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２００５年３月期
決算説明会

２００５年３月期２００５年３月期
決算説明会決算説明会

株式会社　資生堂

２００５年４月２７日

初めに池田社長から「決算発表をむかえて」

を、続いて次期社長に内定している前田取

締役から「3カ年計画の概要」についてお話

しさせていただく。
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２００５年３月期２００５年３月期
決算説明会決算説明会

株式会社　資生堂株式会社　資生堂

代表取締役社長　池田守男代表取締役社長　池田守男

当社は4月1日より新たな組織と執行部の

もと新年度をスタートさせた。

2005年度は「成長と躍進」に向けた「3ヵ年

計画の初年度となる。

詳細については後ほど前田取締役が説明

するが、その前に私からお話しさせていた

だく。　　
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２０（１６９）▲３１３（特別損益）

１２０（２７５）▲８９当期損益

２４０▲１５%３０６経常利益

２５０▲２８%２８２営業利益

１，７３０＋８%１，７５７海外

４，７２０＋１%４，６４１国内

６，４５０＋３%６，３９８売上高

当初計画05/3 実績・前年比

2005/32005/3期　連結決算実績期　連結決算実績
（（億円）億円）

※前年比の（　）内は実数※前年比の（　）内は実数

まず、2004年度の実績であるが、売上高は

昨年4月に発表した当初計画を下回ったが、

営業利益・経常利益はこの計画に対し増益

となった。

また、会社の将来を見据えて「早期退職優

遇・特別プラン」を実施したことから、最終損

益は赤字で終了した。
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44年間を振りかえる年間を振りかえる

マーケティング改革マーケティング改革

サプライチェーン改革サプライチェーン改革

組織・風土改革組織・風土改革

　　【店頭基点の経営改革】【店頭基点の経営改革】

私は2001年6月に社長に就任してから4年

間、「店頭基点」の理念のもと全力で「経営

改革」に取り組んできた。

この改革は「マーケティング」、「サプライ

チェーン」、さらには「組織・風土」に至るま

で会社の「仕組み」を全て見直すことであっ

た。

営業面や生産・物流面の仕組みでは、す

でに十分な成果が現れている。
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44年間を振りかえる年間を振りかえる

　　【店頭基点の経営改革】【店頭基点の経営改革】

早期退職優遇・特別プラン早期退職優遇・特別プラン

ブランドの統合と育成ブランドの統合と育成

また、決して先送り出来ない課題である

「労務構成の是正と活力ある組織づくり」を

意図し、先ほどお話しした「特別プラン」も実

施した。

一方で、「ブランドの統合と育成」など、方

向付けを出したものの、抜本的な対応まで

踏み切れず、実施を次年度以降に積み残

したものもある。
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44年間を振りかえる年間を振りかえる

　　【店頭基点の経営改革】【店頭基点の経営改革】

「成長と躍進」の３カ年「成長と躍進」の３カ年

私は4年間、数々の問題に取り組み、改革

のゴールを目指し7合目まで上りことが出来

たと思っている。

新3ヵ年計画では、これまで築いてきた改革

の仕組みに魂を注ぎ込み、確実に実行する

ことで、必ずや実績に結びつけていく。

この会社を変えてゆく役目を、前田取締役

に託した。
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創業の精神創業の精神

至哉坤元 万物資生至哉坤元 万物資生

お客さまのお役に立ち

社会に貢献する

お客さまのお役に立ちお客さまのお役に立ち

社会に貢献する社会に貢献する

しかし、企業には決して変えてはならないも

のがある。

それは、各社独自の創業の精神であり、当

社では「資生堂」という社名に込められた思

い、すなわち中国の古典、易経の一節、「至

哉坤元　万物資生」のごとく、天地のあらゆ

るものを融合し、新たな価値を創造すること

で、お客さまのお役に立ち、社会に貢献す

ることである。
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創業の精神創業の精神

信頼こそ経営の原点信頼こそ経営の原点信頼こそ経営の原点

昨今の社会情勢をみるに、バランスある社

会秩序や地域文化・伝統文化までも無視し

て、経済性追求に走る姿が目立ってならな

い。

自由競争市場で、企業が利益を追求する

姿勢は当然であるが、それは「法律のみな

らず人間的な秩序の中の競争」であるべき

である。

また、経済性の追求は、社会性や人間性・

文化性のバランスよい追求の上に成り立つ

ものであり、同時にあらゆるステークホルダー

からの「信頼」に裏打ちされたものでなくて

はならないと確信している。

「信頼こそ経営の原点」であり、私どもは謙

虚さと感謝の心を持ち合わせ、お客さまの

お役に立ち、社会に貢献するという創業の

精神を、頑なに追求してまいりたい。
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あらゆるステークホルダーから信頼され、

支持される企業を目指し、私ども資生堂は、

全力で取り組んでいくことをお誓い申し上げ

たい。

私からは以上である。
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３カ年計画の概要３カ年計画の概要３カ年計画の概要

