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２００７年４月２００７年４月2626日日

社長の前田新造です。

これより、「2006年度実績と2007年度計

画」について、ご説明いたします。

2006年度実績2006年度実績

まず初めに、2006年度の実績について

ご報告いたします。



２００６年度 決算実績２００６年度 決算実績

（億円)

海外

国内 ▲39▲0.8%67.6%4,6984,698

+276+14.0%32.4%2,2482,248

+111+28.6%7.2%500500営業利益

+113+26.8%7.7%535535経常利益

+69　　ー　　ー▲5757特別損失

+109+75.2%3.6%253253当期純利益

100.0%

売上比

+3.5%

前年比

+2366,9466,946売上高

前年差実績

売上、営業利益、経常利益は過去

高を更新しております。

売上は前年比＋３．５％の６９４６億円、

営業利益は＋２８．６％の５００億円、

経常利益は＋２６．８％の５３５億円、

そして当期純利益は＋７５．２％の２５

３億円です。

海外売上比率は３２．４％と初めて３

割を超えました。

営業利益率も７．２％と当初計画を上

回って改善しており、3ヵ年計画にて　

コミットメントした８％以上への道筋が

しっかり見えてまいりました。

事業セグメント別売上事業セグメント別売上

（億円)

+3.5%

+6.8%

+14.3%

▲1.3%

前年比

+153.3%227227その他

+236100.0%6,9466,946合計

+28032.3%2,2432,243海外化粧品

▲5864.4%4,4764,476国内化粧品

前年差07/3 実績

売上を事業セグメント別に見てみると

このようになります。国内化粧品は若

干、前年割れとなりましたが、海外化

粧品は2桁増と引き続き好調に推移し

ました。

それぞれの内訳をご説明します。



国内化粧品事業国内化粧品事業

+7.1%ｾﾙﾌ

ﾄｲﾚﾀﾘｰ

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

+0.5%化粧品

▲3.5%　
　
　 +7.6%

▲1.3%合計

その他 ▲0.4%

▲35.5%ﾍﾙｽｹｱ

▲4.6%ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

前年比内訳
まず国内化粧品事業セグメントです

が、旧事業区分のコスメティック、フィ

ティット、トイレタリーに相当する、カ

ウンセリング、セルフ、トイレタリーの

化粧品３区分は、市場全体が前年割

れで推移しているなか、合計で　　　

＋０．５％とわずかながらですが前年

を超えることができました。

一方で、ヘルスケア事業がコエンザ

イムQ10市場そのものの縮小により

▲３５．５％と落ち込んだ影響を大き

く受け、トータルでは、前述したように

前年比▲１．３％となっております。

海外化粧品事業海外化粧品事業

+14.3%

+9.8%

+41.9%

+15.0%

前年比

+3.5%ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

外貨
前年比

内訳

+7.0%合計

　　中国　　　
　（香港含む）

+7.6%化粧品

+31.3%

次に海外化粧品セグメントですが、

中国が伸長しているアジア･オセアニ

ア地域を中心に現地売上が好調に

推移し、＋７％と好調な実績を収めた

ことに加え、円安効果もあり、合計で

１４．３％の増収となりました。

中国は現地通貨ベースで３１．３%の

伸長と、引き続き高い成長を持続し

ております。



中国事業の進捗状況中国事業の進捗状況

1,700店
（１２月末時点）

契約店数契約店数

専用ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「ウララ専用ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「ウララ」」発売発売

◆化粧品専門店ビジネス

◆デパート・プレステージビジネス

11月より北京・上海の拠点デパート
各1店舗に出店

オプレの上級ライン「シュープリームオプレの上級ライン「シュープリーム オプレ」発売オプレ」発売

その中国ですが、化粧品専門店の契

約数は、２００６年度末で、目標通り累

計１７００店となりました。契約店の拡

大とともに既存店の売上増にも取り組

んだ結果、既存店1店あたりの売上伸

長率は平均３０％増と、好調な成果を

収めることができました。

大きく貢献したのが１０月に発売した

専用ブランド「ウララ」です。　「ウララ」

は、既存品売上にそのまま上乗せとな

り、初年度にして既に化粧品専門店の

主力ブランドに成長しています。

デパート・プレステージ市場において

は、従来の「オプレ」ブランドに加え、

輸入品に対抗する高級ラインとして

「シュープリーム オプレ」を新たに投入

しました。１１月に 北京と上海の２店

舗に設けた専用カウンターが堅調な

実績を収めており、今年度も引き続き

店舗の拡大を図ってまいります。

２００７/３期 決算実績２００７/３期 決算実績

（億円)

