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20020088年度年度実績実績とと20092009年度計画年度計画

㈱㈱資生堂資生堂 代表取締役代表取締役 社長社長

前田前田 新造新造

社長の前田新造です。

本日はお忙しい中、足をお運びいただき誠

にありがとうございます。

これより2008年度実績と2009年度見通しに

ついてご説明いたします。
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１ ２００８年度実績

２ ２００9年度以降の基本方針

３ ２００９年度計画の概要

4 ２００９年度の見通し

１ ２００8年度実績

まず初めに、2008年度実績ですが、
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‣海外売上比率 38.0％ ＋1.5ｐｐ
‣営業利益率 7.２％ ▲1.６ｐｐ

２００８年度実績２００８年度実績
（億円)

+３－▲６.７％4,2８３国内

±０＋7.５％▲0.9％2,6２０海外

実績 前年比
外貨

前年比

3月末

見込差

売上高 6,9０３ ▲4.６％ ▲1.６％ +３

営業利益 499 ▲21.4％ － +１９

経常利益 521 ▲20.0％ － +３１

当期純利益 194 ▲45.4％ － ▲１６

ご覧のとおり、減収減益の厳しい決算とな

りました。

営業利益が3月末の見込みに対し上振れ

た分は、本・販社間の取引にかかる未実現

利益の見込み差によります。当期純利益が

前回見込みより16億円減少していますが、

これは、当期から可能となった上場有価証

券評価損の損金算入によって税効果上マイ

ナス影響が発生したことによります。これら

の詳細は後ほど原田よりご説明します。

このように厳しい決算となった大きな要因

は、国内売上の伸び悩みです。
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国内化粧品事業売上国内化粧品事業売上

内訳 売上前年比

化粧品 ▲6.9%

‣ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ ▲5.6%

‣ｾﾙﾌ ▲11.3%

‣ﾄｲﾚﾀﾘｰ ▲3.6%

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ ▲2.3%

ﾍﾙｽｹｱ +3.1%

その他 ▲3.1%

合計 ▲6.1%

‣店販化粧品市場▲2～３％
‣当社ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ＋ｾﾙﾌ

出荷売上合計 ▲7%

店頭売上合計 ▲6%

国内化粧品事業セグメントでは、ヘルスケ

アを除き前年割れとなりました。深刻な消

費の低迷が背景にはありますが、昨年度

の国内店販化粧品市場は全体で▲2～3％

程度だったとみられ、当社は店頭・出荷売

上ともに市場の伸長率を下回ったことにな

ります。
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2008年度国内化粧品の取り組み2008年度国内化粧品の取り組み

リレーショナルブランドの重点育成下期

メガブランドを中心とした既存ブランドの育成上期

当初の
課題

拠点市場日本で、“売上の質”を高め、
育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを中心に市場以上の伸長を確保

市場環境の変化で当社固有の課題が浮き彫りに

そもそも、3ヵ年計画の初年度である2008

年度は、前3ヵ年の基盤をベースに、メガブ

ランドを中心とした既存ブランドに加え、新

たにリレーショナルブランドの重点強化に

取り組む計画でした。

もちろん、当初はこのような急速な市況悪

化は予想していませんでしたが、苦戦の構

図を紐解いていくと、この環境変化におい

て浮き彫りとなった当社固有の問題があっ

たと認識しています。
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国内化粧品苦戦の概要国内化粧品苦戦の概要

新製品やプロモーションを集中した製品は
健闘しても、それ以外が苦戦

どの
ように

ディスカウント販売や、1000円以下の
商品の攻勢により、中価格帯カウンセリングと
1000円～2000円の低価格帯セルフにおいて苦戦

⇒主にドラッグチャネル
高価格帯の中心となるリレーショナルブランドを
伸ばしきれなかった

⇒主に専門店チャネル

どこが

第4四半期での美白美容液HAKU EXなど、

新製品やプロモーションを集中した商品は健

闘しましたが、それ以外は苦戦しました。

なかでも、ディスカウント販売や1000円以下

の商品の攻勢により、中価格帯カウンセリン

グ化粧品と、1000円～2000円の低価格帯セ

ルフ化粧品が、ドラッグチャネルを中心に厳

しい状況に置かれました。

低価格化傾向が進む一方で、堅調に推移し

ていた高価格帯において、リレーショナルブ

ランドをもっと伸ばさなければならなかったの

ですが、専門店チャネルを中心に伸び悩み

ました。
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新製品やプロモーションを集中した製品は
健闘しても、それ以外が苦戦

どの
ように

国内化粧品苦戦の概要国内化粧品苦戦の概要

なぜ

どこが

前3ヵ年から構築してきた「新ビジネスモデル」
⇒強化すべきポイントがまだ大いにある

ディスカウント販売や、1000円以下の
商品の攻勢により、中価格帯カウンセリングと
1000円～2000円の低価格帯セルフにおいて苦戦

⇒主にドラッグチャネル
高価格帯の中心となるリレーショナルブランドを
伸ばしきれなかった

⇒主に専門店チャネル

このように、様々な部分が要因の発生源と

なっていることを考えると、当社が前3ヵ年

から構築してきた国内化粧品の「新しいビジ

ネスモデル」そのものが、消費マインドの急

速な冷え込みの影響もあり、効果を発揮す

るまで十分には機能できていないことが根

本にあると捉えております。

国内

国内に偏重した旧来型ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを再生し、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰへと脱皮国内に偏重した旧来型ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを再生し、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰへと脱皮

最終年度の営業利益率8.8％・海外売上比率36.5％、3ヵ年累計の総還元性向88.5％を達成最終年度の営業利益率8.8％・海外売上比率36.5％、3ヵ年累計の総還元性向88.5％を達成

ﾎﾟｽﾄ再販の新ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ構築 海外

①中国を中心に売上拡大①中国を中心に売上拡大
中国：4期連続＋30％以上の売上拡大

第2の柱・化粧品専門店ﾋﾞｼﾞﾈｽ拡大
海外全体3期連続＋10％以上売上拡大

②不採算事業の整理②不採算事業の整理
赤字会社9社→1社

③北米構造改革③北米構造改革
機能の集約・統合で事業間ｼﾅｼﾞｰ創出
赤字体質脱却（所在地別利益率6％以

上）

収益性拡大の源泉

①人事改革①人事改革
②組織改革②組織改革

③ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ改革③ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ改革

事業基盤整備
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

店
頭
・
営
業

店
頭
・
営
業

開
発
・
生
産

開
発
・
生
産

原資の適正（集中）配分
ﾊﾞﾗﾝｽとれた収益構造確立

本格的成長軌道に向けての
事業基盤確立

①ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの整理・統合①ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの整理・統合
ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ絞込み
不採算ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ整理

②②取引制度改革（一律画一の脱却）取引制度改革（一律画一の脱却）
結果報奨型⇒取り組み意欲促進型
一律画一⇒ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ手法に連動