取締役　前田新造取締役　前田新造

既にご案内のとおり、6月29日の株主総

会終了後の取締役会で池田社長からバト

ンを受け取り、「資生堂の舵取り」という重

責を担うこととなった。

本日は、次期3ヵ年で資生堂がどのような

姿に生まれ変わるかを具体的に説明し、

私の経営スタンスをご理解いただきたいと

考えている。

その前に、2004年度の経営を総括し、本

題に入る。
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２００４年度の総括２００４年度の総括

2004年度は、「成長・躍進」に向けて大きく

舵を切ることを目指し、屋台骨である国内化

粧品事業、成長のシンボルとも言える中国

市場を中心に積極的に費用投入することを

経営の意志として決断し、活動を進めた。
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２００４年度の総括２００４年度の総括

中国事業の売上伸長

「コエンザイムＱ１０」の大ヒット

「コスメティック店頭売上」回復の兆し

「ディシラ」着実な成長

その結果、海外事業の売上は現地通貨

ベースで二桁成長となり、中でも投資を集

中した中国は現地通貨ベースで＋33％と、

意図どおりの投資効果があったと言える。

一方、国内においては、「コエンザイム

Q10」が爆発的なヒットとなった医薬品事

業の貢献などがあったが、化粧品事業が

当初計画を▲60億円下回った。

カウンセリング化粧品（ｺｽﾒﾃｨｯｸ）は、「1

月発売のピエヌ」「2月発売のプラウディア」

等、投資を集中したブランドは成長した。

店頭売上も2月に＋3％、3月＋1％と年度

の後半に好実績を確保し、年間では＋1％

と｢回復の兆し｣が見えてきた。

また、「ディシラ」ブランドも、専門店での

取り扱い店を増やすとともに、積極的な資

源投入を行った結果、着実に成長を遂げ

ている。
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セルフ市場での売上低迷

トイレタリー事業

ヘアケア市場での競争激化

フィティット
基幹ブランドの苦戦

２００４年度の総括２００４年度の総括

一方、セルフ化粧品（ﾌｨﾃｨｯﾄ）およびトイ

レタリー事業がともに苦戦を強いられ、こ

の「セルフ市場」での低迷が、今後の大き

な課題として残った。

トイレタリー事業は、新プレミアムシャンプー

「フィーノ」に経営資源を集中投入したが、

競合他社の強力なブランドがひしめく厳し

い市場の中で、他社を圧倒するほどの展

開までには至らなかった。

「ヘアの領域」という観点では、トイレタ

リー、化粧品それぞれの事業で複数のブ

ランドにマーケティングコストを分散投入し

ているが、各ブランドとも期待する売上成

果を上げることが出来ていない。

これは、会社全体としてまだ投資が集中

できていなかった結果であると反省してい

る。

フィティットについても、ほとんどのブラン

ドに投資を拡大したが、「基幹ブランド」が

前年実績をクリア出来なかった。
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セルフ市場での売上低迷

全社的な対応の遅れ

抜本的な対策が急務

「薬用アデノゲン」のヒット

２００４年度の総括２００４年度の総括

私は、セルフ領域での苦戦は、店頭で人

手を介さない、ＰＵＬＬ型のマーケティング

が、まだ「会社全体としての対応が遅れて

いる」からと考えている。

3月にフィティットから発売した「新育毛剤

アデノゲン」は、商品はもとより、そのコン

セプトを具現化するようなマーケティング

展開が功を奏し、育毛剤の市場に一気に

食いこむことが出来た。

セルフの領域では、「商品」「マーケティン

グ」「コストの集中投入」などが噛み合わさ

れば、その価値をきちんとお客さまに届け

ることができ、好実績につながる。

こうしたことから、セルフの領域では、現

在の縦割りの化粧品・トイレタリー事業の

枠組みを外し、ダイナミックな投資配分が

可能となるようにしなければならない。

さらには、商品開発の仕組み、Ｒ＆Ｄのシー

ズの分配に至るまで、社内の常識をゼロ

ベースにして「抜本的な手立てを講ずるこ

とが急務である」と考えている。
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国内化粧品市場シェア国内化粧品市場シェア

２００４年度の総括２００４年度の総括

次に当社の国内市場におけるシェアであ

るが、セルフ市場での苦戦が響き、2004

年度は横ばいに止まった。

また、長期的に見てみると、なだらかでは

あるが、ほぼ一直線にシェアを下げ続け

ているのが現状である。

再販の撤廃やそれに伴う流通環境の激

変、外資メーカーの攻勢や他業種からの

化粧品参入など、市場は大きく変化し、競

争は一段と激しさを増している。

このような中、私たちもこれまでにさまざ

まな「改革」を推進し、この状況から脱却

することを目指した結果、2004年度によう

やく歯止めがかかったと感じている。

しかしこれから先は、シェアを毎年確実に

「右肩上がり」に転換していかなければな

らない。

シェアはお客さまからの支持率と言い換

えられる。私は、ここ数年のシェアの状況

を、お客さまからの「資生堂よ早く変わりな

さい」というメッセージと受け止めた。
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事業別営業利益率の推移（％）事業別営業利益率の推移（％）

-25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
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２００４年度の総括２００４年度の総括

