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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。
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末川久幸です。

本日は大変お忙しい中、また遅い時間にもかかわらずお集まり頂き、ありがとうございます。

本日お話させて頂くこと

１

２

２０１１年度上期実績／下期・通期見通し

今後の取り組み
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これより、２０１１年度上期実績および通期見通しについて、ご説明させていただきます。

はじめに、国内外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）
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国内の店販市場は、東日本大震災の影響により、第１四半期までは大きく低迷しましたが、

第２四半期以降は持ち直しつつあります。

今後の国内景気は不透明感があるものの、緩やかに回復していくと捉えており、

この下期は、ほぼ前年並みの水準に戻ると見ています。

欧米

• 欧州は緩やかな成長。今後は、欧州金融危機等の

影響により、弱い成長にとどまる

• 米国は足元堅調なものの、今後に不透明感が残る

アジア
• 中国は引続き成長を維持

• 中国以外のアジアも総じて成長を継続

海外化粧品市場の動向（当社推計）

２０１１年度
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次に、海外です。

ヨーロッパはこの上期、国ごとにばらつきはあるものの、

全体として緩やかに成長を遂げましたが、

今後は金融危機等の影響もあり、弱い成長にとどまると見ております。

米国は、足元は堅調ですが、今後は、ヨーロッパ同様、不透明な状況にあります。

また、中国は引き続き１０％程度の成長が続くとみております。

中国以外のアジアは、タイの洪水影響等の懸念点はありますが、総じて成長が続くとみています。



２０１１年度 上期実績 要約

＋21
＋38
＋35
＋8
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７月
発表差

海外

国内 △60△2.9％△3.0％1,929
＋86＋14.2％＋6.4％1,433

（億円） 実績 前年比 外貨前年比 前年差

売上高 3,362 ＋0.8％ ＋4.0％ ＋25

営業利益 215 △1.5％ ＋7.1％ △3
経常利益 218 ＋0.6％ － ＋1
純利益 91 ＋20.6％ － ＋16

ドル=82.1円（△10％）、ユーロ=115.0円（△5％）、
中国元=12.5円（△6％）

‣為替レート

（△0.1ｐｐ）6.4％‣営業利益率

（＋2.2ｐｐ）42.6％‣海外売上比率
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次に、当社の業績です。
売上高は前年に対し、０．８％増収の３，３６２億円となりました。国内は震災影響によって減収となりましたが、
中国をはじめとした海外の伸長により、合計では増収を確保出来ました。海外の現地通貨ベースの売上は
１４．２％の増収となり、海外売上高比率は４２．６％に上昇しました。国内の店頭売上は、震災影響により
第１四半期は苦戦しましたが、第２四半期からは、４月以降本格的に取り組んでいる季節提案や、現行主力品
の徹底育成などにより、店頭売上が回復傾向にあります。これについては後ほど詳しく説明します。
営業利益は前年に対し１．５％減益の２１５億円となりました。
上増による差益増はありましたが、中国や日本を中心に、投資を拡大したことから、ほぼ前年並みの
水準となりました。なお、一部経費の下期への繰り下がりや、在庫関連費用の減少による原価率の改善により
７月の発表値から、３５億円増益となっています。
純利益は、大きな特別損失もなかったことから、２０．６％増益の９１億円となりました。

２０１１年度 年間見通し
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国内 △0.5％3,810

+3.9％2,990

（億円） 見通し 前年比
７月

発表差

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
中間25円、期末25円（予定）

・為替レート
・配当

（△0.7ｐｐ）5.9％・営業利益率
（＋1.1ｐｐ）44.0％・海外売上比率
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次に、通期見通しです。

売上から純利益まで、前回の発表からの変更はありません。

売上高は１．４％増収の６，８００億円と見通していますが、

直近の市場や売上動向を鑑み、国内を２０億円減額、海外を２０億円増額しています。

営業利益は、国内・海外ともに今後の経済環境は決して楽観視できないことに加えて、

「経費等の下期への繰り下がり影響」や、「原材料費のアップ」などの原価増を織り込み、

従来の４００億円に据え置き、経常利益、当期純利益についても変更しておりません。

また、配当についても、上期は計画通りの実績でしたので、中間配当は２５円。

期末配当も、計画通りの前提で中間同様２５円の予定です。



本日お話させて頂くこと

１

２

２０１１年度上期実績／下期・通期見通し

今後の取り組み
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次に、この下期の取り組みについて、上期の振り返りを含めてご案内いたします。