+1.4

ー

+1.4

+1.4

ー

増減
（ポイント）

売上比

+111+28.6%7.2%500500営業利益

+113+26.8%7.7%535535経常利益

+69　　ー　　ー▲5757特別損失

+109+75.2%3.6%253253当期純利益

100.0% +3.5%

前年比

+2366,9466,946売上高

前年差実績

営業利益は、＋２８．６％、１１１億円

増益の５００億円となりました。中国の

業容拡大や業績連動に伴う人件費増

はあるものの、売上増による差益増に

加え、国内における販売費の効率運

用や管理部門費削減効果によるもの

です。

その結果、営業利益率は前年に対し

て１．４ポイント改善し、７．２%となりま

した。



２００７/３期 決算実績２００７/３期 決算実績

+111+28.6%7.2%500500営業利益

+113+26.8%7.7%535535経常利益

+69　　ー　　ー▲5757特別損失

+109+75.2%3.6%253253当期純利益

100.0%

売上比

+3.5%

前年比

+2366,9466,946売上高

前年差実績

（億円)
これに、特別損失５７億円を計上し、

法人税などを控除した結果、当期純利

益は前年比＋７５．２％、１０９億円増

益の２５３億円となりました。

当初見通しとの比較当初見通しとの比較

差(4.27)

230

435

430

6,850

当初見通し

+23

+100

+70

+96

253253

535535

500500

6,9466,946

実績 見直し

(1.31)

+23230当期純利益

+45490経常利益

+20480営業利益

▲46,950売上高

差

（億円)
この実績を年初時点の見通しと比較

すると、売上で９６億円、営業利益で　

７０億円の増収増益となります。

為替レートを固めに見ていたこともあ

りますが、海外で継続的な高成長を図

れたことが主な要因です。



3ヵ年計画の進捗状況と
2007年度の課題

3ヵ年計画の進捗状況と
2007年度の課題

続きまして、３ヵ年計画の進捗状況と

終年度である２００７年度の課題をご説

明いたします。

ガバナンス
改革

組織機構
改革

人事
改革

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× ×中国戦略

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ＦＴＳＦＴＳ 新規開拓新規開拓その他その他

人員削減原価低減
不採算事業

撤退

「ブランド価値の 大化」×「営業利益率１０％を出し続ける」会社へと変革

収益性→投資原資の捻出収益性→投資原資の捻出

魅力市場へ
進出

Ｈ＆ＢＣ
通販

成
長
性
の
拡
大

国内（事業の枠組みを外して考える）国内（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

組織能力の向上組織能力の向上

お
客
さ
ま
へ
の
投
資

人
的
資
源
投
入

３ヵ年計画の全体像３ヵ年計画の全体像

当社は、現3ヵ年計画において、 １００％

お客さま志向の会社に生まれ変わるこ

とを目標に、「成長性の拡大と収益性の

向上」を図り、グローバル企業と伍して

戦える企業体質へ変革することを目指し

てまいりました。



2年間で実行した主な構造改革2年間で実行した主な構造改革

研究・開発研究・開発

生産・物流生産・物流

マーケティングマーケティング

営業営業

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

ｿﾌﾄとﾊｰﾄﾞを一体化したｿﾘｭｰｼｮﾝ型　　
　　　研究開発体制の整備

販売ﾉﾙﾏ撤廃・お客さま満足度評価導入

化粧品とﾄｲﾚﾀﾘｰ融合・ﾁｬﾈﾙ別営業体制
取引制度改革

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略革新（ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略など）・　　
商品ｶﾃｺﾞﾘｰ別ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞｬｰ制導入　　

