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20102010年度年度
上期上期実績実績および通期見通しおよび通期見通し

㈱㈱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

２０１０年２０１０年1010月月2828日日

社長の前田新造です。

これより２０１０年度上期実績および通期見

通しについてご説明いたします。
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１ 国内外の化粧品市場の動向

２ 2010年度上期実績

３ ２０10年度下期・通期見通し

4 下期の取り組み

１ 国内外の化粧品市場の動向

まず初めに、国内外の化粧品市場の動向

についてご案内します。
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国内 店販化粧品市場の動向（当社推計）国内 店販化粧品市場の動向（当社推計）

10年度
１Ｑ

△１～2％

０8年度
上期 下期

△１～２％
△３％

08年度△2～3％

・09年度を底に、1Qから2Qにかけて回復の兆しがみられるものの、円高進行や株

安などもあり、下期にかけて浮上感は乏しい

・【予想】下期は前年並み、年間で△0～1%程度、本格回復は2011年度以降

下期

10年度△0～1％

０9年度
上期

09年度△3～4％

下期

△３～4％ △３～4％

2Q

±0％ ±0％

10年上期△0～1％
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国内の店販市場全体は、２００８年９月のリ

ーマンショックの影響を受け、２００９年度は

通期で△３％～４％程度落ち込みましたが、

２０１０年度上期は猛暑の影響もあり、第１

四半期が△1％～２％、第２四半期がほぼ前

年並みと、徐々にではありますが、持ち直し

傾向にあると見ております。

しかしながら、雇用情勢にまだ厳しさが残っ

ていることに加えて、海外景気の下振れ懸

念に、円高進行や株安なども重なり、景気の

浮上感は乏しく、新聞報道にもありましたよ

うに、消費動向の先行きについては楽観視

ができません。

このような状況を鑑み、当初計画では今下

期を想定していた消費の本格回復は２０１１

年度以降にずれこむと考え、この下期の店

販化粧品市場の伸び率を前年並みの水準

に変更し、年間では、 前年を１％程度下回

るものと見直しています。
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海外化粧品市場の動向（当社推計）海外化粧品市場の動向（当社推計）

欧米
•１０年度上期は回復

•１０年度下期も不透明ながら回復傾向は継続

アジア
• 中国は引続き、成長を維持

• 中国以外のアジアも概ね成長を持続

次に海外化粧品市場の動向です。

まず欧米ですが、２０１０年度上期は、地域

により強弱はあるものの、 ２００９年度の第

４四半期から見られた回復傾向が実感とし

て感じられるようになりました。下期について

は、不透明感を払拭できないものの、回復

傾向は継続していくと見ております。

そして、アジアにつきましては、中国は先般

の中国政府の発表では7-9月期の実質GDP

成長率が９％台であり、引続き成長を維持し

ているとみており、その他のアジア地域も概

ね成長を持続していると捉えています。

しかしながら、信用収縮や高い失業率の継

続などの懸念もあり、国内同様に決して楽観

視はできないものと考えています。
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１ 国内外の化粧品市場の動向

２ 2010年度上期実績

３ ２０10年度下期・通期見通し

4 下期の取り組み

１ 国内外の化粧品市場の動向

次に、２０１０年度上期実績です。
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‣海外売上比率 40．4％ ＋5．9ｐｐ
‣営業利益率 6．５％ △0．7ｐｐ

２01０年度 上期実績２01０年度 上期実績
（億円)

△61－△4．3％1,989国内

+7＋27.3％＋23.0％1,347海外

実績 前年比
外貨

前年比

7月末

見通し差

売上高 3,336 ＋5．2％ ＋6．7％ △54

営業利益 218 △3．9％ － +43

経常利益 217 △8．４％ － ＋42

当期純利益 75 △5７.６％ － △15

【ベアエッセンシャル含む】

売上高は、国内ではセルフ化粧品の店頭売

上が前年を上回り、好調に推移したものの、

カウンセリング化粧品の回復が遅れている

こと、 また小売りサイドの在庫調整による影

響もあり減収となりました。海外では既存事

業の回復に加え、３月に買収を完了したベア

エッセンシャルの上乗せもあったことから、

連結合計で前年比 ５．２％の増収となりま

した。

営業利益はベアエッセンシャル買収に伴う

一時費用の発生や為替影響はありましたが

増収による差益の増加、費用の効率運用や

繰り下がりなどにより、７月の発表値からは

４３億円の増益となりました。

なお、 当期純利益は、金融株の評価損計

上を余儀なくされたことに加え、昨年は税金

費用が特殊な要因により約 ５０億円減少し

ましたが、今年は通常ベースに戻ったことも

あり、７５億円となりました。
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２01０年度 上期実績２01０年度 上期実績
（億円)

