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20072007年度実績と年度実績と20082008年度計画年度計画

　2008年4月30日
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㈱㈱資生堂　代表取締役資生堂　代表取締役 社長　社長　

前田前田 新造新造

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

およ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。

社長の前田新造です。本日はお忙しい

中、足をお運びいただき誠にありがとう

ございます。

これより2007年度実績と2008年度計画

についてご説明いたします。
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１　２００７年度実績

２　前3ヵ年計画の実績総括

３　新3ヵ年計画と2008年度の課題

４　２００８年度　経営見通し

１　２００７年度実績

まず初めに、2007年度の実績について

ご報告いたします。
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２００７年度 決算実績２００７年度 決算実績

（億円)

実績 前年差 前年比 外貨前年比

売上高 7,235 +289 +4.2% +1.9%

営業利益 635 +135 +26.9% +21.4%

経常利益 651 +116 +21.7% －

当期純利益 355 +102 +40.2% －

‣海外売上比率　３６．５％　＋４．１p

‣営業利益率　８．８％　＋１．６p

‣ ROE　９．２％　＋２．６p

売上は7235億円。前年に対して4.2％

伸長しました。

営業利益は635億円。ブランドの絞込

みによるマーケティング効率の向上や

販管費の効率運用が予想以上に進ん

だことから、+26.9％の大幅増益となりま

した。

当期純利益は、355億円で+40.2％。前

期に比べて減損損失が小さく収まった

ことや海外の利益構成比向上による税

率の低下が寄与しました。

以上により、海外売上比率は36.5％、

営業利益率は8.8％、ROEは9.2％と一

気に9％台にまで高まりました。ここに

あるすべての項目において、過去 高

を更新しました。
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内訳 前年比

化粧品 ▲2.5%

　
　
　

