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200200８８年度年度
上期実績上期実績とと通期見通し通期見通し

㈱資生堂　代表取締役㈱資生堂　代表取締役 社長　社長　

前田前田 新造新造

社長の前田新造です。

これより2008年度上期実績と通期見通

しについてご説明いたします。
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１　２００８年度上期実績

２　２００８年度通期見通し

３　3ヵ年計画の進捗と今後の課題

１　２００８年度上期実績

まず初めに、2008年度上期の実績につい

てご報告いたします。
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▲１５－▲4.0％２,２65　国内

＋８＋１0.3％＋4.6％１,328　海外

実績 前年比 外貨前年比 前回計画差

売上高 ３,594 ▲1.0％ +1.0% ▲６

営業利益 ３39 ＋5.6％ － +５９

経常利益 ３63 + 9.3％ － +６３

純利益 201 + ５５．３％ － +４１

２００８年度 上期実績２００８年度 上期実績
（億円)

‣海外売上比率　37.0％　＋2.0ｐｐ
‣営業利益率　9.4％　＋0.6ｐｐ

売上高は前年比▲１％の３５９４億円。昨年

下期から顕著になった消費マインドの冷え込

みにより国内が▲４％となった一方で、海外

が地道なマーケティング活動が功を奏して各

地域で売上を伸ばし、４．６％の伸長。為替

影響を除くと、売上高合計は＋１．０％、海外

は＋１０.３％となりました。
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▲１５－▲4.0％２,２65　国内

＋８＋１0.3％＋4.6％１,328　海外

実績 前年比 外貨前年比 前回計画差

売上高 ３,594 ▲1.0％ +1.0% ▲６

営業利益 ３39 ＋5.6％ － +５９

経常利益 ３63 + 9.3％ － +６３

純利益 201 + ５５．３％ － +４１

２００８年度 上期実績２００８年度 上期実績
（億円)

‣海外売上比率　37.0％　＋2.0ｐｐ
‣営業利益率　9.4％　＋0.6ｐｐ

営業利益は＋５．６％で、３３９億円。この上

期は、会計基準変更や年金運用損などの特

殊要因影響に加え、積極的なマーケティング

投資を行うことを意図しておよそ１割強の減

益計画としておりましたが、厳しい市場環境

を鑑み、マーケティングコストの効率運用を

図って下期に一部費用を繰り下げたことや

原価率の好転などが寄与し、前回見込みに

対して５９億円増益となりました。
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２００８年度 上期実績２００８年度 上期実績
（億円)

▲１５－▲4.0％２,２65　国内

＋８＋１0.3％＋4.6％１,328　海外

実績 前年比 外貨前年比 前回計画差

売上高 ３,594 ▲1.0％ +1.0% ▲６

営業利益 ３39 ＋5.6％ － +５９

経常利益 ３63 + 9.3％ － +６３

純利益 201 + ５５．３％ － +４１

‣海外売上比率　37.0％　＋2.0ｐｐ
‣営業利益率　9.4％　＋0.6ｐｐ

経常利益は＋９．３％の３６３億円、これに特

別損益として子会社ザ･ギンザのブティック事

業と資生堂ビューテックの撤退損など合わせ

てマイナス３７億円を計上しましたが、四半期

決算における税効果の取扱い方法の変更に

よって税金費用が前年よりも内輪に納まった

結果、純利益は＋５５．３％の　２０１億円、

計画に対して４１億円の増益となりました。
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内訳 売上前年比

化粧品 ▲3.8%

　
　
　

‣ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ ▲1.9%
‣ｾﾙﾌ ▲8.5%

‣ﾄｲﾚﾀﾘｰ ▲2.3%

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ ▲0.5%
ﾍﾙｽｹｱ +8.5%
その他 ▲2.6%
売上合計 ▲3.2%

国内化粧品事業国内化粧品事業

‣営業利益　＋7.7％　１７億円増益
　営業利益率11.0％　前年対比＋1.1ｐｐ

事業セグメント別にみていきます。国内化

粧品事業セグメントは売上前年比▲３．２％。

うち、カウンセリング、セルフ、トイレタリーの

化粧品3領域合計は▲３．８％でした。昨年

度に引き続き既存ブランド育成に取り組み、

特に今年度は、ブランド・チャネルを横断し

たサマーキャンペーンを企画するなど体制

を強化しましたが、消費マインドの冷え込み

を跳ね返すには至らず、前年を割り込みま

した。

この間、当社の推計値によりますと、化粧

品市場全体は▲１～２％程度だったとみて

おりますので、当社への影響は、より顕著で

あったと認識しております。育成２１ブランド

合計では市場並みの前年比を確保したので

すが、育成ブランド以外が低迷したことと、

低価格品への流出によって当社の主力ブラ

ンドが集中する中価格帯市場そのものが縮

小したこと、そして唯一成長した高価格帯市

場において当社が十分な力を発揮できなかっ

たこと、などが主な要因と捉えております。
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‣営業利益　＋7.7％　１７億円増益
　営業利益率11.0％　前年対比＋1.1ｐｐ