2004年度の事業別営業利益率は、積極

的な費用投入を行った国内化粧品が10％

ギリギリまで低下し、それ以外の事業はい

ずれも連結ベースの目標である10％には

程遠い状況にある。

利益率向上に向け、最優先で取り組むの

は、屋台骨である国内化粧品事業の成長

と、収益力の回復である。

海外化粧品事業は、中国での躍進をさら

に確実なものとするが、外資メーカーの攻

勢は国内市場以上の厳しさがあり、まだ

まだ先行投資が必要である。

そして一番の問題は、厳しい競争環境の

中で、売上の減少が続くトイレタリー事業

である。

トイレタリー市場での売上回復と利益率

の改善のためにも、事業の枠組みや、営

業体制を含め、徹底して「社内の壁」を取

り払い、「大鉈を振るう」ことが必要である

と考える。
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構造改革を断行し、利益体質の企業へ変革構造改革を断行し、利益体質の企業へ変革

明快な“成長戦略”を描き、確実に実行明快な“成長戦略”を描き、確実に実行

お客さまからの評価お客さまからの評価

経営改革の深化経営改革の深化

２００４年度の総括２００４年度の総括

この2004年度の総括を踏まえ、2005年度

からスタートした「3ヵ年」で成し遂げなけれ

ばならないことは、「明快な成長戦略を描

き、確実に実行すること」、「抜本的な構造

改革を断行し、利益体質の企業へ変革す

ること」の2点に集約される。

そして、そのための最大のクリアポイント

は、何よりもお客さまから評価されること

である。

こうした重点課題の解決に取り組み、成

長と共に健全な利益をきちんと確保し、こ

れを株価そして時価総額の増大につなげ

ていく。

その実行のために、私はこれまで池田社

長が進めてきた「経営改革」を引継ぎつつ

も、必要な部分については「一旦会社を壊

して作り直す」覚悟で、なお一層の改革に

取り組んでいく決意である。
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３カ年計画の概要３カ年計画の概要

それでは、「成長性の拡大と収益性の向

上」に向けた「3ヵ年計画」の概要について

お話しさせていただく。

私は、ステークホルダーからの信頼を高

めていくためには、のこぎりの刃のように

「上下に大きくブレる経営」ではなく、一歩

ずつでも「毎年確実に前年を上回る利益

を出し続ける安定感のある経営」を進める

ことが大変重要であると考える。

そして、その積み重ねの結果、資生堂を

収益性の高い会社に変革し、グローバル

企業と伍して戦える企業体質に作り変え

ていきたいと考えている。
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戦略投資 戦略投資

マーケティング改革

商品戦略 流通戦略
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

戦略× ×中国事業

海外事業海外事業 国内化粧品国内化粧品 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄｲﾚﾀﾘｰﾄｲﾚﾀﾘｰ 新規開拓新規開拓その他その他

「ブランド価値の最大化」×「営業利益率１０％を出し続ける」会社へと変革

固定費の削減不採算事業撤退

構造改革→投資原資の捻出構造改革→投資原資の捻出

魅力市場へ
進出

Ｈ＆ＢＣ
通販

成
長
性
の
拡
大

事業の枠組みを外して考える事業の枠組みを外して考える

「峻別と集中」　　事業構造を革新し投資に振り向ける

コーポレート
ガバナンス改革

人事改革

組織能力の向上組織能力の向上

人
的
資
源
（新
し
い
血
）
投
入

３カ年計画の全体像

まず、３カ年計画の全体像をご案内する。

「成長性の拡大」について、海外事業はこ

れまでと同様「中国事業」に特化する。

国内では、これまでの「化粧品」「トイレタ

リー」といった組織の枠組みを取り払い、

マーケティング改革を断行する。

併せて新規分野として、成長領域である

「Ｈ＆ＢＣ」「通販」などに積極的に打って

出る。

こうした成長戦略と、「峻別と集中」の観

点から、無駄なもの、収益に悪影響を及

ぼすものを徹底して切ることを同時に進め

る。

すなわち、成長するための「投資原資を

捻出」しながら、「収益性の向上」を図るべ

く、「固定費の削減」や「不採算事業や儲

かる見込みのないブランドからの撤退」と

いった構造改革に取り組む。
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戦略投資 戦略投資

マーケティング改革

商品戦略 流通戦略
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

戦略× ×中国事業

海外事業海外事業 国内化粧品国内化粧品 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄｲﾚﾀﾘｰﾄｲﾚﾀﾘｰ 新規開拓新規開拓その他その他