４つの成長戦略

経営基盤の強化
生産体制の 適化
調達体制の強化

情報化基盤の確立 人材のグローバル化 ＣＳＲ活動の深化

ニュー
フロンティア

戦略

アジア
ブレイクスルー

戦略

カスタマー
ファースト
戦略

欧州日本 中国 他のアジア 米州

グローバル
メガブランド

戦略
マステージ領域の本格展開

アジア全体でのシェアの拡大

国別の課題に対応した重点活動の推進

Ｗｅｂマーケティングの本格展開

新興国（新規市場）対応の強化

モノづくりの磨き直し

販売・応対の磨き直し

プレステージ領域の価値強化
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資生堂グループではこの３カ年で「成長軌道に乗る」べく、ご覧の４つの成長戦略に取り組んでおり、

「売上高平均成長率６％、営業利益率１０％の達成」を目指しています。



投資（２００億円）の内容

３カ年平均６％の売上成長

投資
２００
億円

国内
マーケティングコスト

＜７０億円＞

中国以外の海外
＜４０億円＞

中国
＜９０億円＞
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そして、成長性の拡大を確実なものとするべく、積極的な費用投入を進めており、

今年度については、国内外において、２００億円の戦略投資を実施しています。

海外では、中国において、広告費を含めた販促費の強化や日本人ビューティーコンサルタントの増員に

中国以外では、「グローバルSHISEIDO」や「クレ・ド・ポー ボーテ」、「ＮＡＲＳ」等に

マーケティングコストを投入、また、デパートカウンターの刷新などを行っています。

国内では、「マキアージュ」や「TSUBAKI」の宣伝強化に加え、来年度からスタートする

「新制度品ビジネスモデル」への投資を増やしています。

グローバル
メガブランド
戦略

資生堂グループブランド
価値の向上

プレステージ領域の
価値強化

お客さまとの
出会いの拡大

マステージ領域の
本格展開

峻別と集中

Global 
Mega-Brand 
Strategy
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では、下期以降の取り組みを、４つの成長戦略に沿ってご説明します。

はじめに、「グローバルメガブランド戦略」です。



グローバルブランド「 」

グローバルメガブランド戦略

ベアエッセンシャルクレ・ド・ポー ボーテ

専科Ｚａ

プ
レ
ス
テ
ー
ジ
領
域

マ
ス
テ
ー
ジ
領
域

ＴＳＵＢＡＫＩ
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この３カ年、プレステージ領域では、グローバルブランド「SHISEIDO」、「クレ・ド・ポー ボーテ」、

「ベアエッセンシャル」の３ブランド、マステージ領域では、「Za」、「専科」、「TSUBAKI」の３ブランドに、

経営資源を集中投入し、エリアを越えて「グローバルメガブランド」として育成しています。

グローバルブランド「 」

日本発 グローバルブランド「 」、「クレ・ド・ポー ボーテ」

魅力的なアイテムを拡大 展開エリア、取扱い店舗数を拡大

「クレ・ド・ポー ボーテ」

５％を超える成長をめざす 海外で１０％を超える成長をめざす

愛用者数の拡大
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グローバルブランド「SHISEIDO」は、この上期に 高級ライン「フューチャーソリューション ＬＸ」や

「ホワイト・ルーセント」が引き続き好調であったことに加え、「バイオ・パフォーマンス」や

「ホワイト・ルーセント」のセラムが、売上を伸ばしました。

今後もさらに魅力的なアイテムを追加することにより、年率で５％を超える成長を目指しています。

また、今年１月にリニューアルした「クレ・ド・ポー ボーテ」は、国内外で売上を大きく伸ばしており、

海外では１０％を超える成長を果たしました。

今後も、展開エリア、取扱い店舗の拡大により、海外で１０％を超える成長を計画しています。



米州発 「ベアエッセンシャル」

２０１１年９月に、北米で新ライン「ＲＥＡＤＹ」
を発売・・・大型キャンペーンの実施

北米での展開強化、および
ブランドエクイティの向上

２０１１年２月に、北米向けスキンケア発売

アジアを中心とした
空白エリアでの展開強化

２０１２年春から、アジア専用スキンケアを
日本導入

２０１１年１０月から香港のデパートで展開開始
資生堂の販売子会社を活用
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次に、「ベアエッセンシャル」です。この上期は、北米、イギリスで新スキンケアを導入したことに加え、