‣ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ ▲1.2%

‣ｾﾙﾌ ▲6.1%

‣ﾄｲﾚﾀﾘｰ ▲1.4%

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ ▲8.9%

ﾍﾙｽｹｱ +15.8%

その他 +2.2%

売上合計 ▲1.9%
※アネッサ移管（カウンセリング→セルフへ）影響を除く実質ベース

国内化粧品事業国内化粧品事業

‣営業利益率　９．７％　＋１．６p‣‣営業利益率　９．７％　＋１．６営業利益率　９．７％　＋１．６pp

国内化粧品事業セグメントは売上前年

比▲1.9％。今年度は、新ブランドの発

売なしに既存ブランドを育成するマーケ

ティングに取り組みましたが、サブプラ

イム問題に端を発した消費マインドの冷

え込みという逆風もあり、前年を割り込

む結果となりました。

ただし、コミュニケーション刷新やプロモー

ションの集中投下を図った第4四半期に

は前年比+0.7％と上昇基調に転じてお

り、厳しい市況の中でも明るい兆しも見

えてきています。この勢いを新年度につ

なげていきたいと考えています。

一方、営業利益率は9.7％と、前年に比

べて1.6p高まりました。新ブランドの上

市がなかったことでマーケティングコスト

が見込みより低位に推移したこともあり

ますが、前3ヵ年における種々の改革に

よって収益体質への転換が確実に図ら

れてきた成果と考えています。
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内訳 前年比 外貨前年比

化粧品 +18.0% +10.8%

‣うち中国　
　（香港含む）

+36.6% +29.9%

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ +14.8% +9.6%

合計 +17.6% +10.7%

海外化粧品事業海外化粧品事業

‣営業利益率　６．７％　＋２．１p

海外化粧品事業セグメントは前年比

+17.6％。現地通貨ベースでも+10.7％と

2桁成長となりました。

中国が4期連続で3割成長を果たしたこ

とに加え、欧米も現地通貨ベースで＋6

～7％と好調な実績を収めました。欧州

はデザイナーズフレグランスが好調に

推移するとともに、米州では構造改革

の成果が徐々にトップラインにも現われ

はじめています。

売上の増加と費用の効率的運用に伴

い、営業利益率も6.7％と、2.1pの大幅

改善を果たしました。
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１　２００７年度実績

２　前3ヵ年計画の実績総括

３　新3ヵ年計画と2008年度の課題

４　２００８年度　経営見通し

２　前3ヵ年計画の実績総括

以上で終了した前3ヵ年計画の実績を数

字の観点からまとめてみます。



コミットメントコミットメント
営業利益率営業利益率88％以上⇒％以上⇒8.88.8％で達成％で達成

3ヵ年計画の推移3ヵ年計画の推移

営業利益率：実績

営業利益率：期初計画営業利益率：期初計画

売上売上

期初計画　実績 期初計画　実績 期初計画　実績

（億円）
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33年間ともに期初の計画を上回る実績年間ともに期初の計画を上回る実績

終年度で8％以上を目指した営業

利益率は8.8％を達成し、3年間ともに

期初の計画を上回る実績を収めること

ができました。

実績が示すとおり、実行力を伴う会社

へと変貌を遂げ、社員に「やればでき

る」との自信を取り戻したことは大きな

成果であったと考えています。
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国内化粧品事業

海外化粧品事業

3ヵ年計画の推移：事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ別（売上）3ヵ年計画の推移：事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ別（売上）

海外化粧品事業：年平均海外化粧品事業：年平均++１５％１５％
（外貨年平均（外貨年平均++９％）９％）

（億円）

連結売上：年平均＋連結売上：年平均＋44％％
セグメント別にみると、国内は生理用

品事業売却影響などもあり残念ながら

売上を伸ばすことはできませんでした

が、中国を中心とする海外が年平均

+15％、為替影響を除いても9％台と大

きく伸長し、連結売上で年平均+4％台

の成長を収めました。
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3ヵ年計画の推移：事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ別(営業利益）3ヵ年計画の推移：事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ別(営業利益）

国内化粧品事業

海外化粧品事業

（億円）

国内・海外化粧品事業国内・海外化粧品事業
それぞれ約１７０億円増益それぞれ約１７０億円増益

海外化粧品事業の営業利益率海外化粧品事業の営業利益率
（０４年度）１％未満⇒（０７年度）６．７％（０４年度）１％未満⇒（０７年度）６．７％

営業利益も国内外ともに3年間で約170

億円と大幅に増加しました。特に海外で

は、前3ヵ年スタート時にわずか1%にも

満たなかった営業利益率が、 終年度

には6.7％にまで成長しました。

前3ヵ年では、「いったん会社を壊してつ

くり直す」抜本的な構造改革に取り組み

つつ、峻別と集中を進めて効率的なマー

ケティング投資を行い、成長性拡大と収

益性向上を同時に実現するという厳し

い課題に取り組んできたわけですが、

その成果は着実に社内に根付きつつあ

ると考えています。
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１　２００７年度実績

２　前3ヵ年計画の実績総括

３　新3ヵ年計画と2008年度の課題

４　２００８年度　経営見通し

３　新3ヵ年計画と2008年度の課題

そして今年度からは、その軌道に乗って、

より高い目標へとチャレンジする新3ヵ年

計画に取り組んでまいります。
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成長性の拡大と収益性の向上

グローバル化

グローバルSHISEIDOブランド育成

ブランドづくり

キ
ー
ワ
ー
ド

日本をｵﾘｼﾞﾝとしｱｼﾞｱを代表するｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰを目指し、全ての活動の質を高める

峻別と集中 外部の知恵とリソース活用

戦
略
の
方
向
性

アジアでの圧倒的存在感の確立に向けて

ﾏｽﾃｰｼﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの本格展開
中国事業のさらなる拡大
日本でNo.1のﾎﾟｼﾞｼｮﾝを磐石なものへ

資生堂ｸﾞﾙｰﾌﾟの価値向上に向けた取組み強化

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの活動革新進化
価値創造力の強化
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産体制の整備

グローバル人材の育成

質の高い経営基盤確立

組織能力の向上

ガバナンス体制の進化

構造改革

CSRへの積極取り組み

グループ結束力強化

2010年度営業利益率10％以上、ROE=OPM+1～2p、海外売上比率40％超

数
値
目
標

資生堂2008～2010年度3ヵ年計画全体像
日本をｵﾘｼﾞﾝとしｱｼﾞｱを代表するｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰを目指し、全ての活動の質を高める

