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2007年（平成19年）3月期

第3四半期実績
20072007年（平成年（平成1919年）年）33月期月期

第第33四半期実績四半期実績

株式会社株式会社 資生堂資生堂

取締役常務取締役常務

原田原田 康彦康彦

これより2007年3月期第3四半期の実

績につきご報告します。

2007年1月31日
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２００７/３期 第3四半期決算実績２００７/３期 第3四半期決算実績

（億円)

▲▲4141

＋＋3131

＋＋66

▲▲33

＋＋205205

▲▲3434

＋＋171171

前年差

((▲▲57)57)▲▲0.50.5％％▲▲2727特別損益特別損益

海外海外

国内国内

▲▲16%16%3.93.9％％203203当期純利益当期純利益

＋＋11％％8.48.4％％437437経常利益経常利益

▲▲11％％7.97.9％％407407営業利益営業利益

＋＋1515％％31.131.1％％1,6091,609

▲▲11％％68.968.9％％3,5643,564

＋＋33％％100.0100.0％％5,1735,173売上高売上高

前年比9ヶ月累計

9ヵ月累計の売上高は、国内が前

年比▲1％、海外が＋15％、合計で

は前年比＋3％の5,173億円となり

ました。

国内につきましては、経済産業省

の化粧品出荷額で当年度4月～11

月8ヵ月間が前年比▲0.6％と市場

全体が伸び悩む中、当社の化粧品

も伸び悩みました。国内市場は、暖

冬などの天候要因に加えて、ドラッ

グストア・チャネルで新規出店ペー

スが減速しているなど、短期要因と

構造要因が重なり合う形で停滞し

ています。

海外売上は好調を維持しています

が、売上全体では、上期の＋5％に

対し、第3四半期3ヵ月は±0％にな

りました。
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＋＋11％％8.48.4％％437437経常利益経常利益
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前年比9ヶ月累計

（億円)

9ヵ月累計で営業利益は、前年比

▲1％、ほぼ前年並みの407億円と

なりました。上期が前年比31億円

の増益だったのに対して第3四半期

3ヵ月は▲34億円の減益でした。こ

れは、国内で6メガブランドの新発

売が上期で一段落し、既存ブランド

育成のステージに入ってきたこと、

中国で専門店の拡大が順調に進

んでいることから、第3四半期3ヵ月

間の年間に占める割合が前年に比

べ、売上は0.8ポイント低下、マーケ

ティングコスト支出は1ポイント増加

し、四半期別営業利益が平準化し

てきているためです。

経常利益は、9ヵ月累計で前年比

＋1％の437億円と前年水準をクリ

アしました。固定資産売却損益や

為替差損益の改善などにより、第3

四半期に入って営業外損益が改善

したためです。
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なお、純利益は9ヵ月累計で　　

▲17％の203億円となりました。特

別損失は縮小しましたが、税負担が

前年同期より高くなったためです。

税引前利益に対する税金負担率は、

前年同期の29％から44％に上昇し

ました。ただし、1昨年度の赤字決算

の影響で、昨年度は未実現利益消

去に関わる税効果について、第3四

半期まで税負担率が例外的に低い

状態でしたので、当年度がむしろ正

常化している状況にあります。
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セグメント別情報セグメント別情報セグメント別情報

以上の実績をセグメント毎にご説明

します。
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事業セグメント別売上・営業利益事業セグメント別売上・営業利益

（億円)

営業利益

売上

営業利益

売上

営業利益

売上

構成比

＋159％＋124.7％1919

＋70％＋3118.7％7575

▲13％▲4676.6％307307

＋22

＋210

▲61

前年差

＋14％3.4％175175
その他

＋15％31.0％1,6061,606海外

化粧品

▲2％65.6％3,3923,392国内

化粧品

前年比9ヶ月累計

まず国内化粧品事業ですが、9ヵ

月累計の売上は前年比▲2％とな

りました。上期は横ばいでしたが、

その後の3ヵ月で▲5％となりまし

た。ちなみに、カウンセリングと

セルフ合計の店頭売上前年比は9ヵ

月累計で▲1％と　なっています。
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国内化粧品事業売上国内化粧品事業売上

▲2％国内合計

ｱｳﾄｵﾌﾞS+通販

ﾍﾙｽｹｱ ▲40％

▲17％その他

▲1％ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

▲4％

+0.4％化粧品

前年比内訳

ﾍﾞﾈﾌｨｰｸNT（9/21)

ｴﾘｸｼｰﾙ ｼｭﾍﾟﾘｴﾙ（9/21)

国内化粧品市場が伸び悩む中、
当社はカウンセリング領域のス
キンケア、セルフセレクション
領域のメンズがここへきて伸び
が鈍化しています。スキンケア
については、お客さまのメガブ
ランド エリクシール　シュペリ
エルへのシフトに時間を要して
いること、一時的な限定品など
に頼らない継続的なブランド育
成へのシフト(ベネフィーク）と
いった要因が背景にあり、マー
ケティングの質を根本的に改善
する過程で生じる現象と認識し
ています。また、メンズについ
ても、競合する専業メーカーの
攻勢という想定された要因によ
るものであり、マーケティング
の新たな展開を準備していると
ころです。