日本でも当社とのシナジーによってデパートチャネルで売上を拡大したことから、

１ケタ半ばの成長となりました。

今後は、北米を中心としたリテールチャネルの強化や、香港を皮切りにスタートさせたアジアでの展開、

そして、９月に発売した新メーキャップライン「READY」へのマーケティング投資の

強化などにより、確実に成長させていきます。

そして、来年春の日本導入を見据え、「ベアエッセンシャル」の感性に「資生堂の技術力」を

掛け合わせた、アジア専用スキンケア製品の準備を進めています。

詳細については改めてご案内します。

アジアマステージ領域の強化

Ｚａ 専科 ＴＳＵＢＡＫＩ

好調な中国をはじめ
アジア各国での展開により、
１０％を超える成長をめざす

日本、台湾、香港で成果、
中国本土展開を準備

本年１２月に
中国からローカライズして

導入開始
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次に、マステージ領域です。
当該市場では、スキンケア・メーキャップの総合ブランド「Za」を、好調な中国をはじめ
アジア各国での展開強化によって、年率１０％を超えるブランドに成長させます。
今年度からは、新たにハイパーチャネルに進出するため、タイでのテストマーケティングにも
取組んでおり、その結果を踏まえて面を拡大する計画です。
「Za」は、この９月よりベトナム工場での生産を開始しており、今後はさらなる原価低減によって、
利益拡大にも貢献すると考えています。
「専科」は、すでに日本、台湾、香港で大きな成果をあげているほか、
中国本土での発売準備も進めています。
そして、中国やアジアの女性向けにローカライズしたグローバル「ＴＳＵＢＡＫＩ」は、
中国での生産をスタートし、この１２月に導入します。



アメリカ圏

グローバルマルチブランドカンパニーをめざして

ヨーロッパ圏

アジア圏

海外売上は市場を上回る２ケタ成長 （現地通貨ベース）をめざす
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これら６つの「グローバルメガブランド」に加え、ヨーロッパのフレグランスブランドは

「ジャン ポール・ゴルチエ」に若者向け新ライン「ココリコ」を投入、

さらに新ブランド「エリ サーブ」を発売しました。

このところ２０％を超える伸びで好調なアメリカのメーキャップブランド「ＮＡＲＳ」は、

ソーシャルメディアを活用した展開やフラッグシップショップの開設により、

ブランドのプレゼンスを高めています。

このように各エリアで存在感のある個性的なブランドを育成し、海外全体では、

年間で２ケタの売上成長を果たし、日本を含め、グローバルでシェアを高めてまいります。

アジア
ブレイクスルー
戦略

名実ともにアジアを
代表する企業へ

アジア全体での
シェアの拡大

成長にむけた
事業基盤の強化

国別の課題に対応した
重点活動の推進

アジアを最重点エリアに位置付ける

Asian 
Breakthrough 
Strategy
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次は、「アジアブレークスルー戦略」です。



中国市場での持続的成長

量の拡大

質
の
向
上

専門店の持続的成長

マステージビジネス、新規領域の強化・拡大

プレステージ領域の磨きあげ

マーケティングコスト・人材を 優先に投入
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アジア成長の牽引車である中国では、この上期も市場成長率を上回る

２ケタの伸長を果たしています。

３カ年では、デパートを中心とするプレステージ領域の強化、専門店の持続的成長、

マステージビジネスの展開などにより、平均１５％以上の成長を目指しています。

なお、収益性については、マーケティング投資や人件費の増加により、

前３カ年よりも若干低い利益率となりますが、

２ケタの利益率を維持して、持続的な増益を目指します。

中国でのプレステージ領域の強化・・・デパートチャネルでの復権

グローバルブランド
「 」

ビューティーコンサルタントの「おもてなしの心」を込めた応対をベースに、
広告強化やカウンターの刷新により、１０％を超える成長をめざす

オプレ クレ・ド・ポー ボーテ

憧れイメージを
大限に演出

２０１１年９月、
高級プレミアムライン

「フューチャーソリューション ＬＸ」
発売

２０１１年９月、中心ライン
「タイムロックシリーズ」

リニューアル
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プレステージ領域を強化するため、デパートでは、

「オプレ」、グローバルブランド「SHISEIDO」、「クレ・ド・ポー ボーテ」の３つのブランドを軸に、

ビューティーコンサルタントの「おもてなし」の心を込めた応対をベースとして、

広告などのマーケティング投資の強化や、カウンターのリニューアルなどにより、

１０％を超える成長を計画しています。

商品面では、４月に「美白シリーズ」を発売し好調な「オプレ」の中心ラインである

「タイムロックシリーズ」を９月にリニューアルし、更なる成長を目指します。

また、グローバルブランド「SHISEIDO」では、「フューチャーソリューション LX」が、

９月に発売されたことにより、今後、更なる売上拡大が期待できます。



中国の牽引車・・・専門店チャネルの持続的成長性拡大

日本からの
ビューティーコンサルタントの派遣

専門店の質の高い活動を通じて、
お客さまに「キレイになる喜び」を伝える

超富裕層に向けて、
高級ブランドを提供

植物性を訴求し、自然派
志向のお客さま層を拡大

ピュア＆マイルドウララ ディシラ

２０％程度の成長をめざす
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専門店チャネルでは、「ウララ」や「ピュアマイルド」、そして昨年末に導入した「ディシラ」への

