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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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 ％

21年3月期第2四半期 359,388 ― 33,878 ― 36,322 ― 20,088 ―
20年3月期第2四半期 362,870 4.5 32,068 24.2 33,230 18.9 12,939 37.9

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

21年3月期第2四半期 49.68 49.56
20年3月期第2四半期 31.43 31.30

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 678,291 404,667 57.0 956.00
20年3月期 675,864 399,738 56.6 946.22

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  386,639百万円 20年3月期  382,469百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 17.00 ― 17.00 34.00
21年3月期 ― 25.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 25.00 50.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 720,000 △0.5 65,000 2.4 67,000 2.9 36,000 1.5 89.01

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、9ページ【定性的情報・財務諸表等】「4．その他」をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、9ページ【定性的情報・財務諸表等】「4．その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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意
事項等については、7ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当連結会計年度より 「四半期財務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 （企
業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日） を適用しております。また、 「四半期連結財務諸表規則」 に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  410,000,000株 20年3月期  410,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  5,566,412株 20年3月期  5,794,022株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  404,334,350株 20年3月期第2四半期  411,429,925株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１． 連結経営成績に関する定性的情報 

  （１）当第２四半期累計期間（平成２０年４月１日～９月３０日）の連結業績の概況 

  当第２四半期累計期間の連結売上高は前年同期比１．０％減と前年実績を下回りました。当期間は、国内、海外ともに

景気の後退が鮮明になり、消費財市場を取り巻く環境も厳しいものとなりました。こうした中、当社の海外売上高は引

き続き伸長しましたが、国内売上高が前年同期実績を下回る結果となりました。 

営業利益は、前年同期比５．６％増と増加しました。売上減少に伴う差益減はありましたが、商品構成差による原価率

の低減、費用の一部を組み換えて第３四半期以降にシフトさせたこと、などの要因がプラスとなったためです。営業利

益の増加に伴い経常利益も前年同期比９．３％増と増加しました。特別損失として、ブティック事業撤退や㈱資生堂ビ

ューテックの解散などに伴う構造改革費用や減損損失を計上しましたが、税負担率の軽減により四半期純利益は２０１

億円、前年同期比５５．３％増と大きく増加しました。税負担率は、未実現利益消去に係る税効果の取り扱いが当期よ

り変更されたことにより、従来年間の負担に比して過大計上されていた税金費用が正常化したことで大幅に軽減されて

います。 

当期の中間配当につきましては、当初の予定通り１株当たり８円増配の２５円を実施させていただきます。この結果、

当第２四半期累計期間の連結配当性向は５０．３％となります。 

  【連結】   （百万円）

   区   分 当第2四半期

（累計） 

構成比 前年第2四半期

（累計） 

構成比 増  減 増減率 外貨増減率

  売 国内化粧品事業 218,030 60.7 % 225,334 62.1 % △ 7,303 △ 3.2 % － 

  上 海外化粧品事業 132,286 36.8 % 126,686 34.9 % 5,599  4.4 % 10.1 %

  高 その他の事業 9,070 2.5 % 10,849 3.0 % △ 1,778 △ 16.4 % － 

   合    計 359,388 100.0 % 362,870 100.0 % △ 3,481 △ 1.0 % 1.0 %

      

   国内売上高 226,539 63.0 % 235,866 65.0 % △ 9,327 △ 4.0 % － 

   海外売上高 132,849 37.0 % 127,003 35.0 %  5,845  4.6 % 10.3 %

      

   区   分 当第2四半期

（累計） 

売上比 前年第2四半期

（累計） 

売上比 増  減 増減率  

   営 業 利 益 33,878 9.4 % 32,068 8.8 % 1,810  5.6 % 

   経 常 利 益 36,322 10.1 % 33,230 9.2 % 3,091  9.3 % 

   四半期純利益  20,088 5.6 % 12,939 3.6 % 7,149  55.3 % 

   連 単 倍 率    1.53 倍     0.76 倍   
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  （２）事業別の状況  

  ①国内化粧品事業    

     （百万円）  

    区      分 当第2四半期 

（累計） 

前年第2四半期

（累計） 

増  減 増減率  

    外部売上高  218,030  225,334 △ 7,303 △ 3.2 %  

   セグ間売上高  2,882  3,452  

    売上高計  220,913  228,786

  

  

    営 業 利 益  24,311  22,573 1,737 7.7 %  

    営業利益率  11.0 %  9.9 % 1.1 %  

              