内訳 売上前年比

化粧品 ▲3.8%

　
　
　

‣ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ ▲1.9%
‣ｾﾙﾌ ▲8.5%

‣ﾄｲﾚﾀﾘｰ ▲2.3%

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ ▲0.5%
ﾍﾙｽｹｱ +8.5%
その他 ▲2.6%
売上合計 ▲3.2%

国内化粧品事業国内化粧品事業
このようななか当社は、メガブランドを中

心に「太く強いブランドを粘り強く育成する」

という前3ヵ年からの方針を貫き、培ってき

たブランド価値を崩すことなく効率的なマー

ケティング投資に専念しました。具体的に

は、サマーキャンペーンと9月の棚換え、

それらふたつの期間に売場づくりや広告

などのプロモーションを極力集中させ、山

場をつくりました。また、新ブランド発売の

ある下期に備えて費用の繰り下げを行っ

たことやプロダクトミックスの変化による原

価率好転などが寄与し、営業利益は＋７．

７％で１７億円の増益となりました。
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内訳 売上前年比 外貨前年比

化粧品 +5.5% +10.7%

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ ▲2.1% +6.5%

合計 +4.4% +10.1%

+18.9%+11.6%アジア・オセアニア

内訳 前年比 外貨前年比

アメリカ ▲5.6% +6.0%

ヨーロッパ +2.9% +2.8%

合計 +4.6% +10.3%

【参考：地域別売上】

海外化粧品事業海外化粧品事業

‣営業利益　＋3.2％ 3億円増益

　営業利益率6.4％　前年対比▲0ｐｐ

海外化粧品事業セグメントは売上前年比+
４．４％。現地通貨ベースでは+１０．１％と

なりました。

景気減速は世界的な潮流となっています

が、当社はスキンケア化粧品を中心に、顧

客との強い絆づくりをベースにした地道な

マーケティング活動に徹してきた効果もあ

り、サブプライムローン問題に端を発した厳

しい市場環境にもかかわらず、現地通貨ベー

スで3割成長を果たした中国をはじめ、欧

米を含む全ての地域で成長性を確保しまし

た。

中国の新オプレを中心にマーケティングコ

ストを積極的に投入しましたが、売上の増

加と費用の効率的運用により営業利益も

＋３．２％で３億円の増益となりました。
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１　２００８年度第２四半期実績

２　２００８年度通期見通し

３　3ヵ年計画の進捗と今後の課題

１　２００８年度第２四半期実績

２　２００８年度通期見通し

３　3ヵ年計画の進捗と今後の課題

２　２００８年度通期見通し

続きまして、今年度の見通しについてご

案内します。
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２００８年度 通期見通し２００８年度 通期見通し
（億円)

▲６０－▲2.0％4,500　国内

▲4０+７%＋2.2％2,700　海外

見通し 前年比 外貨前年比 前回計画差

売上高 7,200 ▲0.5％ － ▲１００

営業利益 650 +2.4％ － ±０

経常利益 670 + 2.9％ － +１０

当期純利益 360 + １．５％ － ±０

‣海外売上比率　37.5％　＋1.0ｐｐ
‣営業利益率　9.0％　＋0.2ｐｐ
‣年間平均想定為替ﾚｰﾄ　　US$105円、ﾕｰﾛ155円、中国元15円
　　　　　　　　　　　　　　　（前回）　　　　（１０５円）　　（1６０円）　　　（14.5円）

少なくとも今後半年は国内外で厳しい状

況が続くと見込み、上期に計画を下回った

分などを反映して国内売上を前回見通し

よりも６０億円引き下げ、海外を４０億円引

き下げます。以上により、売上高は年間で

１００億円引き下げ７２００億円とします。

ただし、費用の効率運用や原価率好転が

予想以上に進んでいることから、営業利

益は計画通り６５０億円を確保し、営業外

損益と特別損益で１０億円ずつプラスマイ

ナスする結果、当期純利益は計画通り３６

０億円と見込みます。
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２００８年度 下期見通し２００８年度 下期見通し
（億円)

▲45－±0%2,235　国内

▲48＋5%▲0.1％1,372　海外

見通し 前年比 外貨前年比 前回計画差

売上高 3,606 ±０％ － ▲94

営業利益 311 ▲0.9％ － ▲59

経常利益 307 ▲3.7％ － ▲53

純利益 159 ▲２９.３％ － ▲41
‣海外売上比率　38.0％　▲0ｐｐ
‣営業利益率　8.6％　▲0.1ｐｐ
‣下期平均想定為替レート　US$105円、ﾕｰﾛ150円、中国元15円
　　　　　　　　　　　　　　　　　（前回）　　（105円）　　　（160円）　　　（14.5円）