取り組みを強化し、２０％程度の成長を目指します。

専門店を強化するために、今年度から、日本のビューティーコンサルタントを

数十名規模で派遣しており、おもてなしの心や優れた化粧技術を伝えています。

お店やお客さまから大変喜ばれており、売上の拡大はもとより、

当社への信頼とロイヤリティーの向上にもつながっています。

中国では、これらデパート、専門店での取り組みに加え、新たなお客さまと出会うため、

「Za」「TSUBAKI」「専科」といったマステージビジネスの強化、薬局チャネルの「DQ」や、

プロフェッショナル、美容飲料など、新たなビジネス展開により、今後も当社の成長を牽引してまいります。

新しい出会いをひろげる

ニュー
フロンティア
戦略

新たな販路での
お客さま接点拡大

Ｗｅｂマーケティングの
本格展開

次の
成長エンジンづくり

新興国（新規市場）
対応の強化

New
Frontier 
Strategy
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次に、「ニューフロンティア戦略」です。

この戦略の柱は、「Webマーケティングの本格展開」と「新興国市場対応の強化」ですが、

本日は、Webマーケティングへの取り組みについて、ご説明します。



海外・・・ｅコマースの本格展開

アメリカ （２０１１年８月～） 中国 （２０１１年９月～）
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当社ではこれまで、国内のNon-Shiseidoブランドや、

海外の「ＮＡＲＳ」などで、Webマーケティングを進めてきましたが、

今年度からこの市場へ本格参入しました。

アメリカでは、８月から、グローバルブランド「SHISEIDO」の

eコマースを開始、中国ではeコマース専用商品「ピュアマイルドソワ」を９月に発売しました。

両国ともにスタートしたばかりではありますが、

お客さまのサイトへの訪問やサンプルの請求等を含め、

反応も上々で、今後の大きな成長が期待できます。

国内 新制度品ビジネスモデルについて

プラットフォーム
参加企業の

(資生堂も含む)
ダイレクト

マーケティング

既存店舗による
価値提供

美と健康の
ビューティー

プラットフォーム
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つづいて、２０１２年４月からスタートする国内への取り組みを説明します。

アニュアルレポート等で既に概要をご説明していますが、

国内では単にeコマースで商品を売るのではなく、

新しく多くのお客さまと出会う「ビューティー プラットフォーム」、

魅力ある資生堂のコンテンツとオンラインストアで構成される「資生堂ウェブサイト」、

そして全国の「既存店舗網」を組み合わせた日本初のビジネスモデルで展開します。



内
側
か
ら
の
美
の
追
求

外
側
か
ら
の
美
の
追
求

【豊かにする】 ビューティー
スキンケア、メイクアップ、
ネイル、ヘアケアなど

【癒す】 リラクゼーション
アロマ・スパ・マッサージ
リフレクソロジーなど

【充たす】 ヘルスケア
健康食品・サプリメント・

各種スポーツなど

【装う】 ファッション
洋服・アクセサリー・
ランジェリーなど

【治す】 メディカル
美容医療・皮膚科外来・
美容整形など

【磨く】 インテリジェンス
マナー・インテリア・

絵画・映画鑑賞など

ビューティー プラットフォーム

美しく
生きる
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はじめにビューティープラットフォームについてご説明します。
ここは、「美しく生きる」というコンセプトのもと、ビューティー、ヘルスケア、インテリジェンス、
リラクゼーション、ファッション、メディカルなど、女性のライフスタイルに関わる企業さまが集います。
当社の花椿ＣＬＵＢ会員同様、プラットフォーム参加の企業さまは多くの登録会員をお持ちです。
ビューティープラットフォームでは、美に関心の高いお客さまが集うショッピングモールですから、
当社をはじめ参加企業さまはここで多くのお客さまと新しく出会うことができます。
このビューティープラットフォームでは、参加企業さまの魅力ある商品だけでなく、
より楽しくお買い物をしていただくため、様々な仕掛けを考えていますので、
訪れたお客さまにはきっとご満足いただけるものと考えています。
当プラットフォームへの参加にご賛同頂いた企業さまとは、来春のオープンに向けての打合せも
順調に進んでおります。