   【売上高】           

   国内化粧品事業の売上高は前年同期比３．２％減となりました。 

当第２四半期累計期間は、消費マインドの冷え込みが国内化粧品市場に少なからぬ影響を及ぼすなか、競争は引き続き厳しく、

当社も苦戦しました。このため、化粧品事業においては、カウンセリング化粧品、セルフ化粧品、トイレタリーの各領域の売

上がいずれも前年同期を下回りました。こうした中、当期間はカテゴリーでトップを目指す６つのメガブランドの継続育成に

加えて、顧客との絆づくりをベースに展開するリレーショナルブランド（カウンセリングを通じてお客さまとの関係性を深め

ていくブランド群）の強化にも着手しました。具体的には、９月にプレステージブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」に超高

級ラインの「新シネルジックライン」を投入したほか、１０月に発売する新ブランド「リバイタル グラナス」の発表も大々

的に行いました。 

理･美容室向けのプロフェッショナル事業の売上高は前年同期並みの実績となりました。同事業は、営業体制の改革を進める過

渡期にありますが、それに伴う売上の減少がほぼ一段落しております。 
ヘルスケア事業の売上高は前年同期実績を上回り、増収を継続しました。特に、同事業の象徴として経営資源を集中投下して

いる皮膚賦活食品「コラーゲン」が好調に推移し売上の伸長に貢献したほか、９月に発売した青汁ドリンク「長命草」も良好

な立ち上がりとなりました。 

   【営業利益】     

   当期間は、売上高が減少したものの、商品構成の改善により売上原価率が低下したほか、販売管理費の一部を組み換えて第３

四半期以降にシフトさせたことなどにより、前年同期比７．７％の増益となりました。 

   ≪主な新製品≫     

   カウンセリング：クレ・ド・ポー ボーテ シネルジック（ 高級ブランドの超高級ライン）、マキアージュ（メーキャップブ

ランド 有名デザイナーとのコラボレーションによる秋の新色） 

セルフ：インテグレート（メーキャップブランド 新色の追加）、ウーノ（男性用ブランド 新ヘアスタイリング剤と新スキン

ケアの追加） 

ヘルスケア：長命草（沖縄・与那国島で無農薬栽培された長命草を使用した青汁ドリンクとタブレット） 
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  ②海外化粧品事業  

    （百万円）

    区    分 当第2四半期 

（累計） 

前年第2四半期

（累計） 

増  減 増減率  

    外部売上高  132,286  126,686 5,599 4.4 %

   セグ間売上高  960  662

    売上高計  133,246  127,349

 

    営 業 利 益  8,461  8,199 261 3.2 %

    営業利益率  6.4 %  6.4 % △ 0.0 %

        

   【売上高】 

海外化粧品事業の売上高は、各地域での売上が順調に伸び、現地通貨ベースでは前年同期比１０．１％増となりましたが、米

ドルとアジア通貨に対する円高の影響もあり、円換算後では同４．４％の増収となりました。 

当第２四半期累計期間は、アメリカの金融危機に端を発した景気減速が世界的な潮流となり、化粧品を含む消費財の市場環境

は厳しいものとなりました。こうした環境下、 重点市場である中国では、チャネル別ブランド戦略を引き続き推進し、化粧

品専門店網のさらなる拡大を進める一方、デパートチャネルにおいては主力の中国専用ブランド「オプレ」のイノベーション

を実施し、高い成長を持続しました。 

中国以外の地域では、景気後退が化粧品市場に及ぼす影響がより深刻なものとなっていますが、当社が強みのスキンケアを主

体とした顧客との強い絆づくりという地道な活動を続けている結果として、売上は堅調に推移しました。また、空港免税店を

中心としたトラベルリテールビジネスも引き続き拡大しました。 

サロン向けのプロフェッショナル事業は、「ジョイコ」のヘアケア商品が好調の米国ゾートス社が現地通貨ベースの売上は増収

となりましたが、円換算後の売上は前年実績を下回りました。 

   【営業利益】    

   当期間は、売上伸長による差益増により、人件費などコストの増加を吸収し、前年同期比３．２％の増益を確保しました。 

   ≪主な新製品≫    

   化粧品：オプレ(中国専用デパート向けブランド 美白ラインと抗老化ラインのイノベーション)、ジャン･ポール・ゴルチエ

マ･ダム（デザイナーズフレグランス 女性用新ライン） 

  ③その他の事業   

      （百万円）

     区      分 当第2四半期 

（累計） 

前年第2四半期

（累計） 

増  減 増減率 

    外部売上高  9,070  10,849 △ 1,778 △ 16.4 %

   セグ間売上高  6,754  10,316

    売上高計  15,825  21,165

 