したがって、第4四半期以降、
これらのカテゴリーにおいては、
短期的な対応ではなく、計画し
たブランド育成策を着実に実行
していくことが肝要と認識して
います。
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事業セグメント別売上・営業利益事業セグメント別売上・営業利益

（億円)

営業利益

売上

営業利益

売上

営業利益

売上

構成比

＋159％＋124.7％1919

＋70％＋3118.7％7575

▲13％▲4676.6％307307

＋22

＋210

▲61

前年差

＋14％3.4％175175
その他

＋15％31.0％1,6061,606海外

化粧品

▲2％65.6％3,3923,392国内

化粧品

前年比9ヶ月累計

なお、当セグメントの営業利益は、

9ヵ月累計で▲46億円減益の307億

円となりました。これは、先ほど

述べましたように、既存ブランド

育成のステージに入り、四半期別

の営業利益が平準化してきている

ためです。
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海外化粧品事業売上海外化粧品事業売上

参考）地域別売上参考）地域別売上

+30%(+20%)ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ

+4%(▲2%)※ヨーロッパ

　+15%(+7%)海外売上計

　+12%(+4%)アメリカ

前年比

（現地通貨）
地域

＋１１％ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

前年比内訳

＋15％
海外化粧品

売上合計

中国（香港含む）

＋16％化粧品

＋44％

※ﾘﾍﾞｰﾄ計上処理方法を従来の販管費処理から売上控除に変更　　　
この変更を除くヨーロッパ前年比+12%、現地通貨ﾍﾞｰｽ+6%

　　（海外売上計：前年比+18%、現地通貨ベース+10%）

次に海外化粧品事業ですが、9ヵ

月累計（1～9月）の売上は前年比

＋15％、現地通貨ベースでも7％

の伸長となりました。中国が3割

成長ペースをキープしたアジア地

域に加えて、欧米も堅調に推移し

ました。
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事業セグメント別売上・営業利益事業セグメント別売上・営業利益
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前年比9ヶ月累計

9ヵ月累計の営業利益は、31億円増

益の75億円となっています。
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2007年3月期 通期見通し20072007年年33月期月期 通期見通し通期見通し

続きまして、通期見通しについて

ご案内いたします。
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２００７/３期 通期見通し２００７/３期 通期見通し

（億円)

10.26差

（▲126）▲10▲▲3030特別損益

海外

国内

＋59％+20230230当期純利益

＋16％±0490490経常利益

＋23％±0480480営業利益

＋14％＋502,2502,250

▲1％▲504,7004,700

＋4％±06,9506,950売上高

前年比見通し

第3四半期の実績は、計画に対し

て国内売上が若干未達、海外売上

が超過となって、全体売上は概ね

計画線上にあり、営業利益につい

ても、ほぼ計画通りの実績でした。

この結果を受け、今回通期の見通

しを前回通り、売上高6,950億円、

営業利益480億円、経常利益490

億円とそれぞれ据え置きました。た

だし売上の内訳については、国内

化粧品市場の状況と為替実勢レー

トを鑑み、国内売上を▲50億円の

4,700億円、海外売上を＋50億円

の2,250億円と見直しています。海

外売上比率は32.4％となります。
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ｸﾚ･ﾄﾞ･ﾎﾟｰ ﾎﾞｰﾃ　
一部ﾘﾆｭｰｱﾙ（2/21)

ｴﾘｸｼｰﾙ ｼｭﾍﾟﾘｴﾙ 美白ﾗｲﾝ(2/21)

ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ　NT　ﾎﾜｲﾄ（2/21)

第4四半期は、国内化粧品領域に
おいてメガブランドのアクアレーベ
ル、エリクシール　シュペリエルへの
新ライン投入、クレ・ド・ポー　ボーテ
のスキンケアとベネフィークホワイト
のリニューアルなどを計画通り実行
します。市場環境は難しい状況が
続いていますが、こうした製品面の
充実とブランド継続育成のために組
んだ施策を実行することで売上回
復を図り、国内売上は前年同期並
みを計画しています。

海外の第4四半期3ヵ月の売上は
前年比＋13％を見込んでいます。

第4四半期の営業利益は、前年比
＋90億円強の増益を見込んでいま
す。前年の第4四半期は、国内メガ
ブランドと中国にマーケティング費
用を戦略的に追加投入したほか、
化粧品とトイレタリーの事業融合の
準備費用などもあり販管費の水準
が高く▲21億円の営業赤字となりま
したが、今年度は平準化し、73億円
の営業利益を見込んでいます。
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２００７/３期 通期見通し２００７/３期 通期見通し

（億円)

10.26差

（▲126）▲10▲▲3030特別損益

海外

国内

＋59％＋20230230当期純利益

＋16％±0490490経常利益

＋23％±0480480営業利益

＋14％＋502,2502,250

▲1％▲504,7004,700

＋4％±06,9506,950売上高

前年比見通し

なお、通期の当期純利益は、前回比

＋20億円の230億円となる見通しです。

特別損失は前回予想を▲10億円上

回る▲30億円とみていますが、税金

費用は見積もり直した結果、前回見

込を下回るためです。
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配当金配当金
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中間 期末
（予定）

期

年間32円
また、配当については、年間で当初

計画どおり1株当たり2円増配の32円

とする予定です。

以上です。

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。


