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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期第1四半期 149,447 △5.0 △3,021 ― △2,736 ― △1,274 ―
24年3月期第1四半期 157,291 7.9 9,064 174.1 9,328 187.2 △277 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 15,958百万円 （75.5％） 24年3月期第1四半期 9,094百万円 （129.8％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

25年3月期第1四半期 △3.20 ―
24年3月期第1四半期 △0.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 714,384 309,671 41.3
24年3月期 720,707 303,715 40.3
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  295,216百万円 24年3月期  290,494百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 337,000 0.2 11,500 △46.6 11,500 △47.3 5,000 △45.0 12.56
通期 710,000 4.0 43,500 11.2 43,500 10.3 22,000 51.6 55.28



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料 3ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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及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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用
にあたっての注記事項等については、添付資料 2ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 400,000,000 株 24年3月期 400,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 2,002,340 株 24年3月期 2,002,324 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 397,997,682 株 24年3月期1Q 397,951,344 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 
（１） 連結経営成績に関する定性的情報 

当第 1 四半期連結累計期間（平成 24 年４月１日～平成 24 年６月 30 日）の国内における景況感は、長期化

する円高への懸念や株式市場の低迷等から先行き不透明な状況が続いているものの、東日本大震災の復興需要

等を背景に緩やかな回復基調となり、化粧品市場においても若干持ち直しの動きが見られました。海外では（海

外連結子会社は平成 24 年１月１日～平成 24 年３月 31 日）、欧州における債務危機や中国経済の成長鈍化の影

響が懸念されたものの、米州の化粧品市場が緩やかながらも成長を持続し、中国などアジア地域の化粧品市場

も引き続き伸長しました。 

当社の第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比 5.0％減の 1,494 億円となりました。国内化粧品事

業においては、震災後の物流混乱で前年３月の出荷が同４月以降にずれこんだことによる売上増および前年同

期に実施したヘアケアブランド「ＴＳＵＢＡＫＩ」のリニューアルによる売上増に対する反動等により、前年

同期比 9.6％減の 755 億円となりました。一方、グローバル事業においては、中国事業が堅調だったことに加

え、米州でメーキャップブランド「ＮＡＲＳ」、欧州でフレグランス事業が好調に推移したことから現地通貨

ベースでは前年同期比 4.1％増となりましたが、為替影響により円換算後では前年同期比 0.1％減の 717 億円

となりました。 

営業利益は、国内での売上減に伴う差益減が大きかったことに加え、主に海外において成長に向けたマーケ

ティング費用を積極的に投下したことなどにより、30 億円の損失となりました。経常利益は、27 億円の損失

となりました。四半期純利益は、たな卸資産の未実現利益消去に対する連結上の税効果調整により法人税等調

整額がマイナス（四半期純利益に対してプラス影響）となったものの、営業損失を計上したことにより 13 億

円の純損失となりました。 

 

【連結】                                             （百万円） 

 区     分 当第1四半期 構成比 前第1四半期 構成比 増  減 増減率 外貨増減率

売 国内化粧品事業 75,509 50.5% 83,501 53.1% △7,992 △9.6% △9.6％

上 グローバル事業 71,729 48.0% 71,830 45.7% △100 △0.1% 4.1％

高 その他 2,208 1.5% 1,959 1.2% 249 12.7% 12.7％

 合    計 149,447 100.0% 157,291 100.0% △7,844 △5.0% △3.0％

 

 国内売上高 82,071 54.9% 89,593 57.0% △7,522 △8.4% △8.4％

 海外売上高 67,375 45.1% 67,698 43.0% △322 △0.5% 4.0％

 

 区     分 当第1四半期 売上比 前第1四半期 売上比 増  減 増減率 

営 国内化粧品事業 1,691 2.2% 8,925 10.6% △7,234 △81.1% 

業 グローバル事業 △5,182 △7.2% △151 △0.2% △5,031 ― 

利 その他 448 12.8% 398 12.4% 50 12.6% 

益 消去または全社 20 ― △108 ― 129 ― 

 合    計 △3,021 △2.0% 9,064 5.8% △12,085 ― 

経 常 利 益 △2,736 △1.8% 9,328 5.9% △12,065 ― 

四半期純利益 △1,274 △0.9% △277 △0.2% △997 ― 

※売上比はセグメント間の内部売上高を含めた売上に対する比率 

 

（２） 連結業績予想に関する定性的情報 

 第１四半期の実績および為替動向等を鑑み、平成 24 年４月 27 日に発表した第２四半期（累計）および通期

の連結業績予想を次ページの通り修正いたします。なお、前提となる為替レートは、第２四半期（累計）では

１ドル＝80 円、１ユーロ＝103 円、１中国元＝12.6 円、通期では１ドル＝80 円、１ユーロ＝100 円、１中国

元＝12.5 円を想定しております。 
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平成 25 年３月期 第２四半期（累計）連結業績予想数値の修正 (平成 24 年４月１日～平成 24 年９月 30 日)  

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（A） 345,000 17,500 17,500 8,000 20.10

今回修正予想（B） 337,000 11,500 11,500 5,000 12.56

増減額（B-A） △8,000 △6,000 △6,000 △3,000 

増減率（％） △2.3 △34.3 △34.3 △37.5 

(ご参考）前年第２四半期実績 

(平成 24 年３月期 第２四半期） 
336,171 21,518 21,808 9,095 22.86

 