    営 業 利 益  824  1,080 △ 256 △ 23.7 %

    営業利益率  5.2 %  5.1 % 0.1 %

   【売上高】          

   

   

その他の事業の売上高は前年同期比１６．４％の減収となりました。これは主に、リース事業を展開する資生堂リース㈱を前

年第４四半期に売却したことによるものです。今後の成長分野であるフロンティアサイエンス事業（医療用医薬品、化粧品原

料、クロマトグラフィー、美容皮膚医療など）も、景気後退の影響を受けて売上が伸び悩みました。 

   【営業利益】    

   営業利益は、資生堂リース㈱の売却影響があり前年同期を２３．７％下回りました。 
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  （３）所在地別の状況及び海外売上高 

  国内では、売上高が前年同期を下回り、原価の低減や下半期への費用シフトはありましたが、吸収しきれず若干の営業減益となり

ました。 

海外における現地通貨ベースの売上は、中国の成長が際立つアジア・オセアニアで大幅に伸長したほか、景気後退が深刻なアメリ

カと欧州もスキンケアを中心に健闘し、増収を確保しました。為替レートは米ドルとアジア通貨に対して円高となり、円換算後の

売上はアメリカで減収となりました。海外各地域の営業利益は、マーケティング投資が先行し円高も影響したアメリカで減少しま

したが、収益性の高い事業や国の売上が好調の欧州とアジア・オセアニアで２ケタ伸長しました。 

  【所在地別売上高】 （百万円） 

  区      分 当第2四半期 

（累計） 

構成比 前年第2四半期

（累計） 

構成比 増  減 増減率 

   国   内 227,449 63.3 % 236,619 65.2 % △ 9,169 △ 3.9 % 

   アメリカ 25,560 7.1 % 27,533 7.6 % △ 1,973 △ 7.2 % 

   欧    州 53,138 14.8 % 50,761 14.0 % 2,376  4.7 % 

   ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 53,239 14.8 % 47,954 13.2 % 5,284  11.0 % 

   在  外   計 131,938 36.7 % 126,250 34.8 % 5,688  4.5 % 

   合      計 359,388 100.0 % 362,870 100.0 % △ 3,481 △ 1.0 % 

   

【所在地別営業利益】 （百万円） 

  区       分 当第2四半期 

（累計） 

売上比 前年第2四半期

（累計） 

売上比 増  減 増減率 

   国   内 17,336 7.2 % 17,462 7.0 % △ 125 △ 0.7 % 

   アメリカ 1,520 5.1 % 1,665 5.2 % △ 144 △ 8.7 % 

   欧    州 5,865 10.4 % 4,904 9.2 % 961  19.6 % 

   ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 7,692 14.4 % 6,599 13.7 %  1,093  16.6 % 

   在 外   計 15,079 10.8 % 13,169 9.9 % 1,909  14.5 % 

   消去又は全社 1,462 － 1,436 － 25  1.8 % 

   合      計 33,878 9.4 % 32,068 8.8 % 1,810  5.6 % 

  ※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利益率 

  【海外売上高】   (百万円) 

  区       分 当第2四半期

（累計） 

構成比 前年第2四半期

（累計） 

構成比 増  減 増減率 外貨増減率  

   アメリカ 27,596 7.7 % 29,230 8.1 % △ 1,634 △ 5.6 %  6.0 %

   欧   州 45,916 12.8 % 44,609 12.3 %  1,306 2.9 %  2.8 %

   ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 59,336 16.5 % 53,163 14.6 %  6,173  11.6 % 18.9 %

    合      計 132,849 37.0 % 127,003 35.0 % 5,845 4.6 % 10.3 %
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２． 連結財政状態に関する定性的情報 

前期末に比べ総資産は２４億円増加し、このうち純資産の増加は４９億円でした。この結果、自己資本比率は前期末における

５６．６％から、当第２四半期末は５７．０％に上昇しました。 

 

当第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、２６６億円のプラスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フ

ローは１２６億円のマイナスでした。この内訳として、国内、海外ともに既存設備の改修・更新を中心に１４０億円の設備投資等を

実施しました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、期末配当の実施などにより、１３８億円のマイナスとなりました。 