③③営業体制の再編営業体制の再編
化粧品とﾄｲﾚﾀﾘｰ事業融合
ﾁｬﾈﾙ別営業体制の確立

④④BCBCの活動革新の活動革新
販売ﾉﾙﾏ撤廃⇒お客さま満足第一に

⑤⑤価値創造体制の再編価値創造体制の再編
ｶﾃｺﾞﾘｰ別ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞｬｰ制導入

⑥⑥生産・物流体制の効率化生産・物流体制の効率化
国内6工場⇒4工場体制確立
物流子会社・施設売却⇒ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

2005～2007年度 前3ヵ年計画2005～2007年度 前3ヵ年計画

前3ヵ年において、 ビジネスモデルの基本フレ

ームは整いましたが、急速に悪化する市場環

境の中では、その新しさがゆえに、市場変化

に対応しきることができませんでした。

例えばこのようなことです。
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2005～2007年度 前3ヵ年計画2005～2007年度 前3ヵ年計画

①ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの整理・統合①ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの整理・統合
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ブランド育成方法に課題

③③営業体制の再編営業体制の再編
化粧品とﾄｲﾚﾀﾘｰ事業融合
ﾁｬﾈﾙ別営業体制の確立

基本の営業力に課題
④④BCBCの活動革新の活動革新

販売ﾉﾙﾏ撤廃⇒お客さま満足第一に

⑤⑤価値創造体制の再編価値創造体制の再編
ｶﾃｺﾞﾘｰ別ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞｬｰ制導入

情報開発・応対に課題

マーケティング面では、メガとリレーショナル

という2本柱を確立しブランドポートフォリオ

は無駄なく強くなりました。しかし、昨年来展

開してきた「ブランド、チャネル横断型の大々

的なプロモーション」は、現在の環境下にお

いては、むしろ「攻めの粗さ」となっていたの

ではないか。

店頭づくりや営業においては、化粧品専門

店を中心に資生堂が優位であった時代感覚

から抜け切れず、今日の、組織小売業を中

心とした厳しい店頭競争を勝ち抜くための体

勢や力が、まだ十分でないのではないか。

価値創造の面では、研究開発プロセスの改

革やブランドマネジャー制の導入などによっ

てモノづくりの仕組みはお客さま志向になっ

たものの、市場にあふれる商品の中から最

終的に資生堂が「選ばれる」ために必要な価

値情報の開発や、応対などを通じてのそれ

らの伝達は充分だったのだろうか・・・・。
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2005～2007年度 前3ヵ年計画2005～2007年度 前3ヵ年計画

①ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの整理・統合①ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの整理・統合
ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ絞込み
不採算ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ整理

ブランド育成方法に課題

③③営業体制の再編営業体制の再編
化粧品とﾄｲﾚﾀﾘｰ事業融合
ﾁｬﾈﾙ別営業体制の確立

基本の営業力に課題
④④BCBCの活動革新の活動革新

販売ﾉﾙﾏ撤廃⇒お客さま満足第一に

⑤⑤価値創造体制の再編価値創造体制の再編
ｶﾃｺﾞﾘｰ別ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞｬｰ制導入

情報開発・応対に課題

当社にとって喫緊の課題は、これらの問題

を急ぎ確実に解決することであり、それに

よって、新しいビジネスモデルは強さを増し

、競争力を向上させられると考えておりま

す。この苦境を、「私たちの目指す理想形

にまた一歩近づくチャンス」と考え、2009年

度以降、必ず克服していきます。

10
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１ ２００８年度実績

２ ２００9年度以降の基本方針

３ ２００９年度計画の概要

4 ２００９年度の見通し

2 ２００9年度以降の基本方針

その2009年度以降の基本方針をここで再

確認いたします。

１０年後 ⇒ 売上1兆円超（海外比率5割超）、
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝﾍﾟﾃｨﾀｰ並みのROE（１５％以上）・

営業利益率（１２％以上）をｺﾝｽﾀﾝﾄに確保できる会社になる

１０年後 ⇒ 売上1兆円超（海外比率5割超）、
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝﾍﾟﾃｨﾀｰ並みのROE（１５％以上）・

営業利益率（１２％以上）をｺﾝｽﾀﾝﾄに確保できる会社になる

２００５年度２００５年度 ２０１１年２０１１年 ２０１７年２０１７年２０１４年２０１４年２００８年２００８年

第３フェーズ第３フェーズ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰ
としての基盤確立としての基盤確立

第２フェーズ第２フェーズ

第１フェーズ第１フェーズ

アジアで圧倒的な存在確立アジアで圧倒的な存在確立
グローバルグローバル
プレイヤーへプレイヤーへ

『全ての質を
高める』

『成長軌道に乗る』

『躍進を果たす』
現３カ年計画

前３カ年計画

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
としての成長実現

基盤確立基盤確立

今後10年のロードマップ今後10年のロードマップ

不変
10年後の目指す姿「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」は

、私たちにとって必達目標であり、今後も

変わることはありません。

そこに向かう第1フェーズである現3ヵ年計

画も、（次頁に続く）

12
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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

20082008～～20102010年度年度33ヵ年計画全体像ヵ年計画全体像

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％超達成時期のみ延期

不変

ビジョンや戦略、基本的な実行テーマは不

変です。

ただし、市場の安定的な成長をベースに組

み立てていた数値目標の達成時期のみ延

期し、市場の推移を見極めながら、次期3ヵ

年のできるだけ早いタイミングでキャッチア

ップしたいと考えています。

14

2009年度経営計画策定の基本方針2009年度経営計画策定の基本方針

【前提】市況の回復は2010年度以降と想定

２０１０年度以降、確実にいち早く成長軌道を
取り戻すため、「地力」を高めることを優先

「峻別と集中」によりコスト効率化を図り、
営業利益率を向上させる

２００９年度

の
位置づけ

より一層の峻別と集中

2009年度計画の策定にあたっては、市況

の回復を2010年度以降と想定し、少なくと

も2008年度と同程度の厳しさを前提にしま

した。

その中で現3ヵ年のビジョンや戦略を成し

遂げるためのポイントは、3ヵ年のキーワ

ードでもある「峻別と集中」をより一層進め

ることと考えています。中国を中心とした

海外に、人材など経営資源を集中させる

とともに、国内でも強化する売場やブラン

ドを絞り込んでいきます。

将来の大きな成長のためにしっかり「地

力」を高めることに集中する一方で、これ

まで以上にコストの効率化を進めて営業

利益率を向上させ、少しでも、当面の目標

である10％に向け前に進みたいと考えて

います。
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１ ２００８年度実績

２ ２００9年度以降の基本方針

３ ２００９年度計画の概要

4 ２００９年度の見通し

３ ２００9年度計画の概要

その概要です。

16

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

日本をオリジンとし、 の実現に向けて

まず日本ですが、
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【課題①】国内での「より一層の峻別と集中」【課題①】国内での「より一層の峻別と集中」【課題①】国内での「より一層の峻別と集中」

