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第第33四半期実績四半期実績とと通期通期見通し見通し

㈱㈱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。

20120111年年11月月3131日日

取締役執行役員専務の原田康彦です。

これより2010年度第3四半期実績と年間の

見通しについてご説明します。

２０１０年度 第３四半期累計実績 要約２０１０年度 第３四半期累計実績 要約
（億円)

△147－△62.0%90純利益

（△33）

△24．1％

△22．3％

＋22．7％

△4．9％

＋4．8％

前年比

＋1

△81

△73

＋370

△147

+223

前年差

－△３1特別損益

－２，871国内

＋２9．0％1，999海外

実績 外貨前年比

売上高 4，870 ＋7．0％

営業利益 254 －

経常利益 254 －

１

‣海外売上比率 ４1．0％（＋6．0ｐｐ）
‣営業利益率 5．2％（△1．8ｐｐ）
‣為替レート ﾄﾞﾙ89．6円（△6％）ﾕｰﾛ117．8円（△9％）中国元13.2円（△5％）

【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７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３四半期累計の連結売上高は前年比
＋４．８％の４，８７０億円となりました。海外は、買
収したベアエッセンシャルの上乗せに加えて、欧米
の景気が緩やかに回復していることや、中国や新興
国市場も引き続き拡大基調にあることをベースにし
て、既存ブランドが好調に推移し、現地通貨ベース
で２９．０％の売上伸長となりました。円高の影響は
あったものの、円換算後でも２２．７％の伸長を確保
しています。一方、国内売上は中価格帯の苦戦と小
売店の在庫調整などにより、４．９％減となりました
。

営業利益は、前年比△２２．３％の２５４億円。ベア
エッセンシャル買収に伴い一時費用の発生などで
約５０億円のマイナス影響を受けたことに加えて、国
内売上の減少に伴う差益減や円高の影響を受けま
した。

特別損益においては、株式市場の回復に伴い、第
２四半期で計上した金融株の評価損を戻し入れまし
た。税金費用で前期は特殊な要因により、約５０億
円減少していたことや、当期においても、税効果会
計上のマイナス影響が新たに発生したことから、
純利益は６２．０％減の９０億円となりました。

次にベアエッセンシャルを除いたベースです。



２０１０年度 第３四半期累計実績 要約２０１０年度 第３四半期累計実績 要約

（億円)

△102－△43．0％135純利益

（△33）

△9．5％

△7．1%

＋5．3％

△5．4％

△1．6％

前年比

＋14

△32

△23

＋87

△162

△75

前年差

－△19特別損益

－２，856国内

＋１1．6％1，715海外

実績 外貨前年比

売上高 4，571 ＋0．6％

営業利益 303 －

経常利益 303 －

‣海外売上比率 37．5％（＋2．5ｐｐ）
‣営業利益率 6．6％（△0．4ｐｐ）

【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 １１．６％の

増収となりました。国内売上の減少が大きく

各段階利益では減益となりました。

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） ３Ｑ累計は3/8(買収成立日)～9/30の期間の業績

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

△50営業利益

△27

△23

△71

71

298

３Ｑ累計
実績

日本の会計基準に基づく処理
12年度以降非償却の可能性あり

来期以降も発生

今期のみ発生
（買収成立後６ヵ月間）

年間見込：計画を上回る

年間見込：実質（12ヵ月）ベースで、

対前年＋5％（計画）を上回る伸長
売上高

備考

ベアエッセンシャル連結の影響はご覧のと

おりです。

売上高は２９８億円です。ベア自体の営業

利益は７１億円とプラスですが、在庫時価評

価による売上原価の増、販売権等償却、

のれん償却により、営業利益トータルへの

影響額はマイナス５０億円となります。

海外は１２月で事業年度が終了しておりま

すので、ベアエッセンシャルの実績について

申し上げますと、売上は計画していた対前

年+５％を超える伸長となり、また利益も計画

を上回って終了いたしました。



国内化粧品事業売上国内化粧品事業売上

•消費マインドの回復感は乏しく、店販市場は引き続き低迷（１０～１２月推計△1～２％）

•当社１０～１２月店頭売上（カウンセリング＋セルフ）は△4～5％

４

（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。

2，692

283

113

323

613

１，３６０

2，297

実績内訳 前年比

化粧品 △6.4%

カウンセリング △８.3%

セルフ △0.9%

トイレタリー △８.3%

ヘルスケア ＋3.3%

その他 △0.3%

合計 △5.4%

（億円)

