
第２ 【事業の状況】 

  

１ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書（2015年６月23日提出）の記載から重要な変更又は新たな発生はありません。 

  

２ 【経営上の重要な契約等】 

当社は、2015年９月30日開催の取締役会において、2016年１月１日を効力発生日として、会社分割（簡易吸収分

割）により当社の日本向けのコーポレート機能の一部及びヘルスケア事業を当社の完全子会社である資生堂販売株

式会社（以下、販売会社）に承継させることを決議しました。 

吸収分割の概要は、以下のとおりです。 

(1) 吸収分割の目的 

当社は、2014年12月に発表した中長期戦略「VISION 2020」の実現に向けた改革の一環として、強いブランドの

育成と世界の各地域に適したマーケティングの実行を可能とするために、ブランド軸と地域軸からなるマトリク

ス組織体制への移行を開始しています。各地域に、その地域での事業活動について責任と権限を持つ「地域本

社」を発足させ、現場のニーズとノウハウを 大限に活用し、実行力に優れた体制を築き上げていきます。 

日本における新組織体制として、2015年10月１日を効力発生日として吸収分割により当社の日本国内における

化粧品事業の一部を販売会社に承継させ、同日付で販売会社の商号を「資生堂ジャパン株式会社」に変更し日本

地域本社としての活動を開始しました。今回の吸収分割によって、日本向けのコーポレート機能の一部及びヘル

スケア事業を販売会社に承継させることにより、2016年１月１日から日本における事業活動について責任と権限

を有する日本地域本社が稼働します。ブランドを軸にした統合マーケティングを実行する体制を整備し、お客さ

ま起点の活動を一層深化させます。 

  

(2) 吸収分割の方法 

当社を吸収分割会社とし、販売会社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。 

  

(3) 吸収分割の期日 

2016年１月１日(効力発生日) 

  

(4) 分割に際して発行する株式及び割当 

当該吸収分割は、完全親子会社間において行われるため、当該吸収分割に際して株式の割当て、その他対価の

交付は行いません。 

  

(5) 割当株式数の算定根拠 

該当事項はありません。 

  

(6) 分割する資産・負債の状況(2015年６月30日現在) 

  

(7) 吸収分割承継会社の概要 

  

資産 金額(百万円) 負債 金額(百万円) 

流動資産 2,072 流動負債 177 

固定資産 508 固定負債 1,757 

合計 2,581 合計 1,935 
 

商号 
資生堂ジャパン株式会社 

（2015年10月１日付で「資生堂販売株式会社」から商号変更） 

本店の所在地 東京都中央区銀座七丁目５番５号 

代表者の氏名 代表取締役社長  坂井 透 

資本金の額 100百万円 

事業の内容 
日本国内における化粧品事業 

（化粧品、化粧用具、トイレタリー、ヘルスケア製品の企画・販売等） 
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したも

のです。 

当連結会計年度より、当社及び従来３月決算であった連結子会社は、決算日を３月31日から12月31日に変更しまし

た。この変更に伴い、当社とすべての連結子会社の決算日が統一されますが、当第２四半期連結累計期間においては

従来どおり、３月決算であった連結子会社は４月１日から９月30日まで、12月決算である連結子会社は１月１日から

６月30日までの各６カ月間を、四半期連結損益計算書に取り込んでいます。 

  

(1) 業績の状況 

  

(注)主要為替レートは、120.24円／米ドル、134.17円／ユーロ、19.32円／中国人民元です。 

  

当第２四半期連結累計期間（2015年４月１日から2015年９月30日までの６カ月累計）の国内における景況感は、

政府の経済政策が下支えとなって緩やかな回復基調が続き、個人消費も総じて底堅い動きとなりました。国内化粧

品市場も同様に、回復基調が継続したことに加え、訪日外国人によるインバウンド需要の貢献もあり、堅調に推移

しました。海外では（海外連結子会社は2015年１月１日から2015年６月30日までの６カ月累計）、化粧品市場は各

地域の経済動向にほぼ連動しており、欧州は弱い成長となりましたが、中国、アジア及び米州では堅調な成長を持

続しました。 

このような環境において、当社は2014年12月に発表した中長期戦略「VISION 2020」のもと、100年先も輝き続け

る資生堂の原型をつくることをめざし、すべての活動を“お客さま起点”に変え、ブランド価値の再構築に取り組

んでいます。2015年度は、お客さま起点のマーケティングのさらなる強化や、お客さまの変化に対応する組織づく

りを進めるなど、前期に洗い出された課題の解決を進めています。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比12.6％増収の411,889百万円となりました。国内売上高は、前

