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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 518,500 ― 37,316 ― 39,550 ― 21,308 ―
20年3月期第3四半期 536,730 3.7 50,252 23.3 52,294 19.7 26,212 29.3

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3四半期 52.77 52.66
20年3月期第3四半期 64.08 63.84

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3四半期 629,489 375,300 56.9 891.91
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3四半期  358,109百万円 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 700,000 △3.2 57,000 △10.2 58,000 △10.9 30,000 △15.4 74.72

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、３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、３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、３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3四半期  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3四半期  8,489,974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3四半期  403,806,153株 20年3月期第3四半期  408,875,401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 

【業績の概要】                                        （百万円） 

 当第3四半期 

（累計） 

前年第3四半期 

（累計） 
増減 増減率 

売 国内化粧品事業 312,396 329,928 △17,531 △5.3 %

上 海外化粧品事業 192,601 190,910 1,690 0.9 %

高 その他の事業 13,502 15,891 △2,388 △15.0 %

合  計 518,500 536,730 △18,229 △3.4 %
     

国内売上高 325,120 345,407 △20,286 △5.9 %

海外売上高 193,380 191,322 2,057 1.1 %
     

営業利益 37,316 50,252 △12,935 △25.7 %

経常利益 39,550 52,294 △12,743 △24.4 %

四半期純利益 21,308 26,212 △4,904 △18.7 %

 

当第３四半期累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年１２月３１日までの９ヵ月）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。国内では、消費マインドが一段と冷え込み、化粧品市場も縮小

傾向を辿りました。海外では（海外子会社は平成２０年１月１日から平成２０年９月３０日）、先進各国の化粧品市場が総じて、世

界的な景気減速の影響を受けましたが、中国の化粧品市場が成長を続けるなど、一部の新興国市場は順調に推移しました。 

こうした中、当社グループでは前３ヵ年で築いた基盤をベースに「日本をオリジンとしアジアを代表するグローバルプレイヤー」

をめざして、「世界中のお客さまに愛されるブランド」を創り上げるとともに、「世界に通用する質の高い経営基盤」の確立をめざ

した新３ヵ年計画を推進しています。 

 

当第３四半期累計期間の連結売上高は、前年同期に比べ３．４％減収となりました。国内化粧品事業においては、消費マインド

が冷え込む中で競争激化の影響を受けたことから、事業全体の売上高は前年同期を５．３％下回りました。海外化粧品事業におい

ては、スキンケアを刷新した中国専用ブランドが好調な中国をけん引役に、アジアが２ケタ成長ペースを持続しました。一方、ア

メリカ、欧州ではスキンケアを中心に「SHISEIDO」ブランドが健闘しましたが、景気減速影響を受けて成長ペースが鈍化しました。

これらの結果、海外化粧品事業の売上高は現地通貨ベースで５．７％増収となりましたが、円高の進行により円換算後では０．９％

増収に止まりました。 

営業利益は、売上減に伴う差益の減少に加えて、マーケティング費用を中心に国内外で積極的な費用投入を行ったことから、前

年同期に比べ２５．７％減益となりました。経常利益は、前年同期に比べ２４．４％減益となりました。 

なお、ブティック事業撤退などに伴う構造改革費用を含めて特別損失を６９億円計上しました。一方で、第３四半期累計期間に

おける税負担率は軽減されましたが、これらの結果として、当第３四半期累計期間の四半期純利益は前年同期に比べ１８．７％減

益の２１３億円となりました。 

 

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４６４億円減少し、純資産は２４４億円減少しました。この結果、自己資本比率は前期末における 

５６．６％から、５６．９％に若干上昇しました。 

 

(連結キャッシュ・フローの状況) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益３３２億円と減価償却費２１４億円を計上したことにより、

運転資金の増加や法人税の支払いなどを吸収し、２１５億円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に既存設備の改修･更新のための固定資産投資があり、２０９億円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金１６４億円の支払や自己株式の取得６５億円、社債の償還６４億円などにより、

