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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 
（１）連結経営成績（累計）                                                  （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売  上  高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円        ％ 百万円        ％ 百万円        ％ 百万円        ％

23年 3月期第1四半期 145,804    4.4 3,307   56.8 3,247    7.2 △666      -
22年 3月期第1四半期 139,686 △14.9 2,108 △82.8 3,030 △78.5 4,323 △57.8

 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益

 円   銭 円   銭

23年 3月期第1四半期 △1.68 -
22年 3月期第1四半期 10.84 10.83

 
（２）連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

23年 3月期第1四半期 812,561 357,520 42.1 859.02
22年 3月期 775,445 365,207 44.9 875.72

(参考)自己資本 23年3月期第1四半期       341,757百万円 22年3月期      348,323 百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金    
 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期  末 合  計    

 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭   
22年 3月期 - 25.00 - 25.00 50.00   
23年 3月期 -    

23年 3月期(予想)  25.00 - 25.00 50.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 売  上  高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 円   銭

第２四半期(累計) 339,000 6.8 17,500△23.0 17,500 △26.1 9,000 △49.4 22.62
通  期 705,000 9.4 50,500   0.3 50,500  △1.9 29,000 △13.9 72.89

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有 

 

 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「2.その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期連結会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 
 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 
 
 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：有 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・

手続、表示方法等の変更の有無となります。 
 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 400,000,000株 22年3月期 410,000,000株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 2,153,054株 22年3月期 12,241,810株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期1Ｑ 397,800,546株 22年3月期1Ｑ 398,820,136株

 
 
 
 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了して
おりません。 

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注
記事項等については【添付資料】3ページ｢1.当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に
関する定性的情報｣をご覧ください。 
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１． 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

【業績の概要】                                      （百万円） 

 2011/3期 

第1四半期 
構成比 

2010/3期 

第1四半期 
構成比 増減 増減率 

売上高 145,804 100.0 % 139,686 100.0 % 6,117 4.4 %

国内売上高 87,321 59.9 % 92,698 66.4 % △5,377 △5.8 %

海外売上高 58,482 40.1 % 46,988 33.6 % 11,494 24.5 %

営業利益 3,307 2.3 % 2,108 1.5 % 1,198 56.8 %

経常利益 3,247 2.2 % 3,030 2.2 % 217 7.2 %

四半期純利益又は 

四半期純損失（△） 
△666 △0.5 % 4,323 3.1 % △4,990 ― %

 

【事業別の状況】    

（売上高）                                        （百万円） 

 2011/3期 

第1四半期 
構成比 

2010/3期 

第1四半期 
構成比 増減 増減率 

国内化粧品事業 82,462 56.5 % 87,259 62.5 % △4,796 △5.5 %

グローバル事業 61,055 41.9 % 50,031 35.8 % 11,024 22.0 %

その他 2,285 1.6 % 2,396 1.7 % △110 △4.6 %

合計 145,804 100.0 % 139,686 100.0 % 6,117 4.4 %

（セグメント利益又は損失） 

 2011/3期 

第1四半期 
売上比 

2010/3期 

第1四半期 
売上比 増減 増減率 

国内化粧品事業 3,926 4.7 % 4,271 4.9 % △345 △8.1 %

グローバル事業 △1,082 △1.8 % △2,532 △5.0 % 1,450 ― %

その他 474 12.2 % 386 10.0 % 87 22.8 %

調整額 △11 ― % △16 ― % 5 ― %

合計 3,307 2.3 % 2,108 1.5 % 1,198 56.8 %

※売上比はセグメント間の内部売上高を含めた売上に対する利益率です。 

 

 

   

 

（注）２０１０年度からの「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の適用に伴い、当社は報告セグメントを 

