期月期 中間決算内容中間決算内容

取締役 執行役員常務

原田 康彦



連結業績

（億円）

売上比

（▲22.1）0.1％4特別損益

+26.8％5.7％207税金費用等

▲45.3％0.3％12営業外損益

+37.9％3.6％129中間純利益

+18.9％9.2％332経常利益

+24.2％8.8％321営業利益

+3.5％65.2％2,365販売管理費

+1.2％26.0％943売上原価

+4.5％100.0％3,629売上高

前年比07/9期実績

連結業績推移
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四半期別売上・営業利益実績

（億円）

前年比

+84.8%

+14.1%

▲0.7%

+4.2%

155

（9.0%）

624

1,111

1,734

１Ｑ
前年比前年比

321

（8.8%）

1,270

2,359

3,629

上期

▲5.0%

+24.6%

▲3.2%

+4.7%

+24.2%165

（8.7%）

営業利益
（営業利益率）

+19.2%646海外

▲2.1%1,248国内

+4.5%1,894売上高

２Ｑ

事業セグメント別売上

（億円）

100.0%

　3.0%

　34.9%

62.1%

+19.2%　+2041,267海外化粧品

▲8.5%▲10108その他

+4.5%+1553,629合　計

▲40

前年差

▲1.7%2,253国内化粧品

前年比07/9実績



国内化粧品事業売上～領域別

2,253

66

108

70

78

1,932 ▲2.1%▲4253.2%化粧品

▲0.9%▲13.0%ｱｳﾄｵﾌﾞS+通販

+12.1%+81.9%ﾍﾙｽｹｱ

▲40

+5

▲9 

前年差

+7.5%1.8%その他

▲1.7%62.1%合　計

▲10.1%2.1%ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

前年比07/9実績

（億円）

国内化粧品事業売上～化粧品内訳

（億円）

前年比
AN移管影響

補正後

▲42

+1

▲33 

▲10

前年差
AN移管影響

補正後

▲2.1%

+0.3%

▲5.7%

▲0.9%

1,932

286

542

1,104 30.4%ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

7.9%ﾄｲﾚﾀﾘｰ

53.2%合　計

14.9%ｾﾙﾌ

07/9実績



海外化粧品事業売上～領域別

（億円）

+204

+29

+68

+176

前年差

+19.2%

+18.7%

+33.7%

+19.3%

前年比

　中国 +25%7.5%271

34.9%

5.0%

29.9%

+11%183ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

+10%1,267合　計

+10%1,084　化粧品

外貨前年比07/9実績

海外地域別売上
（億円）

+4.3

+2.2

+0.9

+1.2

増減

+19.2%

+23.7%

+12.8%

+21.8%

前年比

35.0%

14.6%

12.3%

8.1%

構成比

+1%446ﾖｰﾛｯﾊﾟ

+10%1,270海外計

+15%532ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ

+16%292ｱﾒﾘｶ

外貨
前年比

07/9期

※US$=120.16円（+3.8％）、ﾕｰﾛ=159.61円（+12.2％）、CNY=15.57円（+8.0％）



売上原価・販売管理費

（億円）

21.1%

21.5%

22.6%

65.2%

26.0%

売上比

▲0.4

+0.2

+0.8

+0.6

+0.8

率差
▲悪化

▲47

▲27

▲7

▲81

▲12

前年差
▲費用増

広告費・売出費

その他

人件費

▲7%766

▲4%781

▲1%943売上原価

819

2,365

07/9

実績

▲1%

▲4%販売管理費

前年比
▲費用増

営業利益～事業セグメント別

＋0.9ﾎﾟｲﾝﾄ5.1%利益率（%）

+5.4%+111営業利益（億円）その他

+1.3ﾎﾟｲﾝﾄ6.4%利益率（%）

+49.4%+2782営業利益（億円）海外

化粧品

+1.8ﾎﾟｲﾝﾄ9.9%利益率（%）

+19.6%+37226営業利益（億円）国内

化粧品

前年比前年差
07/9

実績



営業利益～所在地別

+25.6%+27132営業利益（億円）海外計

+0.6ﾎﾟｲﾝﾄ9.9%利益率（%）

+6.3%+466営業利益（億円）ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ

▲2.0ﾎﾟｲﾝﾄ13.7%利益率（%）

+23.1%　　 +33175営業利益（億円）国内

+1.4ﾎﾟｲﾝﾄ7.0%利益率（%）

+1.4ﾎﾟｲﾝﾄ9.2%利益率（%）

+40.4%+1449営業利益（億円）ﾖｰﾛｯﾊﾟ

+2.4ﾎﾟｲﾝﾄ5.2%利益率（%）

+111.1%+917営業利益（億円）ｱﾒﾘｶ

前年比前年差07/9実績

営業外損益

（億円）

+1.0▲11.3支払利息

▲9.611.6収支計

営業外

損益
▲11.50.0有形固定資産売却損益

▲1.40.5その他金融収支

5.2

▲1.7

1.9

17.0

07/9実績

▲0.4受取家賃

+4.4受取利息・配当金

その他営業外損益

為替差損益

項目

+0.3

▲2.1

前年差



特別損益

（億円）

+11.2▲10.9減損損失

▲11.0▲11.0特別退職関連費用

+23.823.8関係会社株式売却益

+5.15.1投資有価証券売却益

▲4.5▲4.5構造改革費用

▲3.2▲3.2その他

+5.15.1固定資産売却益

特別損失

特別利益

+26.54.4特別損益計

07/9実績項目 前年差
▲利益減/損失増

中間純利益

（億円）

94

19

144

257

　06/9実績

129

21

186

337

07/9実績

中間純利益

少数株主利益

税金費用

税引前利益

項目

+36

▲2

▲42

+79

前年差
▲費用増



連結貸借対照表

▲173

40

18

3,560

　　191

　　172 

株 主 資 本 計

評価・換算差額計

少 数 株 主 持 分 他

▲1163,922純 資 産 合 計

▲5902,770負 債 合 計

▲2793,387固 定 資 産 計

▲4273,305流 動 資 産 計

▲7066,692負債･純資産合計▲7066,692資 産 合 計

▲1131,339投資その他の資産

16514無 形 固 定 資 産

▲1821,534有 形 固 定 資 産

▲41396そ の 他

19 

▲18

1,065

721

売 上 債 権

た な 卸 資 産

▲36

▲233

　　　　
2

▲327

3

1,071

428

　　　
119 

290

861

仕入債務・未払金

1年以内償還社債・
　 　 短 期 借 入 金

賞 与 引 当 金

社債・長期借入金

そ の 他

▲3871,123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

連結キャッシュフロー

（億円）

562.5 509.5

-451.2

415.2

-600

-400

-200

0

200

400

600

02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 07上期

連結キャッシュフロー

フリー・キャッシュフロー