２７８億円の支出となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は前期末比３１５億円減の８８９億円となりました。 
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３． 連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間における連結売上高、営業利益の実績などを鑑み、前回予想（平成２０年１０月３０日発表）より通期の

業績予想を変更しています。 

全体業績は通期においても減収減益を見込み、連結売上高は７，０００億円（前回予想７，２００億円）、営業利益は５７０億円

（前回予想６５０億円）、経常利益は５８０億円（前回予想６７０億円）、当期純利益は３００億円（前回予想３６０億円）として

います。 

国内化粧品事業については、第４四半期に主力ブランドの品揃えやリニューアルを進めて売上の確保を図るとともに、費用の効

率運用にも努めますが、年間で減収及び営業減益を見込んでいます。海外化粧品事業については、現地通貨ベースの売上は堅調な

推移を見込んでいますが、第４四半期に円高が加速していることから、円換算後の年間売上は前年並みに止まる見込みです。同事

業の営業利益は、中国など収益性の高い地域の貢献度が高まることから実質増益を見込みますが、円ベースでは若干の減益と見通

しています。 

なお、前提となる主な為替レートは通期で１０３．４円/米ドル、１５２．４円/ユーロ、１４．９円/中国人民元としています。 

 

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３四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、

簿価切下げを行う方法によっております。 

 

（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、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３四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 

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３四半期連結累計期間の営業利益は737百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞ

れ673百万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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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、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３四半期連結累計期間の営業利益は220百万円、経常利益は25百万円増加し、税金等調整前四半期純利益

は190百万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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 60,003 67,413

受取手形及び売掛金 99,367 111,115

有価証券 42,943 65,075

たな卸資産 74,338 68,486

繰延税金資産 28,411 29,454

その他 16,943 17,657

貸倒引当金 △1,105 △1,494

流動資産合計 320,902 357,707

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 164,237 168,342

減価償却累計額 △93,696 △92,783

建物及び構築物（純額） 70,541 75,559

機械装置及び運搬具 84,073 85,927

減価償却累計額 △72,426 △73,485

機械装置及び運搬具（純額） 11,646 12,441

工具、器具及び備品 49,614 50,047

減価償却累計額 △35,562 △35,354

工具、器具及び備品（純額） 14,051 14,692

土地 39,114 40,290

リース資産（純額） 5,602 －

建設仮勘定 1,374 1,374

有形固定資産合計 142,331 144,357

無形固定資産   

のれん 16,260 22,194

その他 26,956 28,743

無形固定資産合計 43,217 50,938

投資その他の資産   

投資有価証券 36,772 39,781

前払年金費用 34,548 35,158

長期前払費用 11,385 10,418

繰延税金資産 15,487 10,944

その他 25,074 26,836

貸倒引当金 △229 △278

投資その他の資産合計 123,038 122,861

固定資産合計 308,587 318,157

資産合計 629,489 675,864
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 55,134 58,333

短期借入金 6,791 4,704

コマーシャル・ペーパー 1,036 －

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 2,545 －

未払金 44,183 56,108

未払法人税等 6,113 9,029

返品調整引当金 7,434 7,945

賞与引当金 4,074 12,416

役員賞与引当金 166 110

危険費用引当金 804 888

繰延税金負債 10 3

その他 21,117 22,499

流動負債合計 149,963 205,989

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 32,267 4,566

リース債務 3,496 －

退職給付引当金 39,374 38,301

債務保証損失引当金 350 350

繰延税金負債 5,982 3,796

その他 2,754 3,121

固定負債合計 104,226 70,136

負債合計 254,189 276,125

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 246,990 248,920

自己株式 △16,856 △11,196

株主資本合計 364,898 372,488

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,747 5,274

繰延ヘッジ損益 － △57

為替換算調整勘定 △8,536 4,763

評価・換算差額等合計 △6,788 9,980

新株予約権 217 153

少数株主持分 16,972 17,115

純資産合計 375,300 399,738

負債純資産合計 629,489 675,864
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 518,500