「国内化粧品事業」「グローバル事業」「その他」に区分しております。それに伴い、従来「国内 

化粧品事業」に属していた国内の「プロフェッショナル事業」は「グローバル事業」に含めております。 

なお、前年同四半期実績は新セグメント区分に組み替えております。

当第１四半期（平成２２年４月１日から平成２２年６月３０日までの３ヵ月累計）は、国内では消費マインドの冷

え込みが継続し、市場環境は厳しいものとなりました。一方、海外では（海外子会社は平成２２年１月１日から平成

２２年３月３１日までの３ヵ月累計）、欧米の化粧品市場が昨年第４四半期からの回復基調を継続し、また中国や新

興国の化粧品市場も引き続き拡大したことから、全体としても前年同四半期を上回りました。 

当第１四半期の連結売上高は、前年同四半期に比べ４．４％増収の１,４５８億円となりました。国内化粧品事業

においては、引き続き消費マインドが冷え込む中で小売業の在庫調整の影響を受けたことや、４月の天候不順の影響

もあり、事業全体の売上高は前年同四半期を下回りました。一方で、グローバル事業においては、高成長を持続して

いる中国を中心とするアジアが順調に推移したことに加え、アメリカ、欧州でいずれも回復基調になってきたこと、

３月に買収が完了した米国化粧品会社ベアエッセンシャルの１ヵ月弱の業績を取り込んだことから、事業全体の売上

高は前年同四半期を上回りました。 

営業利益は、ベアエッセンシャルの企業結合による同社の在庫の時価評価に伴う売上原価の増加、顧客関連無形資

産（納入先小売業等に対する販売権）の償却、のれんの償却などのマイナス影響があったものの、海外での売上の増

による差益の増加や販売管理費の効率化などにより、前年同四半期に比べ５６．８％増の３３億円となりました。経

常利益は前年同四半期に比べ７．２％増の３２億円となりました。 

四半期純損益は、前年同期に税金費用の戻しがあったことから、当第１四半期は前年同四半期に比べ５０億円減の

７億円の純損失となりました。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

前期末に比べ総資産は３７１億円の増加、純資産は７７億円の減少となりました。この結果、自己資本比率は前期

末における４４．９％から、４２．１％に低下しました。 

 

(連結キャッシュ・フローの状況) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少２１１億円と減価償却費６６億円を計上したことにより、

法人税の支払いなどを吸収し、６４億円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、連結子会社株式の買取りなどにより、１３６億円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金９４億円の支払がありましたが、短期資金調達２４０億円などによ

り、１３４億円の収入となりました。なお、当第１四半期においては、前期中にベアエッセンシャル買収のためのブ

リッジローンとして調達した短期借入金１，０００億円を、無担保普通社債４００億円と長期の銀行借入６００億円

によりリファイナンスいたしました。 

上記に加え、ベアエッセンシャルの企業結合日における現金及び現金同等物２０７億円もあり、現金及び現金同等

物の当第１四半期末残高は前期末に比べ２６７億円増加し、１，０３８億円となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期における実績などを鑑み、前回予想（平成２２年６月８日発表）より第２四半期連結累計期間及び通

期の経常利益予想を、それぞれ１７５億円（前回予想１６５億円）、５０５億円（前回予想４９５億円）としていま

す。なお、連結売上高、営業利益、当期純利益につきましては前回予想からの変更はありません。 

 

２． その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

①たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に係る実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

また、たな卸資産の簿価切下げにあたっては、収益性の低下が明らかな、たな卸資産についてのみ正味売却

価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

（特有の会計処理） 

該当事項はありません。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。これにより、営業利益及び経常利益は17百万円、税金等調整前四半期純利益は796百万

円減少しております。 

②企業結合に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基

準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基

準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）を適用しております。 

 

 

 

㈱資生堂（4911）平成23年３月期　第１四半期決算短信

3



 

  

 

③四半期会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れ処理の変更 

四半期会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れについては、従来、四半期切放法

によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より四半期洗替法に変更しております。この変更は、各四半

期ごとの市況の変動による影響を排除し、連結会計年度末における財政状態及び経営成績をより適切に表示する

ためであります。なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

④表示方法の変更 

前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示していた「受取家賃」（181 百万

円）は、重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記しております。 

前第１四半期連結累計期間において、区分掲記していた売上割引（39 百万円）は、営業外費用の総額の 100

分の20以下となったため、当第１四半期連結累計期間より営業外費用の「その他」に含めて表示しております。 

 

 

（参考情報） 所在地別の状況及び海外売上高 

    
  【所在地別売上高】  （百万円） 

  区      分 2011/3期 

第１四半期 

構成比 2010/3期 

第１四半期 

構成比 増  減 増減率 

   国   内 87,816 60.2 % 92,905 66.5 % △5,088 △5.5 % 

   アメリカ 14,568 10.0 % 9,637 6.9 % 4,930 51.2 % 

   欧    州 20,993 14.4 % 17,949 12.9 % 3,044 17.0 % 

   ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 22,425 15.4 % 19,194 13.7 % 3,231 16.8 % 

   在外   計 57,988 39.8 % 46,781 33.5 % 11,206 24.0 % 

   合      計 145,804 100.0 % 139,686 100.0 % 6,117 4.4 % 

       