【ベアエッセンシャル除く】

△6６－△４．５％1,984国内

+７＋12.0％＋８．３％1,187海外

実績 前年比
外貨

前年比

7月末

見通し差

売上高 3,171 △0．0％ ＋１．２％ △５9

営業利益 254 ＋11.7％ － +39

経常利益 253 ＋６．８％ － ＋3８

当期純利益 111 △37.6％ － △４

‣海外売上比率 37．４％ ＋2．９ｐｐ
‣営業利益率 ８．０％ ＋０．８ｐｐ

なお、買収に伴う一過性の損失発生が大き

かったベアエッセンシャルを除く既存ビジネ

スベースでは、売上高はほぼ前年並み、

営業利益は＋１１．７％の増益となります。

8

１ 国内外の化粧品市場の動向

２ 2010年度上期実績

３ ２０10年度下期・通期見通し

4 下期の取り組み

１ 国内外の化粧品市場の動向

次に、下期ならびに通期の見通しをご案内

します。
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２01０年度 下期見通し２01０年度 下期見通し （億円)

△29－+0．6％2,001国内

△87＋32％＋20．5％1,543海外

見通し 前年比
外貨

前年比

7月末

見通し差

売上高 3,544 ＋8．4％ ＋13％ △116

営業利益 287 ＋3．8％ － △43

経常利益 288 ＋3．6％ － △42

当期純利益 175 ＋9．9％ － △25

‣海外売上比率 43．5％ ＋4．3ｐｐ

‣営業利益率 8．1％ △０．3ｐｐ

‣下期想定為替レート US$84円、€112円、中国元12．5円

まず、下期の見通しです。

国内売上については、化粧品の店頭売上

は回復傾向にあるものの、引続き流通在庫

の調整が続くことを織り込み、

前年比＋０．６％と見通しています。

海外売上は、中国事業やグローバルブラン

ド「SHISEIDO」の着実な伸長に加え、ベアエ

ッセンシャルの上乗せにより、現地通貨ベー

スで＋３２％の高い成長を見込んでいます。

円ベースでは＋２０．５％です。

営業利益は、 峻別と集中の徹底による販

管費の効率運用に努め、対前年では増益を

確保します。
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‣海外売上比率 42．0％ ＋5．1ｐｐ

‣営業利益率 7．3％ △０．5ｐｐ

‣年間想定為替レート US$87．7円、€116．7円、中国元12．9円

7～12月想定ﾚｰﾄ US$84円、€112円、中国元12．5円

２01０年度 通期見通し２01０年度 通期見通し （億円)

△90－△1．9％3,990国内

△80＋30％＋21．7％2,890海外

見通し 前年比
外貨

前年比

7月末

見通し差

売上高 6,880 ＋6．8％ ＋１０％ △17０

営業利益 505 ＋０．3％ － ±0

経常利益 505 △1．9％ － ±0

当期純利益 250 △25.８％ － △40

次に、上期実績に下期見通しを加えた通期見通し

です。

７月末の見通しから国内売上が下方に推移してい

ることや、前述の通り、下期に景況が回復すると見

ていた前提を見直したことから 国内で ９０億円の

減。海外では円高の進行による為替水準の見直し

を織り込み、８０億円減額し、売上高合計は、前年

比＋６．８％の６，８８０億円となります。

為替水準については、直近の動向を踏まえ７～１２

月の想定レートを1US$＝８４円、ユーロ １１２円、

中国元を１２．５円に見直しております。７～９月で

は1US$ ＝８５．９円、ユーロ １１０．７円、中国元 １

２．７円、１０～１２月ではUS$＝ ８２．１円、ユーロ １

１３．３円、中国元 １２．３円としています。

一方、営業利益及び経常利益については、下期の

売上減に伴う差益減や為替差によるマイナスを費

用の効率運用で吸収し、前回見通し通り、ともに ５

０５億円を維持します。

なお、当期純利益は、年度末の株式市場の状況に

よっては、戻る可能性のある上期の投資有価証券

評価損が、通期においても引き続き計上されると想

定して、現時点では ４０億円引下げた ２５０億円と

します。
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１ 国内外の化粧品市場の動向

２ 2010年度上期実績

３ ２０10年度下期・通期見通し

4 下期の取り組み

１ 国内外の化粧品市場の動向

次に、この上期を振り返るとともに、下期の

取り組みについてご案内します。
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０５年度０５年度 １１年１１年度度 １７年１７年度度１４年１４年度度０８年０８年度度

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

『全ての活動の
質を高める』

『成長軌道に乗る』

『躍進を果たす』
現３カ年計画

次期３カ年計画

基盤確立基盤確立

１０年のロードマップ１０年のロードマップ

「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」をめざす

２０１０年度の位置づけ：
① 現３カ年計画の総仕上げ ② 次期３カ年計画の足場固め

冒頭申し上げたとおり、国内外ともに市場は

いまだ不透明感を払拭できず、全く楽観視で

きる状況ではありません。

しかし、このような厳しい環境の中でも、「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」という私たちがめざす姿は

いささかも変わることはありません。

３カ年計画 終年度である２０１０ 年度を、

当計画の総仕上げの年、そして「成長軌道

に乗る」ための次期３カ年計画への足場固

めの年と位置付け、アジアでの圧倒的な存

在感の確立とグローバル化に向けた基盤づ

くりに注力しています。

次期３カ年計画は、すでに社内で多くの議

論を重ね、着々と成案に近づいております

ので、然るべきタイミングでその内容をご案

内したいと考えています。
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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 をめざす