国内6工場⇒4工場へ統廃合
物流ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

そのため、時代の変化とともに機能

しなくなった社内の仕組みや価値観、

商慣習といったものを全てゼロベー

スで洗い出し、１０年先、２０年先を見

据えた新しいビジネスモデルへと再

生させる構造改革に着手しました。

研究開発から生産・物流、マーケティ

ング、営業、ビューティーコンサルタン

トの活動など、本社から店頭に至る、

ありとあらゆる企業活動を対象に、

「いったん会社を壊して作り直す」覚

悟で取り組んできたわけです。

この2年間、それぞれに関する具体

的な改革プログラムを、いささかの遅

れもなく着実に実行に移してまいりま

した。

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

04年度 05年度 06年度 07年度

3ヵ年計画 営業利益率の推移3ヵ年計画 営業利益率の推移

%

6.2

4.4 4.9

7.2

5.8

当初計画当初計画

実績実績

8.0

その結果、初年度に加え、２年目も増

収増益を確保、当初計画した経営数値

もほぼ目論み通りに達成しました。ご

覧のとおり、コミットメントである営業利

益率は、計画を上回るスピードで改善

を遂げております。

懸念された２年目のジンクスを打ち破

ることができたわけです。



現3ヵ年計画 最終年度の課題現3ヵ年計画 最終年度の課題

コミットメント：営業利益率８％以上の達成コミットメント：営業利益率８％以上の達成

次期次期33ヵ年への準備ヵ年への準備

国内マーケティング改革の総仕上げを行い
安定した収益確保の基盤を確立

中国を中心とした高成長を見込める
　海外市場への投資を継続

コスト構造の質的転換を図る構造改革を継続して推進

そしていよいよ、 終年度です。コミッ

トメント通り、営業利益率８％以上を

達成するとともに、次期３ヵ年に向け

ての明確なシナリオを構築し、そのた

めの準備を整えてまいります。

主な取り組み課題は次の３点です。

「国内マーケティング改革の総仕上

げを行い、安定した収益確保の基盤

を確立すること」

「中国を中心とした高成長を見込める

海外市場への投資を継続していくこと」

「コスト構造の質的転換を図る構造改

革を継続して推進すること」

国内ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ改革の総仕上げ国内ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ改革の総仕上げ

お客さまのための
ロングセラーブランドﾞ育成

お客さまのための
ロングセラーブランドﾞ育成

得意先との
「21世紀の新たな共存共栄の仕組み」強化

得意先との
「21世紀の新たな共存共栄の仕組み」強化

２００７年度は、メガブランドの上市が

一巡し、これまでのように新ブランド導

入という“起爆剤”はありません。既存ブ

ランドをしっかり育成することで、メガブ

ランドの導入を超える売上を目指して

まいります。もちろん、これが容易では

ないことは承知しております。

しかし、これまで当社は、「売上低下を

食い止めるため、新製品を発売しては

投資を分散して商品力を低下させ、そ

の売上低下を補うためにまた新製品に

頼る」といった悪循環を繰り返してきま

した。

メガブランドという太く・強いブランドの

柱が打ちたった今、この連鎖をようやく

断ち切ることができたと考えております。

これからは、決して後戻りすることのな

いよう、「お客さまのためのロングセラー

ブランドを育成する」スタイルへと、企

業体質そのものを変換させていきます。



ロングセラーブランド育成への取り組みロングセラーブランド育成への取り組み

ロングセラーブランド育成へロングセラーブランド育成へ

店頭

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの活動革新支援ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの活動革新支援

