
２０１１年度 第１四半期実績
および見通し

２０１１-７-２９

株式会社資生堂

株式会社資生堂

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。

これより、２０１１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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２０１１年度 第１四半期実績 要約

海外

国内 ＋23＋2.7％＋2.6％896
＋92＋25.9％＋15.8％677

（億円） 実績 前年比 外貨前年比 前年差

売上高 1,573 ＋7.9％ ＋12.0％ ＋115

営業利益 91 ＋174.1％ ＋204.7％ ＋58
経常利益 93 ＋187.2％ － ＋61
純利益 △3 （△7） － ＋4

ドル=82.4円（△9％）、ユーロ=112.6円（△10％）、
中国元=12.5円（△6％）

‣為替レート

（＋3.5ｐｐ）5.8％‣営業利益率

（＋2.9ｐｐ）43.0％‣海外売上比率
※（）内は前年実績

損益計算書の要約です。

当第１四半期の連結売上高は前年比＋７．９％の１，５７３億円となりました。その要因は主に海外売上の

増加によるものです。詳細はこの後ご説明しますが、全ての地域で前年実績を大きく上回る＋１５．８％、

現地通貨ベースでは＋２５．９％の伸長となりました。また、国内売上は消費マインドの冷え込みが継続して

いるものの、当社の出荷は震災影響で3月に予定していた出荷の一部が、4月にズレ込んだことに加えて

夏場に向けた品揃え提案活動も進んだことから前年比＋２．６％となりました。

営業利益は、前年比＋１７４．１％の９１億円。売上増に伴う差益増に加えて、この後説明する原価率の

改善なども寄与しました。

経常利益は、前年比＋１８７．２％の９３億円。

純利益は、税負担が高くなった影響により、３億円の損失となりました。これは、販社在庫に含まれる未実現利

益消去に係る税効果において、会計上の数字としての税金費用が膨らんだことによるものです。 2



売上高 事業別

12/3期 第1四半期 11/3期 第1四半期

前年比
外貨

前年比

(億円)
構成比

(億円)
構成比

国内化粧品 835 53.1% 825 56.5% ＋1.3% ＋1.3%

グローバル 718 45.7% 611 41.9% +17.6% +27.5%

その他 20 1.2% 23 1.6% △14.3% △14.3%

合計 1,573 100.0% 1,458 100.0% +7.9% +12.0%

売上から営業利益までを順にご説明します。

まず、事業セグメント別の売上です。

国内化粧品事業は、前年比＋１．３％の伸長、グローバル事業は、同＋１７．６％、

現地通貨ベースで＋２７．５％の伸長となりました。

その他事業のマイナスは、フロンティアサイエンス事業における、昨年下期に撤退した一部の

医療用医薬品の売上減が主な要因です。
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売上高 事業別 国内化粧品

構成比(億円)

825

94

33

698

94

203

400

11/3期 第1四半期

56.5%

6.5%

2.2%

47.8%

6.5%

13.9%

27.4%

+1.3%+1053.1%835国内化粧品

△23.4%△224.6%72その他

△4.5%△12.0%31ヘルスケア

+4.9%+3446.5%732化粧品

+40.8%+388.4%133トイレタリー

+0.6%+113.0%204セルフ

△1.4%△625.1%395カウンセリング

構成比(億円)
前年比

前年差

(億円)