それでは、２０１０年度の取り組みを日本、

アジアマステージおよび中国、グローバルと

いう順で説明してまいります。
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②チャネル×ブランドの取り組み強化②チャネル×ブランドの取り組み強化

①ヒット商品のロングセラー化①ヒット商品のロングセラー化

③組織体制の変更による営業力強化③組織体制の変更による営業力強化

日本

まず、日本です。

今年４月の決算説明会で、国内では、ご覧

の３点を活動のポイントとすることをご案内し

ました。
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①ヒット商品のロングセラー化①ヒット商品のロングセラー化

上期は市場環境が大変厳しかった一方で、

後半になり下期に向けて、明るい兆しが見え

はじめています。

まず商品です。日焼け止めのアネッサ、制汗

剤のＡＧ＋やシーブリーズが伸長しました。こ

れは猛暑の影響もありますが、商品の改良

やブランドイメージ一新が奏功したものと考え

ています。

アネッサは、日焼け止め効果を長く維持する

商品特性のため、従来は、専用のクレンジン

グを必要としていましたが、お客さまの要望

に応え、専用のクレンジングが不要な画期的

な新製品を開発し、一気に前年を大きく上回

る売上となりました。

また、シーブリーズは、従来の中心商品であ

る薬用ローションに加えて、リフレッシュ用に

日常使える機能を付加し、パッケージあるい

は香りのバリエーションも豊富に用意した「デ

オ＆ウォーター」が十代の中高生を中心に大

ヒットしました。
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①ヒット商品のロングセラー化①ヒット商品のロングセラー化

＜マキアージュ 誕生５周年記念イベント（表参道ヒルズ）＞

＜マジョリカ マジョルカ×ハーゲンダッツ＞

＜アネッサ×ユニクロ＞

さらに、マキアージュ誕生５周年記念イベン

トの開催や、アネッサやマジョリカ マジョル

カなどで新たに異業種との協同プロモーショ

ンに取り組むなど、ブランドの露出を高め、

ブランドを磨き上げていく活動を進めていま

す。
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①ヒット商品のロングセラー化①ヒット商品のロングセラー化

＜リバイタル グラナス キャビア

（目もと用美容液）＞
＜リバイタル グラナス プラチナムシステム＞

＜エリクシール ホワイト＞

＜エリクシール シュペリエル ＞

また、Webサンプリングなどで効果のあった

「エリクシールホワイト」や、９月に新たに発

売した「エリクシール・シュペリエルのハリラ

イン」、昨年大ヒットした「リバイタルグラナス

のプラチナムシステム」や１１月に発売する

目もと用美容液「キャビア」などの継続育成

に向けて、取り組みを強化してまいります。

これら商品のロングセラー化に向けた取り

組みをベースにして、下期は、お客さまとの

関係性を深めていくビューティーコンサルタ

ント活動や売場提案力の向上に注力し、質

の高いサービスの提供により、売上の拡大

を目指します。
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②チャネル×ブランドの取り組み強化②チャネル×ブランドの取り組み強化

専門店：ＰＳプログラム店のさらなる強化

ＰＳプログラム店トータルで上期＋３％の伸長

この上期の実績をチャネル毎にみますと、専

門店では、活動２年目となるＰＳプログラム店

約８００店が、上期店頭売上ベースで前年に

対し＋３％と引続き好調を継続しています。

中でも＋１０％以上のお店が４割、そして６割

近くのお店が＋５％以上の伸長を記録するな

ど、２年目に入っても成長性を拡大しており、

この厳しい市況下での成果は「特筆すべきも

の」であると言えます。
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②チャネル×ブランドの取り組み強化②チャネル×ブランドの取り組み強化

デパート： グローバルブランド「SHISEIDO」「クレ・ド・ポー ボーテ」

のダブルカウンター化の加速

＜「美白マイスター」に向けたＢＣ研修（研究所）＞＜ダブルカウンター＞

次に、デパートチャネルです。

百貨店全体および化粧品売場が大変苦戦

する中で、当社は継続して化粧品売場全体

を上回る伸長を遂げています。

グローバルブランド「SHISEIDO」と「クレ・ド・

ポー ボーテ」のダブルカウンター化を進める

とともに、ビューティーコンサルタントの取り

組みの中で「美白マイスター」を選任し、各店

に配置するなど、提案力を向上させ、「グロ

ーバルブランドSHISEIDO」をしっかり育成し

ていることが、好実績に繋がったと捉えてい

ます。
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③組織体制の変更による営業力強化③組織体制の変更による営業力強化