以上により、当第２四半期末の現金及び現金同等物残高は期首比７億円減の１,１９７億円となりました。年間につきましては、全体

キャッシュ・フローがプラスとなり、期末の資金が増加すると見通しております。 

 

【連結キャッシュ･フロー計算書（要約）】       （億円）  

区       分 金  額  

現金・現金同等物期首残高 1,204  

 営業活動によるキャッシュ･フロー 266  

 投資活動によるキャッシュ･フロー 

(設備投資等) 

△

(△

126

140） ※【設備投資等】 （億円） 

 財務活動によるキャッシュ･フロー △ 138 区   分 金 額  

現金・現金同等物純増額 △ 7 有形固定資産 △86 

現金･現金同等物期末残高 1,197 無形固定資産 △30 

 長期前払費用 △24  

    

なお下表の通り、過去数年の自己資本比率は簿価ベースが５０％台、時価ベースが１３０％以上で推移しております。負債関連指標

も安全な水準で推移しております。 

【キャッシュ・フロー関連指標の推移】 
     

区   分 2006/3期 2007/3期 2008/3期 当第2四半期  

自己資本比率（％） 55.7 52.5 56.6 57.0  

時価ベースの自己資本比率（％） 134.4 133.6 157.6 139.8  

債務償還年数（年） 3.8 1.8 0.8 1.2  

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ（倍） 8.6 30.6 39.1 26.1  

（注）１ 自己資本比率：(純資産の部合計-新株予約権-少数株主持分)/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

債務償還年数：有利子負債/営業活動によるキャッシュ・フロー 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ：営業活動によるキャッシュ・フロー/利払い 

２ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

３ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

４ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また

利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

５ 当第２四半期の債務償還年数は、営業活動によるキャッシュ・フローと利払いを年換算して算出しております。 
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３． 連結業績予想に関する定性的情報 

 （１）通期の業績見通し     

  世界経済の減速感は日増しに高まっており、２００８年度下半期以降の当社グループを取り巻く市場環境は、国内・海外とも一層

厳しいものとなる見通しにあります。しかしながら、当社グループはこのような厳しい環境こそ経営体質のさらなる強化を図る好

機と捉え、３カ年計画に織り込んだ取り組みを着実に実行するとともに、環境の変化にも適切に対応しながら、競争優位の確立と

収益性の向上に努めていきます。 

２００８年度の下半期は、①拠点市場の日本において「売上の質」を高める、②海外で高成長を維持する、③費用の効率運用によ

って収益性向上を図ることを課題とし、国内での新ブランド・新ライン投入と営業改革の推進、海外成長市場への注力と欧米の子

会社統合による機能強化、スタッフ機能の分社化・アウトソーシングなどを実行します。 

こうした取り組みにより、下半期は前年同期並みの全体売上の確保を見込んでいます。利益面でも、上半期の費用を一部シフトさ

せたことによる負担増はありますが、概ね前年同期並みの水準を計画しています。 

この結果、通期の業績は連結売上高７，２００億円（前期比０．５％減）、営業利益６５０億円（同２．４％増）、経常利益６７０

億円（同２．９％増）、当期純利益３６０億円（同１．５％増）と見通しています。 

当期の期末配当につきましては、１株当たり８円増配の２５円とし、年間では１６円増配の５０円配当を実施する予定です。 

     

  【連結売上高】  （億  円）  

  区    分 2009/3期（見込） 2008/3期 増 減 増減率  

  国内化粧品事業 4,320 4,390 △ 70 △ 2%  

  海外化粧品事業 2,700 2,637 63 2%  

  その他の事業 180 208 △ 28 △ 13%  

  合    計 7,200 7,235 △ 35 △ 0%  

  海外売上高 2,700 2,643 57 2%  

  売上比率 37.5% 36.5%  

   

  【連結利益】   （億  円） 

  区    分 2009/3期（見込） 売上比 2008/3期 売上比   増 減 増減率 

  営業利益 650 9.0% 635 8.8% 15  2% 

  経常利益 670 9.3% 651 9.0% 19  3% 

  当期純利益 360 5.0% 355 4.9% 5  2% 

   

【連結財務指標ほか】 

   

  区      分 2009/3期(見込) 2008/3期 増減    

  ROE ％ ％ ％    

  （自己資本当期純利益率） 9.3 9.2 0.1    

  １株当たり当期純利益 円 円 円    

  89.01 86.05 2.96    

  配当性向 ％ ％ ％    

  56.2 39.5 16.7    

  １株当たり配当金 円 円 円    

  中  間 25.00 17.00 8.00    

  期  末 25.00 17.00 8.00    
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 （２）事業区分別の通期見通し   