【課題②】｢新しいビジネスモデル」の再強化【課題②】｢新しいビジネスモデル」の再強化

ひとつめの課題は、「より一層の峻別と集中」

をいかに実現するかです。

18

【課題①】国内での「より一層の峻別と集中」【課題①】国内での「より一層の峻別と集中」

リレーショナル領域
⇒高価格帯
スキンケア

ベネフィーク

専門店
｢パワーショップ｣

デパート

GMS
ドラッグ

リバイタル

グラナス

TSUBAKI
アクアレーベル（AQL)

UNO

セルフ・
トイレタリー領域
⇒低価格帯

ﾍｱｹｱ、ｽｷﾝｹｱ、ﾒﾝｽﾞ

店舗

ブランド
・商品
領域

ご覧のとおり、チャネルごとに、販売強化をす

る店舗とブランドをターゲティングします。商

品領域としては、現在の市況下でも伸びる可

能性の高い「高価格帯・スキンケアを中心とし

たリレーショナル領域」と、低価格志向の高ま

りに対応する「セルフ・トイレタリー領域」では

当社の成長の余地が大きいヘアケア、スキン

ケア、メンズの商品群です。
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専門店「パワーショップ」×ベネフィーク専門店「パワーショップ」×ベネフィーク専門店「パワーショップ」×ベネフィーク

「パワーショップ」施策
専門店ブランド「ベネフィーク」を中心に、

パワーショップ専用の支援策提供
（売場提案、売場づくり支援、

エリア広告、サンプル提供拡大など）

パワーショップ
約６００店

オンリーワン
プロジェクト
約3000店

専門店チャネルでは、当社との取り組みを

強化したいと考えているお得意先さまを 「

パワーショップ」と位置づけ、「ベネフィークに

特化した限定施策」や「斬新かつ個店に密着

したエリア広告の投入」など、販売強化策を

集中します。まずは約600店からスタートして

成功事例を積み重ね、3年後には2000店程

度まで拡大し、力強い専門店網を再構築して

いきます。

20

デパート・GMS×リバイタルグラナスデパート・GMS×リバイタルグラナス

リバイタルグラナス育成
デパートとGMSの拠点店にて

育成施策を継続実施
（トライアルユース拡大施策、
セラムのリピート施策など）

デパート専用施策
クレ・ド・ポーボーテ別カウンター化

シネルジックライン取扱拡大
グローバルブランド「SHISEIDO」刷新

+

デパート・GMSチャネルでは、拠点店におい

てリバイタルグラナスに注力します。昨年導

入したリバイタルグラナスは、中心商品の美

容液は順調に売上を伸ばしたものの、ベー

シックアイテムにまで拡大していないという

課題があります。中味の使用性には絶対の

自信を持っていますが、スキンケア商品の定

着にはそもそも時間がかかることから、粘り

強く徹底して育成を続けます。

またデパートでは、クレ・ド・ポー ボーテの別

カウンター化を引き続き進め、昨年好調な実

績を収めたシネルジックラインの導入店拡大

や、後ほどご説明するグローバルブランド「

SHISEIDO」の刷新プログラムによりプレステ

ージ性を高め、インストアシェアの拡大を図

っていきます。

20
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ドラッグ×TSUBAKI・AQL・UNOドラッグ×ドラッグ×TSUBAKITSUBAKI・・AQLAQL・・UNOUNO

大手系列でヘアケア・スキンケア・メンズに集中
ヘアケア：TSUBAKIのリニューアルを勢いに乗せNo.1を維持

スキンケア：秋にアクアレーベルの商品・コミュニケーション刷新
メンズ：秋に画期的な新製品を投入

⇒基本の営業力強化のため、あらゆる角度から取り組み策を実施

新TSUBAKIドラッグストア店頭

ドラッグストアでは、大手系列を中心に、

ヘアケア、スキンケア、メンズに集中してい

きます。ヘアケアでは、3月末のTSUBAKIの

リニューアルを勢いに乗せ、秋にはメガブラ

ンド刷新の一環として「アクアレーベル」の

商品・コミュニケーションの全面リニューア

ルをスタートさせ、ウーノにも画期的な新製

品を投入します。

加えて、後ほどご説明する基本の営業力

強化のため、あらゆる角度から取り組み策

を講じていきます。

21
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低価格帯商品の拡充はしないのか？
中価格帯はどうするのか？

他のメガブランド、リレーショナルブランドはどうするのか？
低価格化傾向にどう対応するのか？
ノープリントプライスはどうするのか？

ブランド戦略は不変
（メガ、リレーショナルを2本柱とした育成ブランドに注

力）

ブランド価値を高めるマーケティングを貫く
低価格帯はアジア全域を対象に検討を進める

以上のプランに対し、低価格化やノープリ

ントプライスの今後など、様々な疑問が皆

さまに沸いているのではと思います。

これらに対する私の答えはひとつです。

メガとリレーショナルを2本柱とする資生堂

のブランド戦略はこれからも変わりません

。その中でも「チャネル適合性を見極め、

集中する領域を絞り込む」というのが2009

年度の方針となります。

ディスカウントや低価格化に対する資生堂

の基本姿勢は、「価格に見合う価値を認め

られるマーケティングを徹底して貫くこと」

です。今後も、ブランド価値を高めていくた

め、「多少の我慢も時には必要」との覚悟

で臨みます。低価格帯の拡充については

、日本一国のレベルで対応するのではなく

、少なくともアジア全域を対象としたビジネ

スとして大きな視点から検討を進めていき

ます。

22
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【課題①】国内での「より一層の峻別と集中」【課題①】国内での「より一層の峻別と集中」

【課題②】 「新しいビジネスモデル」の強化【課題②】 「新しいビジネスモデル」の強化

国内でのもうひとつの課題が「新しいビジネ

スモデル」の強化です。

23

国内

国内に偏重した旧来型ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを再生し、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰへと脱皮国内に偏重した旧来型ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを再生し、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰへと脱皮

最終年度：営業利益率8.8％・海外売上比率36.5％達成、3ヵ年累計の総還元性向88.5％最終年度：営業利益率8.8％・海外売上比率36.5％達成、3ヵ年累計の総還元性向88.5％

ﾎﾟｽﾄ再販の新ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ構築 海外

①中国を中心に売上拡大①中国を中心に売上拡大
中国：4期連続＋30％以上の売上拡大

第2の柱・化粧品専門店ﾋﾞｼﾞﾈｽ拡大
海外全体3期連続＋10％以上売上拡大

②不採算事業の整理②不採算事業の整理
赤字会社9社→1社

③北米構造改革③北米構造改革
機能の集約・統合で事業間ｼﾅｼﾞｰ創出
赤字体質脱却（所在地別利益率6％以

上）

収益性拡大の源泉

①人事改革①人事改革
②組織改革②組織改革

③ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ改革③ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ改革

