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２０１０２０１０年度年度
第１四半期実績第１四半期実績とと見通し見通し

㈱㈱資生堂資生堂 取締役取締役 執行役員専務執行役員専務

原田原田 康彦康彦

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および計画に基づいた

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。

20102010年年77月２９日月２９日

取締役専務の原田康彦です。

これより2010年度第１四半期実績と上期・

年間の見通しについてご説明します。
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２０１０年度 第１四半期実績 要約２０１０年度 第１四半期実績 要約
（億円)

△５０－（ ４３）△７純利益

（△２９）

＋７．２％

＋５６．８％

＋２４．５％

△５．８％

＋４．４％

前年比

△３

＋２

＋１２

＋１１５

△５４

+61

前年差

－△３２特別損益

－８７３国内

＋２３．８％５８５海外

実績 外貨前年比

売上高 １，４５８ ＋４．２％

営業利益 ３３ －

経常利益 ３２ －

１

‣海外売上比率 ４０．１％（＋６．５ｐｐ）
‣営業利益率 ２．３％（＋０．８ｐｐ）
‣為替レート ﾄﾞﾙ9０．７円（△３％）ﾕｰﾛ12５．６円（＋３％）中国元13.２８円（△３％）

【ベアエッセンシャル含む】

※

※

※（）内は前年実績

損益計算書の要約です。業績には３月に買収
が完了したベアエッセンシャルの業績が１ヵ月
弱含まれています。同社業績を含むベースでま
ずご説明します。

当第１四半期の連結売上高は前年比＋４．４％
の １，４５８億円となりました。その要因は海外
売上の大幅な増加によるものです。海外は昨年
第4四半期以降、欧米の回復基調が鮮明になっ
てきたことに加え、中国を中心とする新興国市
場も引き続き拡大基調にあること、ベアエッセン
シャルの売上貢献により、現地通貨ベースで２
３．８％増の売上高伸長となりました。国内売上
は消費マインドの冷え込みが継続し、５．８％減
となりました。なお、当第１四半期においては為
替変動の影響はほとんどありませんでした。

営業利益は、前年比＋５６．８％の３３億円。海
外売上の増加に伴う差益増およびコストの効率
的な運用により増益となりました。

経常利益は前年比＋７．２％の３２億円。金利
低下による利息収支の悪化、為替差損などによ
り、営業外損益がマイナスになり営業利益と比
較して伸び率が低くなりました。

純利益については、買収関連費用、投資有価
証券評価損、資産除去債務会計基準の適用な
どの特別損失を３２億円計上したことなどにより
７億円の純損失となりました。なお、昨年は会計
ルールに基づくテクニカルな処理で税金費用の
戻しを約５０億円計上しましたが、今年は通常に
戻っています。
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２０１０年度 第１四半期実績 要約２０１０年度 第１四半期実績 要約

（億円)

△35－△８２．０％８純利益

（△２９）

＋３６．５％

+９７．６%

＋１６．１％

△５．８％

＋１．６％

前年比

+9

+11

＋２１

＋76

△５４

+22

前年差

－△２０特別損益

－８７３国内

＋１５．２％５46海外

実績 外貨前年比

売上高 １，４19 ＋1．２％

営業利益 ４２ －

経常利益 ４1 －

‣海外売上比率 38．５％（＋４．９ｐｐ）
‣営業利益率 ２．９％（＋１．４ｐｐ）
‣為替レート ﾄﾞﾙ90.7円（△３％）ﾕｰﾛ12５．６円（＋３％）中国元13.２８円（△３％）

【ベアエッセンシャル除く】

２

※

※（）内は前年実績

ベアエッセンシャルを除く売上、利益は記載

のとおりです。ベアエッセンシャルを除くベー

スでも海外は現地通貨ベースで＋１５．２％

増収となり営業および経常増益を確保しまし

た。
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ベアエッセンシャル連結の影響ベアエッセンシャル連結の影響

（注） １Ｑは3/8～3/31、上期は3/8～6/30、通期は3/8～12/31の期間の業績

【ベアエッセンシャル業績のセグメント別の記載について】

・事業別： 全て「グローバル事業」に計上

・地域別： 商品が販売された地域ごとに計上

３

（億円)