売上を事業セグメント毎に説明します。

まず国内化粧品事業セグメントですが、売上合計
は△５．４％となりました。

上期に０～△１％であった国内化粧品市場は、消
費マインドの回復感が乏しいまま推移し、当第３四
半期は△１～△２％、４～１２月の９ヵ月累計で
０～△１％と、依然厳しい状況が続いていると推計
しています。

当社の国内化粧品店頭売上は、夏場の猛暑による
季節商材の押し上げ効果がなくなったこともあり第３
四半期３ヵ月で△4～△5％と、上期の△1～△2％
からマイナスが拡大しました。９ヵ月累計で△２～
△３％、市場全体を２ポイント程度下回る状況です。

トイレタリーを含めた３領域での出荷売上は当第３
四半期が △７．０％、９ヵ月累計が△６．４％と、店
頭売上を下回る水準です。 出荷が店頭売上を下回
る分、流通在庫の縮減が進んでいます。

出荷を商品別にみると、高価格帯と低価格帯の二
極化が継続する中、第３四半期の３ヵ月間では９月
に上市した専科に加え、インテグレートや マシェリな
どの既存ブランドの伸長が寄与して、 セルフ・トイレ
タリー領域が、前年を上回るなど明るい兆しが見え
てきたものの、全体としては中価格帯カウンセリン
グ領域の苦戦が影響しました。

次に、グローバル事業セグメントです。

海外は１月～９月の累計となりますが、グローバル事
業の売上前年比は円ベースで＋２２．２％、外貨ベース
で＋２８．２％、ベアエッセンシャルの影響を除いても外
貨ベースで＋１０．９％と大幅増収となりました。

また、７月以降の第３四半期では、グローバル事業合
計の外貨前年比が＋３４．４％となり、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、外貨ベ
ースで２ケタ増収となりました。

地域別売上を９ヵ月累計で見てみます。まずアメリカで
すが、外貨ベースで＋９１．４％と大幅に伸長しました。
ベアエッセンシャルの上乗せやｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
「SHISEIDO」の主力各ライン の好調に加えて、メーキャ
ップブランドの「NARS」が第３四半期で４０％近くの伸長
を遂げるなど、グローバル事業の成長を牽引しました。

ヨーロッパでは、外貨ベースで＋１７．４％の伸長となり
ました。フレグランスの堅調やロシアで展開する小売店
数が２００９年１２月末の約３００店から、１年間で 一気
に９００店になるなど大幅伸長したことに加えて、新規
連結したギリシャやスイス子会社の上乗せがありました
。

アジアでは、外貨ベースで＋８．８％と着実な伸長を遂
げています。主力の中国で、第３四半期は、デパート、
専門店ともに好調を維持し、大幅な伸長を遂げていま
す。また、台湾のマステージ領域の好調も寄与しました
。

なお、海外の第４四半期はすでに終了していますが通
期の海外全体売上は引き続き高い成長性を維持して
います。

グローバル事業売上（２０１０年１～９月）グローバル事業売上（２０１０年１～９月）

【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好調に推移。
アメリカでは、グローバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」のラインアップ強化、およびＮＡＲＳが貢献。
ヨーロッパでは、フレグランスの堅調、ロシアの伸長が貢献。
中国およびマステージ領域を中心にアジア・オセアニアも堅調な伸長 ５

※ベアエッセンシャルを除くアメリカの外貨前年比： ＋１7．3％

※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： ＋１0．9％

（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。

2，107

303

1，804

実績

＋28.2％

＋6.8％

+32.6％

外貨前年比内訳 前年比

化粧品 ＋26.4％

プロフェッショナル ＋2.0％

合計 ＋22.2％

1，999

805

557

636

実績

+ 8.8%＋ 4.9%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 ＋84.4% ＋91.4%

ヨーロッパ ＋ 8.1% ＋17.4%

合計 ＋２２．７％ ＋29.0%



２０１０年度 第３四半期累計実績
売上原価・販売管理費
２０１０年度 第３四半期累計実績
売上原価・販売管理費

（億円)

６

＋242＋0．0％６2．7％１，256海 外

△3＋1．1％２1．6％１，051Ｍ コ ス ト

＋88△0．7％２4．6％１，199人 件 費

＋56△０．2％２1．7％１，059経 費

1．3％

73．8％

69．2％

２5．6％

売上比

△51△2．3％２，114国 内

＋191△0．8％３，371販 売 管 理 費

＋49△1．0％62M & A 関 連 償 却 費

＋105△1．0％１，246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２５．６％と前年同期比で

１．０ポイント上昇しました。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７１億円あり、それを除

くと２４．1％と０．５ポイント低下しています。

また、販売管理費率は６９．２％と０．８ポイ

ント上昇しました。金額では１９１億円増加し

ましたが、うち１９８億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、

のれんや販売権などの無形資産償却費用

が増加しましたが、国内でマーケティング

コストの効率的な運用と経費削減につとめま

した。

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)