12/3期 第1四半期

•消費マインドの低迷により店販化粧品市場の縮小が続くなか、出荷は前年比でプラスに

•当社4～6月店頭売上前年比（カウンセリング+セルフ）は△9～10％程度と厳しい状況

•ただし、金額ベースでは、当社出荷＜店頭売上のため、市場在庫水準は低減

インテグレートミネラルＦＤ

ＴＳＵＢＡＫＩ リニューアル

次は事業別売上の内訳となります。

国内化粧品事業では、カウンセリングとセルフの店頭売上が３ヵ月累計で△９～１０％、震災による消費マインドの低下

により、前年の第4四半期△３～４％から悪化しました。ただし、スキンケア実習を強化したデパートチャネルでは、

チャネル全体が外国人観光客の減少により縮小している中で、前年を上回る好実績を収めました。

また、市場在庫については、前年末と比較して減少しております。

商品群別には、カウンセリングにおいて、グローバルメガブランドとして、今春全面リニューアルした「クレ・ド・ポー

ボーテ」が好調だったものの、「マキアージュ」などの中価格帯領域が苦戦し、１．４％の減収となりました。

セルフは、「インテグレート」がミネラルファンデーションを中心にロングセラー化するとともに、「アネッサ」や

「ＡＧプラス」など夏物商材の好調により、０．６％の増収。

トイレタリーでは、昨年９月以降順次アイテム追加をしている「専科」の上乗せに加え、「シーブリーズ」の好調や

６月に赤白金３ライン全てを同時にリニューアルした「ＴＳＵＢＡＫＩ」の出荷が牽引し、４０．８％の増収となりました。

なお、その他売上は、外国人観光客の減に伴うザ・ギンザの売上減などが影響し、 ２３．４％の減収となりました。 4
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売上高 事業別 グローバル

12/3期
第1四半期

11/3期
第1四半期 前年差

(億円)
前年比

外貨

前年比

(億円) 構成比 (億円) 構成比

化粧品 622 39.5% 520 35.7% +102 +19.6% +30.0%

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 97 6.2% 91 6.2% +6 +6.5% +13.4%

グローバル 718 45.7% 611 41.9% +108 +17.6% +27.5%

•欧米の化粧品市場は、国・地域により強弱はあるものの、全体として回復基調が継続。

•アジア・オセアニアは引続き中国が成長を牽引。

•【第2四半期】６ヵ月累計売上高は各地域で引続き好調を維持。

グローバル事業です。

欧米の化粧品市場は、国・地域により強弱はあるものの、全体として回復基調が継続しており、

アジア・オセアニアは引続き中国が成長を牽引しております。

よって、グローバル事業全体で現地通貨ベースで２７．５％の増収。

化粧品は、３０．０％の増収となりました。

プロフェッショナルも、前期に引き続き、アジアでの伸長や、欧米におけるゾートスの好調に加え、

国内で「アデノバイタル」という育毛ケア商品のヒットも生まれたことから、

現地通貨ベースで１３．４％の増収となりました。
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売上高 地域別

+12.0%+5.9%+1416.2%23715.9%251アジア・オセアニア

12/3期
第1四半期

11/3期
第1四半期 前年差

(億円)
前年比

外貨

前年比
(億円) 構成比 (億円) 構成比

日本 896 57.0% 873 59.9% +23 +2.6% +2.7%

米州 223 14.2% 157 10.8% +66 +42.4% +56.9%

欧州 203 12.9% 191 13.1% +12 +6.1% +17.7%

海外計 677 43.0% 585 40.1% +92 +15.8% +25.9%

合計 1,573 100% 1,458 100% +115 +7.9% +12.0%

地域別売上です。

米州地域では、グローバルブランド「SHISEIDO」、ＮＡＲＳなどの既存ビジネスの好調に、

ベアエッセンシャルも上乗せとなり、現地通貨ベースで前年比＋５６．９％の伸長。

欧州地域でも、「SHISEIDOベネフィアンス」や「同 メーキャップ」の新製品導入が順調に進んだことに

加えて、トラベルリテールやロシアの好調などにより、＋１７．７％の伸長を果たしました。

アジア・オセアニア地域は、中国が「ウララ」や「ピュアマイルド」など

専門店事業を牽引車に好調を持続したことから、＋１２．０％の伸長を遂げました。
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売上原価、販売費及び一般管理費