事業基盤整備
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

店
頭
・
営
業

店
頭
・
営
業

開
発
・
生
産

開
発
・
生
産

原資の適正（集中）配分
ﾊﾞﾗﾝｽとれた収益構造確立

本格的成長軌道に向けての
事業基盤確立

①ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの整理・統合①ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの整理・統合
ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ絞込み
不採算ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ整理

②②取引制度改革（一律画一の脱却）取引制度改革（一律画一の脱却）
結果報奨型⇒取り組み意欲促進型
一律画一⇒ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ手法に連動

③③営業体制の再編営業体制の再編
化粧品とﾄｲﾚﾀﾘｰ事業融合
ﾁｬﾈﾙ別営業体制の確立

④④BCBCの活動革新の活動革新
販売ﾉﾙﾏ撤廃⇒お客さま満足第一に

⑤⑤価値創造体制の再編価値創造体制の再編
ｶﾃｺﾞﾘｰ別ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞｬｰ制導入

⑥⑥生産・物流体制の効率化生産・物流体制の効率化
国内6工場⇒4工場体制確立
物流子会社・施設売却⇒ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

2005～2007年度 前3ヵ年計画2005～2007年度 前3ヵ年計画

①ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの整理・統合①ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの整理・統合
ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ絞込み
不採算ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ整理

③③営業体制の再編営業体制の再編
化粧品とﾄｲﾚﾀﾘｰ事業融合
ﾁｬﾈﾙ別営業体制の確立

④④BCBCの活動革新の活動革新
販売ﾉﾙﾏ撤廃⇒お客さま満足第一に

⑤⑤価値創造体制の再編価値創造体制の再編
ｶﾃｺﾞﾘｰ別ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞｬｰ制導入

ブランド育成方法

基本の営業力

情報開発・応対

2008年度の課題でも触れましたが、ご覧の

３つの領域において、市場の実態に即した、

より緻密で競争力の高い体制を整えていき

ます。
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【課題②】「新しいビジネスモデル」の再強化【課題②】「新しいビジネスモデル」の再強化

ブランド・チャネル横断型のプロモーション
を改め、商品×チャネルをフォーカスした

展開へ

ブランド・チャネル横断型のプロモーションブランド・チャネル横断型のプロモーション
を改め、商品×チャネルをフォーカスしたを改め、商品×チャネルをフォーカスした

展開へ展開へ

店頭（定番）獲得力や店頭実現力など
基本の営業力を再強化

店頭（定番）獲得力や店頭実現力など店頭（定番）獲得力や店頭実現力など
基本の営業力を再強化基本の営業力を再強化

「他社との競争」を意識した店頭情報・
応対の充実

ブランド育成方法ブランド育成方法ブランド育成方法

基本の営業力基本の営業力基本の営業力

情報開発・応対

まずブランド育成では、プロモーションのス

タイルを、対象となる商品とチャネルをキメ

細やかに組み合わせ展開する方法に変え

ます。専門店のベネフィーク限定施策など

はその一例です。

店頭・営業の分野では、基本の営業力強

化が最大の課題です。
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店頭（定番）獲得力・店頭実現力強化に向けて店頭（定番）獲得力・店頭実現力強化に向けて