ＧＭＳ・ドラッグストア：営業組織再編による対応力強化

チャネル別営業体制チャネル別営業体制

＜専科＞

＜アクアレーベル ＞

エリア別営業体制
×

重点系列向け営業体制

エリア別営業体制
×

重点系列向け営業体制

＜インテグレート ＞ 20

次にＧＭＳやドラッグストアといった組織小売業

への対応です。

この４月より販売第一線の営業体制を再編し、

エリアと系列の両面から対応できる体制に変更

しました。

エリアのチャネルを横断する支社は、各エリア

の状況に応じ、ビューティーコンサルタントのマ

ンパワーや販促費など経営資源を柔軟にシフト

し、効率性を重視したマネジメントを推進してお

ります。

また、アカウント営業の徹底を意図して新設し

た、大手組織小売業に対する「系列営業本部」

では、上期スタート時に系列本部ごとにしっかり

交渉を行い、個店営業まで一気通貫でスピーデ

ィ―に店頭実現できるようにいたしました。

このことが、先月、国内の低価格帯領域に満を

持して投入した「専科｣、新たなにエイジングケ

アを提案した「アクアレーベル」、さらに新製品が

好調な「インテグレート」などセルフ化粧品の伸

長に繋がったと捉えています。

今後は、アカウントごとに更にきめ細かく、それ

ぞれの系列の特性や課題に対する対応力を強

化し、店頭売上の拡大に繋げてまいります。

以上が国内における取り組みになります。
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②中国事業の勢いの持続②中国事業の勢いの持続

①マステージビジネス本格展開（次期３カ年以降）に
向けた周到な準備

①マステージビジネス本格展開（次期３カ年以降）に
向けた周到な準備

アジアマステージおよび中国
次はアジアマステージおよび中国について

です。

アジアの中間所得者層に対応するマステー

ジについては、従来より、重点的に育成して

いる 「Ｚａ」、「マジョリカ マジョルカ」をコアに

引き続きアジアでのプレゼンスを拡大してお

ります。

アセアンの拠点エリアであるタイ市場では、

Ｚａに投資を集中し、マス広告とマルチチャネ

ル展開のノウハウを確立してまいります。

また、台湾では成長著しいワトソンズとの提

携強化により、Ｚａを中心とする複数ブランド

でのセルフ展開のベストプラクティスを構築

し、マルチチャネル展開と併せて、アジア諸

国への水平展開を実施していきます。

22

①マステージビジネス本格展開に向けた周到な準備①マステージビジネス本格展開に向けた周到な準備

Ｚａ・マジョリカ マジョルカのプレゼンス向上Ｚａ・マジョリカ マジョルカのプレゼンス向上

＜Ｚａ＞

タイ

台湾

＜マジョリカマジョルカ＞

香港

台湾
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①マステージビジネス本格展開に向けた周到な準備①マステージビジネス本格展開に向けた周到な準備

日本発ブランド「専科」上市日本発ブランド「専科」上市

・10月から台湾に上市

・2011年以降にアジア各国に
展開

ベトナム工場生産品
出荷スタート

ベトナム工場生産品
出荷スタート

さきほどご案内した「専科」は、アジアマステ

ージと日本の低価格帯の２つの市場攻略を

目指すブランドです。現在、先行展開した日

本での店頭の立ち上がりも大変好調です。

この勢いを継続し、確固たるプレゼンスを築

き、今月より上市した台湾、そして２０１１年

以降の本格的なアジア各国導入に向けて、

弾みをつけてまいります。

そして、伸長するアジアマステージ市場対応

の生産拠点として位置づけている、ベトナム

工場が本格稼動し、同工場で生産した日本

国内の一部商品が既に９月より店頭に並び

始めています。今後、アジア展開に向けて、

対象品を順次拡大してまいります。
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②中国事業の勢い持続②中国事業の勢い持続

引き続き２ケタの売上高伸長率を実現引き続き２ケタの売上高伸長率を実現

新たな領域への展開を積極的に推進新たな領域への展開を積極的に推進

次に中国です。２０１０年度も引き続き、市

場を上回る成長性の実現をめざして、新チャ

ネル、新事業など、新たなお客さまづくりに

向けた展開を積極的に推進しております。
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中国事業： デパートチャネル中国事業： デパートチャネル

・グローバルブランド「SHISEIDO」の好調持続

・オプレのラインアップ強化、大型キャンペーンの実施

・グローバルブランド「SHISEIDO」の好調持続

・オプレのラインアップ強化、大型キャンペーンの実施

＜オブレ新ライン導入イベント（北京）＞

まずデパートですが、店頭で「グローバルブ

ランドSHISEIDO」が引き続き好調を持続して

いることに加え、 「オプレ」のラインナップ強

化を進め全国統一の大型キャンペーンを絡

め、高い成長性の確保を目指します。
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中国事業： 専門店チャネル中国事業： 専門店チャネル

•新規店の開拓： １０年度 5,000店契約(目標)を達成(9月末)
•増加する富裕層に向けた高級ブランド「ディシラ」の配置

•新規店の開拓： １０年度 5,000店契約(目標)を達成(9月末)
•増加する富裕層に向けた高級ブランド「ディシラ」の配置

９／１５ ディシラ取扱いセミナー

専門店においては、専用ブランド「ウララ」に

「マルチ・バイタライジングライン」を追加する

など、「ピュアマイルド」とともに、順調にビジ

ネスを拡大しています。９月末で、２０１０年

度末に目標としていた ５，０００店の契約を

すでに達成しました。

そして、中国における所得水準の向上に対

応して、 専門店の上位店に絞り、 主に日本

の専門店でノン資生堂ブランドとして展開し

ている高級ブランド「ディシラ」の取扱いをス

タートさせます。

この１１月より販売を開始し、初年度となる

２０１０年度は わずか２ヵ月で１００店を超え

る規模で一気呵成にスピード感をもって展開

してまいります。
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中国事業： 新規領域中国事業： 新規領域