下期のみでみてみます。

国内の化粧品市場全体は引き続き前年を

下回るとみておりますが、当社は後ほどご

説明するとおり、大型の新ブランド・新製品

を相次いで投入することから、前年実績は

確保したいと考えています。海外は、第3四
半期以降、現地通貨ベースでの売上伸長

が鈍化している一方で、下期の想定為替レー

トを実勢を反映してご覧のとおり見直すこと

によって、円ベースでは、ほぼ前年並み、

現地通貨ベースで＋５％となる売上を目指

します。

営業利益は、売上減による差益の減少と

上期からのマーケティングコストの繰り下げ

によって計画から５９億円引き下げ、　　３１

１億円となります。
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株主還元株主還元

自己株式取得

配当金
（円）

配当金を主体に、機動的な自社株取得・消却　
　　　⇒連結総還元性向：中期的に60％基本方針

一株あたり中間・期末ともに
２５円で年間５０円

前年に比べ年間＋１６円
７期連続の増配

２５０万株（上限）、６０億円（上限）、総還元性向　およそ７０%程度

次に株主還元ですが、「総還元性向を中

期的に６０％」との基本方針にのっとり、当

初計画通り、 一株あたり中間・期末ともに

２５円、年間５０円とし、７期連続、かつ前

年に比べ＋１６円、約１．５倍となる大幅

増配といたします。

加えて、本日発表しましたとおり、１１月５

日から１４日の間に、２５０万株、６０億円

を上限に自己株式を取得することにしまし

た。これにより、今年度の総還元性向はお

よそ７０％程度となる見込みです。
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１　２００８年度第２四半期実績

２　２００８年度通期見通し

３　3ヵ年計画の進捗と今後の課題

１　２００８年度第２四半期実績

２　２００８年度通期見通し

３　3ヵ年計画の進捗と今後の課題３　3ヵ年計画の進捗と今後の課題

次に、今年度より取り組んでいる３ヵ年計

画の進捗と今後の課題についてご説明い

たします。
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資生堂2008～2010年度3ヵ年計画全体像

成長性の拡大と収益性の向上

グローバル化

グローバルブランドSHISEIDO育成

ブランドづくり

キ
ー
ワ
ー
ド

日本をｵﾘｼﾞﾝとしｱｼﾞｱを代表するｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰを目指し、全ての活動の質を高める

峻別と集中 外部の知恵とリソース活用

戦
略
の
方
向
性

アジアでの圧倒的存在感の確立

ﾏｽﾃｰｼﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの本格展開
中国事業のさらなる拡大
日本でNo.1のﾎﾟｼﾞｼｮﾝを磐石なものへ

資生堂ｸﾞﾙｰﾌﾟの価値向上に向けた取組み強化

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの活動革新進化
価値創造力の強化
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産体制の整備

グローバル人材の育成

質の高い経営基盤の確立

組織能力の向上

コーポレートガバナンス体制の進化

構造改革

CSRへの積極的な取り組み

グループ結束力強化

2010年度営業利益率10％以上、ROE=OPM+1～2ﾎﾟｲﾝﾄ、海外売上比率40％超

数
値
目
標

日本をｵﾘｼﾞﾝとしｱｼﾞｱを代表するｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰを目指し、全ての活動の質を高める

2010年度営業利益率10％以上、ROE=OPM+1～2ﾎﾟｲﾝﾄ、海外売上比率40％超

当社は今年度より新3ヵ年計画に取り組

んでおりますが、肝心の初年度から、未

曾有の世界的金融危機と、それに伴う消

費マインドの減退という厳しい外部環境に

さらされております。

もちろん、これは当社だけでなく多くの企

業にとって逆風ですが、私は、必ずしもマ

イナスにだけは捉えておりません。仮に売

上の「量」を稼ぐことができなくても、その

中味を、将来の成長に確実に結びつく「質」

の高いものへと転換し、同時に、社内に長

年しみついた様々な非効率やムダを徹底

して排除して、もう一段収益体質の会社へ

と変化を遂げる、この絶好の機会にもなり

得ると考えています。
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2008年度下期の主な課題2008年度下期の主な課題

拠点市場の日本において“売上の質”を高め、
市場平均以上の売上伸長率を確保

課題１

費用の効率運用によって収益性向上を図り、
経営体質をさらに強化課題３

中国を中心とする海外で成長性を持続課題２

徹底した峻別と集中を進め、
ブランド価値を高めるマーケティング投資を継続し

将来の成長に備える

そのために必要な発想は、徹底した峻別と

集中の推進です。今こそ、ブランド価値をしっ

かりと高め、マーケティング投資を継続し、

将来の成長へと備えてまいります。

下期に取り組む具体策はご覧の3点です。
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2008年度下期の主な課題2008年度下期の主な課題

拠点市場の日本において“売上の質”を高め、
市場平均以上の売上伸長率を確保

課題１

費用の効率運用によって収益性向上を図り、
経営体質をさらに強化課題３

中国を中心とする海外で成長性を持続課題２

徹底した峻別と集中を進め、
ブランド価値を高めるマーケティング投資を継続し

将来の成長に備える

まず第一の課題ですが、拠点市場の日本

において「売上の質」を高め、市場平均以

上の売上伸長率を確保することです。
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【国内】2008年度上期の総括【国内】2008年度上期の総括