  【所在地別営業利益】  （百万円） 

  区       分 2011/3期 

第１四半期 

売上比 2010/3期 

第１四半期 

売上比 増  減 増減率 

   国   内  △111 △0.1 % 575 0.6 % △687 ― % 

   アメリカ △217 △1.3 % △97 △0.8 % △119 ― % 

   欧    州 1,634 7.4 % 995 5.2 % 638 64.2 % 

   ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 967 4.3 % 184 1.0 % 783 424.1 % 

   在外   計 2,384 3.9 % 1,082 2.2 % 1,302 120.3 % 

   消去又は全社 1,034 ― %     450 ― % 583 129.5 % 

   合      計 3,307 2.3 % 2,108 1.5 % 1,198 56.8 % 

  ※売上比はセグメント間の内部売上高を含めた売上に対する利益率です。  

  【海外売上高】   (百万円) 

  区       分 2011/3期 

第１四半期 

構成比 2010/3期 

第１四半期 

構成比 増  減 増減率 外貨増減率  

   アメリカ 15,686 10.8 % 10,210 7.3 % 5,475 53.6 %  57.4 % 

   欧   州 19,132 13.1 % 15,890 11.4 % 3,241 20.4 %  16.9 % 

   ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 23,663 16.2 % 20,886 14.9 % 2,777 13.3 % 12.7 %

    合      計 58,482 40.1 % 46,988 33.6 % 11,494 24.5 % 23.8 %
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3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 107,656 70,101

受取手形及び売掛金 92,660 111,796

有価証券 16,572 24,723

たな卸資産 83,255 67,342

繰延税金資産 28,755 28,389

その他 17,905 16,939

貸倒引当金 △1,055 △1,050

流動資産合計 345,752 318,241

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 163,200 157,281

減価償却累計額 △97,664 △95,191

建物及び構築物（純額） 65,536 62,089

機械装置及び運搬具 86,573 82,938

減価償却累計額 △73,539 △72,112

機械装置及び運搬具（純額） 13,034 10,826

工具、器具及び備品 54,386 50,434

減価償却累計額 △37,475 △36,061

工具、器具及び備品（純額） 16,910 14,373

土地 34,626 35,274

リース資産 10,744 11,094

減価償却累計額 △5,134 △5,196

リース資産（純額） 5,610 5,898

建設仮勘定 1,896 4,322

有形固定資産合計 137,614 132,784

無形固定資産   

のれん 112,058 11,852

リース資産 357 371

その他 105,118 23,612

無形固定資産合計 217,534 35,837

投資その他の資産   

投資有価証券 32,348 192,142

前払年金費用 27,751 28,740

長期貸付金 － 17,476

長期前払費用 10,000 10,326

繰延税金資産 15,164 14,163

その他 26,560 25,896

貸倒引当金 △164 △164

投資その他の資産合計 111,660 288,581

固定資産合計 466,809 457,203

資産合計 812,561 775,445
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 47,240 44,320

短期借入金 30,066 105,966

1年内返済予定の長期借入金 7,747 4,273

リース債務 2,471 2,453

未払金 40,559 46,988

未払法人税等 4,961 10,277

返品調整引当金 10,321 11,821

賞与引当金 3,898 11,320

役員賞与引当金 227 317

危険費用引当金 1,007 1,025

繰延税金負債 30 21

その他 25,516 22,725

流動負債合計 174,049 261,512

固定負債   

社債 90,000 50,000

長期借入金 104,361 47,779

リース債務 3,722 3,974

退職給付引当金 40,585 40,130

債務保証損失引当金 350 350

環境対策引当金 498 499

繰延税金負債 35,208 3,381

その他 6,264 2,611

固定負債合計 280,991 148,725

負債合計 455,040 410,237

純資産の部   

株主資本   

資本金 64,506 64,506

資本剰余金 70,258 70,258

利益剰余金 229,555 259,063

自己株式 △4,064 △23,111

株主資本合計 360,255 370,717

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 283 1,054

為替換算調整勘定 △18,782 △23,447

評価・換算差額等合計 △18,498 △22,393

新株予約権 445 430

少数株主持分 15,318 16,453

純資産合計 357,520 365,207

負債純資産合計 812,561 775,445
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 139,686 145,804