資生堂Ｗｅｂ

※サービスの導入店舗
当社の理念に
賛同いただいたお取引様と
チャネルを問わず交渉中

※イメージのため、変更があります

美容コンテンツ①

美容
コンテンツ

②

美容コンテンツ③

美容コンテンツ④

美容コンテンツ⑤

美容
コンテンツ

⑥

オンラインストア

オンライン
カウンセリング

店舗ＮＡＶＩ
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次に資生堂Webについて説明します。ここは魅力ある美容コンテンツ、オンラインストア、既存店舗をご紹介す

る店舗NAVIの３つで構成されています。

美容コンテンツは、季節ごとの肌の悩み相談やワンポイントアドバイス、

新製品や既存品の使い方による美しくなるための魅力あるコンテンツを準備しています。

中でも、オンラインカウンセリングが大きな特長です。ここでは画面を通じて専属のビューティーコンサルタント

によるパーソナルな肌チェックやメーキャップアドバイスをマンツーマンで相談することができます。

気に入った商品はオンラインストアですぐに購入することができます。女性の社会進出に伴い、

商品が欲しいけれど買いに行ったらお店が閉まっている等、ご不便を感じていらっしゃるお客さまにとっては、

利便性が高まると思います。



資生堂Ｗｅｂ

※イメージのため、変更があります

美容コンテンツ①

美容
コンテンツ

②

美容コンテンツ③

美容コンテンツ④

美容コンテンツ⑤

美容
コンテンツ

⑥

オンラインストア

オンライン
カウンセリング

店舗ＮＡＶＩ

※サービスの導入店舗
当社の理念に
賛同いただいたお取引様と
チャネルを問わず交渉中
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そして店舗NAVIは既存の店舗をご紹介する機能です。ネットの世界ではメークの色味やスキンケアの

使いごこち、香りなどはお伝えすることができないため、店頭で試してみたいお客さま、店頭ならではのキメ細

かいアドバイスや機器を使った肌診断、エステサービスなどを受けたい方、お客さまのニーズにあわせて、

適な価値を提供できるお店をご紹介します。

店舗NAVIは5月より実験を展開していますが、お客さまからは「良いお店を紹介してもらって化粧のことが

よくわかった」、また、お店さまからは「若いお客さまを中心に多くのお客さまの来店や予約が増えた」等、

嬉しい声を聞いています。

新ビジネスモデルは、チャネルを問わず当社の理念に賛同いただいたお取引先さまと準備をすすめて

います。全体については年度内にもう少し具体的なお話をさせていただくことができると思います。

国や地域、事業、ブランドを問わず全社員で取組む

カスタマー
ファースト
戦略

メーカーとしての
原点回帰

モノづくりの磨き直し

１００％
お客さま志向の実現

販売・応対の磨き直し

Customer-
First 
Strategy
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後に、「カスタマーファースト戦略」についてです。

これはすべての活動で第一にお客さまのことを考える、そして活動の結果、

お客さまからＮＯ．１の評価をいただくという考え方のもと、

全世界、全グループ共通の基幹戦略としています。

本日は国内化粧品事業での取り組み事例をご説明します。



国内化粧品事業の課題

②お客さまへ伝えきれていない価値

①新製品依存のマーケティング

活動の磨き直し

価値の磨き直し

課題 取り組み
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国内化粧品事業の回復の鍵は、過去の成功体験に縛られ、

変革することができなかった「新製品依存のマーケティングからの脱却」と、

ＩＴ化に代表されるメディアの進化等で、これまでのやり方では

当社の価値が伝わりづらくなっていた活動を抜本的に作り直すことと考え、

上期からスピードを上げて取り組んでいます。

取り組み・・・「価値の磨き直し」
～太く・強い商品をつくる～
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まず、価値を磨き直し、太く・強い商品をつくる取り組みの一例をご紹介します。



新製品の絞込み

新製品発売数

293
ＳＫＵ 140

ＳＫＵ

２０１０年度上期 ２０１１年度上期

前年比
４８％
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４月の決算説明会にご案内したとおり、この上期は、新製品の発売数を前年に比べ、