新ブランド「ＤＱ」の展開・強化

薬局チャネル薬局チャネル プロフェッショナル事業プロフェッショナル事業

「資生堂ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ」「ＪＯＩＣＯ」

の展開・強化

＜上海のサロン展開＞

そして、本年３月には、デパート、専門店に

次ぐ第３のチャネルとして「薬局チャネル」に

参入し、スキンケアブランド「ＤＱ」を上市しま

した。

現在、主要都市の大手系列を中心に着実

に出店を重ねるとともに、１店あたりの売上

拡大にも注力しております。

さらに、同じく本年３月から、日本発の高級

ヘアサロン向けブランド「資生堂プロフェッシ

ョナル」および米国発の「ＪＯＩＣＯ」の販売を

開始しました。

資生堂グループにおけるお客さまとの出会

いを拡大するために、重要なプロフェッショナ

ル領域です。取り組みを引き続き強化してま

いります。
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①シティーコンセプトの展開継続①シティーコンセプトの展開継続

②グローバルブランド「SHISEIDO」の育成強化②グローバルブランド「SHISEIDO」の育成強化

④新規市場への事業拡大加速④新規市場への事業拡大加速

③BC活動の強化③BC活動の強化

⑤ベアエッセンシャル⑤ベアエッセンシャル

グローバル
次に、プレミアム市場を中心とするグローバ

ルについてです。

４月にご案内したポイントはご覧の５点でし

た。
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グローバルブランド「SHISEIDO」の育成強化グローバルブランド「SHISEIDO」の育成強化
資生堂 フューチャーソリューション ＬＸ

プレミアムカテゴリーを戦略的に攻略

資生堂 バイオパフォーマンス
スターアイテムのコレクティブセラム

を中心に主力４品に注力

資生堂メーキャップ資生堂 メーキャップ

スキンケアとの連動を強化

資生堂ホワイトルーセント
引き続きセラムを中心に

美白カテゴリーを攻略

資生堂 ホワイトルーセント
引き続きセラムを中心に
美白カテゴリーを攻略 まずは、グローバルブランド「SHISEIDO」の

育成強化についてです。

プレミアムカテゴリーである「資生堂フューチ

ャーソリューションＬＸ」と基幹カテゴリーであ

る「バイオパフォーマンス」「ホワイトルーセン

ト」を強化するとともに、「バイオパフォーマン

ス スーパーコレクティブセラム」をブランド

の世界観を体現するスターアイテムに設定

し、 これを基点に、お客様とブランドの関わ

り合いを、太く、強いものにしていきます。
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グローバルブランド「SHISEIDO」の育成強化グローバルブランド「SHISEIDO」の育成強化

MayAprMarFeb

セラム ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ
美容液ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

サンケア
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

＜ホワイトルーセント プロモーション＞

アジア

拡大する美白市場アンチエイジング市場

欧米

＜バイオパフォーマンス プロモーション＞

イタリア

ドイツ

スペイン

アメリカ

上期はこの「スーパーコレクティブセラム」が

牽引し、米州・欧州ともに大変高い伸長を果

たしました。お客さまからは、「商品の品質が

優れている」「効果が期待できる」といった声

を多数いただいております。

今後も自信をもって、商品の認知度を高め

る活動や、ビューティーコンサルタントを中心

とした、きめ細やかなお客さまへのアプロー

チを継続してまいります。

また、アジアでは、拡大する美白市場に向

けて、シティコンセプトを展開している主要都

市で「ホワイトルーセント」を強化しました。機

能と情報価値の両面において、他社を圧倒

する新セラムを中心に、好実績を収めており

ます。
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グローバルブランドに向けてグローバルブランドに向けて
「クレ・ド・ポー ボーテ」のイノベーション

“光彩”をキーワードに
生まれ変わったパッケージ

ブランドのアイデンティティを体現する
新たなモデル「アマンダ・セイフライド」

ブランドバリュー“光り輝く歓喜”

研究開発から店頭に至るまで、一貫したブランド価値の強化

加えて、クレ・ド・ポー ボーテは、この下期に

いよいよ満を持して、 グローバルプレステ

ージ市場に向けて、商品をイノベーションい

たします。

ブランドの世界観を際立たせ、 高峰の技

術力を駆使し、グローバルブランド

「SHISEIDO」とともに当社を代表するプレス

テージブランドとして育成してまいります。

本日１１時にニュースリリースしております

が、１１月５日には日本・アジア合同のプレス

発表会を予定しております。

新しいクレ・ド・ポー ボーテの情報を、世界

に先駆けて東京から発信します。
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新規市場への事業拡大加速新規市場への事業拡大加速