 ［国内化粧品事業］     

  

 

 

 

 

 

 

下半期は、引き続き消費マインドが冷え込むなど、国内化粧品市場全体として前年を下回る厳しい環境を見込んでいます。その

中で当社は、以下のような取り組みにより当事業の「売上の質」を高め、市場平均を上回る売上伸長の確保を図ります。 

化粧品事業では、「リレーショナルブランドの育成」と「団塊世代向け集中プロモーションの展開」、「メガブランドの継続育成

とイノベーションの開始」に取り組みます。リレーショナルブランドについては、９月の「クレ・ド・ポー ボーテ シネルジ

ック」発売、１０月の「リバイタル グラナス」（団塊ジュニアを中心としたニューラグジュアリー層向け）発売と「ｄプログ

ラム」（敏感肌用ブランド）のリニューアルと商品力を強化し、３年前から注力してきたビューティーコンサルタントの応対力

向上の成果を発揮していきます。また、団塊世代向けには１１月の「エリクシール プリオール」投入を契機として、プロモー

ションを順次展開します。さらに、この「エリクシール プリオール」のみならず、メガブランドについては、その鮮度を高め

るため、年明け以降順次イノベーションを進めていく予定です。 

こうした取り組みにより下半期の売上は前年同期を上回る水準を見込みますが、上半期の減収は補いきれず、通期で減収と見通

しています。通期の営業利益については、減収に伴う差益の減少はありますが、原価率の改善や販売管理費の効率化などにより、

前期並みの水準を確保する見通しです。 

 ［海外化粧品事業］      

  世界規模の景気減速は下半期も一層強まる見通しにあります。その中で、 も成長の期待できる中国においては、北京五輪へ

の協力体制（北京の子会社の営業休止）による開催期間の売上減速はあるものの、デパートチャネルでの「オプレ」イノベー

ションと専門店網のさらなる拡大をテコに高成長を維持する見通しです。中国以外の市場においても、シティーコンセプト（市

場を都市単位で捉え、都市ごとに集中的に原資を投下する攻めのマーケティングを展開）の推進や欧米の子会社統合による機

能強化など、各地における資生堂グループのプレゼンスと収益性の向上を図っていきます。 

下半期は円高の影響を強く受けると予測しており、円換算後の収益が目減りすると想定していますが、以上の取り組みなどを

背景に、通期についても増収増益基調を見込んでいます。 

 ［その他の事業］      

  その他の事業は、成長分野であるフロンティアサイエンス事業の拡大に引き続き取り組んでいきますが、事業全体としては資

生堂リース株式会社の売却影響が大きいことから、通期でも減収減益を見込んでいます。 

      

 ［海外売上高］      

  通期の海外売上高は、中国の高成長が続くアジア・オセアニアで２ケタの売上伸長が期待できますが、欧米での伸長ペース鈍

化と円高により全体では前期比２％の伸長（現地通貨ベース７％）を見込んでおります。 

       

 以上の通期見通しの前提条件は次のとおりです。 

  ２００８年度の日本の実質ＧＤＰは１％弱のプラス成長と見ております。化粧品の需要動向としては、経済産業省の化粧品出

荷統計ベースで微減傾向を想定しております。また、主な為替レートは １０５円／米ドル、１５５円／ユーロ、１５．０円

／中国人民元で計画を策定しております。 
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４． その他 

（１）期中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） 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（簡便な会計処理） 

たな卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に係る実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算定しております。 

また、たな卸資産の簿価切下げにあたっては、収益性の低下が明らかな、たな卸資産についてのみ正味売却価額を見積もり、

簿価切下げを行っております。 

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 該当事項はありません。 

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

   当連結会計年度より 「四半期財務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第１２号 平成 19 年３月 14 日）及び 「四半期

財務諸表に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指針第１４号 平成19年３月14日） を適用しております。また、 

「四半期連結財務諸表規則」 に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、当社は総平均法による原価法、連結子会社は主として 終仕入原価

法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日）が適用されたこと、並びに当社と連結子会社の会計処理の統一を進めたことに伴い、主として総平均法による原価

法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は592百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞ

れ530百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 

④「リース取引に関する会計基準」等の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改

正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 

会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適

用することができるようになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引

に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は151百万円、経常利益は16百万円増加し、税金等調整前四半期純利益