半分以下まで減らし、これまで新製品にかけていた時間とマンパワーを、

限られた新製品に投入し、徹底的に強い製品を作ること、

そして既存品を育成し、ロングセラー化させることにシフトしました。

マキアージュの口紅新製品の売上推移

2010-7-21 新製品
ルージュエナメルグラマー

2011-1-21 新製品なし
色調追加のみ

ルージュエナメルグラマー

「現行主力品」として育成する

2011-7-21 新製品
エッセンスグラマラスルージュ

絞り込んで、本当に強い新製品をつくりだす

987654321121110987
20112010

（累計数量ベース）

29

ここ数年苦戦していた中価格帯メーキャップの中心ブランド「マキアージュ」の取り組みについて
説明します。
せっかく良い商品を発売しても、次のシーズンに再び新製品を投入することで、1年後の売上は数パーセントに
落ち込んでしまい、ロングセラー商品に育たず不良在庫化する・・・、新製品依存型のマーケティングは
多くの不効率の温床になっていました。
そこで今回のマキアージュでは２つのことに取り組みました。
まず、夏にヒットしたルージュエナメルグラマーの次に出るはずだった春の新製品の発売を延期し、商品の中味
を徹底的にお客さまニーズに合わせ進化させました。そのかわりに再度ルージュエナメルグラマーを取り上げ、
色調追加、広告、コミュニケーション、店頭活動を強化し展開しました。
結果、ルージュエナメルグラマーは、1年経っても売上が落ちることなく、また商品を発売延期して磨き上げられ
たエッセンスグラマラスルージュは7月に市場導入し、3カ月で８０万本を越える久々の大ヒット商品となり、上期
の売上を牽引しました。
この成功事例をもとに、今後も各ブランドで展開していきます。



取り組み・・・「活動の磨き直し」
～お客さまを起点にした価値の伝達～
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次に、活動の磨き直しの取り組みです。

涼活のススメ

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

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

使用ターゲット幅
の拡大

暑い夏を快適に過ごせる
美容提案を通じた

価値伝達の磨き直し
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今年の夏は、節電の影響により、日本全国が非常に暑い日々を送ることが

４月の段階でわかっていました。

そこで、私たちの商品を使って、快適な生活を送っていただけるよう、

「涼活のススメ」を提案しました。

具体的には、冷却効果の高い「シーブリーズ」や毛穴を引き締める「収れん化粧水」、

そして、清涼感のある使い心地で化粧崩れしにくくなる

ファンデーションの水使用などを全社一丸となって推進しました。



全社一丸となった活動

宣伝の差し替え
ＷＥＢ対応

営業活動
店頭活動

情報開発
生産対応

パブリシティ対応
地方媒体対応

低

皮
ふ
温

高

水あり水なし
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研究所をはじめ技術部門では、ひと目で分かるデータをつくり、

店頭での紹介につなげるとともに、新しい使い方をＴＶＣＭで提案、

さらには新聞記事に掲載いただくよう働きかけたり、店頭での売り場づくりや、

ビューティーコンサルタントのひと手間かけたお手入れ活動などにつなげました。

取り組みの成果 （店頭売上数量 前年比推移）
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130
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ファンデーション 関連用具収れん化粧水

マキアージュ
ファンデーション

カウンセリング
ファンデーション計

資生堂カーマイン
ローション

エリクシール
シュペリエル＋ホワイト

収れん化粧水

SRI

資生堂パッティング
スポンジ
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その結果、関連商品の売上は軒並み前年を大きく上回る実績をあげ、

第２四半期での店頭売上全体の回復にも貢献しました。



国内 この秋冬は、肌と心に触れて「癒す」活動

肌に触れる活動の徹底

ＢＣ活動の最大化
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このお客さまを起点とした活動の磨き直しは、秋以降も継続して取り組んでおり、

現在は夏にたまった肌のダメージを、化粧やマッサージを通じて癒す「癒しのススメ」、

更に、節電による寒さが予想される今年の冬に向けて、「冬温活のススメ」を提案しています。

今後も、お客さまが化粧品を使って、季節ごとに快適にお過ごしいただけるよう、全社で取り組み、

下期、そして、次年度以降の成長につなげてまいります。

勢いを加速し、持続的な成長を目指して

ものづくり×営業・販売活動を磨き直す

価値の伝達を磨き直す

Ｗｅｂマーケティングでの
新たなお客さまとの出会い

１４０周年の取り組み

更なる成長

店頭の磨き直し

2011 2012 2013
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厳しい市場環境の中、この下期は、上期と比較して高い成長を目指していますが、

