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2009年（平成21年）3月期

第1四半期実績と今後の見通し
20092009年（平成年（平成2121年）年）33月期月期

第第11四半期実績と今後の見通し四半期実績と今後の見通し

株式会社株式会社 資生堂資生堂
取締役専務取締役専務

原田原田 康彦康彦

資生堂取締役専務の原田康彦です。

これより2009年3月期第1四半期の　

実績と今年度の見通しについてご報告

します。

2008-7-31
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売上高： 年平均 4～5％成長

海外売上比率： 40％以上

営業利益率： 10％以上

ROE： 営業利益率＋１～２％

日本をオリジンとしアジアを代表する

グローバルプレイヤーをめざす

新3ヵ年計画（２００８～２０１０年度）
当社は今年度より「日本をオリジンと

し、アジアを代表するグローバルプレ

イヤー」を目指す新3ヵ年計画に取り組

んでいます。

前の3ヵ年で構築した事業基盤をﾍﾞｰｽに、

国内で安定した収益を上げ、中国を中

心とする海外で高成長を取り込み、構

造改革にも継続して取り組むことによっ

て、「成長性の拡大と収益性の向上」

を同時に実現していくというものです。

現地通貨ベースで年平均４～５％の売上

成長を果たし、 終年度である2010年度に

は、営業利益率10％以上、ROEは営業利

益率よりも１～２ポイント高い水準を目指し

ています。
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２００９/３期 第1四半期決算実績２００９２００９//３期３期 第第11四半期決算実績四半期決算実績

その初年度にあたる今年度、第1四半

期の実績をご報告します。
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２００９/３期 第1四半期決算実績２００９/３期 第1四半期決算実績

（億円)

＋＋8282

▲▲3232

▲▲2929

▲▲3333

＋＋1010

▲▲104104

▲▲9393

前年差

（＋（＋2525））ーー▲▲77特別損益特別損益

海外海外
<<現地通貨ﾍﾞｰｽ現地通貨ﾍﾞｰｽ>>

国内国内

＋＋406%406%6.2%6.2%103103四半期純利益四半期純利益

▲▲17%17%8.6%8.6%141141経常利益経常利益

▲▲21%21%7.5%7.5%122122営業利益営業利益

＋＋2%2%
<+7%><+7%>

38.7%38.7%634634

▲▲9%9%61.3%61.3%1,0071,007

▲▲5%5%100.0%100.0%1,6411,641売上高売上高

前年比実績

第１四半期の売上高は、前年に対して、

国内が9％の減収、海外が2％の増収、合

計で5％減収の1641億円となりました。国

内は消費ﾏｲﾝﾄﾞの冷え込み影響が予想以上

に大きく厳しい結果となりましたが、海

外は現地通貨ﾍﾞｰｽで+7％と好調に推移し

ました。

営業利益は、ﾘｰｽ子会社の売却で原価高だっ

たｻｰﾋﾞｽ売上が減少したことや品種構成比

の変化によって原価率が好転したことに

加え、為替差によって販売管理費も内輪

に納まる一方で、SAPの導入費用や年金運

用損の償却、会計基準変更といった特殊

要因の影響▲20億円と売上減に伴う差益

の減少が響き、33億円減益の122億円とな

りました。経常利益は29億円減益の141億

円。特別損益は、昨年は物流子会社売却

などにより25億円のﾌﾟﾗｽでしたが、今年

は子会社であるｻﾞ･ｷﾞﾝｻﾞのﾌﾞﾃｨｯｸ事業撤

退による減損損失など▲7億円を計上し、

税金費用等を控除した結果、四半期純利

益は103億円となりました。
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（億円)

２００９/３期 第1四半期決算実績２００９/３期 第1四半期決算実績

＋＋8282

▲▲3232

▲▲2929

▲▲3333

＋＋1010

▲▲104104

▲▲9393

前年差

（＋（＋2525））ーー▲▲77特別損益特別損益

海外海外
<<現地通貨ﾍﾞｰｽ現地通貨ﾍﾞｰｽ>>

国内国内

＋＋406%406%6.2%6.2%103103四半期純利益四半期純利益

▲▲17%17%8.6%8.6%141141経常利益経常利益

▲▲21%21%7.5%7.5%122122営業利益営業利益

＋＋2%2%
<+7%><+7%>

38.7%38.7%634634

▲▲9%9%61.3%61.3%1,0071,007

▲▲5%5%100.0%100.0%1,6411,641売上高売上高

前年比実績

なお、四半期純利益が昨年に対して大幅

に増えているのは、四半期会計基準の適

用により、年間と同等の税効果を効かせ

ることができるようになり、税金費用が

減少したためです。
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セグメント別情報セグメント別情報セグメント別情報