（1０年度実績）

・新規進出：

アルバニア、コソボ、マケドニア、グルジア、モンゴル、
南アフリカ、コロンビア

・子会社による運営等への変更：

ギリシャ、ベトナム、スイス、香港

（ロシアの拡大）

・３００店から８００店（対前年＋５００店）体制に

・有力パフューマリーチェーン「エトワール」 （アルコール社）

との取引強化

一方、新規市場の拡大にもスピードを上げ

て取り組んでいます。

アルバニアを皮切りに、つい先日発表した

南米コロンビアを含め、本年度はご覧の７カ

国において代理店を通じて進出しています。

その結果、SHISEIDOブランドの進出国は、

８１の国と地域となります。

また、既に進出していたギリシャ、ベトナム、

スイスの代理店を１月に子会社化するととも

に、６月には香港を１００％子会社化するな

ど、これまで以上に強固な販売体制へと転

換を図っております。

既に２００８年に子会社による直接オペレー

ションに切り替えたロシアでは、有力パフュ

ーマリーチェーン「エトワール」を運営する

アルコール社との取引を強化し、年々大きく

売上を拡大しています。さらに、今年度末に

は取り扱い店数を前年の３００店から ５００

店増やした８００店体制で臨み、ロシアを中

国に続く、今後の成長の柱に育ててまいりま

す。
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ベアエッセンシャル： ２０１０年度 上期実績ベアエッセンシャル： ２０１０年度 上期実績

＜上期実績＞

• 売上高 165億円

• 営業による利益 ４２億円

• 買収に伴う費用 △７８億円

（うち、当年度のみ発生△48億円）

• 営業利益再計 △３６億円

＜上期実績＞

• 売上高 165億円

• 営業による利益 ４２億円

• 買収に伴う費用 △７８億円

（うち、当年度のみ発生△48億円）

• 営業利益再計 △３６億円 ＜Allure ベストオブコスメ受賞＞

次にベアエッセンシャルですが、上期は、売

上・利益ともに計画通りに終了しています。

年間でも、当初計画を達成することを見込ん

でおり、順調にビジネスを拡大しています。

なお、この業績は、連結決算に反映される

ベースのものです。売上高 １６５億円、営業

利益４２億円は、３月に買収を完了した後の

約４ヵ月分の業績です。
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ベアエッセンシャル： 協業推進ベアエッセンシャル： 協業推進

「スキンケアラインの強化」：
高いポテンシャル、取り組みをスピードアップ

「スキンケアラインの強化」：
高いポテンシャル、取り組みをスピードアップ

「取り組みのスタート」：
アメリカ工場での生産、カナダの倉庫共用、
日本での営業協働など

「取り組みのスタート」：
アメリカ工場での生産、カナダの倉庫共用、
日本での営業協働など

買収後直ちにスタートした「協業推進プロジ

ェクト」については、スキンケアラインの強化

など、現在両社の商品開発、販売メンバー

などからなるタスクフォースがスピードを上

げて、具体計画を推進しております。

すでに一部の商品では当社のアメリカ工場

での生産が開始されたり、カナダでの倉庫

共用、日本のリテール領域における営業協

働などがスタートしております。

協業推進の成果については、今後もタイミン

グをみて、ご案内させていただきます。
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ベアエッセンシャル： 各国の展開ベアエッセンシャル： 各国の展開

