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2008年3月期第3四半期の実績と年間

見込みについてご報告します。
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２００８/３期 第３四半期決算実績２００８２００８//３期３期 第３四半期決算実績第３四半期決算実績

まずは、第3四半期の実績について。
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２００８/３期 第３四半期決算実績２００８/３期 第３四半期決算実績

（億円)

＋＋5959

＋＋3131

＋＋8686

＋＋9595

＋＋304304

▲▲110110

＋＋194194

前年差

（▲（▲2727））0.1%0.1%44特別損益特別損益

海外海外
<<現地通貨ﾍﾞｰｽ現地通貨ﾍﾞｰｽ>>

国内国内

＋＋29%29%4.9%4.9%262262当期純利益当期純利益

＋＋20%20%9.7%9.7%523523経常利益経常利益

＋＋23%23%9.4%9.4%503503営業利益営業利益

＋＋19%19%
<<＋＋11%>11%>

35.6%35.6%1,9131,913

▲▲3%3%64.4%64.4%3,4543,454

＋＋4%4%100.0%100.0%5,3675,367売上高売上高

前年比07/12実績

9ヵ月累計の売上高は、国内が前年比

▲3％、海外が＋19％、合計では前年

比＋4％の5,367億円となりました。

国内売上は、メガブランドの上市が

一巡し、既存ブランドをロングセラー

として粘り強く育成するマーケティン

グに取り組むなか、特に10月～12月の

第3四半期において、前年の同時期に

新発売した２つのメガブランドの反動

減をカバーしきれず▲5％に終わった

ことが響きました。一方、海外売上は、

現地通貨ベースで上期に＋10％と好調

に推移したことに加え、第3四半期も

中国などを中心に＋12％と勢いを持続

し、9カ月累計では現地通貨ベースで

＋11％、円ベースでは円安効果により

＋19％となりました。
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前年比07/12実績

営業利益は、9ヵ月累計で＋23％の

503億円となりました。前年に対して、

上期で62億円、第3四半期3ヵ月で33

億円の増益となっています。これは、

売上増に加え、マーケティング投資

が年間を通じて平準化していた昨年

に比べ、今年は、市場競争の一層の

激化に備え第4四半期に重点的にマー

ケティングコストを投入する計画と

していることから、12月までの9ヵ月

間では前年に比べて販管費の支出が

低位に抑えられているためです。

経常利益は、9ヵ月累計で前年比

＋20％の523億円。特別損益として、

今年上期に発生した物流子会社の株

式売却益等により、前年に対し31億

円改善となるプラス4億円を計上し、

税金費用等を控除した結果、純利益

は9ヵ月累計で前年比＋29％の262億

円となりました。
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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

以上の実績を事業セグメント毎にご説明

します。
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国内化粧品事業セグメント国内化粧品事業セグメント

▲2%

＋2%

＋12%

▲10%

▲2%

上期

▲5%

＋6%

＋17%

▲9%

▲6%

３Q

▲4%化粧品

▲3%
国内化粧品
売上合計

その他

ﾍﾙｽｹｱ ＋14%

▲10%ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

＋3%

９ヵ月内訳

【売上前年比】

まず国内化粧品事業ですが、9ヵ月累計の

売上は前年比▲3％となりました。新ブランド

立ち上げが一巡し、既存ブランド育成型のマー

ケティングに注力する今年、上期は▲2％で

したが、その後の3ヵ月が店頭売上の不振に

より▲5％となりました。

その店頭売上ですが、カウンセリング化粧

品とセルフ化粧品を合計した前年比が、上

期は＋１％と、若干ですが前年を上回って推

移したものの、第３四半期には一転して▲4％

と減速しました。この要因は、昨年は、エリク

シールシュペリエルとインテグレートの２メガ

ブランドやベネフィークNTラインといった大型

商品の新発売やマキアージュファンデーショ

ンのヒットがあったのに比べ、今年は、新製

品規模が小さい上に、他メーカーの新ブラン

ド発売など一層厳しい競争環境にあって、メ

ガブランドを中心とした既存ブランドを伸ばし

きれなかったことによります。加えて、原油高

に端を発した商品・サービス類の相次ぐ値上

げによって消費マインドが冷え込んでおり、

化粧品の分野でも、特に中価格帯以上の商

品において少なからず影響を受けたことも要

因となっています。
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国内化粧品事業セグメント国内化粧品事業セグメント