⇒ブランド横断施策メニュー提供⇒ブランド横断施策メニュー提供

サンプル提供サンプル提供

責任者・営業の評価項目化責任者・営業の評価項目化

販売第一線主導の活動支援販売第一線主導の活動支援

モノづくり

商品開発ﾌﾟﾛｾｽ見直し商品開発ﾌﾟﾛｾｽ見直し

⇒お客さまの声の速やかな反映⇒お客さまの声の速やかな反映

ブランド・品種の絞込みブランド・品種の絞込み

⇒一品あたりに注ぐパワー拡大⇒一品あたりに注ぐパワー拡大

既に店頭では、ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの

活動革新によって、「既存ブランド育成

＝愛用者づくり」といった活動が着実

に浸透しつつあります。今後は、ブラン

ド横断型施策メニューやサンプルの提

供など、本社から積極的にこの活動を

支援していきます。併せて、事業所責

任者や営業担当の評価項目に「既存

ブランド育成活動」を加えるとともに、

地域や個店単位の活動計画を本社が

サポートするという、販売第一線主導

の機動的な取り組みも導入していきま

す。

また、ブランドマネージャー制の導入

後、モノづくりの側からも「ブランド育成」

の意識は高まっています。すでに、お

客さまの声を速やかに商品改良に反

映する仕組みを取り入れ、開発プロセ

スそのものの見直しにも着手するとと

もに、一品あたりに注ぐパワーを相対

的に高め、太く・強いブランドを育てる

活動に集中していきます。

国内ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ改革総仕上げ国内ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ改革総仕上げ