本日ご説明させていただいた、４つの成長戦略の実現に向けた取り組みを進め、

実に年間の売上・利益計画を達成したいと考えています。

また、創業１４０周年の節目を迎える２０１２年度に向けて、新制度品ビジネスモデルなど

新たな成長への準備にも、しっかりと取り組んでまいります。

アナリスト、投資家の皆さまにおかれましては、引き続き大所高所からのご指導、

ご鞭撻をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

以上です。ご清聴、ありがとうございました。



2012年3月期 第2四半期決算概要

2011-10-31

執行役員 西村義典
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損益計算書ハイライト

（億円）

※本資料の金額は、全て億円未満を四捨五入しています。

△38.6%0.4%140.3%9少数株主利益

6.5% +0.6%2176.5%218経常利益

11/9期 10/9期 前年比
外貨

前年比構成比 構成比

売上高 3,362 100% 3,336 100% +0.8% +4.0%
国内 1,929 57.4% 1,989 59.6% △3.0% △2.9%
海外 1,433 42.6% 1,347 40.4% +6.4% +14.2%

営業利益 215 6.4% 218 6.5% △1.5% +7.1%

特別損益 △1 △0.0% △71 △2.1% －

税金費用 118 3.5% 56 1.7% +111.2%

当期純利益 91 2.7% 75 2.3% +20.6%

ドル=82.1円（△10％）、ユーロ=115.0円（△5％）、中国元=12.5円（△6％）‣為替レート
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売上高 報告セグメント別

（億円）

+14.7%+7.2%42.4%1,41445.1%1,516グローバル

11/9期 10/9期 前年比 外貨

前年比
構成比 構成比

国内化粧品 1,805 53.7% 1,874 56.2% △3.7% △3.7%

そ の 他 41 1.2% 48 1.4% △15.0% △15.0%

合計 3,362 100% 3,336 100% +0.8% +4.0%
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売上高 報告セグメント別 国内化粧品
（億円）

11/9期 10/9期 前年差 前年比

構成比 構成比

カウンセリング 897 26.7% 931 27.9% △34 △3.7%
セ ル フ 417 12.4% 447 13.4% △30 △6.6%
トイレタリー 246 7.3% 228 6.8% +18 +8.0%

化 粧 品 1,560 46.4% 1,605 48.1% △45 △2.8%
ヘルスケア* 76 2.3% 73 2.2% +3 +4.4%
そ の 他 169 5.0% 195 5.9% △26 △13.5%

国 内 化 粧 品 1,805 53.7% 1,874 56.2% △69 △3.7%
ＨＡＫＵ

ﾒﾗﾉﾌｫｰｶｽW

*当年度よりIN&ON売上は前年度分を含め化粧品（カウンセリング）として集計
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売上高 報告セグメント別 グローバル

（億円）

11/9期 10/9期 前年差 前年比 外貨

前年比構成比 構成比

化 粧 品 1,312 39.0% 1,209 36.2% +103 +8.5% +16.4%

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 204 6.1% 205 6.2% △2 △0.9% +5.1%

グローバル 1,516 45.1% 1,414 42.4% +101 +7.2% +14.7%
ﾌｭｰﾁｬｰｿﾘｭｰｼｮﾝLX
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売上高 地域別

（億円）

11/9期 10/9期 前年差 前年比 外貨

前年比構成比 構成比

日 本 1,929 57.4% 1,989 59.6% △60 △3.0% △2.9%
米 州 433 12.9% 391 11.7% +43 +10.9% +22.9%
欧 州 406 12.1% 383 11.5% +23 +5.9% +12.1%
ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 594 17.6% 573 17.2% +20 +3.6% +9.6%

海 外 計 1,433 42.6% 1,347 40.4% +86 +6.4% +14.2%
合 計 3,362 100% 3,336 100% +25 +0.8% +4.0%
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売上原価、販売費及び一般管理費

+25.2%△91.1%37△0.3%1.4%47M&A関連償却費

723

801

728

848   

1,441

2,289

829 

10/9期

21.7%

24.0%

21.8%

63.1%

72.3%

68.6%

24.9%
売上比

△2.8%+40△0.7%73.0%1,400国 内

+3.3%△76△1.7%70.3%2,365販 管 費

+13.7%△116△3.8%66.9%965海 外

経 費

人 件 費

M コ ス ト +4.7%△34△0.9%22.7%762

+2.6%△19△0.3%22.0%741

+1.7%△14△0.2%24.2%815

△5.7%+47+1.6%23.3%782売 上 原 価

＋:ｺｽﾄ減率差（+低下）売上比

前年比増減11/9期

（億円）
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営業利益 報告セグメント別
（億円）

+13.2%+011営業利益全社・消去

11/9期 10/9期 前年差 前年比

国内化粧品 営業利益 214 221 △7 △3.1%

利益率 11.8% 11.8% +0.0ポイント

グローバル 営業利益 △7 △13 +6 －

利益率 △0.5% △0.9% +0.4ポイント

そ の 他 営業利益 7 9 △2 △22.5%

利益率 10.4% 11.1% △0.7ポイント

合計 営業利益 215 218 △3 △1.5%
利益率 6.4% 6.5% △0.1ポイント
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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
（億円）