メガブランドを中心とした既存ブランドの育成

　‣営業担当の評価項目から売上予算撤廃⇒プロセス重視

　‣専門店チャネルの活性化⇒メガブランド取扱い拡大

　‣大型のサマーキャンペーン展開

上期

上期にはメガブランドを中心とした既存ブ

ランドの育成に力を注いでまいりました。

また、前3ヵ年から取り組んできた営業改

革の仕上げとして、営業担当の評価項目

から売上予算を撤廃し、代わりに来店客

数や再来店率など、顧客づくりとお店への

貢献といったプロセス指標を導入しました。

加えて、専門店チャネルへのメガブランド

取扱い拡大を図ることによって下期の新

ブランド導入に向けた基盤づくりにも取り

組みました。
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【国内】2008年度上期の総括【国内】2008年度上期の総括

上期

主力の６メガ＋５リレーショナルは概ね健闘
営業改革の好事例を全国で共有化

下期には、投資の峻別と集中をさらに進め、
メガブランド（６つ）＋リレーショナルブランド（５つ）

の2本柱を集中的に育成

メガブランドを中心とした既存ブランドの育成

　‣営業担当の評価項目から売上予算撤廃⇒プロセス重視

　‣専門店チャネルの活性化⇒メガブランド取扱い拡大

　‣大型のサマーキャンペーン展開

•ツバキやマキアージュ、エリクシールシュ

ペリエルをはじめとして、主力ブランドは、

競合ブランドとのシェア比較でも優位性を

損なってはおらず、価格志向に走ることな

く、ブランド価値を守り高めることに邁進し

ております。もちろん、上期の結果に満足

しているわけではありません。

先月には、全国１１の営業拠点に営業担

当者を集め、私と販売会社社長である小

林専務とともに、営業改革の目的と目指

す方向について、直接、第一線の社員た

ちと意見を交わしてしてまいりました。そこ

で出た課題を改善に結び付け、好事例を

全国で共有化していくことで、今後は大き

な力になると考えています。

加えて、マーケティング投資の峻別と集

中を更に進めることによって費用対効果

を高め、メガとリレーショナルというブラン

ドの２本柱を集中的に育成していくことに

よって、ブランド価値の向上と収益性の両

面を高めていく所存です。
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【国内】2008年度下期の主な具体策【国内】2008年度下期の主な具体策

団塊世代向け集中プロモーションの展開
具体策

2

　リレーショナルブランドの育成
具体策

１

メガブランド継続育成⇒イノベーション開始
具体策

3

その具体策はご覧の3点です。

2020

【国内】2008年度下期の主な具体策【国内】2008年度下期の主な具体策

クレ・ド・ポー ボーテ　新シネルジックライン リバイタル　グラナス

　リレーショナルブランドの育成
具体策

１

まずはじめにリレーショナルブランドの

育成ですが、9月21日には、「クレ･ド･ポー

ボーテ」から、新たに１個12万円のクリー

ムなどが加わって商品体系が強化され

た超高級ライン「新シネルジックライン」

が誕生しました。そして10月21日には、

新ブランド「リバイタル グラナス」を発売

しました。どちらも立ち上がり状況は極

めて良好で、シネルジックラインは初月

から計画の１．５倍となる店頭売上実績

を上げております。
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３００００円
～

２００００円

【国内】2008年度下期の主な具体策【国内】2008年度下期の主な具体策

クレ・ド・ポー ボーテ　

シネルジックライン

クレ・ド・ポー ボーテ　

リバイタル　グラナス　 リバイタル

若年　　　　　　（ターゲット層）　　　　　マチュア

５０００円

１００００円

　リレーショナルブランドの育成
具体策

１

「高価格帯スキンケア市場の
エントリーから頂点まで

もれなく商品配置

消費マインド冷え込みの中でも高価格帯

化粧品市場は依然として成長を続けてい

ます。当社にはこれまで、5000円以上の

高価格帯における総合スキンケアブランド

としては「クレ･ド･ポー ボーテ」と「リバイタ

ル」のふたつしかなく、比較的若い年代層

や「さらにもっと高級なものを求める層」な

ど、拡大する顧客ニーズを取り込むには

十分な配置とはいえませんでした。下期

からはいよいよ、「リバイタル グラナス」に

よって、団塊ジュニアを中心としたニュー

ラグジュアリー層を引き込み、さらには「ク

レ･ド･ポー ボーテ」と、その上級ラインで

ある「シネルジックライン」が揃うことで、ス

キンケアに手間と費用を惜しまない層の

幅広いニーズに取りこぼしなく応えていき

ます。
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【国内】2008年度下期の主な具体策【国内】2008年度下期の主な具体策