のれん償却

販売権等償却

在庫時価評価

ベア営業利益

△２５△４０△９営業利益

△４

△４

△１１

１０

＋４０

１Ｑ

日本の会計基準に基づく処理
来期以降非償却の可能性あり

△４０△１５

来期以降も発生△３５△１５

今期のみ発生
（買収成立後６ヵ月間）

△７５△５０

１２５４０

＋４５０＋１６０売上高

備考年間上期

ベアエッセンシャル連結の影響をまとめます。

ベアエッセンシャルの１ヵ月弱の売上・損益を

連結することにより第１四半期の売上高は４０

億円増加しました。また、ベア社自体の営業

利益もプラスに貢献しますが、在庫の時価評

価による売上原価の増、販売権とのれんの償

却により、営業利益には９億円のマイナス影

響となりました。

上半期および年間でのベアエッセンシャル連

結の影響見込みは記載のとおりです。



売上を事業セグメント毎に説明します。今期

より国内のプロフェッショナル事業は「グロー

バル」事業に移しており、前年実績を組み替

えて前期比を算出しています。

まず国内化粧品事業セグメントですが、売

上合計は▲５．５％となりました。

当社出荷は、4月5月に小売業が流通在庫

の消化を優先させたことから前年を下回りま

した。一方、当社店頭売上は３ヵ月累計で

▲２～３％程度と推測しており、前期の第４

四半期の▲４～５％より若干回復の兆しが

見られます。5月以降はマイナス幅が縮小し

てきており、6月は前年並みに回復していま

す。商品別では、組織小売業の春の棚替え

商談でスペース確保を図り、６月に好天に恵

まれたこともあって、日焼け止め「アネッサ」

やデオドラント「ＡＧ＋」などのセルフ商品が

好調に推移しました。一方で、高価格帯と低

価格帯への二極化は継続しており、中価格

帯のカウンセリング商品が苦戦しました。ト

イレタリーは「ＴＳＵＢＡＫＩ」が競争環境の激

化により苦戦しています。
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国内化粧品事業売上国内化粧品事業売上

８２５

９４

３４

９４

２０３

３９９

６９６

実績内訳 売上前年比

化粧品 △７．７%

カウンセリング △７．７%

セルフ △３．１%

トイレタリー △１６．４%

ヘルスケア △１．１%

その他 ＋１２．８%

合計 △５．５%

•消費マインドﾞの低迷により店販化粧品市場の縮小が続く

•当社４～６月店頭売上（カウンセリング+セルフ）は△２～３％程度と若干回復の兆しが見られる

４

（億円)

（注）今期より国内プロフェッショナルは「グローバル事業」の「プロフェッショナル」へ移管。前年比は前年実績を組み替えた上で算出。
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６１１

９１

５２０

実績

＋２１．４％

＋６．４％

＋２４．５％

外貨前年比内訳 前年比

化粧品 ＋２５．４％

プロフェッショナル ＋５．８％

合計 ＋２２．０％

グローバル事業売上（２０１０年１～３月）グローバル事業売上（２０１０年１～３月）

５８５

２３７

１９１

１５７

実績

＋１２．７％＋１３．３％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 ＋５３．６％ ＋５７．４％

欧州 ＋２０．４％ ＋１６．９％

合計 ＋２４．５％ ＋２３．８％

【参考】

・海外の化粧品市場は回復基調、当社も各地域で売上が２ケタ増に。
・アジア・オセアニアは、中国の2ケタ成長が牽引
・【第２四半期】６ヵ月累計売上高は各地域で引き続き高い成長性を維持。

５

（億円)

※ベアエッセンシャルを除くアメリカの外貨前年比： ＋２１．３％

※ベアエッセンシャルを除くグローバル事業の外貨前年比： ＋１３．３％
（注）今期より国内プロフェッショナルは「グローバル事業」の「プロフェッショナル」へ移管。前年比は前年実績を組み替えた上で算出。

次に、グローバル事業セグメントです。

海外の第１四半期は１月～３月ですが、グ

ローバル事業の売上高前年比は円ベースで

＋２２．０％、現地通貨ベースで＋２１．４％、

ベアエッセンシャルの影響を除いても現地通

貨ベースで＋１３．３％と大幅増収となりまし

た。地域別ではアメリカ、ヨーロッパ、アジア・

オセアニアの全ての地域において、２ケタの

増収となりました。欧米では昨年第４四半期

以降、化粧品市場は回復基調にあり、その

中で当社は、新ライン導入によるグローバル

ブランド「SHISEIDO」の育成強化をはかり売

上を伸ばしました。また、景況感を色濃く映

すフレグランスやトラベルリテールも回復し

ています。中国は、専門店専用ブランドＵＲＡ

ＲＡやマステージ領域が好調に推移しました

。

なお、海外の第２四半期はすでに終了して

いますが、第２四半期累計の海外全体の売

上は引き続き高い成長性を維持しています

。ベアエッセンシャルにつきましても、計画通

りに推移しています。



7

２０１０年度 第１四半期実績
売上原価・販売管理費
２０１０年度 第１四半期実績
売上原価・販売管理費 （億円)