2010年度営業利益率10％以上、ROE=OPM+1～2p、海外売上比率40％超

その全体像が4月初めに発表したこの

スライドです。「日本をオリジンとし、ア

ジアを代表するグローバルプレイヤー」

を目指し、 終年度までに営業利益率

10％以上、ROEは営業利益率プラス1

～２ポイントを達成する。そして今から

10年後には、グローバルコンペティター

なみの営業利益率12％、ROE15％以上

をコンスタントに確保できる会社になる。

---
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拠点市場日本で、“売上の質”を高め、
育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを中心に市場以上の伸長を確保

今後10年の持続的成長に向けた基盤を構築

課題１

ガバナンスの強化など、
グローバル企業としての経営基盤の確立課題３

中国を中心とする海外で、高い成長を
持続（現地通貨ﾍﾞｰｽで+10％程度）課題２

2008年度の主な課題2008年度の主な課題

拠点市場日本で、“売上の質”を高め、
育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを中心に市場以上の伸長を確保

ガバナンスの強化など、
グローバル企業としての経営基盤の確立

中国を中心とする海外で、高い成長を
持続（現地通貨ﾍﾞｰｽで+10％程度）

今年度はこれらの目標達成に向けた出

発点であり、「今後10年の持続的成長

に向けての基盤を構築する年」と位置

づけます。

重要課題はこの3点です。ひとつは、

拠点市場である国内の売上です。もう

一段のマーケティング改革に取り組むこ

とによって売上の質を高め、育成ブラン

ドを中心に市場の伸びを上回る成長を

目指していきます。

ふたつめは、中国を中心とする海外に

おいて高成長を持続させること。

３つめは、ガバナンス体制の強化など

グローバル企業としての経営基盤の確

立に取り組むことです。
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2008年度の主な課題【国内】2008年度の主な課題【国内】

リレーショナルブランド戦略の重点展開下期

メガブランドを中心とした既存ブランドの育成

　　　　　‣大型のサマーキャンペーン展開

　　　　　‣営業担当の売上予算撤廃⇒プロセス重視へ

　　　　　‣専門店チャネルの活性化

上期

メガブランドを中心とした既存ブランドの育成

課題１
拠点市場日本で、“売上の質”を高め、

育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを中心に市場以上の伸長を確保

‣大型のサマーキャンペーン展開

はじめに国内の具体策です。まず上期に

は、メガブランドを中心とした育成ブランド

を対象とし、昨年度に課題として残った

「既存ブランドの育成」に新たな対策を講

じ、集中的に取り組んでいきます。「既存

ブランド育成」は資生堂にとって長年のテー

マのひとつであり、ここでもう一段粘り強く

取り組むことで、その力を何としても社内

に確実に根付かせたいと考えています。
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メガブランドを中心とした既存ブランドの育成

　　　　　‣大型のサマーキャンペーン展開

　　　　　‣営業担当の売上予算撤廃⇒プロセス重視へ

　　　　　‣専門店チャネルの活性化

‣大型のサマーキャンペーン展開
上期

2008年度の主な課題【国内】2008年度の主な課題【国内】

具体策のひとつが、育成ブランドを中心

にブランド・チャネルを横断し、大々的なメ

ディアミックスで展開するサマーキャンペー

ンの実施です。このキャンペーンをフック

に店頭への集客と優位性の高い売り場展

開を図り、主力のスキンケアはもとより、

もともと資生堂が強い制汗剤や日焼け止

めといったサマー商戦でも圧倒的強みを

発揮していきます。
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メガブランドを中心とした既存ブランドの育成