お客さまのための
ロングセラーブランドﾞ育成

お客さまのための
ロングセラーブランドﾞ育成

得意先との
「21世紀の新たな共存共栄の仕組み」強化

得意先との
「21世紀の新たな共存共栄の仕組み」強化

次に、得意先との「２１世紀の新たな共存

共栄の仕組み強化」についてです。



取
引
制
度
改
革

取
引
制
度
改
革

チ
ャ
ネ
ル
対
策

チ
ャ
ネ
ル
対
策

マーケティングシステムの改革

営業活動の「質の向上」営業活動の「質の向上」

チャネル別営業体制の整備チャネル別営業体制の整備

２１世紀の新たな共存共栄の仕組み強化２１世紀の新たな共存共栄の仕組み強化

この実現には、2本の柱が必要と考え

ています。

ひとつが取引制度改革です。これま

で「一律・画一」であった取引制度を、

お客さまの購買行動やチャネル特性

にあわせ、お店一店一店の特徴を活

かせるようなキメ細やかな仕組みへと

刷新したものです。

昨年、一部の新ブランドから導入を開

始し、４月からは全面的に新しい取引

体系へと移管させました。得意先のご

理解のもと、スムーズな導入が図られ

ております。

今後はこの新しい仕組みをベースに、

これまで以上に明快に、ブランドやお

店の特長を生かしたマーケティングを

展開していきます。

もうひとつがチャネル対策です。

■ 「人づくり」
　　　　販売主務者の知識・スキルの向上を支援

■ 「店づくり」
　　　　百店百様なカスタマイズによる特長化
　

■ 「品揃え」
　　　　メガブランドの積極的な取り扱いによる接点拡大

■■ 「人づくり」「人づくり」
　　　　販売主務者の知識・スキルの向上を支援

■■ 「店づくり」「店づくり」
　　　　百店百様なカスタマイズによる特長化
　

■■ 「品揃え」「品揃え」
　　　　メガブランドの積極的な取り扱いによる接点拡大

チャネル対策：化粧品専門店チャネル対策：化粧品専門店

「お客さまの 高の美しさを引き出す活動」に取り組む
お店をサークル化し、徹底的に支援

「お客さまの 高の美しさを引き出す活動」に取り組む
お店をサークル化し、徹底的に支援

まず、化粧品専門店に対し、当社との

新たな協働取り組みサークルを立ち上

げます。その対象となるのは、「お客さ

まの 高の美しさを引き出す活動に積

極的に取り組み、自らの成長も志向す

るお店」とし、ここに経営資源を集中し

て「人づくり」「店づくり」「品揃え」を徹底

的に支援していきます。



チャネル対策：組織小売業チャネル対策：組織小売業

■CRM（ｶｽﾀﾏｰ ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）導入

■店頭巡回ｽﾀｯﾌ ﾘﾃｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰの　
活動強化

■CRM（ｶｽﾀﾏｰ ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）導入

■店頭巡回ｽﾀｯﾌ ﾘﾃｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰの　
活動強化

お客さまを軸とした売場・売り方の開発
店頭での確実な実現

お客さまを軸とした売場・売り方の開発
店頭での確実な実現

加えて、組織小売業、特にドラッグス

トアチャネルに対し、お客さまを軸とし

た売場・売り方を開発し、店頭で確実

に実現するための仕組みを強化して

いきます。

そのひとつが、顧客単位の詳細な購

入データを分析し、その結果を元に、

「売場」「売り方」を開発・提案し実践す

る、ＣＲM「カスタマー リレーションシッ

プ マネジメント」の導入です。

今から７０年前に発足したご愛用者組

織「花椿会」を原点に、資生堂が も

得意とする顧客管理ノウハウが生かさ

れており、今後、徐々に対象範囲を拡

大していきます。

また、本部折衝の結果を店頭で確実

に実現するため、店頭巡回スタッフで

ある「リテールサポーター」の活動強

化にも取り組みます。
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営業利益率営業営業利益率利益率

億円

売上売上売上

次に海外市場についてです。海外事

業は、この２年間「経営の健全化」に第

一義で取り組み、営業利益率の大幅な

改善を果たしてきました。

また北米では、買収ブランドなどの子

会社を複数抱え事業間シナジーを発揮

できないでいた状況を抜本的に解決す

べく、組織の再編を軸にした構造改革

プランを策定し、いよいよ実行のステー

ジに入りました。

併せて、世界５極のグローバルＲ＆Ｄ

拠点を整備し、現地のお客さまに対応

した研究開発体制の道筋をつけました。

このように、次なるステージ「攻めの世

界戦略」のための基盤は整ってまいり

ました。この体制をベースに、国際事業

の責任者に就任したフィッシャー常務

のもとで次期３ヵ年のグローバル戦略

を構築し、資生堂を真のグローバル企

業に変えていく動きをスタートさせます。



中国への積極投資の継続中国への積極投資の継続

成長市場（ﾛｼｱ、ﾄﾗﾍﾞﾙﾘﾃｰﾙ）への積極展開成長市場（ﾛｼｱ、ﾄﾗﾍﾞﾙﾘﾃｰﾙ）への積極展開

中国を中心とした海外市場への投資中国を中心とした海外市場への投資
その橋渡しとなる今年度は、引き続き

SHISEIDOブランドやボーテプレステー

ジインターナショナル社のデザイナー