担当営業担当営業 担当バイヤー担当バイヤー

トップ・地区長トップ・地区長

マネージャーマネージャー

営業スタッフ営業スタッフ

個店担当個店担当

本社本社

トップトップ

商品（仕入）部長商品（仕入）部長

マネージャーマネージャー

本部スタッフ本部スタッフ

店長・従業員店長・従業員

個人対個人の単品売込みの取引営業
（バタフライ営業）

担当営業担当営業 担当バイヤー担当バイヤー

トップ・地区長トップ・地区長

マネージャーマネージャー

営業スタッフ営業スタッフ

個店担当個店担当

本社本社

トップ・地区長トップ・地区長

マネージャーマネージャー

営業スタッフ営業スタッフ

個店担当個店担当

トップ・地区長トップ・地区長

マネージャーマネージャー

営業スタッフ営業スタッフ

トップ・地区長トップ・地区長

マネージャーマネージャー

トップ・地区長トップ・地区長

マネージャーマネージャー

営業スタッフ営業スタッフ

個店担当個店担当

本社本社

トップトップ

商品（仕入）部長商品（仕入）部長

マネージャーマネージャー

本部スタッフ本部スタッフ

店長・従業員店長・従業員

トップトップ

商品（仕入）部長商品（仕入）部長

マネージャーマネージャー

本部スタッフ本部スタッフ

トップトップ

商品（仕入）部長商品（仕入）部長

マネージャーマネージャー

トップトップ

商品（仕入）部長商品（仕入）部長

トップトップ

商品（仕入）部長商品（仕入）部長

マネージャーマネージャー

本部スタッフ本部スタッフ

店長・従業員店長・従業員

個人対個人の単品売込みの取引営業
（バタフライ営業）

会社対会社の課題解決の取組営業
（ダイヤモンド営業）

トップ・地区長トップ・地区長

マネージャーマネージャー

担当営業担当営業

営業スタッフ営業スタッフ

個店担当個店担当

商品担当・マーケ商品担当・マーケ

情報・物流情報・物流
店長・従業員店長・従業員

トップトップ

商品（仕入）部長商品（仕入）部長

マネージャーマネージャー

担当バイヤー担当バイヤー

本部スタッフ本部スタッフ

店長・従業員店長・従業員

会社対会社の課題解決の取組営業
（ダイヤモンド営業）

トップ・地区長トップ・地区長

マネージャーマネージャー

担当営業担当営業

営業スタッフ営業スタッフ

個店担当個店担当

商品担当・マーケ商品担当・マーケ

情報・物流情報・物流
店長・従業員店長・従業員

トップトップ

商品（仕入）部長商品（仕入）部長

マネージャーマネージャー

担当バイヤー担当バイヤー

本部スタッフ本部スタッフ

店長・従業員店長・従業員

トップ・地区長トップ・地区長

マネージャーマネージャー

担当営業担当営業

営業スタッフ営業スタッフ

個店担当個店担当

商品担当・マーケ商品担当・マーケ

情報・物流情報・物流

トップ・地区長トップ・地区長

マネージャーマネージャー

担当営業担当営業

営業スタッフ営業スタッフ

個店担当個店担当

商品担当・マーケ商品担当・マーケ

情報・物流情報・物流

商品担当・マーケ商品担当・マーケ

情報・物流情報・物流
店長・従業員店長・従業員

トップトップ

商品（仕入）部長商品（仕入）部長

マネージャーマネージャー

担当バイヤー担当バイヤー

本部スタッフ本部スタッフ

店長・従業員店長・従業員

店長・従業員店長・従業員

トップトップ

商品（仕入）部長商品（仕入）部長

マネージャーマネージャー

担当バイヤー担当バイヤー

本部スタッフ本部スタッフ

店長・従業員店長・従業員

バタフライ営業 ダイヤモンド営業

【具体策１】【具体策１】ダイヤモンド営業、アカウント別組織体制強化ダイヤモンド営業、アカウント別組織体制強化

【具体策２】全社を挙げたバックアップ体制による

スピーディーな売場づくり実施

【具体策３】若手営業担当を主な対象とした

専門的営業スキルの基本教育を再徹底

⇒営業改革を進化

ご覧のとおり３つの具体策を講じていきます

。

組織小売業において、ダイヤモンド営業体制

をこれまで以上に強化します。組織を代表す

る担当者が点でつながっている「バタフライ営

業」ではなく、系列ごとの特性や要望を踏まえ

た個別提案の本部折衝から、実際の店舗で

の施策や売場の実現まで、それぞれの組織

が機能・職制別に多面的に向き合い一気に

実現していくというものです。そのため当社内

では今後、アカウント別、つまり相手先である

系列ごとの提案や課題に全社を挙げ対応で

きる組織体制を徹底していきます。本社・販

社の営業部門はもとより、棚割パターンや商

談ストーリー構築のための専門チームを強化

するとともに、商品や施策開発に責任を持つ

ブランドマネージャーも参画してタスクフォー

スを組み、系列ごとに特徴ある施策提案を実

現していきます。
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店頭（定番）獲得力・店頭実現力強化に向けて店頭（定番）獲得力・店頭実現力強化に向けて

【具体策１】ダイヤモンド営業、アカウント別組織体制強化

【具体策２】【具体策２】全社を挙げたバックアップ体制による全社を挙げたバックアップ体制による

スピーディーな売場づくり実施スピーディーな売場づくり実施

【具体策３】若手営業担当を主な対象とした

専門的営業スキルの基本教育を再徹底

⇒営業改革を進化

店頭実現力の向上に向けては、売場づくりを

短期間で一斉に行う仕組みを第一線に徹底

させます。その体勢が整うのを待つのではな

く、すぐに現場で結果を出すよう、全社を挙げ

て必要なサポート要員を店頭に派遣し、プロ

モーションの立ち上がりに合わせ3日以内に

一気に対象となる全店舗の売場をつくりあげ

ていきます。
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店頭（定番）獲得力・店頭実現力強化に向けて店頭（定番）獲得力・店頭実現力強化に向けて

【具体策１】ダイヤモンド営業、アカウント別組織体制強化

【具体策２】全社を挙げたバックアップ体制による

スピーディーな売場づくり実施

【具体策３】【具体策３】若手営業担当を主な対象とした若手営業担当を主な対象とした

専門的営業スキルの基本教育を再徹底専門的営業スキルの基本教育を再徹底

⇒営業改革を進化⇒営業改革を進化

また、4年前の早期退職プログラムの実施

以降、営業の現場は大幅に若返りましたが

、一方で、20代若手社員の構成比の上昇に

、「資生堂の営業」としての基本的OJTが追

いついていないという問題も生じています。

営業の専門的スキル向上を図る基本教育

を再度徹底させることで、営業改革をさらに

進化させていきます。
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【課題②】「新しいビジネスモデル」の強化【課題②】「新しいビジネスモデル」の強化

ブランド・チャネル横断型のプロモーション
を改め、商品×チャネルをフォーカスした

展開へ

店頭（定番）獲得力や店頭実現力など
基本の営業力を再強化

「他社との競争」を意識した店頭情報・
応対の充実

「他社との競争」を意識した店頭情報・「他社との競争」を意識した店頭情報・
応対の充実応対の充実

ブランド育成方法

基本の営業力

情報開発・応対情報開発・応対情報開発・応対

情報開発・応対の観点ですが、

29

他社との競争を意識した情報・応対の充実他社との競争を意識した情報・応対の充実

【具体策１】店頭で活用できる簡潔なソフト情報・

応対教育の充実

【具体策２】ビューティーコンサルタントの活動革新

第２フェーズへ

他社競合品に優る訴求ポイントや効果実感

を簡潔な文章やデモンストレーションで伝え

る方法など、これまで以上に店頭での競争を

意識した情報や応対教育を充実します。

また、前3ヵ年で取り組んだビューティーコン

サルタントの活動革新をさらに進化させるた

め、2009年度から第2フェーズを展開します。

教育の再強化に加え、処遇やキャリアプラン

、活動環境の改善など、本来の力がより存分

に発揮できる体制を整えていきます。
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31

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

アジアを代表する の実現に向けて

次に、アジアについて、

「アジアを代表する」に向けて「アジアを代表する」に向けて

マステージビジネス本格展開（次期３ヵ年
～）に向けたビジネスノウハウ構築加速

当社の強みである「美白」を中心に強化

中国事業の勢いを維持
⇒３ヵ年計画を予定通りに推進

具体策
１

具体策
２

具体策
３

ポイントはこの3点です。
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33

【具体策①】当社の強みである「美白」を中心に強化【具体策①】当社の強みである「美白」を中心に強化

ホワイトニングプロモーションの実施
２００８年度の香港での成功事例を基に
２００９年３月からアジア全域へ拡大展開

２００８年 香港 ２００９年 上海伊勢丹

「美白」については、昨年大成功を収めた

香港でのプロモーションをアジア全域へと

拡大展開していきます。
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【具体策②】マステージビジネスのノウハウ構築加速【具体策②】マステージビジネスのノウハウ構築加速

「マジョリカ マジョルカ（MJ）」のアジア販売拡大
台湾のワトソンズで限定導入し、壁面什器ブランド１位のMJ

⇒香港、タイ、マレーシア、シンガポールへ拡大展開

香港 シンガポール

マステージについては、これまで海外では

台湾のワトソンズのみで実験展開していた

若年層向けのメーキャップブランド 「マジ

ョリカ マジョルカ」を、2008年末から香港、タ

イ、マレーシア、シンガポールへも拡大しま

した。当初の1年間は、大手有力チェーンで

の限定取扱いとし、マステージのビジネスノ

ウハウを構築していきます。
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【具体策③】中国事業の勢い維持【具体策③】中国事業の勢い維持