+111.2%+120.7%11△0.8%1.5%23M & A関連償却費

335
395
332
379   
694

1,073
352 

11/3期 第1四半期

23.0%
27.1%
22.8%
65.3%
79.1%
73.6%
24.1%
売上比

△3.6%△25+4.0%75.1%670国 内

+5.3%+57+1.7%71.9%1,131販 管 費

+21.7%+82△2.4%67.7%461海 外

経 費

人 件 費

M コ ス ト +4.5%+15+0.7%22.1%347

+5.0%+17+0.6%22.4%352
+3.3%+13+1.2%25.9%408

+0.0%+0+1.8%22.3%352売 上 原 価

△：ｺｽﾄ減△:ｺｽﾄ減率差（+低下）売上比

前年比増減12/3期 第1四半期

（億円）

売上原価と販管費の前年比較です。
売上原価率は２２．３％と前年より１．８ポイント改善しました。これは、前年に「ベアエッセンシャル連結」に伴う、在庫の
時価評価による一時的な原価増があったことに加え、国内における返品削減の取組みが着実に成果として寄与している
ことなどによるものです。
また、販売管理費比率は７１．９％と１．７ポイント改善しました。
内訳を見て行きますと、マーケティングコストは０．７ポイント低下しておりますが、海外はすでにご案内の通り、
中国を中心としてマーケティング投資を強化していることから、売上比が上昇した一方で、国内では、前年第１四半期における
プロモーション規模との違いがあったことなどから、連結全体では売上比が低下しました。ただし、第2四半期以降は、
マーケティング投資強化の取組みがコストの実績として反映してくるものと考えています。
人件費は、１．２ポイント改善。国内における賞与減が大きく影響しました。
経費は、０．６ポイントの改善。販促物配送の効率化による国内物流費の減に加え、海外では、間接費用の増加が増収率を
上回らないようにするマネジメントの徹底が奏功し、コスト低減に繋がりました。
Ｍ＆Ａ関連償却費は、主にベアエッセンシャル社の「のれん」や「販売権」の償却が３ヵ月フルで効いたことによるものです。
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営業利益 事業別

5.8%
91

12.4%
4

△0.2%
△2

10.6%
89

12/3期

第1四半期

+174.1%
+3.5ポイント2.3%利益率

+5833営業利益合計

+0.2ポイント12.2%利益率

△16.1%△15営業利益そ の 他

+1.6ポイント△1.8%利益率

－+9△11営業利益グローバル

+5.9ポイント4.7%利益率

+127.3%+5039営業利益国内化粧品

前年比前年差
11/3期

第1四半期

（億円）

次に事業別の営業利益です。

国内化粧品事業は、＋１２７.３％の増益、利益率は５．９ポイント上昇しました。

売上増に伴う差益増に加え、原価低減や人件費などの低減が主な要因です。

グローバル事業は、前年より９億円損失が縮小、利益率は１．６ポイント改善しました。

前年のベアエッセンシャル連結に伴う一時的な原価増がなくなったことが主な要因ですが

売上増に伴う差益増を、マーケティング投資強化に充てていることが、増収に比較して増益幅が少ない

要因となります。
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営業利益 本社およびグループ子会社の所在地別 【参考情報】

+49.5%+122436営業利益
海 外 計

△3.4ポイント4.3%0.9%利益率

+174.1%
+3.5ポイント2.3%5.8%利益率

+583391営業利益合計

3.9%

10
7.4%

16
△1.3%

△2
△0.1%

△1

11/3期
第1四半期

ｱｼ ﾞ ｱ ･ ｵ ｾ ｱ ﾆ ｱ

欧 州

米 州

+1.1ポイント5.0%利益率

△76.6%△72営業利益

+0.1ポイント7.5%利益率

+5.3%+117営業利益

+7.9ポイント6.6%利益率

－+1816営業利益

+5.1ポイント5.0%利益率

－+4948営業利益日 本

前年比前年差
12/3期
第1四半期

（億円）

参考情報としている、本社およびグループ子会社の所在地別の営業利益です。

日本は前期より４９億円の増益、利益率は５．１ポイント上昇しました。

海外合計では、４９．５％の増益、利益率は１．１ポイントの上昇となりました。なお、アジア・

オセアニア地域の利益率の低下は、中国を中心とするマーケティング投資強化によるものです。
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連結貸借対照表