ズフレグランスの愛用者拡大に重点的

に取り組むとともに、中国への積極投

資を継続します。

また、先般マスコミにも発表しましたと

おり、ロシアに現地法人を設立すると

ともに、空港免税店などを対象としたト

ラベルリテール市場など、成長領域へ

の積極展開も進めていきます。

中国事業の重点取り組み課題中国事業の重点取り組み課題

　　① チャネル別ブランド戦略の強化

　　② 新興チャネルへの進出

　　③ 店頭応対力の強化

　　④ お客さま対応の強化

　　⑤ 企業としての信頼度の向上

　　　　①① チャネル別ブランド戦略チャネル別ブランド戦略のの強化強化

　　　　②② 新興チャネル新興チャネルへのへの進出進出

　　　　③③ 店頭応対力店頭応対力のの強化強化

　　　　④④ お客さま対応お客さま対応のの強化強化

　　　　⑤⑤ 企業企業ととしてしてのの信頼度信頼度のの向上向上

特に中国事業ですが、 ２００４年から　

２年間で売上が２倍になるなど飛躍的

な成長を遂げてきました。この高成長

を持続させるべく、今年度はご覧のよう

な課題に取り組んでまいります。

チャネル別ブランド戦略では、昨年投

入したデパート向けの「シュープリーム

オプレ」、専門店向けの「ウララ」を中心

に、顧客接点の拡大と既存店の売上

向上を図っていきます。加えて、魅力的

な成長市場であるドラッグストアなどの

新興チャネルへの進出も強化します。

また、当社の強みである店頭応対力に

一層磨きをかけるため、経験豊富な国

内のビューティーコンサルタントをこれ

まで以上の規模で派遣し、現地での教

育を強化していきます。併せて、現地に

「お客さまセンター」を設立しサービス

の向上を図るとともに、お客さまの声を

マーケティングへと反映させる仕組みも

整えます。



更なる構造改革更なる構造改革

インフラの改革・再整備インフラの改革・再整備

生産

情報ｼｽﾃﾑ物流

一般的な業務標準化に即して
ゼロベースで効率化

次に、更なる構造改革に向けた取り

組みについてご説明します。

前回の中間期にご報告しましたとおり、

次期３カ年を見据え、価値創造を支え

るインフラの再整備に着手しておりま

す。 終ゴールは次の３ヵ年の終了時

ですが、１２月末に発表のとおり４月

から物流のアウトソーシングを開始す

るとともに、新たな基幹システムの導

入に着手するなど、着々と遅滞なく進

めております。

２００７年度　経営見通し２００７年度　経営見通し

後に、２００７年度の経営見通しをご

説明いたします。



２００７年度　経営見通し２００７年度　経営見通し

（億円)

海外

国内 +22+0.5%65.6%4,7204,720

+232+10%34.4%2,4802,480

+80+16%8.1%580580営業利益

+45+8%8.1%580580経常利益

+72（ ▲57）0.2%1515特別損益

+77+30%4.6%330330当期純利益

100.0%

売上比

+4%

前年比

+2547,2007,200売上高

前年差見通し

売上高は、前年比＋４％の７２００億

円、海外売上比率は更に２ポイント増

の３４．４％となります。営業利益は　　

+１６％の５８０億円、営業利益率は　　

８．１％を確保します。

特別損益として物流子会社の譲渡益

等を計上し、税金費用等を控除した後

の当期純利益は＋３０％の３３０億円

と見通しています。

事業セグメント別売上（０７年度見通し）事業セグメント別売上（０７年度見通し）

（億円)

+4%

▲8%

+10%

+1%

前年比

▲173%210210その他

+254100%7,2007,200合計

+22734%2,4702,470海外化粧品

+4463%4,5204,520国内化粧品

前年差見通し

事業セグメント別にはこのようになりま

す。

国内化粧品は+１％。一方、海外化粧

品は+１０％と引き続き高い成長を見込

んでいます。



２００７年度　経営見通し２００７年度　経営見通し

（億円)

+80+16%8.1%580580営業利益

+45+8%8.1%580580経常利益

+72（ ▲57）0.2%1515特別損益

+77+30%4.6%330330当期純利益

100.0%

売上比

+4%

前年比

+2547,2007,200売上高

前年差見通し

次に営業利益ですが、＋１６％、８０億

円増益の５８０億円と見通しています。

営業利益増減要因（対前年）営業利益増減要因（対前年）

０７/３
営業利益

５００

０８/３
営業利益（予）

５８０
（+８０）

（億円）

増益要因：
売買差益増

費用増：
マーケティングコスト（中国・その他）
人件費・その他経費

売上差益増がある一方で、中国を中心

にマーケティング費用の投入や人員増

強などによる人件費、その他経費の増

を見込み、差し引き、増益幅は８０億円

となります。



１株当たり配当金１株当たり配当金
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なお、配当金は、１株あたり中間、期末

ともに１７円、年間３４円とし、年間で前

年に対し２円増配を予定しています。こ

れで６期連続の増配となります。

ＲＯＥの推移ＲＯＥの推移
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05/3期 06/3期 07/3期 08/3期