は199百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 58,170 67,413

受取手形及び売掛金 112,908 111,115

有価証券 73,181 65,075

たな卸資産 72,790 68,486

繰延税金資産 27,557 29,454

その他 15,304 17,657

貸倒引当金 △1,185 △1,494

流動資産合計 358,727 357,707

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 166,554 168,342

減価償却累計額 △94,009 △92,783

建物及び構築物（純額） 72,545 75,559

機械装置及び運搬具 84,910 85,927

減価償却累計額 △72,855 △73,485

機械装置及び運搬具（純額） 12,054 12,441

工具、器具及び備品 50,810 50,047

減価償却累計額 △36,133 △35,354

工具、器具及び備品（純額） 14,676 14,692

土地 39,979 40,290

リース資産（純額） 5,942 －

建設仮勘定 1,498 1,374

有形固定資産合計 146,698 144,357

無形固定資産   

のれん 17,704 22,194

その他 28,657 28,743

無形固定資産合計 46,361 50,938

投資その他の資産   

投資有価証券 42,438 39,781

前払年金費用 34,741 35,158

長期前払費用 10,378 10,418

繰延税金資産 13,708 10,944

その他 25,487 26,836

貸倒引当金 △251 △278

投資その他の資産合計 126,503 122,861

固定資産合計 319,563 318,157

資産合計 678,291 675,864
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 59,306 58,333

短期借入金 5,393 4,704

コマーシャル・ペーパー 212 －

1年内償還予定の社債 － 6,849

1年内返済予定の長期借入金 550 27,100

リース債務 2,762 －

未払金 49,172 56,108

未払法人税等 10,385 9,029

返品調整引当金 6,189 7,945

賞与引当金 12,272 12,416

役員賞与引当金 114 110

危険費用引当金 915 888

繰延税金負債 7 3

その他 21,637 22,499

流動負債合計 168,921 205,989

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 32,435 4,566

リース債務 3,716 －

退職給付引当金 39,422 38,301

債務保証損失引当金 350 350

繰延税金負債 6,017 3,796

その他 2,760 3,121

固定負債合計 104,702 70,136

負債合計 273,623 276,125

純資産の部   

株主資本   

資本金 64,506 64,506

資本剰余金 70,258 70,258

利益剰余金 255,989 248,920

自己株式 △10,824 △11,196

株主資本合計 379,930 372,488

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,073 5,274

繰延ヘッジ損益 － △57

為替換算調整勘定 1,635 4,763

評価・換算差額等合計 6,709 9,980

新株予約権 181 153

少数株主持分 17,846 17,115

純資産合計 404,667 399,738

負債純資産合計 678,291 675,864
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 359,388