デパート：「８０后世代」を対象にメーキャップ強化
グローバルブランド「SHISEIDO」新メーキャップライン、マキアージュ、

オプレ新メーキャップラインを導入

⇒スキンケアとともに資生堂グループのプレゼンスを磐石に

【８０后世代とは】
１９８０年代生まれ
現在１８～２８歳、人口２億人
一人っ子政策、開放政策ととも
に成長、先進的価値観持つ
ニュージェネレーション

中国向けマキアージュ

次が中国事業です。

まずデパートチャネルですが、昨年14年ぶり

に全面刷新したオプレの売上が当初計画通り

+20％以上と好調に推移し、スキンケアでのプ

レゼンスは一層磐石となりました。そこで今年

度は、近年ニーズが高まっているメーキャップ

の強化にグループ総力を挙げて取り組みます

。80年代生まれのニュージェネレーション「80

后世代」をターゲットに、グローバルブランド｢

SHISEIDO」の新メーキャップラインに続き、夏

にはマキアージュ、秋にはオプレの新メーキャ

ップラインを相次いで投入します。

36

【具体策③】中国事業の勢い維持【具体策③】中国事業の勢い維持

化粧品専門店：既存店売上拡大策をさらに強化
２００８年末累計契約店数は４０００店以上に（２つの契約形式合計）

既存店売上も+２０％以上の伸び

⇒全専門店導入済のPOS端末と「ウララ」ホームページを通じて
集積したデータベース活用によるリテールサポート体制強化

URARAﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内「美麗体験空間」化粧品専門店

化粧品専門店チャネルでは、契約店数を着

実に伸ばし、既に昨年末で累計4000店を超え

ました。既存店売上も＋20％台を維持するな

ど順調に推移していますが、他社の攻勢が今

後ますます激しくなることに先んじて手を打つ

ため、これまで以上に既存店売上の拡大策を

強化していきます。

具体的には、専門店一店一店に導入してい

るPOSや、ウララのホームページなどを通じて

集積された顧客情報を一元的にデータベース

化し、店頭への来店促進や顧客サービス強

化につなげることで、ビジネスのより一層の拡

大を図ってまいります。
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【具体策③】中国事業の勢い維持【具体策③】中国事業の勢い維持
新たな事業・チャネルの開拓

・プロフェッショナル事業の拡大加速
２００８年１２月～エステティックブランド「Ｑｉ」を化粧品専門店に導入

（販売と美容サービスが確実に両立できる３００店：２００９年３月
末）
２００９年～導入ブランド・商品などプロフェッショナル事業の拡大を計画

・ﾃﾞﾊﾟｰﾄ、専門店に次ぐ「第３の柱チャネル」ビジネスも着実に検討中

エステティックブランド「Qi」 中国展開用「Qi」ポスター

新たな事業・チャネルの開拓にも力を注いで

いきます。昨年末からプロフェッショナル事業

のエステティックブランド「Ｑｉ」を専門店に導入

しました。化粧品とのシナジーを生む新たな事

業展開として今後も拡大していきます。

そして、デパート、専門店に次ぐ第3の柱とな

るチャネル向けのビジネスも着実に検討を進

めています。時期が来ましたら詳細をご案内

しますので、ご期待ください。

38

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グローバルプレイヤーを目指す

の実現に向けて

次に、グローバルな展開について、



「グローバルプレイヤーを目指す」に向けて「グローバルプレイヤーを目指す」に向けて

シティーコンセプトの展開加速

グローバルブランド「SHISEIDO」の刷新

新規市場への事業拡大加速

具体策
１

具体策
２

具体策
３

ポイントはご覧の3点です。

39

40

【具体策①】グローバルブランド「SHISEIDO」の刷新【具体策①】グローバルブランド「SHISEIDO」の刷新

フューチャーソリューション ＬＸパーフェクトルージュ

グローバルブランド「SHISEIDO」を
プレステージブランドとして一層強化

１月～メーキャップライン刷新
９月～新プレミアムスキンケアライン「フューチャーソリューション

LX」

世界７０の国と地域に導入

1月の新メーキャップライン発売を皮切りに、

グローバルブランド「SHISEIDO」の刷新プログ

ラムを展開しています。秋からはプレミアムス

キンケアライン「フューチャーソリューションLX」

を世界70の国と地域に導入します。
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【具体策①】グローバルブランド「SHISEIDO」の刷新【具体策①】グローバルブランド「SHISEIDO」の刷新

グローバルブランド「SHISEIDO」を

プレステージブランドとして一層強化
カウンターデザイン一新
新シンボリックサイン導入

⇒今後もあらゆるマーケティング要素を継続的に進化

グローバルカウンター

また、売場カウンターの機能とデザインを

一新し、新たにシンボリックサインを導入す

るなど、全世界的に比類なきプレステージ

ブランドとして進化させていきます。
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【具体策①】グローバルブランド「SHISEIDO」の刷新【具体策①】グローバルブランド「SHISEIDO」の刷新

Rich
リッチ
Rich
リッチ

＜モノやサービスの「質」に対して徹底してこだわりを持つ＞
⇒繊細で緻密なデザイン

Ｈｕｍａｎ Ｓｃｉｅｎｃｅ
ヒューマンサイエンス

Omotenashi
おもてなし

＜ヒトの「心」への作用

まで探求する＞

⇒心まで豊かに感じるよう

設計された処方、香り、使用感

＜ヒトやモノを介した触れ合いによって

心まで豊かにする＞

⇒ビューティーコンサルタント

による応対

そのポイントが、現3ヵ年計画発表時にお話

をした資生堂のコアバリュー「リッチ」 「ヒ

ューマンサイエンス」「おもてなし」です。

「リッチ」を実現する繊細で緻密なデザイン

。

「ヒューマンサイエンス」を実現するのが、

心まで豊かに感じるよう設計された処方や

香り、使用感。

そして「おもてなし」が発揮されるのが、海

外のビューティーコンサルタント約９０００名

による応対です。日本と市場構造が近い台

湾では、デパートチャネルにおいて、日本と

同様、売上ノルマ撤廃への取り組みをテス

ト展開するとともに、世界レベルで「おもてな

し」を具現化する行動指標を導入し、お客さ

まの買い方ニーズに合わせた教育を徹底

するなど、応対力を高めていきます。
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【具体策②】シティーコンセプトの展開加速【具体策②】シティーコンセプトの展開加速

２００８年の成功事例を欧米亜の大都市へ拡大
２００８年春アメリカでの対象都市：新規顧客拡大、売上＋１０％

⇒欧米亜の大都市２５都市に拡大展開
周辺市場（国全体）への波及効果を高める

マイアミでのプロモーション

次にシティーコンセプトです。周辺への波及

効果の高いエリアをシティーの単位で選びマ

ーケティング活動を集中するという、海外にお

ける3ヵ年の基本戦略です。

2008年春に実施したアメリカの対象都市では

、新規顧客を拡大し、10％の売上成長を果た

したことから、今年度は世界的にも影響の大

きな欧米アジアの大都市25都市に拡大してい

きます。
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【具体策③】新規市場への事業拡大加速【具体策③】新規市場への事業拡大加速

直接営業への転換、新興国への進出を加速
２００８年度ロシア販売子会社が計画を上回る実績

⇒２００９年度はオランダ・ポーランドで直接営業に転換するなど
４～５ヵ国で体制強化、モロッコなど４カ国へ新規進出

ロシアのデパート オランダのデパート

新興市場では、昨年から販売子会社が営業

活動を行うようになった ロシアが、計画を上

回る好調な実績を収めています。モスクワと

サンクトペテルブルグの2都市に集中すると

いうシティーコンセプトの成果がここにも現れ

ています。

2009年度は、オランダ、ポーランドでの営業

を今年1月からドイツの販売子会社に取り込

み直接営業に転換したほか、合計で4～5ヵ

国において事業拡大に向けた体制強化を進

めていきます。また、アフリカ大陸のモロッコ

など新規市場への進出も４ヵ国予定していま

す。
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１ ２００８年度実績

２ ２００9年度以降の基本方針

３ ２００９年度計画の概要

4 ２００９年度の見通し4 ２００9年度の見通し

以上の具体策の展開をベースに構築した

2009年度見通しです。
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２００９年度 通期見通し２００９年度 通期見通し