以上の実績をセグメント毎にご説明しま

す。
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事業セグメント別売上事業セグメント別売上

（億円)

▲93

▲11

＋10

▲93

前年差

▲18%%2.9%%4747その他

▲5%%100.0%%1,6411,641合計

＋2%%38.5%%632632海外化粧品

▲9%%58.6%%962962国内化粧品

前年比実績

まず売上ですが、国内化粧品事業は9％

の減収。海外化粧品事業が2％の増収。

その他事業はﾘｰｽ子会社売却影響によっ

て18％の減収となりました。

それぞれの内訳をご説明します。
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国内化粧品事業セグメント国内化粧品事業セグメント

▲4%ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

＋3%ﾍﾙｽｹｱ

▲4%その他

▲9%合計

▲10%化粧品

ﾄｲﾚﾀﾘｰ

ｾﾙﾌ ▲12%

▲10%ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

▲4%

前年比内訳

ｻﾏｰｷｬﾝﾍﾟｰﾝ　売場展開ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ

ｴﾘｸｼｰﾙｼｭﾍﾟﾘｴﾙ

まず、国内化粧品事業ですが、昨年度か

ら引き続き、新ﾌﾞﾗﾝﾄﾞなど大型新製品の

発売なしに既存品の育成に取り組んでき

たものの、昨年下期から続く消費ﾏｲﾝﾄﾞ

の冷え込みが予想以上に厳しく、特に、

当社の主力となる、単価2000円から5000

円の中価格帯領域で大きな影響を受けま

した。品種別にみると、ｴﾘｸｼｰﾙｼｭﾍﾟﾘｴﾙ

などﾍﾞｰｼｯｸなｽｷﾝｹｱは堅調に推移しまし

たが、ﾒｰｷｬｯﾌﾟや美白美容液のように嗜

好性が強く消費ﾏｲﾝﾄﾞの影響をより受け

やすい領域で苦戦しました。5月～6月に

かけて週末の天候がすぐれなかったこと

により、ｾﾙﾌ商品の日やけ止めや制汗剤

が伸び悩んだことも響いています。化粧

品は、当初計画でも若干の減収を見込ん

ではいましたが、6月21日からｽﾀｰﾄした

「ｻﾏｰｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」用の売場展開が組織小売

業を中心に7月にずれ込んだことも影響

しています。後ほどご説明する諸施策に

よって第2四半期以降での挽回を図って

いきます。
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海外化粧品事業セグメント海外化粧品事業セグメント

参考）地域別売上参考）地域別売上

+6%(+12%)ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ

+2%(+1%)ヨーロッパ

　　+2%(+7%)
海外売上計

[634億円]

　▲5%(+6%)アメリカ

前年比
（現地通貨ﾍﾞｰｽ）

地域

▲4%（+4%)ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

前年比
（現地通貨ﾍﾞｰｽ）

内訳

+2%（+7%）
海外化粧品
売上合計
[632億円]

中国（香港含む）

+3%(+7%）化粧品

+16%（+24%)

※為替レート＜前年実績＞
１USドル＝105.29円＜119.53円＞
１ユーロ＝157.64＜156.5＞
１人民元＝14.69＜15.4＞

海外化粧品は現地通貨ﾍﾞｰｽで7%の増収。

円高影響により円ﾍﾞｰｽでは+2%となりました。

景気減速の影響は欧米でも強まりつつあり

ますが、ｽｷﾝｹｱの育成に力を入れてきた当

社は、どの地域でも成長性を確保し、概ね計

画線の実績を収めました。第2四半期に入っ

てもこの勢いは持続しています。

地域別に見ると、ｱﾒﾘｶでは、主力のﾃﾞﾊﾟｰ

ﾄ売上が好調に推移、ﾖｰﾛｯﾊﾟはSHISEIDO ﾌﾞ

ﾗﾝﾄﾞやﾃﾞｻﾞｲﾅｰｽﾞﾌﾚｸﾞﾗﾝｽを中心に前年を

上回る実績を収めました。中国をはじめ

とするｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ地域は引き続き高い成

長性を確保しています。

なお、中国の売上は、今年度、現地通貨

ﾍﾞｰｽで+20％の成長を目指していますが、

第1四半期で＋24％と好調な滑り出しとなっ

ています。上期ﾄｰﾀﾙでは主力ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「ｵﾌﾟ

ﾚ」のﾘﾆｭｰｱﾙ効果も寄与し、第1四半期を

上回る伸びとなる見通しです。
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事業セグメント別営業利益事業セグメント別営業利益