　リレーショナルブランドの育成
具体策

１

お客さまからのアンケートハガキビューティーコンサルタントによる店頭活動

またリレーショナル領域では、顧客との絆

づくりに力を発揮する専門店チャネルの強

みと、過去３年をかけ向上させてきた「ビュー

ティーコンサルタント」の応対力が存分に活

かされることになります。このように、前３ヵ

年からの種々の改革の成果が有機的に連

なっていくことで、ブランド価値と収益力を

一段と高めてまいります。
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長命草　ヘアカラー　ディアニスト

【国内】2008年度下期の主な具体策【国内】2008年度下期の主な具体策

エリクシール　プリオール

　団塊世代向け集中プロモーション展開
　‣11月21日「エリクシール プリオール」発売

　‣新聞・テレビ広告と店頭演出を組み合わせた　　　　　　　　　　　

　　　「シリーズ型プロモーション」の実施

具体策
２

ふたつめの具体策が、団塊世代向け集

中プロモーションの展開です。

人口構成比の も大きな山であり、かつ

これまで当社の取り組みが若干手薄となっ

ていた団塊世代をターゲットに、広告、店

頭づくりなどを組み合わせたシリーズ型の

プロモーションを下期に順次、展開してい

きます。

その大きな山場となるのが、11月21日発

売の「エリクシール プリオール」です。前

田美波里さんをイメージキャラクターに、

団塊世代の女性がポジティブに年を重ね

ていくためのエールを、新聞やテレビ広告

を通じ送りだしてまいります。加えて年明

けにも、別のプロモーションを企画してい

ます。
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　団塊世代向け集中プロモーション展開
　‣11月21日「エリクシール プリオール」発売

　‣新聞・テレビ広告と店頭演出を組み合わせた　　　　　　　　　　　

　　　「シリーズ型プロモーション」の実施

【国内】2008年度下期の主な具体策【国内】2008年度下期の主な具体策

具体策
２

「長命草」 新聞広告 ヘアカラー「ディアニスト」新聞広告

また化粧品以外の分野でも、「シニアニー

ズ対応」の切り口で関連のある商品を積

極的に取り上げ、事業間シナジーを創出

してまいります。例えばヘルスケア事業で

は、9月21日、健康志向の高まりを捉え、

沖縄の与那国島にて無農薬栽培された長

命草を使用した青汁ドリンクなどを発売す

るとともに、プロフェッショナル事業では、

10月20日にヘアカラー「ディアニスト」の

新聞全面広告を出稿し、資生堂取り扱い

サロンへの集客を図っております。

先行き不安が蔓延し、明るい話題に乏し

い日々が続いておりますが、そんなときこ

そ、新しい価値を絶え間なく提供し、世の

中に元気をもたらしていきたいと考えてお

ります。
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【国内】2008年度下期の主な具体策【国内】2008年度下期の主な具体策

　メガブランド継続育成
　‣コミュニケーション刷新やライン強化の実施

　 ‣抜本的なイノベーションを順次スタート

具体策
３

コミュニケーション刷新でパワーアップした
「インテグレート」　

「エリクシール」はプリオールの発売で
ラインナップを３つに強化

下期の国内、 後の具体策がメガブランド

の継続育成です。

２００５年８月、前３ヵ年計画の切り札として

導入を開始したメガブランドは、現在、　は

や4年目を迎えております。コミュニケーショ

ン刷新やライン強化を継続的に進めること

で、当初の目論見どおり、各カテゴリーでトッ

プ、あるいはトップの地位を競えるブランド

に育てることができました。

しかしその間にも、市場環境や顧客嗜好は

変化を遂げています。そこで、ブランドの鮮

度を高め、コンペティターとの厳しい競争か

らまた一歩前に抜け出すため、年明け以降

順次、抜本的なイノベーションに取り掛かっ

てまいります。詳細は、時期がきましたら追っ

てご案内いたします。
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2008年度下期の主な課題2008年度下期の主な課題

中国を中心とする海外で成長性を持続中国を中心とする海外で成長性を持続

拠点市場の日本において“売上の質”を高め、
市場平均以上の売上伸長率を確保

課題１

費用の効率運用によって収益性向上を図り、
経営体質をさらに強化課題３

課題２

徹底した峻別と集中を進め、
ブランド価値を高めるマーケティング投資を継続し

将来の成長に備える

次に下期の2番目の課題、海外です。　引

き続き、中国を中心に成長性を持続させ

てまいります。
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【海外】2008年度上期の総括【海外】2008年度上期の総括

上期

世界的な景気減速にもかかわらず、
計画通り前年比＋１０％（現地通貨ベース）の実績を確保

　景気減速を乗り越える地道なブランド育成

　中国での高成長の持続（当初計画【+20％以上】をクリア）

　 フレグランス、トラベルリテール事業強化

みなさまもご存知のとおり、欧米をはじめ

世界各国で消費マインドの冷え込みは深

刻です。化粧品も例外ではなく、例えばア

メリカのデパート化粧品市場は、マイナス

成長に陥っている状況です。その中で当

社が全地域において着実に成長性を確保

しているのは、景品付き販売のような一過

性の手法には頼らず、強みであるスキン

ケアに特化して、ビューティーコンサルタン

トによる肌のお手入れやカウンセリングの

強化といった顧客ロイヤリティを高める活

動を積み重ねてきたからといえます。

この結果、上期は全地域、現地通貨ベー

スで売上を伸ばすとともに、景気減速影

響を も早く受けているフレグランス、トラ

ベルリテール市場においても前年を超え

る堅調な実績を確保しました。また中国で

は、オリンピック期間の物流の停滞に備え

た前倒し出荷の影響もあって、約3割増と

高い成長率となりました。
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【海外】2008年度下期に向けて【海外】2008年度下期に向けて