‣海外売上比率 ３５.4％ ▲2.6ｐｐ
‣営業利益率 7.7％ ＋0.５ｐｐ
‣年間平均想定為替ﾚｰﾄ US$９０円、ﾕｰﾛ1２０円、中国元1３.5円

（前年実績） （103.4円） （１５２.4円） （１4.89円）

見通し 前年差 前年比 外貨前年比

売上高 ６,５００ ▲４０３ ▲5.8% －

国内 4,２００ ▲８３ ▲２% －

海外 2,３００ ▲３２０ ▲12% +５%

営業利益 ５００ +１ +0.2% －

経常利益 ５００ ▲２１ ▲4% －

当期純利益 ３10 +１16 +６０% －

（億円)

売上高は前年比▲6％の6500億円。国内

は、店販化粧品市場の伸びを前年同様の

▲2～3％程度と見込み、少なくとも市場と

同水準までは回復させます。海外は、現地

通貨ベースでは、欧米でほぼ前年並みの

規模を維持、中国を中心とするアジアでは

成長性を確保し全体で5％伸長させます。

ただし、円高影響により円換算後は▲12％

となります。

営業利益は前年同程度を確保し、営業利

益率は0.5ﾎﾟｲﾝﾄ向上して7.7％となります。

前年に処理した上場有価証券評価損の損

金算入影響が09年度はプラスに作用する

ことから、当期純利益は310億円と大幅に

改善する見込みです。
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２００９/３
営業利益

４９９

２０１０/３
営業利益（予）

（億円）

売上減に伴う
差益減

賞与減

通期見通しの営業利益増減要因通期見通しの営業利益増減要因

５００
（うち為替差

▲８０）

年金運用損

国内
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ減

国内経費減

海外販管費減

原価低減

営業利益の主な増減要因です。

国内売上減と円高影響による差益減を、

新ブランド発売のない国内マーケティング

コストの減と国内経費の削減、ならびに原

価低減と円高による海外販管費の減少で

補います。海外は、中国を中心に現地通貨

ベースでマーケティングコストなどの費用

投入を増やし、売上拡大につなげていきま

す。
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配当金推移
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（予定）

（円）

「連結総還元性向を中期的に60％」の
基本方針はあるものの、

できる限り安定的な株主還元を継続

現3ヵ年
の方針

２００９年度：１株あたり
中間・期末ともに２５円
年間５０円を継続予定

株主還元株主還元

2009年度自己株式取得（取得後は消却予定）

400万株、７０億円を上限に取得予定⇒総還元性向８０％台に

次に株主還元ですが、現3ヵ年の利益水準は

当初計画を下回るものの、出来る限り安定的

な株主還元を続けるため、2009年度の配当

は一株あたり中間・期末ともに25円、年間50

円を継続します。

加えて、本日発表しましたとおり、5月1日から

14日の間に、400万株、70億円を上限に自己

株式を取得することにしました。これにより、

2009年度の総還元性向は80％台となる見込

みです。

なお、予定通り取得できれば、これまでの方

針通り、当座必要な分を除いた金庫株を追っ

て消却する予定です。
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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

に向けて

最後になりますが、このような厳しい時代に直

面したときほど、目先の対応に追われるので

はなく、決して軸がぶれないよう、目標に向か

って着実に前進を続ける。そして、資生堂が社

会に存在する意義をしっかり見つめなおし、事

業活動の中に確実に根付かせる。その重要性

を改めて強く意識しています。

例えば、環境対応や社会貢献活動です。

50

環境対応環境対応

２００８年１１月「気候変動に関するイニシアチブ」に賛同
２００９年３月化粧品業界で初めて、

環境省「エコ・ファースト企業」に認定

国連グローバル・コンパクト
『気候変動に関するイニシアチブ』への参加表明

環境省「エコ・ファースト企業」認定

環境対応ですが、昨年11月に国連グロー

バルコンパクトの「気候変動に関するイニシ

アチブ」に賛同し、今年3月には、化粧品業

界で初めて、環境省より「エコ・ファースト」

企業として認定されました。
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環境対応環境対応

環境に配慮したパッケージと
ソーラーパネル（アメリカ工場）

「資生堂アースケアプロジェクト」をスタート
コンセプト：「ヒトも地球も美しく」
ＣＯ２削減、省資源をはじめ、

エコとビューティーが両立する新しいライフスタイル提案に結びつく
資生堂らしい活動を展開

昨年一年間、取締役会直轄委員会の環境

委員会において議論を重ねてきた具体策を

、今年から、グループ全社員が参画する環

境プロジェクト「資生堂アースケアプロジェク

ト」としてスタートさせます。「ヒトも地球も美

しく」を コンセプトに、CO2削減や省資源は

もとより、エコとビューティーが両立する新し

いライフスタイル提案に結びつくような、資

生堂らしい活動を進めていきます。
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美容を通じた社会貢献活動のグローバルでの展開美容を通じた社会貢献活動のグローバルでの展開

上海 資生堂ライフクオリティー
ビューティーセンター

台北 資生堂ライフクオリティー
ビューティーセンター

「資生堂 ライフクオリティー ビューティープログラム」
へ名称変更、グローバル規模で活動を強化

社員ボランティアによる美容セミナーの拡大
総本部的な施設を台湾（台北、高雄）、中国（上海）にも設立

美容を通じた社会貢献活動ですが、グロ

ーバル展開拡大を機に、今月から「ライフ

クオリティービューティープログラム」へ

名称変更をしました。美容セミナーを通じ

た地域密着型の活動に加え、あざや傷跡

など深い肌悩みを抱える方へ専用のメー

キャップをお教えする施設を、今月、アジ

アの3都市にも設立しました。
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「資生堂ライフクオリティービューティープログラム」「資生堂ライフクオリティービューティープログラム」
私も「一（いち）ボランティアスタッフ」として