期から取り組んでいるブランドイノベーションの成果が着実に現れていることに加え、拡大するインバウンド需要

を取り込むための積極的な対応を実施したことなどにより、前年同期比12.2％増収の193,673百万円となりました。

海外売上高は、事業基盤の再構築を進めている中国で前年を下回った一方、その他のすべての地域において前年を

上回ったことから、全体としては現地通貨ベースで前年同期比2.8％の増収となりました。なお、為替影響により円

換算後では前年同期比13.0％増収の218,216百万円となりました。営業利益は、売上増に伴う差益増に加え、費用の

効率化を進めたことなどから、前年同期比36.2％増益の14,888百万円となり、経常利益は前年同期比31.6％増益の

15,153百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、前期にデクレオール及びカリタブランドの譲

渡に伴う特別利益を計上したことに加え、当期は変則決算に伴う未実現利益消去に係る税効果の影響で税金費用が

増加したことなどにより、前年同期比83.8％減益の3,988百万円となりました。 

  

報告セグメントごとの業績は、次のとおりです。 

  

 

  
前第２四半期 
連結累計期間 
(百万円) 

百分比 
当第２四半期 
連結累計期間 
(百万円) 

百分比 
増減 

(百万円) 
増減率   

増減率 
(現地通貨
ベース) 

売上高 365,678 100.0％ 411,889 100.0％ 46,211 12.6％   7.2％

  国内売上高 172,554 47.2％ 193,673 47.0％ 21,118 12.2％   12.1％

  海外売上高 193,123 52.8％ 218,216 53.0％ 25,092 13.0％   2.8％

売上原価 88,367 24.2％ 99,002 24.0％ 10,635 12.0％    

販売費及び 
一般管理費 

266,378 72.8％ 297,998 72.4％ 31,619 11.9％    

営業利益 10,932 3.0％ 14,888 3.6％ 3,955 36.2％    

経常利益 11,512 3.1％ 15,153 3.7％ 3,641 31.6％    

親会社株主に
帰属する四半
期純利益 

24,629 6.7％ 3,988 1.0％ △20,640 △83.8％    
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なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分方法及び報告セグメントの利益又は損失の測定方法を

変更しており、当第２四半期連結累計期間の比較・分析は変更後の区分方法及び測定方法に基づいています。 

  
① 日本事業 

当第２四半期連結累計期間の日本事業の売上高は、前年同期比11.1％増収の174,471百万円となりました。前期

より、ブランド価値の向上に向けて主力ブランドのイノベーションやマーケティング投資を強化しています。そ

の結果、エイジングケアブランド「エリクシール」やメーキャップブランド「マキアージュ」が引き続き売上を

伸ばしたほか、 高級ブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」、昨年発売した美容液「アルティミューン」が牽引す

る「SHISEIDO」も好調に推移しました。また、インバウンド需要の高い日やけ止めの「アネッサ」やスキンケア

ブランド「専科」も伸長しました。 

セグメント利益（営業利益）は、マーケティング投資を強化した一方、売上増に伴う差益増に加え、費用の効

率化を進めたことなどにより、前年同期比42.8％増益の18,013百万円（売上高営業利益率10.0％）となりまし

た。 

  