「ブランド価値の最大化」×「営業利益率１０％を出し続ける」会社へと変革

固定費の削減不採算事業撤退

構造改革→投資原資の捻出構造改革→投資原資の捻出

魅力市場へ
進出

Ｈ＆ＢＣ
通販

成
長
性
の
拡
大

事業の枠組みを外して考える事業の枠組みを外して考える

「峻別と集中」　　事業構造を革新し投資に振り向ける

コーポレート
ガバナンス改革

人事改革

組織能力の向上組織能力の向上

人
的
資
源
（新
し
い
血
）
投
入

３カ年計画の全体像

中でも、昨年度実施した「早期退職優遇・

特別プラン」を、人件費の低減だけでなく、

将来に亘り会社の成長を支える「若い力」

への経営資源のシフトに結びつける。

また、2004年度より本格的に着手した国

内工場の再編も加速して進め、製造原価

の低減と市場競争力の強化を加速させる。

そして、計画達成の実行力を高めるため、

役員の責任と権限を明確にするとともに、

より透明性の高い企業となるよう「コーポ

レートガバナンス改革」を実施する。

また、改革を進める原動力となる社員に

対しては、評価をはじめとする「人事改革」

に取り組む。

こうしたさまざまな改革を実行することに

より、「ブランドの価値を最大化すること」

そして、「営業利益率１０％以上を出しつ

づける会社」へと変革を遂げ、「企業価値」

を高めていく。これが３カ年計画の全体像

である。
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マーケティング改革マーケティング改革

成長性の拡大に向けた戦略の柱となるの

は、国内の「マーケティング改革」である。

22

お客さま志向のマーケティング改革

マーケティング改革マーケティング改革

ブランドを磨きなおす

それは「お客さま志向のマーケティング改

革」であり、「お客さまからの全幅の信頼」

を勝ち取り、売上を拡大することに全力投

球で臨むが、その「ど真中」にあるものは、

資生堂とお客さまをつなぐ大切な経営資

源である「ブランド」である。

この3ヵ年で取り組む「マーケティング改革」

は、強い商品をつくり、そして「ブランド」を

魅力あるものにしっかりと磨き直すことで

ある。

国内市場では、流通環境の変化や、競合

他社への対応のために生み出された沢山

のブランドがマーケティングを複雑化させ、

また多角化した事業が、それぞれの領域

ごとに競い合うようになり、多くのブランド

が小粒になってしまった。
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ブランド戦略の革新ブランド戦略の革新

「太く・強い」ブランド「太く・強い」ブランド

マーケティング改革マーケティング改革

池田社長の改革時に、こうしたブランドを

削減する方針を打ち立て、国内化粧品事

業では、育成35ブランドにコストを集中す

るよう体系を整えてきた。

私は、この方向にさらにドライブをかけて

進めていきたいと考える。

問題は「ブランド数」ではなく、「儲からない

ブランドをいつまで抱えているのか」であり、

本質は「経営に資するブランドをいくつ持

てるか」である。

そして、何よりも大切なことは、お客さま

に圧倒的な支持を得られる、新しい価値

を持った「太く・強いブランド」すなわち「メ

ガブランド」を作りあげることである。

この3ヵ年、こうした活動に全社員のベクト

ルを合わせていく。ブランド戦略を革新す

ることで、社員の意識や仕事の中身を変

えていきたい。
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化粧品事業化粧品事業
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カテゴリーごとの太く・強いブランド群

太く・強いブランドの育成太く・強いブランドの育成 メガブランドの究極の姿は、お客さまの購

買行動を基軸とした戦略単位、即ちスキ

ンケア、メーキャップ、ヘアといったカテゴ

リー単位で、競合他社のブランドを追い越

し、ＮＯ．１ブランドをいくつ生み出せるか

にある。

カテゴリー単位で見ると、お客さま・買わ

れ方・競争相手・競争条件が異なる。また、

カテゴリー毎に、ＴＯＰメーカーとしての戦

略、フォロワーとしての戦略、それぞれ打

つべき手が異なる。

ここにきちんと対応し、ブランド戦略を組

み立てることが、市場で勝つために重要

であると考える。
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太く・強いブランドの育成太く・強いブランドの育成

メガブランド投入計画メガブランド投入計画

メガブランドは、今回の改革の「象徴」とし

て、8月に2つのブランドを導入する計画で

あり、特別プロジェクトで上市に向けた準

備を進めている。

私は、このブランドの導入から、「資生堂

が生まれかわる」ことを宣言したいと考え

ている。

今後は、化粧品・トイレタリーといった事

業の壁を壊し、リーディングやフィティット

といった社内の区分を超え、お客さまの満

足を基点に「どうすればカテゴリーで勝て

るか」を真剣に考え、「メガブランド」を作り

あげていく。

また、メガブランドの導入に合わせ、「類

似ブランドの統廃合やフェードアウト」を進

めることにより、お客さまからハッキリとわ

かる、「太く・強いブランド」体系を作りあげ、

そして育成することにより、収益性の向上

にもつなげていく。
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商品開発・マーケティング体制商品開発・マーケティング体制

店頭

Ｒ＆Ｄ

商品開発

販売施策

宣伝

生産・物流

営業

ブランド ブランド ブランド

また、体制面でも「壁をなくすこと」を狙い

に、 4月から化粧品事業では「商品開発

部」「マーケティング部」といった組織の枠

組みを取り払い、カテゴリー対応型の体制

で商品開発から施策立案までを一体となっ

て推進している。

この体制で、一人のマーケッターが“お客
さま価値の最大化”という視点で商品開発
から施策立案、コミュニケーション、営業

の入り口までをマネジメントし、モノづくり・

価値づくりを強化していく。
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営業体制（２００６年度～）営業体制（２００６年度～）