売上原価 86,372

売上総利益 273,015

販売費及び一般管理費 239,137

営業利益 33,878

営業外収益  

受取利息 1,179

受取配当金 590

為替差益 958

その他 1,423

営業外収益合計 4,150

営業外費用  

支払利息 911

売上割引 224

持分法による投資損失 27

その他 543

営業外費用合計 1,707

経常利益 36,322

特別利益  

固定資産売却益 163

特別利益合計 163

特別損失  

減損損失 846

固定資産処分損 694

投資有価証券評価損 31

出資金評価損 16

構造改革費用 1,974

リース会計基準の適用に伴う影響額 215

リース解約損 70

特別損失合計 3,851

税金等調整前四半期純利益 32,633

法人税、住民税及び事業税 11,095

法人税等調整額 △832

法人税等合計 10,262

少数株主利益 2,282

四半期純利益 20,088
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 195,280

売上原価 48,478

売上総利益 146,801

販売費及び一般管理費 125,153

営業利益 21,648

営業外収益  

受取利息 606

受取配当金 6

為替差益 33

その他 806

営業外収益合計 1,453

営業外費用  

支払利息 369

売上割引 111

持分法による投資損失 37

その他 330

営業外費用合計 849

経常利益 22,252

特別利益  

固定資産売却益 69

特別利益合計 69

特別損失  

減損損失 580

固定資産処分損 563

投資有価証券評価損 21

出資金評価損 1

構造改革費用 1,816

リース解約損 67

特別損失合計 3,050

税金等調整前四半期純利益 19,271

法人税、住民税及び事業税 5,595

法人税等調整額 2,556

法人税等合計 8,152

少数株主利益 1,285

四半期純利益 9,833
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 32,633

減価償却費 14,213

のれん償却額 806

減損損失 846

固定資産処分損益（△は益） 531

投資有価証券評価損益（△は益） 31

出資金評価損 16

構造改革費用 1,974

リース会計基準の適用に伴う影響額 215

リース解約損 70

貸倒引当金の増減額（△は減少） △297

返品調整引当金の増減額（△は減少） △1,644

賞与引当金の増減額（△は減少） △67

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4

危険費用引当金の増減額（△は減少） 18

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,025

前払年金費用の増減額（△は増加） 416

受取利息及び受取配当金 △1,769

支払利息 911

持分法による投資損益（△は益） 27

売上債権の増減額（△は増加） △2,652

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,085

仕入債務の増減額（△は減少） △2,231

その他 △4,440

小計 35,555

利息及び配当金の受取額 1,760

利息の支払額 △1,019

法人税等の支払額 △9,681

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,615
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △13,148

定期預金の払戻による収入 14,040

有価証券の取得による支出 △730

有価証券の売却による収入 298

投資有価証券の取得による支出 △3,571

投資有価証券の売却による収入 3,200

有形固定資産の取得による支出 △8,575

有形固定資産の売却による収入 95

無形固定資産の取得による支出 △3,040

長期前払費用の取得による支出 △2,421

その他 1,205

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,645

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 711

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 209

長期借入れによる収入 28,698

長期借入金の返済による支出 △27,100

社債の償還による支出 △6,295

リース債務の返済による支出 △1,711

自己株式の取得による支出 △328

自己株式の処分による収入 402

配当金の支払額 △6,870

少数株主への配当金の支払額 △1,510

その他 36

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,758

現金及び現金同等物に係る換算差額 △747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △536

現金及び現金同等物の期首残高 120,393

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△115

現金及び現金同等物の四半期末残高 119,741
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当連結会計年度より 「四半期財務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第１２号 平成19年３月14日）及び 「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指針第１４号 平成19年３月14日） を適用しております。また、 「四半期

連結財務諸表規則」 に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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（５）【セグメント情報】 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)  

  

国内化粧品 

事業 

(百万円) 

海外化粧品

事業 

(百万円) 

その他の 

事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 

又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高         

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
121,857  69,073 4,349 195,280 ― 195,280 

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
1,695  394 3,188 5,278 (5,278) ―

計 123,553  69,467 7,537 200,559 (5,278) 195,280 

営業利益 17,697  3,515 244 21,457 191  21,648 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)  

  

国内化粧品 

事業 

(百万円) 

海外化粧品

事業 

(百万円) 

その他の 

事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 

又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高         

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
218,030  132,286 9,070 359,388 ― 359,388 

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
2,882  960 6,754 10,597 (10,597) ―

計 220,913  133,246 15,825 369,985 (10,597) 359,388 

営業利益 24,311  8,461 824 33,597 280  33,878 

(注) １ 事業区分は、内部組織管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主な事業の内容 

(国内化粧品事業)： 化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販売) 

プロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売等) 

ヘルスケア事業(美容食品、一般用医薬品の製造・販売) 

その他(国内アウトオブ資生堂、通販化粧品の製造・販売等) 

(海外化粧品事業)： 化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販売) 

プロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売等) 

(その他の事業) ： フロンティアサイエンス事業(化粧品原料、医療用医薬品、美容医療用化粧品等の製造・販売)

その他(衣料品、服飾雑貨等の販売、飲食業、不動産の賃貸等) 

３ 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間よ

り「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を適用しております。この変更に伴い、従

来の方法に比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、海外化粧品事業において592百万円減少しております。 

４ 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間よ

り「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法に比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、国内化粧品事業において110百万円増加、海外化粧

品事業において34百万円増加及びその他の事業において6百万円増加しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)  

  
日本 

(百万円) 

アメリカ

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア・

オセアニア

(百万円)

計 

(百万円)

消去 

又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高          

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
126,407  12,893 24,851 31,128 195,280 ― 195,280 

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
6,825  1,978 1,659 33 10,495 (10,495) ―

計 133,232  14,871 26,510  31,161 205,776  (10,495) 195,280 

  営業利益 13,658  837 1,661 5,167 21,325 323  21,648 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)  

  
日本 

(百万円) 

アメリカ

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア・

オセアニア

(百万円)

計 

(百万円)

消去 

又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高          

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
227,449  25,560 53,138 53,239 359,388 ― 359,388 

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
13,336  4,160 3,226 51 20,774 (20,774) ―