６

＋６４＋１．９％６５．３％３７９海 外

△１４＋２．０％２２．８％３３２Ｍ コ ス ト

＋２８△０．８％２７．１％３９５人 件 費

＋１０＋０．２％２３．０％３３５経 費

０．７％

79．１％

７３．６％

２４．１％

売上比

△３３△０．８％６９４国 内

＋31＋１．０％１，０７３販 売 管 理 費

＋７△０．４％１１M & A 関 連 償 却 費

＋18△０．２％352売 上 原 価

前年差

（＋:ｺｽﾄ増）

率差

（+低下改善）

実績

売上原価率は２４．１％と前年同期比で

０．２ポイント悪化しました。そのうち、ベアエ

ッセンシャル連結に伴う在庫の時価評価に

よる原価増の影響が１１億円あり、それを除

くと２３．３％と０．６ポイント改善しています。

また、販売管理費率は７３．６％と１．０ポイ

ント改善しました。金額では３１億円増加しま

したが、うち２７億円はベアエッセンシャル連

結によるものです。

販売管理費は、人件費とＭ＆Ａに伴う無形

資産償却費用が増加しましたが、マーケティ

ングコストの効率的な運用と経費削減につと

めました。
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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)

－－－△０消去

２．３％

１２．２％

△１．８％

４．７％

営業利益率

＋３．２ｐｐ－△１１グローバル

△０．２ｐｐ△８．１％３９国内化粧品

＋２．２ｐｐ＋２２．８％５その他

実績 前年比 営業利益率差

合計 ３３ ＋５６．８％ ＋０．８ｐｐ

７

（注）今期より国内プロフェッショナルは「国内化粧品事業」から「グローバル事業」の「プロフェッショナル」へ移管。前年比は前年実
績を組み替えた上で算出。

事業セグメント別の営業利益です。

国内化粧品事業は、マーケティングコストを

はじめとするコストの効率運用に努めました

が、売上減による差益の減少を補うには至

らず、前年に対して８．１％減の３９億円とな

りました。

グローバル事業の営業利益は １１億円の

損失となりましたが、うちベアエッセンシャル

連結による一時的な原価増や販売権・のれ

んの償却の影響が▲１９億円ありました。来

期以降はベアエッセンシャルの在庫の時価

評価による売上原価増の影響はなくなり、の

れんの償却も日本の会計ルール上なくなる

可能性が高いことから、ベアエッセンシャル

の業績が営業利益に貢献することを期待し

ています。
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連結貸借対照表連結貸借対照表

８

－△７７３，６５２３，５７５純資産

主な内容うちＢＥ

販売権等への税効果

出資を他資産へ、貸付を内部消去

のれん９３２、 商標権４００、

販売権４０３

手許資金２０７、 在庫１３５

＋４０５

△１，７７４

＋１，７３５

＋６０

＋３８４

＋３１１＋３１８３４３５２繰延税金負債

－＋２３９２，１４４２，３８４有利子負債

＋３７１７，７５４８，１２６資産合計

＋４０５＋４４８４，１０２４，５５０負債合計

＋９４△１１０１，９２４１，８１４その他の負債

＋４０５＋３７１７，７５４８，１２６負債・純資産合計

△１，７６９

＋１，８１７

＋４８

＋２７５

増 減

２，８８６１，１１７投資その他の資産

３５８２，１７５無形固定資産

１，３２８１，３７６有形固定資産

３，１８２３，４５８流動資産

10年3月10年6月

（億円)
貸借対照表ですが、変動の大きなものはベ

アエッセンシャル連結による影響です。「うち

ＢＥ」がベアエッセンシャルの影響額を示して

います。

３月末時点ではベアエッセンシャル株式は

「投資有価証券」に計上され、当社子会社か

らベア社への貸付金も貸借対照表に計上さ

れておりましたが、当四半期末においてはベ

ア社株式は「のれん」等の各種資産に振り替

えられるとともに、貸付金は連結消去されて

います。

負債につきましては、短期のブリッジローン

１，０００億円を、長期借入と社債からなるパ

ーマネントファイナンスに切り替えています。
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２０１０年度 上期見通し２０１０年度 上期見通し （億円)