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。

5.2％

－

11.3%

△0.6％

9.4％

営業利益率

＋1.0%＋7.0% 13その他

△1.4％※(14)△13グ ロ ー バ ル

△1.1％△15.4%253国内化粧品

－※（０）0消去

実績
前年比 前年差（率）

合計 254 △22.3% △1.8％

３Ｑ累計

※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+163.0%、

営業利益率は2.0%で前年より+1.2ポイント上昇

※（）内は前年実績

事業セグメント別の営業利益です。

国内化粧品事業は、マーケティング費用を

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１５．４％減の２５３億円

となりました。

グローバル事業の営業利益は １３億円の

損失となりました。ベアエッセンシャル連結に

よる一時的な原価増７１億円があり、これを

除くとグローバル事業の営業利益は ５８億

円と、前年の４倍になります。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

影響がなくなります。



連結貸借対照表連結貸借対照表

８

＋181

△143

＋324

＋38

＋286

－

＋181

△1,774

＋1,570

＋58

＋327

うち

ﾍﾞｱｴｯｾﾝｼｬﾙ

△152△385３，６５２３，267純資産

主な内容
うち
為替

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839、 商標権
370、 販売権352

手許資金167、在庫74

△226

△7

△21

△31

△167

△3＋282３４３16繰延税金負債

△24＋73２，１４４２，217有利子負債

△166７，７５４7，589資産合計

△74＋219４，１０２４，322負債合計

△47△136１，９２４１，788その他の負債

△226△166７，７５４7，589負債・純資産合計

△１，７83

＋１，571

△16

＋62

増 減

２，８８６１，１03投資その他の資産

３５８1，929無形固定資産

１，３２８１，３12有形固定資産

３，１８２３，244流動資産

10年

3月

10年

12月

（億円) 貸借対照表ですが、変動の大きなものは

為替とベアエッセンシャル連結による影響

です。

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

上されていましたが、当期はベア社株式は

「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。

負債については、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。

２０１０年度 通期見通し２０１０年度 通期見通し
（億円)

－

－

－

－

＋30％

－

＋8％

外貨
前年比

△70

△25

△55

△55

０

△80

△80

前回

見通し差

△12．6％450経常利益

△3．9％3，910国内

＋２1．7％2，890海外

見通し 前年比

売上高 6，800 ＋5．6％

営業利益 450 △10．6％

特別損益 △105 (△47)

当期純利益 180 △46．5％

９

‣海外売上比率 42.5％（＋5.6ｐｐ）
‣営業利益率 ６.6％（△1.2ｐｐ）
‣為替レート ﾄﾞﾙ87.8円、ﾕｰﾛ116.4円、中国元13.0円
‣配当 当初計画通り、一株あたり年間５０円を予定

※

※（）内は前年実績

通期の見通しです。前回(１０月２８日)の見通しよ
り、売上を△８０億円、営業利益を△５５億円、
純利益を△７０億円それぞれ減額修正します。

海外は、既に第４四半期を終了し、見込み差は出
ていませんので、売上と営業利益の見通し修正は
国内事業に係るものです。第４四半期の国内化粧
品の売上を、市場は前年比０～△１％、当社店頭
売上は±０．０％、出荷売上は流通在庫の縮小を
織り込んで、前年比△１％として、売上と営業利益
の見通しを修正します。

特別損益は第４四半期に７０億円強の損失発生
を見込み、マイナス１０５億円とします。その主な
要因は、グループの会計処理統一を目的に、
「テスターやサンプル、リーフレットといった販促物
」の資産計上範囲の見積もりを変更することによ
る影響予想を織り込んだものです。今回、費用処
理する内容は、劣化や陳腐化した資産ではなく、
今後の販促活動の中で使用されるものであります
。なお、第２四半期で計上した金融株の減損損失
が、株価水準の回復に伴い、第３四半期で戻し入
れられた前提でみています。

以上を含め、当期純利益は前回から７０億円減
額した１８０億円とします。

なお、日本の法人税率の引き下げに伴う「繰延税
金資産の取り崩し」については、法改正のタイミン
グに影響を受けるため、今回の見通しには、織り
込んでいません。今年度に法案が成立した場合、
４０億円程度のマイナス影響を想定しています。