平成 25 年３月期 通期連結業績予想数値の修正 (平成 24 年４月１日～平成 25 年３月 31 日)  

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（A） 720,000 43,500 43,500 22,000 55.28

今回修正予想（B） 710,000 43,500 43,500 22,000 55.28

増減額（B-A） △10,000 0 0 0 

増減率（％） △1.4 0.0 0.0 0.0 

(ご参考) 前期実績 

(平成 24 年３月期）  
682,385 39,135 39,442 14,515 36.47

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 
（１） 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２） 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（３） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成 24 年

４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

なお、減価償却の方法の変更により、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等

調整前四半期純損失に及ぼす影響は軽微であります。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等 

 該当事項はありません。 
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（参考情報）海外売上高 
                                            （百万円） 

 区    分 当第1四半期 構成比 前第 1四半期 構成比 増  減 増減率 外貨増減率

 米  州 22,189 14.8% 22,336 14.2% △146 △0.7% 3.6%

 欧    州 19,075  12.8% 20,296 12.9% △1,220 △6.0% 1.3%

 ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 26,110  17.5% 25,065 15.9% 1,045 4.2% 6.6%

 在  外   計 67,375  45.1% 67,698 43.0% △322 △0.5% 4.0%
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 67,121 57,760

受取手形及び売掛金 112,874 93,813

有価証券 26,716 19,473

たな卸資産 71,902 86,072

繰延税金資産 19,860 22,957

その他 17,689 21,187

貸倒引当金 △935 △943

流動資産合計 315,229 300,321

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 158,246 160,150

減価償却累計額 △98,806 △100,510

建物及び構築物（純額） 59,439 59,639

機械装置及び運搬具 81,581 83,987

減価償却累計額 △69,791 △71,841

機械装置及び運搬具（純額） 11,789 12,145

工具、器具及び備品 56,916 60,162

減価償却累計額 △38,045 △40,475

工具、器具及び備品（純額） 18,871 19,686

土地 33,091 33,303

リース資産 8,706 8,856

減価償却累計額 △5,033 △5,093

リース資産（純額） 3,673 3,762

建設仮勘定 2,931 3,983

有形固定資産合計 129,796 132,521

無形固定資産   

のれん 84,539 87,934

リース資産 613 704

商標権 40,583 42,978

その他 47,907 48,475

無形固定資産合計 173,644 180,092

投資その他の資産   

投資有価証券 27,396 26,425

前払年金費用 20,948 20,000

長期前払費用 9,658 9,302

繰延税金資産 18,084 19,671

その他 26,026 26,119

貸倒引当金 △77 △71

投資その他の資産合計 102,037 101,448

固定資産合計 405,478 414,062

資産合計 720,707 714,384
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 48,305 48,180

短期借入金 1,989 4,270

1年内返済予定の長期借入金 5,915 7,581

リース債務 1,830 1,847

未払金 44,273 40,768

未払法人税等 8,025 7,460

返品調整引当金 11,065 8,728

賞与引当金 15,030 5,857

役員賞与引当金 395 230

危険費用引当金 565 584

繰延税金負債 20 14

その他 27,302 28,158

流動負債合計 164,719 153,684

固定負債   

社債 90,000 90,000

長期借入金 82,836 80,299

リース債務 2,581 2,734

退職給付引当金 42,089 42,540

債務保証損失引当金 350 350

環境対策引当金 486 486

繰延税金負債 27,622 29,222

その他 6,306 5,394

固定負債合計 252,273 251,027

負債合計 416,992 404,712

純資産の部   

株主資本   

資本金 64,506 64,506

資本剰余金 70,263 70,263

利益剰余金 225,598 214,466

自己株式 △3,778 △3,778

株主資本合計 356,590 345,458

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 605 111

為替換算調整勘定 △66,702 △50,353

その他の包括利益累計額合計 △66,096 △50,241

新株予約権 668 703

少数株主持分 12,553 13,751

純資産合計 303,715 309,671

負債純資産合計 720,707 714,384
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 157,291 149,447

売上原価 35,165 34,366

売上総利益 122,126 115,080

販売費及び一般管理費 113,062 118,102

営業利益又は営業損失（△） 9,064 △3,021

営業外収益   

受取利息 162 188

受取配当金 507 334

持分法による投資利益 － 8

受取家賃 234 195

その他 243 269

営業外収益合計 1,148 996

営業外費用   

支払利息 481 453

持分法による投資損失 74 －

為替差損 59 －

その他 268 257

営業外費用合計 883 711

経常利益又は経常損失（△） 9,328 △2,736

特別利益   

固定資産売却益 24 6

投資有価証券売却益 － 19

特別利益合計 24 25

特別損失   

固定資産処分損 215 148

投資有価証券売却損 － 4

投資有価証券評価損 255 4

特別損失合計 470 157

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

8,882 △2,868

法人税、住民税及び事業税 2,861 1,621

法人税等調整額 6,050 △3,615

法人税等合計 8,912 △1,993

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △29 △875

少数株主利益 247 399

四半期純損失（△） △277 △1,274
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △29 △875

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11 △450

為替換算調整勘定 9,110 17,260

持分法適用会社に対する持分相当額 24 23

その他の包括利益合計 9,124 16,833

四半期包括利益 9,094 15,958

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 8,544 14,579

少数株主に係る四半期包括利益 550 1,378
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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