（億円)

＋20.7%11事業間消去

▲33

＋0

＋7

▲42

前年差

4.7%66その他

100.0%122122合計

40.5%4949海外化粧品

54.0%6666国内化粧品

実績

次に事業セグメント別の営業利益ですが、

国内化粧品は、原価率の好転やｻﾏｰｷｬﾝ

ﾍﾟｰﾝ費用の第2四半期への繰り下がりな

どﾌﾟﾗｽ要因はあるものの、売上減による

差益減が響き42億円の減益。

海外化粧品は、売上増に伴う差益増に

加え、費用の効率運用などによって利益

率も好転し、7億円の増益となりました。

為替影響を控除すれば、海外はいずれの

地域でも増益となっています。
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2009年3月期 上期見通し20092009年年33月期月期 上期見通し上期見通し

第1四半期の実績は以上のとおりです。

国内売上が当初計画を下回ったことから、

連結の上期見通しを次のとおりに見直し

ます。
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2009/3期 上期見通し2009/3期 上期見通し

（億円)

期初差

（＋4）＋10▲▲3030特別損益

海外

国内

＋24%＋5160160
第2四半期累計

純利益

▲10%＋15300300経常利益

▲13%±0280280営業利益

＋4%＋501,3201,320

▲3%▲902,2802,280

▲1%▲403,6003,600売上高

前年比見通し

売上高を期初の計画に対して40億円減の

3,600億円とします。国内は第1四半期に

下振れした分▲90億円を反映したもので

す。消費ﾏｲﾝﾄﾞの冷え込みは当面継続する

とみていますが、7月に入ってからはｻﾏｰｷｬ

ﾝﾍﾟｰﾝ用の売場展開が本格化し、7月1日～

25日までの化粧品出荷は前年比＋4～5%と

ﾌﾟﾗｽ基調に転じています。7月下旬と8月

下旬にはﾒｰｷｬｯﾌﾟやｾﾙﾌ化粧品で秋の新製

品の発売があり、第1四半期から繰り下がっ

たﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ費用に追加投資を併せて宣伝

や売場の強化を図り、第2四半期は計画通

りの売上を確保していきます。また、9月

から11月にかけては高価格帯を中心とし

たｽｷﾝｹｱの新ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、新ﾗｲﾝを相次いで投

入する計画としています。この市況下に

おいても、高価格帯市場は堅調に推移し

ていることから、下期の大きな山場に向

け、第2四半期から弾みをつけて攻勢に転

じていく考えです。一方海外は、中国を中

心とした売上の好調と当初計画より円安に

推移したことによる為替差を反映し、+50億円

と見込みます。
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2009/3期 上期見通し2009/3期 上期見通し

（億円)

期初差

（＋4）＋10▲▲3030特別損益

海外

国内

＋24%＋5160160
第2四半期累計

純利益

▲10%＋15300300経常利益

▲13%±0280280営業利益

＋4%＋501,3201,320

▲3%▲902,2802,280

▲1%▲403,6003,600売上高

前年比見通し

次に営業利益ですが、第1四半期に原価率

の好転と費用の効率運用やﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄの

繰り下がりによって若干上振れた分、第2四

半期に下振れと見込み、上期ﾄｰﾀﾙでは計画

通りの利益を確保します。

営業外や特別損益は当初計画より増益とな

る見通しですが、税金費用の見込差があり、

純利益は5億円ﾌﾟﾗｽの160億円、前年に対し

て24％増益と見込みます。
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2009/3期 年間見通し2009/3期 年間見通し

（億円)

期初差

（＋4）±0▲▲5050特別損益

海外

国内

＋2%±0360360当期純利益

＋1%±0660660経常利益

＋2%±0650650営業利益

＋4%＋902,7402,740

▲1%▲904,5604,560

＋1%±07,3007,300売上高

前年比見通し
なお、想定ﾚｰﾄを当初の1ﾄﾞﾙ100円から105円

に見直すなど下期に発生する為替差を織り込

み、年間では売上・利益ともに当初計画通りと

します。　以上です。

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。