　　　　　‣大型のサマーキャンペーン展開

　　　　　‣営業担当の売上予算撤廃⇒プロセス重視へ

　　　　　‣専門店チャネルの活性化

上期
‣営業担当の売上予算撤廃⇒プロセス重視へ

2008年度の主な課題【国内】2008年度の主な課題【国内】

また、前3ヵ年においてもチャネル別営

業体制の整備や、ビューティーコンサル

タント（BC）・リテールサポーターといった

店頭活動要員の強化など、地道な取り

組みを進めてまいりました。それらをさら

に後押しするため、4月から、新たな具

体策を加えます。

ひとつは、営業担当の評価項目から売

上目標を撤廃し、かわりに来店客数や

再来店率、売り場実現率といった営業

のプロセス評価を組み込むことです。た

んなる売上数字の確保のみを目指すの

でなく、独自の売り場提案や、集客力・

収益性への貢献を目標に掲げることで、

資生堂ならではの強みを発揮し、将来

の成長に確実に結びつく質の高い営業

へと転換していく。そして前3ヵ年で既に

売上目標を撤廃したBCと活動のベクト

ルを完全に一致させ、100%お客さま志向

を徹底して貫く。－－－　このことは、新

ブランド発売の際にも大きな成果を発揮

していくはずです。
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メガブランドを中心とした既存ブランドの育成

　　　　　‣大型のサマーキャンペーン展開

　　　　　‣営業担当の売上予算撤廃⇒プロセス重視へ

　　　　　‣専門店チャネルの活性化

上期

‣専門店チャネルの活性化

2008年度の主な課題【国内】2008年度の主な課題【国内】

上期でのもうひとつの取り組みが専門

店の活性化です。専門店は、資生堂が

目指す質の高いサービスやカウンセリン

グを提供できる重要なチャネルであり、

お客さまにとっても、「自分の肌や顔立ち、

好みに合う、自分だけのスキンケアやメー

キャップをしたい」という根強いニーズに

も身近に応えうるチャネルです。
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メガブランドを中心とした既存ブランドの育成

　　　　　‣大型のサマーキャンペーン展開

　　　　　‣営業担当の売上予算撤廃⇒プロセス重視へ

　　　　　‣専門店チャネルの活性化

上期

‣専門店チャネルの活性化

プロフェッショナル化プロフェッショナル化

メジャー化メジャー化

プロフェッショナル化プロフェッショナル化

メジャー化メジャー化

2008年度の主な課題【国内】2008年度の主な課題【国内】
前3ヵ年では、取引制度改革などビジネ

スモデルの再構築に重点を置いてきま

したが、新3ヵ年ではそれをベースに、

専門店ならではの強みを活かす具体策

をこれまで以上に強化していきます。そ

のキーファクターとなるのが、「プロフェッ

ショナル化」と「メジャー化」です。

プロフェショナル化については、専門店

の従業員向けに、お客さまのニーズに

応え、高度なテクニックとおもてなしの

心をフルに発揮した接客スキルを身に

つける、専用の講座を開設し、資生堂

が培ってきたノウハウを余すところなく

提供していきます。一方、メジャー化の

切り札となるのが、メガブランドの取扱

い強化です。
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下期 リレーショナルブランド戦略の重点展開