売上原価 128,014

売上総利益 390,486

販売費及び一般管理費 353,169

営業利益 37,316

営業外収益  

受取利息 1,672

受取配当金 701

為替差益 59

持分法による投資利益 75

その他 2,102

営業外収益合計 4,612

営業外費用  

支払利息 1,328

売上割引 329

その他 720

営業外費用合計 2,378

経常利益 39,550

特別利益  

固定資産売却益 419

関係会社株式売却益 71

投資有価証券売却益 35

特別利益合計 526

特別損失  

減損損失 1,082

固定資産処分損 982

投資有価証券売却損 12

投資有価証券評価損 43

出資金評価損 16

構造改革費用 4,300

リース会計基準の適用に伴う影響額 215

リース解約損 233

特別損失合計 6,888

税金等調整前四半期純利益 33,188

法人税、住民税及び事業税 11,214

法人税等調整額 △1,659

法人税等合計 9,555

少数株主利益 2,324

四半期純利益 21,308
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 159,112

売上原価 41,641

売上総利益 117,471

販売費及び一般管理費 114,032

営業利益 3,438

営業外収益  

受取利息 492

受取配当金 111

持分法による投資利益 103

その他 679

営業外収益合計 1,386

営業外費用  

支払利息 416

売上割引 105

為替差損 898

その他 176

営業外費用合計 1,596

経常利益 3,228

特別利益  

固定資産売却益 256

関係会社株式売却益 71

投資有価証券売却益 35

特別利益合計 363

特別損失  

減損損失 236

固定資産処分損 288

投資有価証券売却損 12

投資有価証券評価損 11

構造改革費用 2,326

リース解約損 163

特別損失合計 3,037

税金等調整前四半期純利益 554

法人税、住民税及び事業税 119

法人税等調整額 △826

法人税等合計 △706

少数株主利益 41

四半期純利益 1,219
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 33,188

減価償却費 21,364

のれん償却額 1,215

減損損失 1,082

固定資産処分損益（△は益） 562

関係会社株式売却損益（△は益） △71

投資有価証券売却損益（△は益） △23

投資有価証券評価損益（△は益） 43

出資金評価損 16

構造改革費用 4,300

リース会計基準の適用に伴う影響額 215

リース解約損 233

貸倒引当金の増減額（△は減少） △316

返品調整引当金の増減額（△は減少） △199

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,148

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 56

危険費用引当金の増減額（△は減少） 11

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,577

前払年金費用の増減額（△は増加） 365

受取利息及び受取配当金 △2,373

支払利息 1,328

持分法による投資損益（△は益） △75

売上債権の増減額（△は増加） 5,426

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,241

仕入債務の増減額（△は減少） △7,037

その他 △6,910

小計 35,592

利息及び配当金の受取額 2,467

利息の支払額 △1,290

法人税等の支払額 △15,310

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,459
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 △21,852

定期預金の払戻による収入 18,310

有価証券の取得による支出 △809

有価証券の売却による収入 1,635

投資有価証券の取得による支出 △3,763

投資有価証券の売却による収入 3,862

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

342

有形固定資産の取得による支出 △11,908

有形固定資産の売却による収入 661

無形固定資産の取得による支出 △3,817

長期前払費用の取得による支出 △5,057

その他 1,514

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,881

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） 2,284

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 1,058

長期借入れによる収入 28,716

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 △6,350

リース債務の返済による支出 △2,450

自己株式の取得による支出 △6,500

自己株式の処分による収入 455

配当金の支払額 △16,374

少数株主への配当金の支払額 △1,584

その他 57

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,787

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,359

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）

△114

現金及び現金同等物の四半期末残高 88,920

㈱資生堂　（4911）　平成21年３月期　第３四半期決算短信　

10



 

