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２００９年度 上期実績２００９年度 上期実績

‣海外売上比率 34.５％ △2.５ｐｐ
‣営業利益率 7.2％ △2.2ｐｐ
‣上期実績ﾚｰﾄ US$95.5円、ﾕｰﾛ１２７.2円、中国元14.0円
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＋１７－△8.3％２,077国内
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実績 前年比
外貨

前年比
7月末
見込差

売上高 ３,173 △11.7％ △6.5% ＋２３

営業利益 227 △32.9％ － +２７

経常利益 237 △34.8％ － +２７

純利益 178 △11.4％ － +３８
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国内化粧品事業国内化粧品事業

内訳 売上前年比

化粧品 △7.5%

‣カウンセリング △7.4%

‣セルフ △7.6%

‣トイレタリー △8.0%

プロフェッショナル △9.5%

ヘルスケア △3.７%

その他 ＋１.8%

合計 △6.7%

‣営業利益 △14.1％ 34億円減益
営業利益率10.2％ 前年対比△0.8ｐｐ

※今期より子会社「ザ・ギンザ」の化粧品売上（１５億円）を含む

※
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内訳 前年比 外貨前年比

化粧品 △１５.７% △1.1%

プロフェッショナル △29.2% △18.1%

合計 △17.5% △3.4%

海外化粧品事業海外化粧品事業

+3.8%△8.7%アジア・オセアニア

地域別売上 前年比 外貨前年比

アメリカ △20.0% △10.5%

ヨーロッパ △27.5% △8.8%

合計 △1７．５% △3.5%

【参考：地域別売上】 ※その他事業セグメントの海外売上も含む

‣営業利益 △87.5％ 74億円減益
営業利益率 1.0％ 前年対比△5.4ｐｐ
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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 3６.5％ △１.5ｐｐ
‣営業利益率 7.7％ ＋0.５ｐｐ
‣年間想定ﾚｰﾄ US$93.6円、ﾕｰﾛ129.5円、中国元13.6円
10～12月想定ﾚｰﾄ US$90円、ﾕｰﾛ1３０円、中国元13円
（期初年間想定ﾚｰﾄ US$９０円、ﾕｰﾛ1２０円、中国元13.５円）

（億円)

±0

+10

±０

＋７０

△７０

±0

期初
見込差

＋２０－△3.6％4,130国内

△２０+３%△9.5％2,370海外

見通し 前年比
外貨

前年比

７月末
見込差

売上高 ６,５００ △5.8％ － ±0

営業利益 ５００ +0.2％ － ±０

経常利益 510 △2.0％ － ±０

当期純利益 ３10 + 60.0％ － +10
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２００９年度 下期見通し２００９年度 下期見通し
（億円)

+3－+1.8%2,０５３国内

△２６＋９％△1.3％1,２７５海外

見通し 前年比 外貨前年比
7月末
見込差

売上高 3,3２７ +0.6％ － △23

営業利益 273 +７０.0％ － △27

経常利益 273 +７３.６％ － △27

純利益 132 （△７） － △28

‣海外売上比率 38.3％ △0.7ｐｐ
‣営業利益率 8.2％ +3.4ｐｐ
‣下期想定為替レート US$91.8円、ﾕｰﾛ131.9円、中国元13.4円
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200９年度の取り組み200９年度の取り組み

現３ヵ年計画で掲げた１０年後のビジョン
「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」

の実現に向け、着実に前進

海外では、アジアを中心としたグローバル展開に
一層の力を注ぎ、将来の成長に向けた準備を進める

国内では、より一層の峻別と集中を進め、
基本の販売力強化と資生堂のブランド価値を高める

マーケティングを継続し、地力を高める
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200９年度下期の主な取り組み【国内】200９年度下期の主な取り組み【国内】

集中的に強化するブランドと店舗をチャネル毎に
絞り込み、重点領域を定めて取り組む
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ドラッグストアチャネルに向けた取り組みドラッグストアチャネルに向けた取り組み

営業力のさらなる強化

ウーノ フォグバーの成功事例を水平展開

次世代型売場づくり

系列との協働取り組みにより

「シニア対応売場」を全国展開

9



店頭の強化 商品の強化

グローバルブランド「SHISEIDO」強化グローバルブランド「SHISEIDO」強化

新カウンターを年内に４５店舗へ導入

シンボリックサイン BC活動の強化

フューチャーソリューションLX

フューチャーソリューションLX 店頭対応風景 10

200９年度下期の主な取り組み【海外】200９年度下期の主な取り組み【海外】



新規市場への進出新規市場への進出
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・今年度はすでに、エジプト・モロッコ・ラオス・アゼルバイジャン
に展開済み

・さらにいくつかの市場への新規進出・事業拡大を準備

ロシアの売上が順調に伸長 アフリカ（モロッコ）など
新規市場へ進出



デパートチャネルデパートチャネル 化粧品専門店チャネル化粧品専門店チャネル

中国事業の勢い持続中国事業の勢い持続

今年、注力しているメーキャップで、
マキアージュ、新オプレが新規顧客
（８０后世代）獲得と売上拡大に貢献

契約店数４３００店（９月末）
既存店売上２桁成長ペースを維持

新オプレメーキャップのWEBサイト 化粧品専門店

ピュアマイルドやZaなど、
中間層をターゲットとした
マステージ領域商品も
高成長
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自己株式取得と総還元性向

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
（2008年度と同じ）

5月に４００万株、６7.5億円を取得。総還元性向は８６%（見込）
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（百万円）

2010/3期
（見込）

2009/9期

％ ％
設備投資等 ※

32,800 + 3,338 + 11 14,056 + 621 + 5 

有形固定資産

（設備投資） 18,900 + 520 + 3 9,737 + 709 + 8 

無形固定資産ほか

13,900 + 2,818 + 25 4,319 △ 88 △ 2 

減価償却費

26,000 △ 2,288 △ 8 12,862 △ 1,351 △ 10 

有形固定資産

（設備投資） 17,000 △ 192 △ 1 8,493 + 598 + 8 

無形固定資産ほか

9,000 △ 2,096 △ 19 4,369 △ 1,949 △ 31 

研究開発費

14,500 △ 742 △ 5 7,053 △ 407 △ 5 

広告費

47,500 △ 5,975 △ 11 21,673 △ 5,820 △ 21 

※資本的支出。有形固定資産、無形固定資産（のれんを除く。）及び長期前払費用への投資。

増減率

補足データ

増  減 増減率 増  減