メガブランドを中心とした既存ブランドの育成

　　　　　‣大型のサマーキャンペーン展開

　　　　　‣営業担当の売上予算撤廃⇒プロセス重視へ

　　　　　‣専門店チャネルの活性化

上期

‣専門店チャネルの活性化

2008年度の主な課題【国内】2008年度の主な課題【国内】

専門店では、これまで専門店専用ブラ

ンドに注力していたため、メガブランドを

揃えてはいても扱いは大きくなく、資生

堂としてのバックアップも十分とはいえ

ませんでした。そこで上期から、マキアー

ジュやエリクシールシュペリエルを中心

に専用販売台の提供を開始するなど、

一気に扱い幅の拡大を図っていきます。

テレビCMなどで大々的に露出を図って

いるメガブランドをきっかけにお客さまと

出会い、前3ヵ年で高めてきたビューティー

コンサルタントの応対力や、プロセス評

価に転換した営業担当の提案力などで

再来店に確実に結びつけ、専門店チャ

ネルに活力を取り戻していきます。

以上、上期に行う様々な取り組みによっ

て営業や販売の地力をしっかりと高め

たところで、下期には、いよいよ新3ヵ年

の大きな課題のひとつ「リレーショナル

ブランド戦略」を重点的に展開していき

ます。
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６メガブランド ５リレーショナルブランド

新ブランド新ブランド

プレステージ

チャネル専用

スペシャリティ

リレーショナルブランド戦略の重点展開下期

２１育成ブランド２１育成ブランド

新ブランド新ブランド

新ブランド新ブランド

2008年度の主な課題【国内】2008年度の主な課題【国内】

リレーショナルブランドは、お客さまとの

強い絆づくりをベースに展開していく資

生堂の得意領域です。プレステージ層

向けのクレ・ド・ポー ボーテに 高級ラ

インを追加するとともに、話題性の高い

新ブランド発売も計画しています。

加えて、メガブランドについても、昨年

ウーノやエリクシールシュペリエルで成

功を収めたようなコミュニケーション刷

新や話題性の高いプロモーションなど、

大掛かりなテコ入れを予定しています。

今年度は、主に以上のようなステップを

経て、国内売上を成長軌道へと導いて

いきます。大切なのは売上の中味、つ

まり、その場しのぎの売上ではなく、

100％お客さま満足にお応えし、将来の

成長に確実に結びつく「質の高い売上」

を積み重ねることです。これが、成熟市

場の日本において、市場における競争

優位性と収益力とを高めていく基本的

な道筋であると考えています。
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中国での高成長の持続（＋20％程度）

シティーコンセプトの展開

フレグランス、トラベルリテール事業強化

課題２
中国を中心とする海外で、高い成長を
持続（現地通貨ﾍﾞｰｽで+10％程度）

中国での高成長の持続（＋20％程度）

2008年度の主な課題【海外】2008年度の主な課題【海外】

次に、海外についてです。成長のけん引

役である中国では、デパートチャネルの基

幹ブランドであるオプレを14年ぶりに全面

刷新しました。
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中国での高成長の持続（＋20％程度）

シティーコンセプトの展開

フレグランス、トラベルリテール事業強化

中国での高成長の持続（＋20％程度）

2008年度の主な課題【海外】2008年度の主な課題【海外】

4月から全国700店のデパートで販売を

開始するとともに、3月には45店の拠点

デパートで先行してカウンターをリニュー

アルし、大々的なプロモーションを展開し

ました。中旬までにリニューアルを完了し

た店舗の店頭売上は、前年売上実績に

対して約4割の上乗せと、極めて好調な

滑り出しとなっており、今後も着実に育成

を図ってまいります。
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中国での高成長の持続（＋20％程度）

シティーコンセプトの展開

フレグランス、トラベルリテール事業強化

中国での高成長の持続（＋20％程度）

2008年度の主な課題【海外】2008年度の主な課題【海外】

化粧品専門店においても、これまでの専

門店契約形式に加え、ピュアマイルドの

みを扱う新たな契約形式を設けることで、

将来的にはフルラインの商品を備える専

門店へと段階的に育成しつつ、同時に新

規出店ペースを加速していきたいと考え

ています。
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中国での高成長の持続（＋20％程度）

シティーコンセプトの展開

フレグランス、トラベルリテール事業強化

シティーコンセプトの展開

フレグランス、トラベルリテール事業強化

中国での高成長の持続（＋20％程度）

2008年度の主な課題【海外】2008年度の主な課題【海外】
欧米やアジアにおいては、国単位の「面」

ではなく「点」、つまり都市単位で集中的

にマーケティングパワーを投入する「シ

ティーコンセプト」の展開を軸に、グロー

バル資生堂ブランドの育成強化を図ると

ともに、成長性の高いトラベルリテール

やデザイナーズフレグランスビジネスを

引き続き強化してまいります。

また、新興市場としてロシアに新たに設

立した現地法人が今年度から本格的に

営業を開始しました。プレステージビジネ

スに特化した展開を図っていくことから、

当面は規模の拡大は限定的ですが、将

来の大きな成長を見据え、ブランド価値

をしっかり築いていく考えです。
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取締役・執行役員の監督・執行機能を強化