卸流通直　販
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さらに、ここから生み出されたブランドを、

お客さまとの接点である「店頭」に最適な

状態で展開するため、これまで事業ごとに

推進していた営業体制を、グループ全体

の営業力が高まるよう、抜本的に見直し

ていく。

特に、カテゴリー別の売場において、「売

場支配力」や「折衝ノウハウ」が競合他社

に比べ遅れを取っているセルフ領域を、今

回の再編を機に徹底強化する。

具体的には、「店頭」から発想し、従来の

販売会社を活用してブランド価値を伝えて

いく「直販ルート」と、カテゴリー売場に圧

倒的な配荷を得意とする「卸ルート」を戦

略的に組み合わせ、機動力を高めていき

たいと考えている。

そして、2006年度には「完全にこれまでの

化粧品事業とトイレタリー事業の枠を取り

払い」マーケティングは勿論、営業も新し

い体制でスタートさせていく計画であり、

既に検討に着手している。
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トイレタリーの構造改革トイレタリーの構造改革

洗浄３分野への集中（その他は縮小・撤退）洗浄３分野への集中（その他は縮小・撤退）

営業の効率化、海外事業の見直し営業の効率化、海外事業の見直し

利益体質→事業再編へ利益体質→事業再編へ

そのためにトイレタリー事業は、2005年度

中に「抜本的な構造改革」を断行し、2006

年度からの体制変更に結びつける。

激しい競争市場の中で、豊富な資金力を

持つ外資系企業との全方位での消耗戦

は、事業としての体力を奪うばかりか、資

生堂ブランドの価値を下げることにもなり

かねない。

こうしたことから、当事業では、2005年度

に一旦売上を落として、「確実に利益を出

せる筋肉質な体制に転換する」ための「構

造改革」を推し進める。

マーケティング面では、「洗浄3分野への

集中化」と同時に、市場で勝ち目のないブ

ランドや事業領域は縮小・撤退を進め、営

業面では、「効率性の向上」「体制のスリ

ム化」に取り組む。

さらに海外事業政策の見直しも進め、利

益体質の事業へ生まれ変わらせ、2006年

度からは、まったく新しい「お客さまの喜び

に応える体制」に作り変える。
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まずはお客さまとの接点から
「資生堂が変わった」ことを実感いただく