+129△190△617,330負債・純資産計+129△190△617,330資産計

－－+3125少数株主持分+5△11△61,081投資その他

－－+88△462その他包括利益+40△22+181,878無形固定資産

－－△1033,520株主資本+12△3+91,321有形固定資産

+91△103△123,190純資産+56△35+214,280固定資産

+4+44+482,023有利子負債+16+82+98757たな卸資産

+2△21△19361未払金+25△120△95935受取手形・売掛金

+10+27+37474支払手形・買掛金+26△74△481,002現預金・有価証券

+38△88△504,140負債+73△155△823,050流動資産

為替為替除く為替為替除く

(対11/3末）増減11/6末(対11/3末）増減11/6末

使用為替ﾚｰﾄ（2011/6末）：US$83.2円、€117.5円、中国元12.7円
（2011/3末）：US$81.4円、€107.8円、中国元12.3円

（注）主要な勘定科目のみ表示

自己資本比率41.7%

（億円）

次に貸借対照表です。

為替の影響が大きいため、その影響額を抜き出して表示しています。

バランスシートの為替レートは、ＰＬの為替レートと異なり、期末時点のものを使用するため、

３ヵ月前との比較では、円安の影響を受けました。

期末の総資産は７，３３０億円と、前期末より、６１億円減少しました。

資産については、現預金・有価証券が配当金の支払や国内賞与の支払いのタイミングにあること、

売掛債権が売上の期間差による影響などにより、それぞれ減少しました。

なお、自己資本比率は、円安影響もあり、前期末とほぼ同水準の４１．７％となりました。
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２０１１年度 年間見通し

±0
±0
±0
±0
±0
±0

－

－

－

+10％

－

+4％

外貨
前年比

海外

国内 +0.0％3,830

+3.2％2,970

（億円） 見通し 前年比
４／２７
公表差

売上高 6,800 +1.4％

営業利益 400 △10.0％

経常利益 400 △10.1％

当期純利益 210 +64.2％

ドル=80円、ユーロ=110円、中国元=12.5円‣為替レート

（△0.7ｐｐ）5.9％‣営業利益率
（＋0.8ｐｐ）43.7％‣海外売上比率

２０１２年３月期の年間見通しですが、４月２７日に発表した予想数値から変更はありません。

11

２０１１年度 上期見通し

ドル=82.1円、ユーロ=115.0円、中国元=12.5円‣為替レート

（△1.1ｐｐ）5.4％‣営業利益率
（＋2.0ｐｐ）42.4％‣海外売上比率

△30
±0
±0

+40
△20
+20

－

－

－

+12％

－

+3％

外貨
前年比

海外

国内 △2.7％1,935

+5.8％1,425

（億円） 見通し 前年比
４／２７
公表差

売上高 3,360 +0.7％

営業利益 180 △17.6％

経常利益 180 △17.0％

当期純利益 70 △7.2％

ただし、上期見通しは、売上において、２０億円の上方修正となる３，３６０億円です。

修正額の内訳は、国内で「ヘルスケア」や「その他の事業」のマイナスを２０億円ほど織り込む一方で

海外で当初想定レートからの円安影響を反映した＋４０億円となります。

純利益においては、直近の税金費用の見積もりを反映し、３０億円下方に修正した７０億円といたします。
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•夏季提案活動の積極推進（涼活ノススメ）

•お客さまづくりとスターアイテムのロングセラー化

今後の主な取り組み

国内の回復

清涼感・密着感のある
使い心地と仕上がり

肌のひきしめ、冷却効果
高いうるおい効果

新しい市場開拓
収れん化粧水
ミスト状化粧水

ファンデーション

使用ターゲット幅の拡大
大人化の提案など

今後の主な取り組みです。

さきほど少し触れたとおり、国内については、サマーアイテムを中心とした「夏場の快適提案の取組み」を

着実に成果に結びつけること、そして厳しい環境の中で健闘しているデパートチャネルのように、

お客さまとビューティーコンサルタントの直接的な触れ合いを通して、当社製品の愛用者を

拡大していくとともに、ブランド毎にスターアイテムを定めて注力することにより、商品のロングセラー化を

めざしてまいります。

夏場対策の具体的な取組みとしては、定番売場の活性化を徹底し、「シーブリーズ」や「ＡＧプラス」、

「アネッサ」、「ＵＶ専科」といったサマーアイテムの拡売に加えて、「水使用のファンデーション」や

「肌にクールダウン効果のある収斂化粧水」などの紹介活動を強化しております。
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今後の主な取り組み

海外の更なる拡大

•拡大するアジアマステージ市場への展開強化

•国ごとに重点ブランドを絞り込んだ取り組み

市場を上回る成長をめざす

「マジョリカマジョルカ」

グローバル事業については、先般ご案内したグローバルブランド「SHISEIDO」や「Ｚａ」など

グローバルメガブランドの継続的な育成・強化を進めておりますが、

拡大していくアジアマステージ市場に向けて、「専科」の展開強化に向けた準備のほか、

エリアごとに重点ブランドを絞り込み、市場を上回る成長をめざしてまいります。
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