役員報酬制度見直し：業績連動強化

取締役会 直轄委員会の強化

課題３
ガバナンスの強化など、

グローバル企業としての経営基盤の確立

　取締役・執行役員の監督・執行機能を強化

　取締役会 直轄委員会の強化

　役員報酬制度見直し：業績連動強化

2008年度の主な課題2008年度の主な課題

以上、事業面での課題に加え、経営基

盤の面で課題となるのがガバナンス体

制の強化です。

この3年で執行役員の若返りや少数精

鋭化を進めたことに加え、取締役会に

おいても、06年に就任した社外取締役２

名に続き、今年度からフィッシャー常務

が加わり、岩田副社長が代表権を持つ

ことになるなど、ダイバーシティが進ん

でいます。つまり、取締役８名のうち半

分の４名がいわゆる資生堂育ちでなく

なる、ということです。異なるバックグラ

ウンドや専門領域をベースに、幅広い

視野や見識が発揮されることで、監督

機能をより強化していきます。

さらに新３ヵ年からは、役員報酬制度の

見直しを行い、業績連動部分を従来の

５割から６割へと引き上げました。これ

は平均値であり、前３ヵ年同様に、役位

が上がるほど業績連動部分が高くなる

かたちとなっています。



25

2008年度のガバナンス体制2008年度のガバナンス体制

取締役会直轄ＣＳＲ委員会

株主総会

監査役会

執行役員
政策会議

役員報酬諮問委員会

役員指名諮問委員会

担当執行役員意思決定会議

選解任選解任

監査

法令上および経営上の
重要事項の提案

法令上の総会決議事項

㈱資生堂
取締役会

経営会議

監督

決裁
承認

コンプライアンス委員会

企業価値創造委員会

報告

提案

会計監査人

選解任

監査

決裁
承認

環境委員会

＜取締役会諮問委員会＞

コンプライアンス委員会

企業価値創造委員会

環境委員会

併せて取締役会直轄委員会も強化し

ます。

これまでは、横串機能を担う「CSR委

員会」の下に「コンプライアンス委員会」

と「企業価値創造委員会」を設置してい

ました。08年度には新たに、コンプライ

アンス委員会のもとにあった環境部会

を「委員会」に格上げし、環境問題への

取り組みを全社的な重要課題として強

化していきます。
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１　２００７年度実績

２　前3ヵ年計画の実績総括

３　新3ヵ年計画と2008年度の課題

４　２００８年度　経営見通し４　２００８年度　経営見通し

次に、08年度の経営計画です。
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（億円)

‣営業利益率　８．９％

（億円)