まずはお客さまとの接点から
「資生堂が変わった」ことを実感いただく

店頭からのマーケティング改革店頭からのマーケティング改革

＜店頭からの改革＞

ビューティーコンサルタントの行動革新

＜本社からの改革＞

「太く・強いブランド」づくり

また、マーケティング改革では、「ブランド

を磨き直す」ための「本社からの改革」を

強力に推し進める一方で、お客さまとの接

点である「店頭からの改革」を同時に推進

し、実行とスピードを上げるために不可欠

である「大きな改革のうねり」を創出したい

と考えている。

お客さまの絶大なる信頼こそ資産であり、

その信頼を決定づけるのは、店頭でお客

さまと直接出会う「ビューティーコンサルタ

ント」である。ここで資生堂の評価が決ま

ると言っても過言ではない。

そこで、彼女達のミッションを100％発揮

できるようにするため、活動の環境を徹底

して見直し、行動革新につなげていく。

お客さまとの接点からの行動革新を進め

れば「お客さま志向のマーケティング改革」

は一気に進み、会社は変わると確信して

いる。

まずは「お客さまとの接点」から「資生堂

が変わった」ことを実感いだだけるよう、努

力していく。
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成長市場への積極展開成長市場への積極展開

次に「成長市場への積極展開」について

お話をさせていただく。

先に申し上げたとおり「事業の枠組みを

超えた改革」を進め、安定した成長性を確

保していくが、市場全体は成熟し、伸び悩

んでいるのが現実と言える。

しかし、このような市場環境の中でも、年々

大きな伸びを示している「Ｈ＆ＢＣ」「通販」

市場を「有望な成長領域であるものの当

社として出遅れている市場」と捉え、戦略

投資を行い攻勢をかけていく。
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Ｈ＆ＢＣ領域Ｈ＆ＢＣ領域

Ｈ＆ＢＣ市場の拡大Ｈ＆ＢＣ市場の拡大

「健康」と「美」の融合で積極展開「健康」と「美」の融合で積極展開

「美容医療」の研究と応用「美容医療」の研究と応用

Ｈ＆ＢＣ領域は、高齢化社会の到来や、

医療費の自己負担など、世の中全体が

「セルフメディケーション」に向かって進む

中、大きく拡大してる。

ここを的確に捉えたのが、2004年度「売

上・利益両面から」医薬品事業を大きく成

長させる牽引車となった「コエンザイム

Q10」である。

早くからこの市場に着目し、先行した当社

の「Q10」は、競争が激化する中でも「お客

さまから圧倒的な信頼」を勝ち取り、過半

のシェアを獲得している。

今後は、この成功で得られたノウハウを

活かし、「健康」と当社の得意とする「美」

を融合させたユニークな戦略で積極的に

展開し、当該市場での地位をしっかりと確

立する。

また、世界的にも成長著しい「美容医療」

の研究にすでに着手しており、その成果

を化粧品事業に応用していきたい。
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通販領域通販領域

アウトオブブランド展開でのノウハウ蓄積アウトオブブランド展開でのノウハウ蓄積

研究開発・ソフト開発力による新マーケティング研究開発・ソフト開発力による新マーケティング

ローコストビジネスモデルの開発ローコストビジネスモデルの開発

通販市場に対してこれまで当社は、資生

堂の名を冠さないブランドで展開し、ノウ

ハウを蓄積してきた。

消費者とダイレクトにつながる「通販」の

重要性は増す一方であり、既に、多くの企

業が当該市場に参入を果たし大きな成果

をあげている。

また、高齢化社会の到来による、アンチ

エイジングニーズの高まりや団塊世代の

リタイヤによる新たな富裕層の市場拡大

が予想されます。

こうした環境の変化を踏まえ、通販事業

に対しては、「既存ブランドへの投資拡大」

に加え、当社の研究開発力やソフト開発

力を活かし、「通販ならではの独自の価値」

が確立できる「新しいマーケティング」を展

開していく。

いずれにしても、既存の「労働集約型」の

事業体制とは異なるローコストなビジネス

モデルを開発し、成長性、収益性両面を

実現する事業に育てていく。
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中国事業中国事業

次に、海外の成長戦略の柱となる中国事

業についてお話しする。
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中国事業中国事業

チャネル別 ブランドマーケティングの推進チャネル別 ブランドマーケティングの推進

デパートチャネル

化粧品専門店チャネル

事業の中核をなす化粧品は、チャネル別

ブランドマーケティングを進めると同時に、

エリア別・個店別に細かく戦略を構築し、

競争力を高めていく。

デパートチャネルでは、「売場・宣伝・プロ

モーションの強化」や「強力な新ブランド導

入」などによりオプレ、SHISEIDOの売上伸

長を図ると同時に、アウトオブシセイドー

ブランドの拠点デパートへの配置も進める。

化粧品専門店では、出店の加速、専用ブ

ランドや国内で開発したメガブランドの導

入、「ピュアマイルド」の単独カウンター展

開などを推進する。

なお、専門店については、2004年度に計

画の1.5倍となる301店と契約した。

この勢いで、2005年度末に累計で1,000

店、2008年度末には当初計画どおり、中

国全土に5,000店の出店を目指す。
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中国事業中国事業

グループ総力で市場展開グループ総力で市場展開

事業推進基盤（営業・生産・物流）の確立事業推進基盤（営業・生産・物流）の確立

２００７年度　連結売上目標

５００億円（香港含む）

２００７年度　連結売上目標

５００億円（香港含む）

さらに化粧品に加えて、トイレタリー・プロ

フェッショナル・医薬品事業といった、資生

堂グループの総力を挙げて積極的な市場

展開を図り、売上成長を確実なものとして

いく。

そしてこの売上成長に対応するため、上海

の持株会社（ＳＣＨ）を中心に、営業・生産・

物流といった事業推進基盤の確立も進める。

なお、中国における連結売上は２００７年度

５００億円（香港含む、１元１２円換算）を超

える水準を目指す。

また、当面の間中国には「投資を先行」さ

せるが、２００７年度には中国で２０％の営

業利益率を達成し、文字通り「成長と収益

のシンボル」にしていく。
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収益改善の見込みがない
不採算事業・ブランドから撤退

収益改善の見込みがない
不採算事業・ブランドから撤退

海外の構造改革海外の構造改革
その一方で、中国を中心に海外全体で毎

年二桁の成長を目指すための投資を拡

大し、さらに収益性を高めていくために、

「収益改善の見込みが立たない事業」や

「収益率を低下させている固定的な費用」

の削減を、スピーディーかつ確実に進め

る。

この1年、こうした視点で海外事業におけ

る「不採算事業やブランドからの撤退」に

ついて詰め、既に整理したものについて

は、2004年度に「特損」として計上させて

いただいた。

まだ十分といえないところについては早

急に詰め、早い段階で結果を出していく。



37

組織能力の向上組織能力の向上

次に、「組織能力の向上」についてお話しさ

せていただく。
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コーポレートガバナンス改革コーポレートガバナンス改革

組織能力の向上組織能力の向上

人事改革人事改革

私は、ここまでご説明した「成長性の拡大

と収益性の向上」に向けた取り組みを実

現する最大のポイントは、組織全体の活

性化にあると考える。

よって、私を含めたトップマネジメントに対

するモニタリングの強化と、経営の透明性・

客観性をさらに高めていくことを目指し、

「コーポレートガバナンス改革」を強力に

進める。

また、活力ある組織風土をつくるため、社

員の能力発揮とマネジメントの強化に主

眼を置いた「人事改革」にも取り組む。

そして、 3ヵ年計画を「実行力とスピード」

をもって進め、国内外の全てのステークホ

ルダーから、高い「評価と信頼」を獲得し

たいと考えている。
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コーポレートガバナンス改革コーポレートガバナンス改革

役員報酬制度の改訂役員報酬制度の改訂

固定報酬のウェイト引き下げ

長期的な株主価値の拡大

計画達成の実行力を高めるため、まずは

役員から「範」を示すこととし、役員報酬制

度を改訂する。

当社はこれまでも、役員報酬を業績に連

動したものに徐々にシフトしてきたが、

2005年度から固定報酬の割合をさらに引

き下げ、業績連動報酬のウェイトを高め、

「長期的な株主価値の拡大」を意図した報

酬制度へ移行する。
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コーポレートガバナンス改革コーポレートガバナンス改革