下期
の

前提

欧米の化粧品市場は一層厳しさを増す

　⇒当社の勢いも減速、ただし前年売上はクリア

中国の化粧品市場は成長を持続

　⇒年間の当初売上計画（+20%以上）達成

下期も海外全体で成長性を持続

一方で、7月以降の下期、特に10月以降

の第4四半期は、全世界的に景気減速が

強まると見ざるを得ません。特に欧米では

一層厳しさを増すため、当社の勢いも減速

するものの、前年実績はクリアし、一方で

中国では、年間で+20％成長という当初の

売上計画達成を目指し、海外全体で成長

性を持続させていく考えです。

具体的には、次のような点に力を注いでま

いります。
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【海外】2008年度下期の主な具体策【海外】2008年度下期の主な具体策

下期

　中国での高成長持続⇒年＋２０％成長達成

　「SHISEIDO」新メーキャップラインと
　　　　「ジャンポール・ゴルティエ」マ・ダムの発売

　北米構造改革の完遂⇒欧州へ水平展開

中国での高成長持続⇒年＋２０％成長達成

まず中国ですが、7月～9月の第3四半期

では、北京オリンピックへの協力体制によ

り開催期間中の半月ほど北京の子会社

の営業を休止したこともあり、売上は、前

年並みの水準となっております。しかしな

がら、第4四半期の足元状況はほぼ従来

のペースを取り戻していることから、上期

までに先行していた分と併せ、現時点で

は先ほども申し上げましたとおり、年間売

上・損益ともに当初計画線で着地できると

みております。

その牽引役となる新オプレは好調に推移

しております。売場改装が完了した店舗

の売上は前年比＋２０％を超えており、年

度内には４割以上の店舗をリニューアル

させ、弾みをつけたいと考えています。

化粧品専門店事業は累計契約店数が９

月末で３０００店を超え、既存店の上期店

頭売上も3割成長ペースを維持するなど、

順調に推移しております。
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【海外】2008年度下期の主な具体策【海外】2008年度下期の主な具体策

下期

　中国での高成長持続⇒年＋２０％成長達成

　「SHISEIDO」新メーキャップラインと
　　　　「ジャン・ポール・ゴルティエ」マダムの発売

　北米構造改革の完遂⇒欧州へ水平展開

「SHISEIDO」 新メーキャップライン 「ジャンポール・ゴルチエ」 マ・ダム

「SHISEIDO」新メーキャップラインと
　　　「ジャンポール・ゴルチエ」マ・ダムの発売

次に、この3ヵ年計画で力を入れていくグロー

バルブランド「SHISEIDO」育成の一環とし

て、商品ラインの強化・刷新への取り組み

をスタートさせます。発売日は年度明けの1
月1日になりますが、日本を皮切りに順次、

新しいメーキャップラインを導入してまいり

ます。資生堂はスキンケアに圧倒的強みを

持つブランドではありますが、それだけでは

なく、これまで以上に上質で洗練されたハ

イプレステージブランドとして進化を遂げて

まいりますので、今後の展開にどうぞご期

待ください。

また、フレグランス事業においては、９月か

ら全世界で販売を開始した「ジャンポール・

ゴルチエ」の新製品「マ・ダム」が順調に市

場浸透を果たしています。フレグランスは

景気変動影響を受けやすいため非常に厳

しい状況下ではありますが、クリスマス商

戦に向けて「マ・ダム」にマーケティング活

動を集中させ、売上拡大を図っていく考え

です。
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【海外】2008年度下期の主な具体策【海外】2008年度下期の主な具体策

下期

　中国での高成長持続⇒年＋２０％成長達成

　「SHISEIDO」新メーキャップラインと
　　　　「ジャンポール・ゴルチエ」マ・ダムの発売

　北米構造改革の完遂⇒欧州へ水平展開北米構造改革の完遂⇒欧州へ水平展開

下期の海外、 後のポイントが構造改革

です。既に発表のとおり、北米構造改革

の仕上げとして、７月から北米の子会社３

社を統合し、事業の効率化と競争力強化

を図りました。北米は、今回の一連の改革

により、他の地域と遜色ない収益体質に

転換を図ることができ、これにて当初描い

たシナリオは一段落します。一方で今後

は、この改革ノウハウを間断なく、次は欧

州へと水平展開していきます。その一環と

して１０月より、フランスの孫会社２社を合

併して機能統合を行い、マーケティングと

インフラの強化を行います。
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費用の効率運用によって収益性向上を図り、
経営体質をさらに強化