2008年度　見通し2008年度　見通し

‣ROE　　　　　　 ９．２％

見通し 前年差 前年比 外貨前年比

売上高 7,300 +65 +0.9% +4%

‣国内 4,650 +58 +1.3% －

‣海外 2,650 +7 +0.3% +10%

営業利益 650 +15 +2.4% －

経常利益 660 +9 +1.4% －

当期純利益 360 +5 +1.5% －

売上合計の実質的な伸長率で+4％を

目指します。ただし、US＄をはじめ主要

通貨の想定レートを円高に設定すること

が影響し、 終的な売上は前年比+0.9％

となります。

ちなみに、1US=＄100円、　1ユーロ

=155円、1中国元=14.5円でみています。

国内売上は+1.3%で、市場の伸びを0～1％

程度と見込む中、それを上回る成長を

目指していきたいと考えています。海外

は+0.3％と前年並みにとどまりますが、

現地通貨ベースでは2桁の伸びとなりま

す。

一方、営業利益は前年比+2.4％、営業

利益率は8.9％と前年に対して+0.1ポイ

ント程度とみています。
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０８/３
営業利益

６３５

０９/３
営業利益（予）

（億円）

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ投資 間接費用
低減

粗利増

特殊要因▲
　・年金運用損
　・会計基準変更

原価低減

利益増　＋

投資▲

営業利益増減要因（対前年）営業利益増減要因（対前年）

SAP

６５０
（+１５）

増減益要因はこの表のとおりとなります。

中国を中心とする海外や国内のリレーショ

ナルブランドなどを対象としたマーケティ

ングコストの増と、SAP（新基幹システム）

導入による償却費用負担などの投資を、

売上増による粗利増、ならびに効率化に

よる原価率・間接コストの低減などの利

益増に結び付けていきます。その一方で、

年金資産の運用損と会計基準変更といっ

た特殊要因の発生が見込まれることか

ら、 終的には増益幅は15億円となりま

す。
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7,235億円
連結売上

8.８%

10%以上 営業利益率

2010年までの売上・営業利益率目標2010年までの売上・営業利益率目標
売上：年平均+4～5％
（国内+1～2％、海外〈外貨〉+10％以上、海外売上比率40％超）
　　営業利益率：10％以上、ROE：営業利益率＋1～2p　　　　　　　　　　