役員指名諮問委員会の設置役員指名諮問委員会の設置

社長候補・新任役員の選抜

役員昇降格・退任のルールづくり

役員在任期間の設定

さらに、経営をリードするトップマネジメン

トメンバー全てが、高いレベルで成果を出

し続ける状態を作り出すとともに、経営の

健全性・透明性を担保していくために、

「役員指名諮問委員会」を2005年に設置

する。

当委員会は、「社長候補の選抜」と「新任

執行役員の選抜、育成と評価」、「役員昇

降格・退任のルールづくり」、そして「役員

在任期間の設定」をミッションとすることを

考えている。
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一般社員の処遇向上

職責に見合った処遇の実現

男女共同参画活動の推進

職務に対する緊張感の醸成

優秀な若手の早期登用

人事改革人事改革
さらに、改革を成功させると同時に、未来

を切り開いていくための原動力である「社

員」の力を最大限に引き出すため、ご覧

のようなさまざまな「人事改革」にも取り組

む。

そして、全ての社員がそれぞれの能力を

発揮し、社員一人ひとりが仕事を通じて高

いレベルで自己実現が図れる企業体質に

変革していく。
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３カ年　経営計画３カ年　経営計画

次に、3ヵ年の「経営計画」について述べる。
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３カ年経営計画３カ年経営計画
売上
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まず、3ヵ年の売上計画である。

3年間の平均売上伸長は国内3％、海外

10％、連結ベースでは平均5％伸長を目

指し、2007年度は7,400億円の売上を計画

している。

2005年度は、メガブランドの導入やお客さ

まとの接点での行動革新など、下期から

改革効果が効いてくると考えているが、一

方でトイレタリー事業の構造改革や、海外

における昨今の為替変動の状況を勘案し、

慎重な売上計画としている。

その後、2006年度以降は国内におけるマー

ケティング改革の成果、また、Ｈ＆ＢＣや

通販ビジネスの上乗せ、さらには中国を

中心とした海外での成長加速により、高い

売上成長を見込んでいる。

なお、2007年度には海外売上比率が30％

を超える。
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３カ年経営計画３カ年経営計画
売上
（億円）
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次に営業利益について説明する。

2005年度は、国内化粧品事業に対する

投資の継続、成長領域への投資拡大によ

り、営業利益は320億円、営業利益率は

4.9％となる計画としている。

しかし、マーケティング改革や海外の売

上伸長による売買差益の拡大並びに構

造改革により、2007年度には営業利益率

を8％を超える水準まで引き上げる。



45

コスト構造の変革コスト構造の変革

売上
原価

販管費

営業利益

３３

６３

４

＜０４年度＞ ＜０７年度＞

８

販管費

３１

６１

売上
原価

営業利益

（売上比、％）

営業利益率を2004年度実績から4％向上

させるため、売上原価率を、工場再編効

果やブランド削減による生産性の向上に

より改善させ、31％を目指す。

人件費比率については、海外での人件費

増加や国内での組織小売業を中心とした

店頭人員の戦略的な増員はあるものの、

早期退職の効果により低減される。

その他経費の比率は、経営資源の効率

運用により低減を図るが、一方で広告費、

売出費のマーケティング費用については、

成長領域に積極的に投入し、増加させる

計画とする。

さらに、構造改革により不採算事業やブ

ランドから撤退を進め、販管費比率は合

計で61％を目標とする。

このように、削減するコスト、抑制するコ

スト、積極投入するコストとメリハリを効か

せた上で、営業利益率8％の必達を目指

す。
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営業利益率１０％に向けて営業利益率１０％に向けて

２００７年度　営業利益目標の確実な達成

営業利益率１０％達成の確信

ステークホルダーからの信頼向上ステークホルダーからの信頼向上

なお、本来ならこの3ヵ年終了時には営業

利益率10％を達成したいところであるが、

短期的に10％を目指して「無理にストレッ

チした計画」とするより、まずは確実に成

果を出すことによって、計画未達成が常

態化した流れを断ち切り、その次の3ヵ年

で確実に10％を達成できることを目指して

いきたい。

また、冒頭にお話ししたとおり、私は「のこ

ぎりの刃のように上下に大きくブレる不安

定な経営」ではなく、確実に利益率を高め

「8％を達成したら、次の10％は間違いなく

達成できる」と株主や投資家の皆さまから

評価いただけるような経営を目指している。

私は、こうした確実な良循環を生み出す

ことが企業体質を強化することにつながり、

結果的に全てのステークホルダーからの

「信頼」を高めていくことにつながると確信

している。
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２００５年度　経営見通し２００５年度　経営見通し

(▲313）▲▲7070））（特別損失

（▲89）1.5100100当期純利益

＋１％4.8310310経常利益

＋１３％4.9320320営業利益

＋４％28.21,8301,830海外

＋１％71.84,6704,670国内

＋２％100.06,5006,500売上高

前年比2005年度　見込

（億円)連結損益計算書

前年比（　）内は実数

次に、2005年度の経営見通しについてお

話しする。

売上高は前年比＋2％の6,500億円、営業

利益320億円、経常利益310億円と見込ん

でいる。

また、減損会計の影響を中心に特別損失

を70億円計上するため、当期純利益は

100億円となる見通しである。
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２００５年度　経営見通し２００５年度　経営見通し