＋１０－△２６．１％１７５経常利益

△４０－△１．３％２，０５０国内

＋４０＋２７%＋２２．３％１，３４０海外

見通し 前年比
外貨

前年比
6/8

公表差

売上高 ３，３９０ ＋６．８％ ＋８％ ±０

営業利益 １７５ △２３．０％ － ±０

特別損益 △３０ － － △１０

純利益 90 △４９．４％ － ±０

‣海外売上比率 ３９．５％
‣営業利益率 ５．２％
‣為替レート ﾄﾞﾙ ９０円 ﾕｰﾛ １２０円 中国元１３．５円（期首から変更なし）

９

上期見通しです。当社は6月8日にベアエッ

センシャルを含む業績予想を公表しました。

今回の見通しはそれに対する変更となりま

す。

売上高については、第１四半期の３ヵ月間

において、国内は若干厳しめに推移しました

が、海外が好調に推移し、全体としてはほぼ

計画通りでした。国内売上は前回見通しより

４０億円減額して２，０５０億円、好調な海外

がそれを補い４０億円増額して１，３４０億円

、上期全体売上見通しは前回計画どおり

３，３９０億円とします。

営業利益につきましては計画を据え置き、

１７５億円とします。

経常利益については、前回計画において営

業外費用として見込んでいた買収関連費用

１２億円を特別損失として処理することとなっ

たことを勘案し、経常利益を１０億円引き上

げ１７５億円、特別損益を１０億円マイナスし

て△３０億円とします。純利益の上期見通し

に変更はありません。
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２０１０年度 年間見通し２０１０年度 年間見通し （億円)

＋１０±０＋１０－△１．９％５０５経常利益

±０

±０

±０

±０

±０

±０

±０

△１０

±０

＋４０

△４０

±０

6/8公表差
上期 下期 年間

△４０－＋０．３％４，０８０国内

＋４０＋３０％＋２５．０％２，９７０海外

見通し 前年比
外貨

前年比

売上高 ７，０５０ ＋９．４％ ＋11％ ±０

営業利益 ５０５ ＋０．３％ － ±０

特別損益 △３５ － － △１０

当期純利益 ２９０ △１３．９％ － ±０

‣海外売上比率 ４２．１％
‣営業利益率 ７．２％
‣為替レート 上期と同水準と想定

１０

通期見通しです。下期の見通しに変更はな

く、上期の変更のみを反映しています。
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今後の主な課題今後の主な課題

１１

①国内売上の回復

・選別したチャネルと絞り込んだブランドを掛け合わせる取り組み

②海外展開

・中国事業の成長維持

・新規市場への進出加速 （ｱﾙﾊﾞﾆｱ、ｺｿﾎﾞ、ﾏｹﾄﾞﾆｱ）

③ベアエッセンシャル

・新宿伊勢丹、阪急うめだ本店

は順調に推移

・プランタン銀座への出店

（１０／１５）

阪急うめだ本店のベアエッセンシャル店舗

今後の課題です。

国内売上については依然厳しい環境が続

いてはいるものの、店頭売上に若干ではあ

りますが明るい兆しが見えてきました。この

ような機会を捉え、選別したチャネルと絞り

込んだブランドを掛け合わせる取り組み、ヒ

ット商品のロングセラー化などに注力します

。

海外については引き続き中国事業の成長

の維持、新規市場への進出の加速を進めて

いきます。新規市場の開拓については、

７月中旬よりバルカン半島のアルバニア、コ

ソボ、マケドニアの各共和国に進出していま

す。これにより世界で７７の国と地域に展開

することとなります。

ベアエッセンシャルについてですが、１０月

１５日にプランタン銀座において日本３号店

をオープンします。既に出店している新宿伊

勢丹および阪急うめだ本店での売上も順調

に推移しているほか、他のデパートからも引

き合いが多数来ており、出店時期は未定で

すが複数の店舗との間で出店の合意に至っ

ています。
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今後の主な課題今後の主な課題

１２

④アジアマステージ市場への対応： 「専科」シリーズの導入

「専科 保湿クリームからつくった化粧水」の発売「専科 保湿クリームからつくった化粧水」の発売

・9月中旬に日本で発売

⇒２０１０年内に台湾、２０１１年以降に

他のアジア各国に順次導入

・「専科」： 日本の低価格市場とアジアマステージ市場を一体化

して展開する戦略ブランド

・スケールメリット追求によりコスト効率を

高め、低価格で高機能を実現

 後にアジアマステージ市場への対応につ

いてです。

４月の決算説明会において、アジアマステ

ージ戦略を２０１１年度からの次期３ヵ年計

画において本格的に展開し、一部を今下期

に前倒しでスタートする計画であると説明し

ました。

本日ニュースリリースで発表しましたとおり、

成長著しいアジアの中間所得層を中心とす

るマステージ市場と、日本の拡大する低価

格帯スキンケア市場を一体化して展開する

戦略ブランド第一弾として、「専科 保湿クリ

ームからつくった化粧水」を発売します。日

本とアジア市場を一体化させた展開を図るこ

とで、スケールメリットを追求してコスト効率

を高め、低価格でありながら高機能を実現し

ます。

「専科」はまず今年9月に日本で販売を開始

し、２０１０年内に台湾、２０１１年以降に他の

アジア諸国に順次導入する予定です。

今後はこの「専科」において、アイテムを拡

充しブランド強化を図っていきます。