配当については、当初計画通り、一株あたり年間
５０円を継続する予定です。
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国内の建て直し： 当社の技術力をお客さまにしっかり伝える

「クレ・ド・ポー ボーテ」のイノベーション

高価格帯

「ＨＡＫＵ」メラノフォーカスＷ(美容液)

抗メラノ機能体・白蓮果 R HA

ブレインスキン理論・
ブリリアントセルマネージメント

ロングセラー化

２/21
発売

1/21
発売

「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

第３四半期までの実績を踏まえますと、国

内における第４四半期の店頭売上見込み前

年±０％は、決して容易に達成できる数字で

はありません。それに向けた幾つかの取り

組みをご案内します。

国内売上の回復のためには、お客さまに改

めて当社商品の優位性をお伝えしていくこと

が重要です。各商品に蓄積されている 「技

術力」を店頭やＷｅｂなどを通して、しっかり

コミュニケーションし、競争力のある新製品と

これまでのヒット商品をロングセラー化して

いきたいと考えています。

高価格帯の領域では、これまでも堅調な実

績を収めておりますが、今月、当社の 高

級ブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」のスキン

ケアラインを全面的に刷新するとともに、

２月にはイノベーションした美白ブランド

「ＨＡＫＵ」を上市します。

また、前年度ヒットした「リバイタルグラナス」

のプラチナムシステムや今年度発売した目

もと用美容液「キャビア」などは、お客さまの

評価が非常に高かった商品です。ビューティ

ーコンサルタントを中心として、全従業員が

これらの商品を継続して育成する活動に徹

底して取り組んでいきます。

第１弾：１１月 第２弾：１月 第３弾：２月

愛用者への感謝を愛用者への感謝を
限定品で還元！限定品で還元！

ロングセラー化に向けたロングセラー化に向けた
プロモーション強化プロモーション強化

画期的な新技術画期的な新技術
「赤色透過パウダー」を「赤色透過パウダー」を

新ファンデーションに導入新ファンデーションに導入

中価格帯

第４四半期の取り組み第４四半期の取り組み

「マキアージュ」５周年記念３連続企画
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２/21
発売

1/21
発売

11/21
発売

ライティング ホワイトパウダリー ＵＶパウダーセレブレーション ルージュエナメルグラマー

課題の中価格帯領域ですが、メガブランド

の代表格であり、５周年を迎えた「マキアー

ジュ」の取り組みを強化しています。

具体的には、１１月に発売された限定ルー

スパウダー「パウダーセレブレーション」に続

き、1月には7月に発売した「ルージュエナメ

ルグラマー」に色調を追加しました。お客さま

から評価の高かった「落ちない、エナメルの

ようなツヤ」といった「機能面」を中心に訴求

するとともに、お客さまに確実に効果実感い

ただける「正しい使い方」に関する情報発信

を強化しています。

そして、２月には待望の「赤色透過パウダー

」という画期的な技術を採用した新ファンデ

ーションを満を持して投入します。つけた瞬

間、使うほどに明るさが増す、透明感のある

明るい純白肌に変えるパウダリーファンデー

ションです。

コミュニケーションモデルには今、光り輝い

ている武井咲さんと、クールな大人の女性を

イメージする椎名林檎さんを起用します。お

客さまの期待を上回る「モノづくり」を進める

ことと合わせて、ブランドの磨き直しを行い、

売上の回復を目指してまいります。



１2

低価格帯

「専科 ミネラルウォーターでつくったUVジェル」

「専科 美容液からつくった化粧水」

２/中旬
発売

３/中旬
発売

第４四半期の取り組み第４四半期の取り組み

「シーブリーズ」
ＵＶカット＆ジェリー

３/中旬
発売

低価格帯領域ですが、アジアマステージ市

場への展開を見据えて、９月に上市した戦

略ブランド「専科」から新たなシリーズとして

「ミネラルウォーターでつくったＵＶジェル」と

「美容液からつくった化粧水」を追加発売し

ます。また、「シーブリーズ」から毎日の紫外

線をカットしながら香りを楽しむ日焼け止め

を新たに発売します。これらの商品追加によ

り、ブランドエクイティを高め、競合との厳し

い戦いを制してまいります。

後となりますが、海外は１２月で２０１０年

度が終了し、さきほどご案内した通り、海外

全体では為替影響を除き、所期の計画を上

回る実績を収める見通しです。すでに２０１１

年度はスタートしています。新３カ年計画は

国内が締まった後の4月に別途ご案内させ

ていただきますが、「成長軌道に乗る」ため

に、これまで以上に取り組みを強化してまい

ります。

私からのご案内は以上です。