2008年度下期の主な課題2008年度下期の主な課題

費用の効率運用によって収益性向上を図り、
経営体質をさらに強化

中国を中心とする海外で成長性を持続

拠点市場の日本において“売上の質”を高め、
市場平均以上の売上伸長率を確保

課題１

課題３

課題２

徹底した峻別と集中を進め、ブランド価値を高める
マーケティング投資を継続し、将来の成長に備える

続きまして、下期の課題の3番目「経営体

質のさらなる強化」です。
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経営体質のさらなる強化経営体質のさらなる強化

４月～新基幹システムSAP導入⇒海外展開準備

本社組織見直し⇒専門性向上と効率化

「ザ･ギンザ」ﾌﾞﾃｨｯｸ事業撤退、「資生堂ビューテック」解散

「切り詰め絞る」発想ではなく、将来の成長に向けた
投資を継続しつつ、「峻別と集中」によって効率化を図る

4月から国内に新基幹システムSAPを導入

しましたが、目下、順調に機能しており、海

外展開の準備にも着手しました。並行して、

本社スタッフ部門の業務を棚卸し、専門性向

上と効率化を図るため、子会社化やアウトソー

シングを順次進めております。

引き続き構造改革も断行しています。子会

社「ザ･ギンザ」では、年度内にブティック事

業から撤退して化粧品事業に特化させ、ま

た化粧用具類の設計など国内生産の一翼

を担っていた子会社「資生堂ビューテック」を

本年度末をもって解散し、その機能を本社

内に整理・統合いたします。

改めてここで強調したいのは、私たちの目

指している効率化とは、たんに切り詰め絞る

発想ではなく、「ブランドを育成し、お客さまと

の大切な絆を深めるための、将来の成長に

向けた投資はきちんと継続する」「ただし、そ

の対象となるものを峻別し、徹底して集中化

を図る」ということです。
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最後に最後に

世界的な景気減速のなかで・・・・

①経営体質のさらなる強化を図る好機

②「太く強いブランド育成」や「お客さまとの深い絆づくり」

の成果が活きる

逆風の中でも着実に前進

これまで申し上げてきたとおり、世界的な

景気減速という厳しい環境は、経営体質を

さらに強化する好機にもなりえます。国内

外で資生堂がこれまで培ってきた「太く強い

ブランド育成」や「お客さまとの深い絆づくり」

の成果も実を結んでいくはずです。逆風の

中でもヨットが前に進むように、資生堂も着

実に前進してまいります。

今後とも皆様のご支援・ご鞭撻をいただき

ますよう、よろしくお願い申し上げます。
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20092009年年33月期月期 上期決算内容上期決算内容

取締役 執行役員専務

原田 康彦
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連結業績

（億円）

売上比

（4）▲1.0％▲37特別損益

+60.5％3.5％125税金費用等

+110.3％0.7％24営業外損益

+55.3％5.6％201純利益

+9.3％10.1％363経常利益

+5.6％9.4％339営業利益

+1.1％66.6％2391販売管理費

▲8.4％24.0％864売上原価

▲1.0％100.0％3,594売上高

前年比08/9累計
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連結業績推移

321 339
258
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143

235
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247
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3,594
3,474

3,103
2,9242,927

3,070 3,093 3,161 3,306

700

1,200

1,700

2,200

2,700

3,200

3,700

00
/3

上

01
/3

上

02
/3

上

03
/3

上

04
/3

上

05
/3

上

06
/3

上

07
/3

上

08
/3

上

09
/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(左目盛）
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四半期別売上・営業利益実績

（億円）

前年比

▲21.2%

+1.7%

(+6.5%)

▲9.3%

▲5.4%

122

（7.5%）

634

1,007

1,641

１Ｑ
前年比前年比

339

（9.4%）

1,328

2,265

3,594

上期

+30.9%

+7.4%

(+13.9%)

+0.8%

+3.1%

+5.6%217

（11.1%）

営業利益
（営業利益率）

+4.6%

(+10.3%)
694

海外
（外貨前年比）

▲4.0% 1,259国内

▲1.0%1,953売上高

２Ｑ
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事業セグメント別売上

（億円）

100.0%

　2.5%

　36.8%

60.7%

+4.4%　+561,323海外化粧品

▲16.4%▲1891その他

▲1.0%▲353,594合　計

▲73

前年差

▲3.2%2,180国内化粧品

前年比08/9累計
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国内化粧品事業売上

（億円）

08/9累計
前年差 前年比

構成比

化粧品 1,857 51.7% ▲74 ▲3.8%

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 1,083 30.1% ▲21 ▲1.9%

ｾﾙﾌ 495 13.8% ▲46 ▲8.5%

ﾄｲﾚﾀﾘｰ 279 7.8% ▲7 ▲2.3%

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 77 2.1% ▲0.4 ▲0.5%

ﾍﾙｽｹｱ 76 2.1% ＋6 +8.5%

ｱｳﾄｵﾌﾞS他 170 4.8% ▲5 ▲2.6%

合　計 2,180 60.7% ▲73 ▲3.2%
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国内化粧品事業売上～主要ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ売上構成比推移