セミナーに参加し、お年よりの方に口紅を引

いて差し上げ、喜んでいただいたりし、その

度に思うのです。これは、たんなる社会貢献

のためだけにやっているのではない。むしろ

、私たちの方が化粧や美容の力を再認識し

、化粧品ビジネスの本質的な意義と、それ

に関われる幸せを思い起こし、明日への活

力をいただいているのです。

この誇りを胸に、これからも、世界中で資生

堂が信頼され選ばれる存在であるために、

前進を続けてまいります。

今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。

本日はありがとうございました。



20020099年年33月期月期 決算内容決算内容

取締役 執行役員専務

原田 康彦

1

連結業績

（億円）

09/3期実績 売上比 前年比

売上高 6,903 100.0% ▲4.6%

売上原価 1,718 24.9% ▲7.9%

販売管理費 4,686 67.9% ▲1.0%

営業利益 499 7.2% ▲21.4%

営業外損益 21 0.3% +32.3%

経常利益 521 7.5% ▲20.0%

特別損益 ▲136 ▲1.9% （+4）

税金費用等 191 2.8% ▲36.4%

当期純利益 194 2.8% ▲45.4%

2



連結業績推移
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3

事業セグメント別売上

09/3実績
前年差 前年比

構成比

国内化粧品 4,123 59.7% ▲267 ▲6.1%

海外化粧品 2,609 37.8% ▲28 ▲1.1%

その他 170 2.5% ▲38 ▲18.1%

合　計 6,903 100% ▲332 ▲4.6%

（億円）

4



国内化粧品事業売上
09/3実績

前年差 前年比
構成比

化粧品 3,487 50.5% ▲257 ▲6.9%

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 2,102 30.5% ▲126 ▲5.6%

ｾﾙﾌ 885 12.8% ▲113 ▲11.3%

ﾄｲﾚﾀﾘｰ 500 7.2% ▲19 ▲3.6%

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 148 2.1% ▲3 ▲2.3%

ﾍﾙｽｹｱ 149 2.2% 5 +3.1%

ｱｳﾄｵﾌﾞS他 340 4.9% ▲11 ▲3.1%

合　計 4,123 59.7% ▲267 ▲6.1%

（億円）

5

国内化粧品事業売上～主要ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ売上構成比推移

09/3

78%

20%

　 39%

年間

▲5%

　+3%

▲6%

前年比

08/3

上期 下期

6ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 39% 　 39% 　 39%

5ﾘﾚｰｼｮﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 18% 18% 22%

21育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ計 77% 77% 79%
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海外化粧品事業売上

（億円）

▲28

▲38

+10

前年差

▲1.1%

▲10.2%

+0.4%

前年比

37.8%

4.8%

33.0%

▲0.3%332ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

+7.3%2,609合　計

+8.5%2,278　化粧品

外貨
前年比09/3実績

7

海外地域別売上
（億円）

※US$=103.44円（▲12.2％）、ﾕｰﾛ=152.41円（▲5.5％）、CNY=14.89円（▲3.9％）

+1.5

+1.7

±0

▲0.2

増減

▲0.9%

+5.8%

▲4.6%

▲7.5%

前年比

38.0%

17.2%

12.8%

8.0%

構成比

+1.2%885ﾖｰﾛｯﾊﾟ

+7.5%2,620海外計

+14.4%1,186ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ

+4.3%549ｱﾒﾘｶ

外貨
前年比

09/3
実績
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売上原価・販売管理費
（億円）

09/3

実績
前年比 前年差

▲コスト増

売上比

率差
▲上昇

売上原価 1,718 ▲7.9% +147 24.9% +0.9

販売管理費 4,686 ▲1.0% +50 67.9% ▲2.5

国内 　　3,098 ▲2.6% +83 72.1% ▲3.0

海外 1,588 　 +2.1% 　　▲33 61.0% 　▲1.9

広告費・売出費 1,637 ▲1.2% +21 23.7% ▲0.8

人件費 1,543 ▲0.3% +5 22.3% ▲1.0

その他 1,507 ▲1.6% +24 21.8% ▲0.7

9

営業利益～事業セグメント別

＋0.2ﾎﾟｲﾝﾄ5.2%利益率（%）

▲25.8%▲515営業利益（億円）その他

▲1.0ﾎﾟｲﾝﾄ5.7%利益率（%）

▲16.1%▲29150営業利益（億円）海外

化粧品

▲1.8ﾎﾟｲﾝﾄ7.9%利益率（%）

▲23.5%▲101330営業利益（億円）国内

化粧品

前年比前年差
09/3

実績
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営業利益～所在地別

09/3実績 前年差 前年比

国内 営業利益（億円） 184 ▲134 ▲42.0%

利益率（%） 4.0% ▲2.5ﾎﾟｲﾝﾄ

海外計 営業利益（億円） 283 ▲5 ▲1.9%

利益率（%） 10.3% ▲0.1ﾎﾟｲﾝﾄ

ｱﾒﾘｶ 営業利益（億円） 33 ▲7 ▲18.0%

利益率（%） 5.6% ▲0.5ﾎﾟｲﾝﾄ

ﾖｰﾛｯﾊﾟ 営業利益（億円） 83 ▲7 ▲8.1%

利益率（%） 7.8% ▲0.5ﾎﾟｲﾝﾄ

ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ 営業利益（億円） 168 +9 +5.7%

利益率（%） 15.3% ▲0.2ﾎﾟｲﾝﾄ

11

営業外収支

（億円）

項目 09/3実績 前年差
▲収益変化

営業外

収支

受取利息・配当金 28 ▲2

支払利息 ▲18 +1

為替差損益 ▲3 +14

その他営業外収益・費用 14 ▲8

収支計 21 +5
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特別損益
（億円）

項目 09/3実績 08/3実績

特別利益

関係会社株式売却益 1 31

投資有価証券売却益 0.4 21

固定資産売却益 5 9

特別損失

減損損失 ▲61 ▲12

固定資産処分損 ▲14 ▲11

投資有価証券売却損 ▲0.1 ▲17

特別退職関連費用 － ▲11

構造改革費用 ▲61 ▲6

その他 ▲7 ▲1

特別損益計 ▲136 4

13

当期純利益

項目 09/3実績 　08/3実績 前年差
▲費用増/利益減

税引前利益 385 655 ▲270

税金費用 151 256 +104

少数株主利益 40 45 +5

当期純利益 194 355 ▲161

（億円）

14



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 1,048 ▲277 仕 入 債 務 ・ 未 払 金

有 利 子 負 債

退 職 給 付 引 当 金

そ の 他

997

621

　　393

535

▲147

▲12

　　10

　▲66

売 上 債 権

た な 卸 資 産

1,020

683

▲91 

▲2

そ の 他 419 ▲37

流 動 資 産 計 3,170 ▲407

有 形 固 定 資 産 1,382 ▲61 負 債 合 計 2,546 ▲215
無 形 固 定 資 産 354 ▲155 株 主 資 本 計

評 価 ・ 換 算 差 額 計

少 数 株 主 持 分 他

3,635

　▲263

　　147 

▲90

▲362

▲25

投資その他の資産 1,159 ▲69

固 定 資 産 計 2,896 ▲286

純 資 産 合 計 3,520 ▲478

資 産 合 計 6,066 ▲693 負 債 ･ 純 資 産 合 計 6,066 ▲693

※資産増減のうち、為替影響は▲532億円
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連結キャッシュフロー

（億円）
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