＜プランタン銀座店＞ 10/15オープン

＜アメリカ 直営店＞

米国

ＵＫ

その他エリア

ＱＶＣ等ダイレクト
リテール

（デパート・パフューマリー・
スペシャリティストア・直営店）

高いブランドエクイティや認知度をベースに
顧客接点を拡大

日本 投資・売上を拡大

顧客接点拡大

顧客接点拡大

顧客接点
拡大

つづいて、各国の展開についてです。

米国では、すでに高いブランドエクイティを

築き、認知度も高まっておりますので、今後

はリテール領域、特に「セフォラ」のようなス

ペシャリティストアでのプレゼンスを強化し、

売上を拡大させていきます。

イギリスや日本、その他のエリアについては

それぞれのエリア特性を踏まえて、商品配

置を行っていくとともに、ダイレクトビジネスを

基本としながら、リテール領域にも進出して

まいります。

なお、日本でのリテールビジネスでは伊勢

丹新宿店、阪急うめだ本店に続き、プランタ

ン銀座店のカウンターを今月１５日にオープ

ンさせ、 大変好調な立ち上がりの実績とな

っております。現在、多数の百貨店からオフ

ァーをいただいておりますので、今後も積極

的に出店を進めてまいります。
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【トピック】

第２６回ＩＦＳＣＣ（国際化粧品技術者会連盟）世界大会
の最優秀賞を独占（全３部門）

【トピック】

第２６回ＩＦＳＣＣ（国際化粧品技術者会連盟）世界大会
の最優秀賞を独占（全３部門）

受賞テーマの概要

＜口頭発表基礎部門・最優秀賞＞

テーマ：ＮＭＦ産生酵素の発見と新たな肌あれメカニズムの解明

＜口頭発表応用部門・最優秀賞＞

テーマ：２相分離機構を用いたカップに付かない口紅の開発

＜ポスター部門賞＞※

テーマ：オイルを透明なとろみ状にジェル化する新規な自己組織
構造体と化粧品への応用

※研究成果をパネルに展示し、来場者個々に説明する発表方式です。

後にトピックとして、すでにプレスリリース

にてご案内させていただいておりますが、技

術部門の成果について、ご案内させていただ

きます。

当社は、 このたび、２年に一度開かれる化

粧品科学技術の領域で世界で も権威のあ

る研究発表会「ＩＦＳＣＣ」の３部門全てで 優

秀賞を受賞いたしました。

資生堂の 高賞の受賞は、３大会連続、通

算１３回目となり、国内外の化粧品メーカーと

して 多です。また、当社が全部門で 高賞

を受賞したのは「史上初」となります。

今回を含めて過去受賞してきた技術は当社

の製品開発に活かされており、このような取

り組みが近い将来必ずや市場をリードする商

品開発に繋がると確信しております。

今後も業界のリーディングカンパニーとして、

常に「科学技術の進化」を遂げていくことを基

本に、お客さまのインサイトを見つめ、 当社

がお客さまから支持され続けることを目指し

て、活動してまいります。
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新規市場への事業拡大 ベアエッセンシャル買収

中国事業の拡大加速 収益構造改革

アジアで圧倒的な存在感の確立

グローバルレベルでの太く・強いブランドづくり

最後に最後に

「全ての活動の質を高める」という現３カ年計
画も 終コーナーを迎え、 グローバル化に向
けての準備も整ってきました。

さきほどご案内したとおり、現３カ年のスタート
である２００８年度からの３年間で、進出した国
・地域の数は、大きく １２ヵ国増え、「８１」にま
で拡大するとともに、その内、７つの「国」では
代理店から子会社での直接オペレーションに
切り替えるなど、ビジネススキームの強化も図
ってまいりました。

また、今年度より新たにベアエッセンシャルが
仲間に加わったことで、２０１７年を目標にして
いた海外売上比率 ５０％の達成が現実味を
帯びてくるなど、成長軌道に乗る体制が整えら
れつつあります。

中国では、拡大する市場に対して、プレステ
ージおよびマステージ市場に重点領域を定め
引き続き取り組みを強化してまいります。

そして、国内では、売上が伸び悩む中でも、
「峻別と集中」をしっかり進めることにより、筋
肉質な事業体の構造が出来上がりつつありま
す。

次期３カ年計画の目標である「アジアで圧倒
的な存在感の確立」に向けて、これらをさらに
推し進め、成長領域に資源シフトを加速させて
いくと同時に、国内も含めた成長のために「グ
ローバルレベルでの太く・強いブランド」づくり
にスピードを上げて取り組んでまいります。

私からのご案内は以上です。ご清聴ありがと
うございました。

38
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20201111年年33月期月期 上期上期決算内容決算内容

取締役 執行役員専務
原田 康彦

40

損益計算書ハイライト
（億円）

5.6%

0.3%

△1.0%

7.5%

7.2%

34.5%

65.5%

100%

構成比

△57.6%

+495.1%

－

△8.4%

△3.9%

+23.0%

△4.3%

+5.2%

前年比

構成比

91.7%56税金費用

△32△2.1%△71特別損益

2376.5%217経常利益

1782.3%75当期純利益

2276.5%
（△0.7%）

218営業利益

+27.3%1,09640.4%1,347海外

△4.3%2,07759.6%1,989国内

+6.7%3,173100%3,336売上高

外貨

前年比

09/9期10/9期

△4.2%13.9713.38中国元

△4.6%127.21121.32EURO

△4.3%95.4891.37US$

増減率2009年1-6月2010年1-6月
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連結業績推移

339

227 218

321
258

227
169

81
143

191247

75
178

201129103

-543

-15
66

99

9448

3,3363,594
3,173

3,629

3,0933,103

2,924
2,927

3,161
3,306

3,474

700

1,200

1,700

2,200

2,700

3,200

3,700

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

10
/3

上

11
/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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（億円）

事業別売上

構成比

3,173

48

1,161

1,964

09/9期

100%

1.5%

36.6%

61.9%

+6.7%+5.2%+164100%3,336合計

+0.9%+0.9%+01.4%48そ の 他

+26.0%+21.8%+25342.4%1,414グ ロ ー バ ル

△4.6%△4.6%△9056.2%1,874国内化粧品

構成比

外貨

前年比

前年比前年差10/9期
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国内化粧品事業売上

構成比

1,964

188

73

1,703

257

458

988

09/9期

61.9%

5.9%

2.3%

53.7%

8.1%

14.4%

31.2%

△4.6%△9056.2%1,874国 内 化 粧 品

+3.9%+75.9%195そ の 他

+9.8%+72.4%80ヘ ル ス ケ ア

△6.2%△10547.9%1,598化 粧 品

△11.5%△306.8%228ト イ レ タ リ ー

△2.5%△1113.4%447セ ル フ

△6.5%△6427.7%924カウンセリング

構成比

前年比前年差10/9期

44

国内化粧品事業売上～主要ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ売上構成比推移

79%

19%

40%

09年度
上期

79%

20%

38%

10年度
上期

△6%

±0%

△12%

金額
前年比

6ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

5ﾘﾚｰｼｮﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

21育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
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構成比