② グローバル事業 

当第２四半期連結累計期間のグローバル事業の売上高は、現地通貨ベースでは前年同期比2.5％増収、円換算後

では為替レートが円安傾向で推移したことにより、前年同期比12.4％増収の225,873百万円となりました。中国で

は、Ｅコマース売上が伸長したものの、事業基盤の再構築に向けて専門店や代理商の在庫縮減を進めたことなど

により、全体としては前年を下回りました。アジアでは、トラベルリテール事業が大きく伸長したことに加え、

「アルティミューン」が好調な「SHISEIDO」が成長を維持したことなどにより、前年を上回りました。米州で

は、メーキャップアーティストブランド「NARS」や「クレ・ド・ポー ボーテ」が引き続き売上を伸ばしたことな

どにより、前年を上回りました。欧州では、フレグランスや「SHISEIDO」が好調に推移したことなどにより、前

年を上回りました。 

 セグメント利益(営業利益)は、中国やフレグランスを中心にマーケティング投資を強化したことなどによ

り、6,121百万円の損失（前年同期は3,105百万円の損失）となりました。 

  

③ その他 

当第２四半期連結累計期間のその他の売上高は、国内空港免税店などで化粧品を販売する子会社ザ・ギンザが

インバウンド需要を取り込んで好調に推移したことなどにより、前年同期比48.9％増収の11,544百万円となりま

した。 

セグメント利益(営業利益)は、売上増による差益増などにより、前年同期比105.0％増益の2,949百万円（売上

高営業利益率16.3％）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、当連結会計年度期首残高100,807百万円に比べ

20,078百万円増加し、120,886百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間の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(17,606百万

円)に減価償却費(17,546百万円)、のれん償却額(2,530百万円)などの非資金費用、売上債権の減少(15,879百万

円)や仕入債務の増加(11,484百万円)があった一方、たな卸資産の増加(13,045百万円)や法人税等の支払額

(15,539百万円)などにより、前年同期に比べ23,762百万円増加の31,913百万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) 

当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入(5,630

百万円)があった一方、設備投資による支出(15,007百万円)などにより、前年同期に比べ31,170百万円減少の

9,716百万円の支出となりました。 

  

 

― 6 ―



(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入(35,001百万円)

や社債の発行による収入(30,000百万円)があった一方、社債の償還による支出(40,000百万円)、短期借入金及

びコマーシャル・ペーパーの減少(17,269百万円)、長期借入金の返済による支出(2,948百万円)や配当金の支払

額(3,979百万円)などにより、前年同期と比べ18,602百万円増加の1,727百万円の支出となりました。 

  

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

有価証券報告書(2015年６月23日提出)の記載から重要な変更又は新たな発生はありません。 

  

(4) 研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、7,271百万円(売上高比1.8％)で

す。 

  

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

有価証券報告書(2015年６月23日提出)の記載から重要な変更又は新たな発生はありません。 

  

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

①  資金調達と流動性マネジメント 

資金調達と流動性マネジメントの基本方針は、有価証券報告書（2015年６月23日提出）の記載から変更あり

ません。なお、当第２四半期連結会計期間末現在において、当社グループの流動性は十分な水準にあり、資金

調達手段は分散されていることから、財務の柔軟性は引き続き高いと考えています。 

  

②  格付け 

2015年10月31日現在の債券格付けの状況(長期／短期)は以下のとおりです。 

  

  

③  資産及び負債・純資産 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金やたな卸資産の増加などにより、前連結会計年度末

に比べ1.0％増加し831,658百万円となりました。 

負債は、借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ0.6％増加し416,817百万円となりました。 

純資産は、為替換算調整勘定の増加などにより、前連結会計年度末に比べ1.3％増加の414,840百万円となり

ました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と同水準の47.0％となりました。 

  

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について 

有価証券報告書(2015年６月23日提出)の記載から重要な変更又は新たな発生はありません。 

  

(8) 従業員数 

当第２四半期連結累計期間において、従業員数に著しい増減はありません。 

  

(9) 生産、受注及び販売の実績 

当第２四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売の実績について著しい変動はありません。 

  

 

  ムーディーズ Ｓ＆Ｐ 

長期 Ａ２(見通し：安定的) Ａ－(見通し：安定的) 

短期 Ｐ－１ Ａ－２ 
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(10) 主要な設備 

当第２四半期連結累計期間において、主要な設備の重要な異動又は前連結会計年度末において計画中であった

ものに著しい変更はありません。 
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