売上原価 33,375 35,164

売上総利益 106,311 110,639

販売費及び一般管理費 104,202 107,332

営業利益 2,108 3,307

営業外収益   

受取利息 277 156

受取配当金 567 549

持分法による投資利益 7 25

受取家賃 － 232

為替差益 106 －

その他 669 410

営業外収益合計 1,627 1,373

営業外費用   

支払利息 364 529

売上割引 79 －

為替差損 － 287

その他 262 617

営業外費用合計 706 1,433

経常利益 3,030 3,247

特別利益   

固定資産売却益 34 64

投資有価証券売却益 30 －

特別利益合計 65 64

特別損失   

減損損失 2,766 20

固定資産処分損 161 192

投資有価証券評価損 17 1,086

リース解約損 24 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 779

買収関連費用 － 1,210

特別損失合計 2,969 3,288

税金等調整前四半期純利益 126 23

法人税、住民税及び事業税 △644 946

法人税等調整額 △4,287 △809

法人税等合計 △4,932 137

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △113

少数株主利益 735 552

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,323 △666
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 126 23

減価償却費 6,375 6,561

のれん償却額 242 676

減損損失 2,766 20

固定資産処分損益（△は益） 126 127

投資有価証券売却損益（△は益） △30 －

投資有価証券評価損益（△は益） 17 1,086

リース解約損 24 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 779

買収関連費用 － 1,210

貸倒引当金の増減額（△は減少） △48 △25

返品調整引当金の増減額（△は減少） △1,469 △1,567

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,530 △7,425

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 27 △90

危険費用引当金の増減額（△は減少） 165 36

退職給付引当金の増減額（△は減少） △231 503

前払年金費用の増減額（△は増加） 1,404 988

受取利息及び受取配当金 △844 △705

支払利息 364 529

持分法による投資損益（△は益） △7 △25

売上債権の増減額（△は増加） 19,796 21,136

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,786 △2,133

仕入債務の増減額（△は減少） △13,400 △4,454

その他 △1,998 △2,700

小計 3,089 14,551

利息及び配当金の受取額 889 667

利息の支払額 △266 △568

法人税等の支払額 △3,245 △8,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 467 6,419
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △14,511 △5,386

定期預金の払戻による収入 7,680 3,261

有価証券の取得による支出 △636 △496

有価証券の売却による収入 159 －

投資有価証券の取得による支出 △4 △4

投資有価証券の売却による収入 70 2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △809

子会社株式の取得による支出 － △5,723

有形固定資産の取得による支出 △3,903 △2,908

有形固定資産の売却による収入 4 658

無形固定資産の取得による支出 △825 △1,377

長期前払費用の取得による支出 △792 △659

その他 81 △156

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,677 △13,599

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,826 △75,988

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 936 －

長期借入れによる収入 － 60,000

長期借入金の返済による支出 － △2

社債の発行による収入 － 40,000

リース債務の返済による支出 △743 △738

自己株式の取得による支出 △6,788 △2

自己株式の処分による収入 17 152

配当金の支払額 △9,427 △9,441

少数株主への配当金の支払額 △206 △552

その他 23 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,363 13,425

現金及び現金同等物に係る換算差額 579 △248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,993 5,997

現金及び現金同等物の期首残高 91,857 77,157

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 20,659

現金及び現金同等物の四半期末残高 65,863 103,814
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

（５）セグメント情報等 

１ 報告セグメントの概要 
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 
当社は、主に化粧品を製造・販売しており、国内・グローバルのエリア別を基本とした事業部制のも

と、本社事業部が各事業の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、当社の

セグメントはエリア別で構成されており、「国内化粧品事業」、「グローバル事業」の２つを報告セグメ

ントとしております。 
「国内化粧品事業」は、国内における化粧品事業（化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販

売）、ヘルスケア事業(美容食品、一般用医薬品の製造・販売)、ノン資生堂・通販化粧品の製造・販売等

を行っております。「グローバル事業」は、海外における化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー

製品の製造・販売)及び国内外におけるプロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売等)を行って

おります。 
 

２ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 

国内化粧品 

事業 

(百万円) 

グローバル

事業 

(百万円) 

その他 

(百万円) 

計 

(百万円) 

調整額 

(百万円) 

四半期連結 

財務諸表計上額

(百万円) 

売上高   

 (1) 外部顧客への売上高 82,462 61,055 2,285 145,804 ― 145,804

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
380 654 1,616 2,651 △2,651 ―

計 82,843 61,710 3,902 148,455 △2,651 145,804

セグメント利益又は損失(△) 3,926 △1,082 474 3,318 △11 3,307

(注) １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去11百万円であります。 
２ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、フロンティアサイエンス事業(化粧品

原料、医療用医薬品、美容医療用化粧品等の製造・販売)及び飲食業等を含んでおります。 
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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(参考情報) 
当第１四半期連結累計期間の報告セグメントによる前第１四半期連結累計期間の報告セグメントごとの売上

高及び利益又は損失の金額に関する情報 
前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 

国内化粧品 

事業 

(百万円) 