07年度
08年度

１Q
08年度

２Q

08年度

上期 前年比

6ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 39% 37% 40% 　 39% ▲4%

5ﾘﾚｰｼｮﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 18% 18% 18% 18% +1%

21育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 77% 76% 78% 77% ▲2%

42

海外化粧品事業売上

（億円）

+56

▲4

+60

前年差

+4.4%

▲2.1%

+5.5%

前年比

36.8%

5.0%

31.8%

+7%179ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

+10%1,323合　計

+11%1,144　化粧品

外貨前年比08/9累計



43

海外地域別売上

（億円）

※US$=104.92円（▲12.7％）、ﾕｰﾛ=160.54円（+0.6％）、CNY=14.86円（▲4.6％）

+2.0

+1.9

+0.5

▲0.4

増減

+4.6%

+11.6%

+2.9%

▲5.6%

前年比

37.0%

16.5%

12.8%

7.7%

構成比

+3%459ﾖｰﾛｯﾊﾟ

+10%1,328海外計

+19%593ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ

+6%276ｱﾒﾘｶ

外貨
前年比

08/9

累計
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売上原価・販売管理費
（億円）

08/9

累計

前年比
▲費用増

前年差
▲費用増

売上比

率差
▲悪化

売上原価 864 + 8.4% +79 24.0% +2.0

販売管理費 2,391 ▲1.1% ▲26 66.6% ▲1.4

　　　国内 1,594  　 +1.0% +16 70.1% ▲2.1

　　　海外 798 　 ▲5.5% ▲42 60.5% ▲0.7

広告費・売出費 828 ▲1.1% ▲9 23.0% ▲0.4

人件費 792 ▲1.4% ▲11 22.0% ▲0.5

その他 772 ▲0.8% ▲6 21.5% ▲0.4
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営業利益～事業セグメント別

＋0.1ﾎﾟｲﾝﾄ5.2%利益率（%）

▲23.7%▲38営業利益（億円）その他

±0ﾎﾟｲﾝﾄ6.4%利益率（%）

+3.2%+385営業利益（億円）海外

化粧品

+1.1ﾎﾟｲﾝﾄ11.0%利益率（%）

+7.7%+17243営業利益（億円）国内

化粧品

前年比前年差
08/9

累計

46

営業利益～所在地別

+14.5%+19151 営業利益（億円）海外計

+0.9ﾎﾟｲﾝﾄ10.8%利益率（%）

+16.6%+1177営業利益（億円）ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ

+0.7ﾎﾟｲﾝﾄ14.4%利益率（%）

▲0.7%　　 ▲1173営業利益（億円）国内

+0.2ﾎﾟｲﾝﾄ7.2%利益率（%）

+1.2ﾎﾟｲﾝﾄ10.4%利益率（%）

+19.6%+1059営業利益（億円）ﾖｰﾛｯﾊﾟ

▲0.1ﾎﾟｲﾝﾄ5.1%利益率（%）

▲8.7%▲115営業利益（億円）ｱﾒﾘｶ

前年比前年差08/9累計
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営業外損益

（億円）

項目 08/9累計 前年差
▲利益減/損失増

営業外

損益

受取利息・配当金 18 +1

支払利息 ▲9 ▲0

為替差損益 10 +11

その他営業外収益・処分損益 6 +1

収支計 24 +13

48

特別損益

（億円）

+2▲9減損損失

+110特別退職関連費用

▲240関係会社株式売却益

▲50投資有価証券売却益

▲15▲20構造改革費用

▲7▲10その他

▲42固定資産売却益

特別損失

特別利益

▲41▲37特別損益計

08/9累計項目 前年差
▲利益減/損失増
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純利益

129

21

186

337

　07/9累計

201

23

103

326

08/9累計

純利益

少数株主利益

税金費用

税引前利益

項目

+71

+2

+84

▲10

前年差
▲費用増

（億円）
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連結貸借対照表

資産 金額 増減 負債・資本 金額 増減
億円 億円 億円 億円

現預金･有価証券 1,314 ▲11 仕入債務・未払金

有 利 子 負 債

退 職 給 付 引 当 金

そ の 他

1085

651

394

606

▲59

18

　11

5

売 上 債 権

た な 卸 資 産

1,129

728

18

43

そ の 他 417 ▲39

流 動 資 産 計 3,587 10

有 形 固 定 資 産 1,467 23
負 債 合 計 2,736 ▲25

無 形 固 定 資 産 464 ▲46
株 主 資 本 計

評価・換算差額計

少 数 株 主 持 分 他

3,799

　67

　　180

74

▲33

8

投資その他の資産 1,265 36

固 定 資 産 計 3,196 14

純 資 産 合 計 4,047 49 

資 産 合 計 6,783 24 負債･純資産合計 6,783 24
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