1,161

197

964

09/9期

36.6%

6.2%

30.4%

+26.0%+21.8%+25342.4%1,414グ ロ ー バ ル

+7.5%+4.3%+96.2%205ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

+29.7%+25.4%+24536.2%1,209化 粧 品

構成比

外貨

前年比

前年比前年差10/9期

（億円）

グローバル事業売上

※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：+11.1%

46

構成比

3,173

1,096

542

333

221

2,077

09/9期

100%

34.5%

17.1%

10.5%

6.9%

65.5%

ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ

欧 州

ア メ リ カ

+6.7%+5.2%+164100%3,336合 計

+27.3%+23.0%+25240.4%1,347海 外 計

+8.2%+5.9%+3217.2%573

+20.2%+15.1%+5011.5%383

+84.9%+76.9%+17011.7%391

△4.2%△4.3%△8859.6%1,989日 本

構成比

外貨

前年比

前年比前年差10/9期

（億円）

地域別売上

※ベアエッセンシャルを除くアメリカの外貨前年比：+15.7%
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売上原価・販売管理費
（億円）

+348.8%+290.3%8△0.8%1.1%37M&A関連償却費

684

742

720

674   

1,480

2,154

791 

09/9期

21.5%

23.4%

22.7%

61.9%

71.0%

67.9%

24.9%

売上比

△2.7%△39△1.3%72.3%1,441国 内

+6.3%+135△0.7%68.6%2,289販 管 費

+25.9%+174△1.2%63.1%848海 外

経 費

人 件 費

M コ ス ト +1.1%+8+0.9%21.8%728

+5.7%+39△0.2%21.7%723

+8.0%+59△0.6%24.0%801

+4.7%+38△0.0%24.9%829売 上 原 価

△：ｺｽﾄ減△:ｺｽﾄ減率差

（+低下）

売上比

前年比増減10/9期

48

6.5%

218

11.1%

9

△0.9%

△13

11.8%

221

10/9期

△3.9%

△0.7ポイント7.2%利益率

△9227営業利益合計

+2.2ポイント8.8%利益率

+29.1%+27営業利益そ の 他

△1.8ポイント0.9%利益率

－△2311営業利益グローバル

+1.2ポイント10.6%利益率

+6.0%+13209営業利益国内化粧品

前年比前年差09/9期

（億円）

営業利益～事業別

※ベアエッセンシャルを除くグローバル事業の営業利益は前年比+113.3%、

利益率は1.8%で前年より+0.9ポイント上昇
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（億円）

営業利益～所在地別

+3.8%+26264営業利益ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ

△3.9%

△0.7ポイント7.2%6.5%利益率

△9227218営業利益合計

7.6%

87

12.2%

5.0%

20

2.1%

5

6.0%

132

09/9期

欧 州

ア メ リ カ

△15.7%

△2.4ポイント5.2%利益率

△1473営業利益海 外 計

△0.5ポイント11.7%利益率

+1.8ポイント6.8%利益率

+47.9%+1030営業利益

△7.1ポイント△5.0%利益率

－△26△21営業利益

+0.1ポイント6.1%利益率

△1.0%△1130営業利益日 本

前年比前年差10/9期
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（億円）

営業外損益・特別損益

△5△1△6為 替 差 損 益

9

13

△2

△7

5

09/9期

支 払 利 息

△11△2計

△112そ の 他

△5△8利 息 収 支

△4△11

△13受 取 利 息

前年差10/9期（営業外損益）

△8－△8資産除去債務（過去分）

△13－△13買 収 関 連 費 用

△3△2△5そ の 他

△32

△1

△28

09/9期

△40△71計

△44△45投資有価証券評価損

+28△0減 損 損 失

前年差10/9期（特別損益）
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（億円）

四半期純利益

△10217875四半期純利益

+41814少数株主利益

△469
（4.6%）

56
（38.8%）

税金費用

（税率）

△60205146税引前四半期純利益

前年差09/9期10/9期
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△288

△201

△87

△61

△13

△13

△288

△19

△75

△25

△167

うち為替

△36△2103,442純資産

ﾍﾞｱｴｯｾﾝｼｬﾙ増減の内容うちＢＥ

顧客関連無形資産・在庫
評価アップへの税効果

出資を他資産へ、貸付を
内部消去

のれん912、商標権391

顧客関連無形資産381

現預金・有価証券+204

在庫+86

+338

△1,774

＋1,685

+62

＋365

+302+304338繰延税金負債

－+252,120有利子負債

+387,792資産合計

+374+2484,350負債合計

+72△311,893その他の負債

+338+387,792負債・純資産合計

△1,812

+1,683

+18

+149

増 減

1,074投資その他の資産

2,042無形固定資産

１,346有形固定資産

3,331流動資産

10/9末

連結貸借対照表
（億円）

自己資本比率：42.4%

△3.3%13.4813.04中国元

△18.3%131.92107.79EURO

△3.9%92.0788.51US$

増減率09/12末10/6末 （注）主要な勘定科目のみ
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△13

160

-1500

-1000

-500

0

500

1000

04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 10/9

連結キャッシュフロー

フリー・キャッシュフロー

（億円）

キャッシュ・フロー計算書
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