グローバル

事業 

(百万円) 

その他 

(百万円) 

計 

(百万円) 

調整額 

(百万円)  

四半期連結 

財務諸表計上額

(百万円) 

売上高   

 (1) 外部顧客への売上高 87,259 50,031 2,396 139,686 ― 139,686

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
293 617 1,467 2,378 △2,378 ―

計 87,552 50,649 3,863 142,065 △2,378 139,686

セグメント利益又は損失(△) 4,271 △2,532 386 2,125 △16 2,108

(注) １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去16百万円であります。 
２ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、フロンティアサイエンス事業(化粧品

原料、医療用医薬品、美容医療用化粧品等の製造・販売)及び飲食業等を含んでおります。 
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
 

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 
(固定資産に係る重要な減損損失) 

 

国内化粧品 

事業 

(百万円) 

グローバル

事業 

(百万円) 

その他 

(百万円) 

計 

(百万円) 

減損損失 11 8 0 20

(のれんの金額の重要な変動） 

 

国内化粧品 

事業 

(百万円) 

グローバル

事業 

(百万円) 

その他 

(百万円) 

計 

(百万円) 

のれん増加額 ― 98,401 ― 98,401

のれん償却額 35 640 ― 676

(注) のれん増加額は、ベアエッセンシャルの買収による増加91,503百万円等によるものであります。 
 

（追加情報） 
当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成22年４月28日開催の取締役会における自己株式の消却決議に基づき、平成22年５月21日付

で自己株式の消却を行い、自己株式が18,879百万円減少しました。主にこの影響により、当第１四半期連

結会計期間末において自己株式は4,064百万円になっております。 
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（７）企業結合等に関する注記 

（パーチェス法の適用） 
連結子会社であるベアエッセンシャルについて、前連結会計年度には取得原価の配分が完了しておらず暫定

的な会計処理を行っておりましたが、当第１四半期連結会計期間に取得原価の配分が完了いたしました。 
１ 被取得企業の取得原価及びその内訳 

現金を対価とする公開買付け等による株式取得額 1,633,296千米ドル

ベアエッセンシャル従業員に対するストックオプションの買取費用 66,970  〃 

条件付取得対価 30,411  〃 

取得原価 1,730,677  〃 

２ 契約に規定される条件付取得対価の内容及びそれらの今後の会計方針 
①条件付取得対価の内容 

平成23年度より、契約に基づき一定期間経過後に支払われるものであります。 

②会計方針 
上記条件付取得対価の変動部分につきましては、米国会計基準に基づき認識いたしました。 

３ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 
①発生したのれんの金額 

91,503百万円 

②発生原因 
今後の事業展開によって期待されるシナジーを含む将来の超過収益力から発生したものであり

ます。 
③償却方法及び償却期間 

20年間にわたる定額法 
４ 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間 

平成22年３月８日から平成22年３月31日まで 

５ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 
流動資産 34,690百万円

固定資産 179,800 〃 

資産 計 214,490 〃 

流動負債 5,701 〃 

固定負債 52,305 〃 

負債 計 58,006 〃 

取得原価の配分において、のれん以外の無形固定資産に 
配分されたもののうち、主なものは下記のとおりであります。 
顧客関連無形資産（10年償却） 40,300百万円

商標権（主に非償却） 39,985 〃 

(注)上記邦貨額は企業結合日の為替レート（90.42円/米ドル）で換算しております。従って、連結貸

借対照表ののれんに含まれている当該企業結合により発生したのれんの金額は、３．①に記載の発

生したのれんの金額とは一致しておりません。 
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６ 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期連結累計期間にかかる四

半期連結損益計算書に及ぼす影響の概算額 
売上高 8,099百万円

営業損失（△） △190 〃 

（概算額の算定方法及び重要な前提条件） 
①本企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算出された売上高及び損益情報と当

社の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。な

お、当該差額には連結会計年度の開始の日から企業結合日までの期間に相当する顧客関連無形資

産及びのれんの償却額が計上されており、ベアエッセンシャルが本企業結合にあたり任命したフ

ァイナンシャル・アドバイザーに支払ったアドバイザリー費用及び連結会計年度開始の日から企

業結合日までの期間にベアエッセンシャルが従業員に対して支払ったストックオプションの買

取費用は含まれておりません。 
②上記邦貨額は平成22年１月１日から平成22年３月31日までの期間に基づく期中平均為替レー

ト（90.71円/米ドル）で換算しております。 

③当該注記は監査証明を受けておりません。 
 

 

以上 
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