△39.7%△256439営業利益ｱｼ ﾞｱ ･ｵｾｱﾆｱ

△37.8%△6159営業利益全 社 ・ 消 去

11/9期 10/9期 前年差 前年比

日 本 営業利益 128 130 △2 △1.8%

利益率 6.1% 6.1% △0.0ポイント

米 州 営業利益 24 △21 +44 －

利益率 5.0% △5.0% +10.0ポイント

欧 州 営業利益 16 30 △14 △47.7%

利益率 3.4% 6.8% △3.4ポイント

利益率 6.7% 11.7% △5.0ポイント

海 外 計 営業利益 78 73 +5 +6.3%

利益率 5.1% 5.2% △0.1ポイント

合計 営業利益 215 218 △3 △1.5%
利益率 6.4% 6.5% △0.1ポイント

投資強化進度率

15%

60%

45%

45

営業外損益・特別損益

（億円）

（営業外損益） 11/9期 10/9期 前年差

受 取 利 息 4 3 +1

支 払 利 息 △9 △11 +2

利 息 収 支 △5 △8 +2

為 替 差 損 益 △5 △6 +0

そ の 他 14 12 +2

計 3 △2 +4

+13△13－買 収 関 連 費 用

（特別損益） 11/9期 10/9期 前年差

投資有価証券評価損 △0 △45 +45

資産除去債務（過去分） － △8 +8

そ の 他 △1 △5 +5

計 △1 △71 +71
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四半期純利益・包括利益

+167591四半期純利益

+6149少数株主利益

△6256
（38.3%）

118
（54.1%）

税金費用

（税率）

+72146218税引前四半期純利益

前年差10/9期11/9期

（億円）

+202△70132包括利益

使用為替ﾚｰﾄ（2011/6末）：US$80.7円、€116.8円、中国元12.5円
（2010/12末）：US$81.4円、€107.8円、中国元12.3円
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+46

+1

+29

△3

+27

+1

+2

+9

+19

為替

+46

+4

△8

+5

+1

+9

+20

+12

+46

為替

△102

+6

+31

△8

+29

△62

△15

+26

△131

増減

△102

△32

△43

+4

△71

+52

△33

△15

△31

増減11/9末 11/9末

為替除く 為替除く

流動資産 3,101 △77 負債 4,059 △150

現預金・有価証券 1,035 △27 支払手形・買掛金 463 +17

受取手形・売掛金 997 △53 未払金 364 △17

たな卸資産 710 +43 有利子負債 1,913 △63

固定資産 4,188 △72 純資産 3,231 +2

有形固定資産 1,316 △1 株主資本 3,614 △5

無形固定資産 1,818 △35 その他包括利益 △518 +2
投資その他 1,055 △36 少数株主持分 129 +5

資産計 7,290 △148 負債・純資産計 7,290 △148

貸借対照表

使用為替ﾚｰﾄ（2011/6末）：US$80.7円、€116.8円、中国元12.5円
（2010/12末）：US$81.4円、€107.8円、中国元12.3円

（注）主要な勘定科目のみ

自己資本比率42.5%

（億円）
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キャッシュ・フロー計算書

-1500

-1000

-500

0

500

1000

06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 11/9

連結キャッシュフロー

フリー・キャッシュフロー

（億円）

213

37
213億円フリーキャッシュフロー

△188億円財務キャッシュフロー

37億円連結キャッシュフロー

12億円為替換算差

△50億円投資キャッシュフロー

263億円営業キャッシュフロー
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〔補足データ〕 （億円）

（注）資本的支出。有形固定資産、無形固定資産（のれん、商標権等を除く。）及び長期前払費用への投資。

増減率増減増減率増減

206

71
55

86
141

35

83

118

10/9期

+47

+8
+12

+1
+13

+85

+28

+113

+11％427475+2％+5210広 告 費

+6％145153△1％△170研 究 開 発 費

+10％121133+20％+1166無形固定資産他

+1％174175△2％△185有形固定資産

+4％295308+7％+10151減 価 償 却 費

+105％81166+36％+1348無形固定資産他

+15％191219+26％+21104有形固定資産

+41％272385+29％+34152設 備 投 資 （ 注 ）

11/3期12/3期
（見込）

11/9期