この３ヵ年で利益率の向上に努め、株

主の皆さまへの還元を行ってきた結果、

ご覧のとおり、ＲＯＥも飛躍的な改善を

遂げることができました。今年度は、営

業利益率と同じくＲＯＥも８％台に達す

る見込みです。



３ヵ年計画を２年連続して達成したこ

とで、「今回の改革は本物である」と、

多少なりとも認めていただけただろう

か、と考えています。社内の士気は確

実に高まってきていますが、決して気

を緩めることなく、３ヵ年計画の達成に

これまで通り全力で邁進していきたい

と考えています。

併せて、これら改革を支える人材の

育成とガバナンスの強化にも積極的

に取り組み、ブランド価値と企業価値

の向上を図っていきたいと考えており

ます。

本日お集まりの投資家、アナリストの

皆様には、今後とも当社の経営に対し、

ご助言、ご協力いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。

20072007年年33月期月期 決算内容決算内容

取締役 執行役員常務

原田 康彦



１．連結業績 （億円）

売上比

（▲126）▲0.8％▲57特別損益

▲48.8％3.2％225税金費用等

+5.4％0.5％35営業外損益

+75.2％3.6％253当期純利益

+26.8％7.7％535経常利益

+28.6％7.2％500営業利益

▲0.8％66.1％4,591販売管理費

▲4.9％26.7％1,855売上原価

+3.5％100.0％6,946売上高

前年比
▲＝費用増

07/3期実績

282.2

388.8

500.1

-227.7

-88.6

144.4

252.9

390.5
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322.9
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１．連結業績～四半期別売上・営業利益実績