計 240,785  29,720 56,364 53,291 380,162  (20,774) 359,388 

  営業利益 17,336  1,520 5,865 7,692 32,415 1,462  33,878 

(注)  １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アメリカ     ：米国、カナダ、ブラジル 

 (2) 欧州       ：フランス、イタリア、ドイツ、スペイン 

 (3) アジア・オセアニア：中国(香港含む)、台湾、韓国、東南アジア、オーストラリア 

３ 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間よ

り「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を適用しております。この変更に伴い、従

来の方法に比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、アメリカにおいて374百万円減少、アジア・オセアニアに

おいて217百万円減少しております。 

４ 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間よ

り「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法に比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、日本において151百万円増加しております。 
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【海外売上高】 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)  

  アメリカ 欧州 
アジア・ 

オセアニア 
計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,742 21,321 34,355  69,419 

Ⅱ 連結売上高(百万円)   195,280 

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
7.0 10.9 17.6  35.5 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)  

  アメリカ 欧州 
アジア・ 

オセアニア 
計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 27,596 45,916 59,336  132,849 

Ⅱ 連結売上高(百万円)   359,388 

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
7.7 12.8 16.5  37.0 

(注)  １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

 (1) アメリカ     ：米国、カナダ、ブラジル 

 (2) 欧州       ：フランス、イタリア、ドイツ、スペイン 

 (3) アジア・オセアニア：中国(香港含む)、台湾、韓国、東南アジア、オーストラリア 

３ 海外売上高は、当社及び日本に所在する連結子会社の輸出高並びに日本以外の国に所在する連結子会社の日本以外に対す

る売上高の合計額であります。ただし、連結会社間の内部売上高は除いております。 

 

 

（６）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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【参考】 

 

○前年同四半期連結損益計算書 

【第２四半期連結累計期間】 

 

  

前年同四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

区分 金額(百万円) 百分比(％) 

Ⅰ 売上高 362,870 100.0

Ⅱ 売上原価 94,306 26.0

売上総利益 268,563 74.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 236,495 65.2

営業利益 32,068 8.8

Ⅳ 営業外収益 

１ 受取利息 990

２ 受取配当金 709

３ 持分法投資利益 74

４ その他の営業外収益 1,408 3,184 0.9

Ⅴ 営業外費用 

１ 支払利息 882

２ 売上割引 249

３ その他の営業外費用 890 2,022 0.5

経常利益 33,230 9.2

Ⅵ 特別利益 

１ 固定資産売却益 509

２ 関係会社株式売却益 2,379

３ 投資有価証券売却益 508 3,397 0.9

Ⅶ 特別損失 

１ 減損損失 1,089

２ 固定資産処分損 225

３ 投資有価証券売却損 16

４．投資有価証券評価損 72

５ 特別退職関連費用 1,101

６ 構造改革費用 450 2,954 0.8

税金等調整前中間純利益 33,673 9.3

法人税、住民税 

及び事業税 
9,286

法人税等調整額 9,361 18,647 5.1

少数株主利益 2,086 0.6

中間純利益 12,939 3.6
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○前年同四半期セグメント情報 

 
〔事業の種類別セグメント情報〕 

前年同四半期連結累計期間 (自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)                             

  
国内化粧品 

事業 

海外化粧品

事業 

その他の 

事業 
計 

消去 

又は全社 
連結 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

売上高             

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
225,334 126,686 10,849 362,870 ― 362,870

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
3,452 662 10,316 14,431 (14,431) ―

計 228,786 127,349 21,165 377,301 (14,431) 362,870

営業利益 22,573 8,199 1,080 31,854 213 32,068

 

 

 

〔所在地別セグメント情報〕 

前年同四半期連結累計期間 (自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)                              

  日本 アメリカ 欧州 
アジア・

オセアニア
計 

消去 

又は全社 
連結 

  (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高          

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
236,619 27,533 50,761 47,954 362,870 ― 362,870

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
12,927 4,371 2,420 76 19,795 (19,795) ―

計 249,547 31,904 53,182 48,031 382,666 (19,795) 362,870

営業利益 17,462 1,665 4,904 6,599 30,631 1,436 32,068

 

 

 

〔海外売上高〕 

前年同四半期連結累計期間 (自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)                           

  アメリカ 欧州 
アジア・ 

オセアニア 
計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 29,230 44,609 53,163 127,003 

Ⅱ 連結売上高(百万円)    362,870 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
8.1 12.3 14.6 35.0 

 

 

 

以 上 
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