第４四半期＝プロモーションの山場第４四半期＝プロモーションの山場

ｴﾘｸｼｰﾙｼｭﾍﾟﾘｴﾙ ﾏｷｱｰｼﾞｭ

そこで残る3ヵ月、万全の体制で巻き返しを

図ってまいります。その具体策ですが、当初

から今年度はこの第4四半期にプロモーショ

ンの山場を設定していましたので、計画通り、

2月から3月にかけて集中的に広告を投入し、

店頭と連動させたプロモーションを展開して

いきます。その中心はメガブランドです。例

えば、商品そのものに対する評価は高かっ

たものの、認知度などコミュニケーションの

面に課題のあったエリクシールシュペリエル

では、先日発表のとおり、新たなモデル3名

を起用した新しいキャンペーンを展開し新規

顧客の獲得に取り組むとともに、マキアージュ

とともにそれぞれツバキの新発売時に匹敵

する大規模なテレビCMを投入し、店頭での

売り場づくりやキャンペーンの同時展開によ

り弾みをつけていく計画です。また、ウーノ

やインテグレートには特長ある新アイテムを

追加するとともに、ツバキも中味強化を行い、

要望の高かった詰め替え用を新たに配置す

るなど、メガブランドのロングセラー化に向

け、着実に育成を図ってまいります。
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事業セグメント別営業利益事業セグメント別営業利益

（億円)

▲40.6%33事業間消去

＋95

▲1

＋44

＋56

前年差

3.6%1818その他

100.0%503503合計

23.7%119119海外化粧品

72.1%362362国内化粧品

07/12 実績

なお、当セグメントの営業利益は、9ヵ

月累計で56億円増益の362億円となり

ました。メガブランドをはじめとするブラ

ンドの絞込みに伴ってマーケティングコ

ストの効率運用が進んでいることに加

え、先ほど述べましたように、今期はマー

ケティング投資を第4四半期に集中させ

ることから、第3四半期までは販管費の

支出が抑えられていることも寄与してい

ます。
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海外化粧品事業セグメント海外化粧品事業セグメント

参考）地域別売上参考）地域別売上

+26%(+18%)ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ

+15%　(+4%)ヨーロッパ

　+19%(+11%)
海外売上計

[1,913億円]

　+13%　(+9%)アメリカ

前年比

（現地通貨）
地域

+18%（+11%)ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

前年比

（現地通貨）
内訳

+19%（+11%）
海外化粧品
売上合計

[1,909億円]

中国（香港含む）

+19%(+10%）化粧品

+34%（+26%)

【売上前年比】

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＋19％、現地通

貨ベースでも11％の伸長となりました。中

国を中心としたアジア地域に加え、デザイ

ナーズフレグランスが好調なヨーロッパ、

ならびにアメリカ地域でも主力のデパート

においてスキンケア売上を中心に堅調に推

移しました。また、当セグメントの9ヵ月

累計の営業利益は、45億円増益の119億円

となっています。

成長の牽引役となっている中国ですが、9ヵ

月累計売上が、現地通貨ベースで

＋26％、円ベースで+34％と3割成長ペース

を持続しています。デパートに次ぐ第2の

柱である化粧品専門店ビジネスも順調に売

上を伸ばし、12月末の累計契約店数が

2,520店と、目標としてきた2,500店を予定

通りクリアしました。新規店による売上の

増加だけでなく、オープンして1年以上に

なる既存店の売上も前年比＋34%と好調に

推移しています。以上により、中国の年間

売上は、予定通り現地通貨ベースで3割増

となる見通しです。
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2008年3月期 通期見通し20082008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し

ます。
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２００８/３期 通期見通し２００８/３期 通期見通し

（億円)

10/25差

（▲57）±000特別損益

海外

国内

＋34%±0340340当期純利益

＋14%±0610610経常利益

＋20%±0600600営業利益

＋17%＋202,6402,640

▲2%▲704,6104,610

＋4%▲507,2507,250売上高

前年比見通し

第3四半期の実績は、海外売上はほぼ計

画線で推移したものの、国内売上の減が

そのまま響き、合計で計画を70億円程度

下回っています。ただし営業利益について

は、商品構成比の変化による原価率の好

転と費用の効率化によって概ね計画線上

となっております。また、第4四半期は、国

内はほぼ計画通りの売上・損益、海外は

売上にレート差をプラス20億円上乗せして

利益はほぼ計画通りと見込むことから、今

回の通期見通しは、売上を従来見込みよ

りも、差し引き合計で50億円引き下げて

7,250億円とし、営業利益600億円、経常利

益610億円、当期純利益340億円はそれぞ

れ据え置くこととします。
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営業利益率　　　　
（破線は当初計画）

ROEROE

(見込み)

２００８/３期 通期見通し２００８/３期 通期見通し
また、営業利益率は8.3%で、3ヵ年計画のコ

ミットメントである8%以上を確実に達成して

まいります。第3四半期末の自己資本を基

点に試算したROEは8.8%となる見通しです。

以上の売上と利益、営業利益率、ROEはそ

れぞれ過去 高を更新します。

なお海外売上比率は、前年より４ポイント

高まって36.4％となります。

配当については、当初計画どおり年間で

1株当たり2円増配の34円とする予定です。

私からは以上です。

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。