（億円）

（▲21）

93

+12%

639

▲0.4%

1,134

+4%

1,773

４Q

+14%+11%+13%+21%前年比

50014917484営業利益

▲0.8%▲4%+2%▲0.3%前年比

+4%+0.1%+5%+6%前年比

+44%

519

1,290

1,809

２Ｑ

▲18%

544

1,156

1,699

３Q

+29%▲21%前年比

2,248547海　外

4,6981,119国　内

6,9461,665売 上 高

年間１Ｑ

１．連結業績～事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上
（億円）

100.0%

　3.3%

　32.3%

64.4%

＋14.3%　＋2802,243海外化粧品

＋6.8%＋15227その他

＋3.5%＋2366,946合　計

▲58

前年差

▲1.3%4,476国内化粧品

前年比07/3実績



２．国内化粧品事業売上～領域別

4,476

122

221

125

166

3,842 ＋0.5%＋2055.3%化粧品

▲0.4%▲13.2%ｱｳﾄｵﾌﾞS+通販

▲35.5%▲691.8%ﾍﾙｽｹｱ

▲58

▲1

▲8

前年差

▲0.4%1.8%その他

▲1.3%64.4%合　計

▲4.6%2.4%ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

前年比07/3実績

（億円）

２．国内化粧品事業売上～化粧品内訳
（億円）

3,842

526

1,010

2,306 ▲3.5%▲8433.2%ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ

＋7.6%＋377.6%ﾄｲﾚﾀﾘｰ

＋20

＋67 

前年差

＋0.5%55.3%合　計

＋7.1%14.5%ｾﾙﾌ

前年比07/3実績



２．国内化粧品事業売上～主要ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ売上比率

69%

44%

30% 37%31%6ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

79%74%27育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

46%

05年度

52%8重点育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

06年度04年度

３．海外化粧品事業売上～領域別
（億円）

+280

+29

+131

+251

前年差

+14.3%

+9.8%

+41.9%

+15.0%

前年比

　中国 +31.3%6.4%444

32.3%

4.6%

27.7%

+3.5%322ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

+7.0%2,243合　計

+7.6%1,922　化粧品

外貨

前年比

07/3

実績



４．地域別売上
（億円）

+3.0

+2.9

▲0.6

+0.7

増減

+14.0%

+32.0%

▲1.3%

+13.6%

前年比

32.4%

13.2%

11.4%

7.8%

構成比

▲7.5%793ﾖｰﾛｯﾊﾟ

+6.7%2,248海外計

+22.8%915ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ

+7.5%540ｱﾒﾘｶ

外貨

前年比

07/3期

※ﾖｰﾛｯﾊﾟの実質前年比 ： 円ﾍﾞｰｽ+7.4％、外貨ﾍﾞｰｽ+0.7％

※US$=116.38円（+5.6％）、ﾕｰﾛ=146.14円（+6.7％）、CNY=14.6円（+5.7％）

　海外売上の実質前年比 ： 円ﾍﾞｰｽ+17.5％、外貨ﾍﾞｰｽ+10.1％

５．売上原価・販売管理費
（億円）

20.9%

21.6%

23.6%

66.1%

26.7%

売上比

+0.8

▲0.6

+1.5

+1.7

▲0.3

率差
▲悪化

+11

▲94

+45

▲39

▲87

前年差
▲費用増

広告費・売出費

その他

人件費

+1.1

▲0.4

+0.8

+1.5

＋0.2

処理変
更除く

+1%1,447

▲7%1,502

▲5%1,855売上原価

1,641

4,591

07/3

実績

+3%

▲1%販売管理費

前年比
▲費用増

【会計処理変更】 ・ﾖｰﾛｯﾊﾟのﾘﾍﾞｰﾄを販売費から売上控除へ

　　　　　　　　　　　・在庫評価引当・返品引当の算定方法見直し



６．営業利益～事業別

＋2.5ﾎﾟｲﾝﾄ4.9%利益率（%）

+129.6%+1323営業利益（億円）その他

+3.3ﾎﾟｲﾝﾄ4.6%利益率（%）

+267.6%+76104営業利益（億円）海外

化粧品

+0.6ﾎﾟｲﾝﾄ8.1%利益率（%）

+7.6%+26369営業利益（億円）国内

化粧品

前年比前年差
　07/3

実績

６．営業利益～所在地別

+45.5%+64203営業利益（億円）海外計

+1.9ﾎﾟｲﾝﾄ8.6%利益率（%）

+46.2%+35112営業利益（億円）ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ

+1.4ﾎﾟｲﾝﾄ13.4%利益率（%）

+13.8%+33273営業利益（億円）国内

+0.7ﾎﾟｲﾝﾄ5.5%利益率（%）

+0.8ﾎﾟｲﾝﾄ6.8%利益率（%）

+17.4%+963営業利益（億円）ﾖｰﾛｯﾊﾟ

+3.0ﾎﾟｲﾝﾄ4.7%利益率（%）

+202.0%+1928営業利益（億円）ｱﾒﾘｶ

前年比前年差07/3実績



７．営業外・特別損益
（億円）

+0.6▲23.9支払利息

+1.834.6収支計

営業外

損益
+14.17.3有形固定資産売却損益

▲19.53.4その他金融収支

20.5

0.8

4.7

21.8

07/3実績

±0受取家賃

+3.0受取利息・配当金

その他営業外損益

為替差損益

項目

+7.6

▲4.1

前年差

７．営業外・特別損益
（億円）

+78.0▲46.0減損損失

+16.0▲11.0構造改革費用

▲24.8－固定資産売却益

特別損失

特別利益

+69.2▲57.0特別損益計

07/3実績項目 前年差



８．税金等

144

29

123

295

　06/3実績

253

33

192

478

07/3実績

当期純利益

少数株主利益

税金費用

税引前利益

項目

+109

▲4

▲69

+182

前年差

（億円）

９．連結貸借対照表

109

36

16

3,733

　　151

　　154 

株 主 資 本 計

評価・換算差額計

少 数 株 主 持 分 他

1624,038純 資 産 合 計

5183,360負 債 合 計

▲463,666固 定 資 産 計

7263,732流 動 資 産 計

6807,398負債･純資産合計6807,398資 産 合 計

▲1601,453投資その他の資産

▲1497無 形 固 定 資 産

1141,716有 形 固 定 資 産

89437そ の 他

16 

16

1,046

739

売 上 債 権

た な 卸 資 産

▲13

534

　　　
117

▲78

▲42

1,107

661

　　　
117 

617

858

仕入債務・未払金

1年以内償還社債・
　 　 短 期 借 入 金

賞 与 引 当 金

社債・長期借入金

そ の 他

6051,510現預金･有価証券

億円億円億円億円

増減金額負債・資本増減金額資産

＝主たる増減



１０．連結キャッシュフロー

（億円） 489.2

275.3

-192.7

91.7

562.5
509.5

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3

連結キャッシュフロー

フリー・キャッシュフロー

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。