  

 

 

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３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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 
94,365 60,315 4,431 159,112 ― 159,112

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
1,264 307 2,686 4,257 (4,257) ―

計 95,629 60,622 7,118 163,370 (4,257) 159,112

営業利益 2,687 153 527 3,368 70 3,438

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 
312,396 192,601 13,502 518,500 ― 518,500

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
4,146 1,267 9,440 14,855 (14,855) ―

計 316,543 193,868 22,943 533,355 (14,855) 518,500

営業利益 26,998 8,615 1,351 36,965 351 37,316

（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、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３四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737百万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、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３四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160百万円増加、海外化粧品事業

において49百万円増加及びその他の事業において10百万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３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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 
98,929 13,101 25,342 21,738 159,112 ― 159,112

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
5,632 1,845 1,702 29 9,210 (9,210) ―

計 104,562 14,947 27,044 21,768 168,323 (9,210) 159,112

  営業利益又は営業損失（△） △674 693 2,912 7 2,939 499 3,438

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 
326,379 38,662 78,480 74,978 518,500 ― 518,500

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
18,968 6,006 4,929 81 29,985 (29,985) ―

計 345,348 44,668 83,409 75,059 548,486 (29,985) 518,500

  営業利益 16,662 2,213 8,778 7,700 35,354 1,962 37,316

（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、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３四半期連結累計期間の営業利益は、アメリカにおいて567百万円減少、アジア・オセアニアにおいて

169百万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、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３四半期連結累計期間の営業利益は、日本において220百万円増加しております。 
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【海外売上高】 

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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) 14,357 22,109 24,063 60,531

Ⅱ 連結売上高(百万円)  159,112

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
9.0 13.9 15.1 38.0

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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) 41,954 68,026 83,399 193,380

Ⅱ 連結売上高(百万円)  518,500

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
8.1 13.1 16.1 37.3

（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 

当社は、平成20年10月30日開催の取締役会における自己株式の取得決議に基づき、自己株式の取得を行い、自己株式が4,488百

万円増加しました。主にこの影響により、当第3四半期連結会計期間末において自己株式は16,856百万円になっております。 
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【参考】 

 

○前年同四半期連結損益計算書 

【第３四半期連結累計期間】 

 

 

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12月31日) 

区分 
金額 

（百万円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高   536,730 100.0

Ⅱ 売上原価 138,972 25.9

  売上総利益 397,757 74.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 347,505 64.7

営業利益 50,252 9.4

Ⅳ 営業外収益 4,656 0.8

Ⅴ 営業外費用 2,614 0.5

経常利益 52,294 9.7

Ⅵ 特別利益 3,620 0.7

Ⅶ 特別損失 3,198 0.6

税金等調整前四半期純利益 52,715 9.8

法人税、住民税及び事業税 

法人税等調整額 

13,856

9,403
4.3

少数株主利益 3,241 0.6

  四半期純利益 26,212 4.9
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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12月31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 
329,928 190,910 15,891 536,730 ― 536,730

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
4,847 1,103 15,286 21,237 (21,237) ―

計 334,775 192,013 31,177 557,967 (21,237) 536,730

営業利益 36,248 11,926 1,789 49,965 286 50,252

 

 

 

〔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12月31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 
346,557 42,092 77,417 70,662 536,730 ― 536,730

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
19,957 6,565 3,988 95 30,607 (30,607) ―

計 366,515 48,657 81,406 70,758 567,338 (30,607) 536,730

営業利益 29,481 2,686 6,653 9,460 48,281 1,970 50,252

 

 

 

〔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12月31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) 44,907 68,081 78,334 191,322 

Ⅱ 連結売上高(百万円)    536,730 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
8.3 12.7 14.6 35.6 

 

 

 

以 上        
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	（５）【セグメント情報】