事業別売上計画
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国内売上については、化粧品事業は、昨

年来の費用投資の効果や、メガブランド

の導入により＋2％の増収となるが、トイ

レタリー事業は、断行する「構造改革」に

よって▲6％の減収とするため、国内合計

では前年＋1％と見通している。

海外売上については、現地通貨ベースで

は中国を牽引車に、二桁成長を見込んで

いるが、為替レートを固めに見込み、円ベー

スでは＋4％程度の伸長と見通す。
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２００５年度　経営見通し２００５年度　経営見通し

営業利益増減要因

営業利益は、売上増による増益に、早期

退職実施による人件費削減効果がプラス

に働くが、一方で成長性の拡大に向け、

戦略的な費用を投入するため、前年に対

し38億円増益の320億円となる。

海外では中国市場、国内ではＨ＆ＢＣ・通

販といった成長著しい市場における売上

拡大を目指し、戦略的な費用を集中して

強化する。

国内化粧品事業では、昨年度大幅に費

用を増加させ、売上の低下傾向に歯止め

をかけた「コスメティック・フィティット」に対

し、費用の組み換えを行ったうえで、昨年

と同規模の投資を継続する。

また、専門店を主戦場とするディシラに、

広告費やプロモーション費用を中心とした

積極的な投資を行い、売上拡大を図る。
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２００５年度　経営見通し２００５年度　経営見通し

国内化粧品事業（ｺｽﾒﾃｨｯｸ・ﾌｨﾃｨｯﾄ） 費用投入計画

国内化粧品（コスメティック＋フィティット）

に対しては前年と同規模の費用を投入す

る。

広告費の投入金額は減らすが、メガブラ

ンドへの集中投入など、広告投入ブランド

を絞り込むことにより、効率的かつ最大の

効果を狙っていく。

売出費は、店頭でお客さまの直接的な試

用実感につながるサンプル、テスターなど

を充実させ、強化する。

また、お客さまの信頼獲得を目指し、お客

さまに直接接するビューティーコンサルタ

ントをドラッグストア中心としてさらに増強

を図るため、人件費は増加させる計画で

ある。

この1年きっちりと投資を継続することに

より、 2004年度につかんだ「回復の兆し」

を確実なものとし、必ずや成長軌道に乗

せていく。
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四半期経営計画

２００５年度　経営見通し２００５年度　経営見通し
2005年度は、四半期毎に売上・計画をき

ちんとクリアしていきながら、年間計画を

達成し、その結果を、2006年度、2007年度

につなげていきたいと思う。
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株主還元株主還元

最後に、株主還元についてお話しさせてい

ただく。
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株主還元株主還元

連結総還元性向６０％の継続

　配当金を重視した還元にシフト

０４年度　期末配当増配　＠１１→１３円
　　　　　　年間配当　＠２４円

０５年度　予定年間配当　＠３０円

配当金と自社株取得合計の、連結当期

純利益に対する割合を総還元性向と捉え、

これを中期的に60％以上とする株主還元

の基本方針を継続する。

一方で、国内の低金利政策が続く中、現

金配当というインカムを重視する投資家

が増え、このような株主が長期に株式を

保有いただける傾向にあるため、安定的

で良質な株主づくりという観点から、今後

は配当金を重視した株主還元にシフトし、

総還元に占める配当金の割合をこれまで

以上に高めていきたい。

この考えにもとづき、2004年度の期末配

当より1株あたり2円増配して13円（年間24

円）とし、今年度については、さらなる増配

を実施し、1株あたり配当を半期15円、年

間では30円とする計画である。

2002年度より4年連続の増配となる。

なお、自社株取得については、今後も機

動的に実施していく。
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＜組織能力＞＜組織能力＞

ガバナンスガバナンス
人材人材

経営管理経営管理

ビジョンビジョン

経営戦略経営戦略

経営目標経営目標

資源配分資源配分

成長戦略成長戦略

事業ドメイン事業ドメイン

構造改革構造改革

経営機構経営機構

事業構造事業構造

社長としての使命社長としての使命

以上が「成長・躍進」に向けた「３カ年計画

の概要」であるが、結びとして、社長として

の私の使命について述べさせていただく。

ひとつは、今後資生堂が向かう方向をしっ

かりと全社員で共有化できるような「明快

なビジョン」を描くこと。

そのうえで、グローバルレベルで「成長領

域」を見極め、事業ドメインの設定と、成

長戦略に合うようメリハリをつけた「資源

配分」をおこなうこと。

成長への原資は、「成長から得る健全な

利益」だけに求めず、「大胆な事業構造や

経営機構の組み替え」に思い切ったメスを

入れていく。

こうしたビジョンや経営目標、それを達成

するための経営戦略を実現するために、

「トップマネジメント」とともに、社員一人ひ

とりが最大の成果を発揮出来る風土を創

り上げていく。
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私をはじめ、当社で働く全ての社員が「変

える勇気を持って」全てのステークホルダー

の皆さまから「資生堂は変わった」と評価を

いただけるよう、「お客さまからの揺ぎない

信頼獲得」に向けた「新しい物語」を描いて

いく。　ご期待下さい。