なお、これらの特殊要因が影響しない

次年度以降は、新3ヵ年計画にてご説明

したとおり、増益基調に、よりドライブを

かけてまいります。

30

配当金を主体に、機動的な自社株取得・消却
⇒連結総還元性向：中期的に60％

（円）

株主還元株主還元

配当金推移配当金推移

7期連続増配
年間50円（＋16円）

(予定)　　　　　　　（予定）

次に株主還元ですが、「総還元性向を中

期的に60％とし、現金配当を主体としな

がら機動的な自己株取得・消却を行う」と

いう基本方針を確実に実行し、2009年3

月期の配当金を一株あたり中間・期末と

もに25円、年間50円とし、7期連続、かつ

前年に比べ＋16円、約1.5倍となる大幅

増配を予定します。
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後にひとつご報告がございます。

前3ヵ年2年目に導入し、この6月の株主

総会にて期限を迎える買収防衛策を、

新3ヵ年では継続しないことにいたしまし

た。大量買付に関する法制度の整備状

況も勘案し、今後は新3ヵ年計画を着実

に実行し、グローバル市場における競

争力と持続的成長性を高めていくことが、

何より、企業価値と株主の皆様の利益

向上につながると判断したためです。新

3ヵ年計画の達成に全力を注ぐという、

私どものゆるぎない決意の表明でもあ

ります。

今後、資生堂の企業価値をさらに高め、

世界中の国々で愛され必要とされる会

社に成長していくことを株主･投資家の

皆様をはじめ社会にお約束し、私から

の説明を終わります。今後ともご支援・

ご鞭撻をいただきますよう、どうぞよろし

くお願い申し上げます。

32

20082008年年33月期月期 決算内容決算内容

取締役 執行役員専務

原田 康彦
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連結業績

（億円）

08/3期実績 売上比 前年比

売上高 7,235 100.0% +4.2%

売上原価 1,865 25.8% +0.5%

販売管理費 4,736 65.4% +3.2%

営業利益 635 8.8% +26.9%

営業外損益 16 0.2% ▲53.1%

経常利益 651 9.0% +21.7%

特別損益 4 0.1% （▲57.0）

税金費用等 301 4.2% +33.8%

当期純利益 355 4.9% +40.2%

34

連結業績推移

282

-228

-89

389

500

635

391490

381 354

256

323

380

144

253

355

245
169 103

-451

153
275

7,235

6,9466,710

6,398

5,952
5,9666,0436,209 5,900

6,213 6,243

2 ,000

2 ,500

3 ,000

3 ,500

4 ,000

4 ,500

5 ,000

5 ,500

6 ,000

6 ,500

7 ,000

7 ,500

98/3 99/3 00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3

-500

-300

-100

100

300

500

700

営業利益(右目盛）

当期純利益(右目盛）

売上（左目盛）
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四半期別売上・営業利益実績

１Ｑ ２Ｑ ３Q ４Q 年間

売 上 高 1,734 1,894 1,739 1,868 7,235

前年比 + 4.2% +4.7% +2.3% +5.4% +4.2%

国　内 1,111 1,248 1,095 1,138 4,592 

前年比 ▲0.7% ▲3.2% ▲5.2% +0.4% ▲2.3%

海　外 624 646 643 729 2,643

前年比 +14.1% +24.6% +18.3% +14.1% +17.6%
外貨前年比 +6.5% +13.9% +11.5% +10.9% +10.7%

営業利益 155 165 182 132 635

前年比 +84.8% ▲5.0% +21.9% +42.7% +26.9%

（億円）
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事業セグメント別売上

08/3実績
前年差 前年比

構成比

国内化粧品 4,390 60.7% ▲85 ▲1.9%

海外化粧品 2,637 36.4% +394 +17.6%

その他 208 2.9% ▲20 ▲8.6%

合　計 7,235 100% +289 +4.2%

（億円）
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国内化粧品事業売上 （億円）

08/3実績
前年差 前年比

構成比

化粧品 3,744 51.8% ▲98 ▲2.5%

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 2,228 30.8% ▲26 ▲1.2%

ｾﾙﾌ 998 13.8% ▲64 ▲6.1%

ﾄｲﾚﾀﾘｰ 519 7.2% ▲7 ▲1.4%

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 151 2.1% ▲15 ▲8.9%

ﾍﾙｽｹｱ 144 2.0% 20 +15.8%

ｱｳﾄｵﾌﾞS他 351 4.9% 8 +2.2%

合　計 4,390 60.7% ▲85 ▲1.9%
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国内化粧品事業売上～主要ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ売上構成比推移

04年度 05年度 06年度 07年度
前年比

6ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 30% 31% 37% 　 39% +1.9%

8重点育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 44% 46% 52% 54% +1.4%

27育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 69% 74% 79% 82% +0.4%
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海外化粧品事業売上
（億円）

08/3実績
前年差 前年比

外貨　

前年比構成比

　化粧品 2,268 31.3% 346 +18.0% +10.8%

　中国 607 8.4% 163 +36.6% +29.9%

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 369 5.1% 48 +14.8% +9.6%

合　計 2,637 36.4% +394 +17.6% +10.7%

40

地域別売上

※US$=117.84円（+1.3％）、ﾕｰﾛ=161.24円（+10.3％）、CNY=15.49円（+6.1％）

（億円）

08/3

実績
前年比

外貨
前年比構成比

増減

ｱﾒﾘｶ 593 8.2% +0.4 +9.9% +7.6%

ﾖｰﾛｯﾊﾟ 928 12.8% +1.4 +17.0% +6.3%

ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 1,121 15.5% +2.3 +22.6% +16.3%

海外計 2,643 36.5% +4.1 +17.6% +10.7%
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売上原価・販売管理費
（億円）

08/3

実績

前年比
▲費用増

前年差
▲費用増

売上比

率差
▲悪化

売上原価 1,865 ▲0.5% ▲9 25.8% +0.9

販売管理費 4,736 ▲3.2% ▲145 65.4% +0.7

　　　国内 　　3,181 　 +2.7% +88 69.3% +0.3

　　　海外 1,555 ▲17.7% ▲233 58.8% 　 ±0

広告費・売出費 1,657 ▲1.0% ▲16 22.9% +0.7

人件費 1,548 ▲3.0% ▲45 21.4% +0.2

その他 1,531 ▲5.8% ▲84 21.1% ▲0.2
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営業利益～事業セグメント別

08/3

実績
前年差 前年比

国内

化粧品

営業利益（億円） 431 +63 +17%

利益率（%） 9.7% +1.6ﾎﾟｲﾝﾄ

海外

化粧品

営業利益（億円） 179 +74 +71%

利益率（%） 6.7% +2.1ﾎﾟｲﾝﾄ

その他 営業利益（億円） 20 ▲3 ▲11%

利益率（%） 5.0% +0.1ﾎﾟｲﾝﾄ
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営業利益～所在地別

08/3実績 前年差 前年比

国内 営業利益（億円） 318 +44 +16%

利益率（%） 6.5% +1.0ﾎﾟｲﾝﾄ

海外計 営業利益（億円） 289 +85 +42%

利益率（%） 10.4% +1.8ﾎﾟｲﾝﾄ

ｱﾒﾘｶ 営業利益（億円） 40 +12 +42%

利益率（%） 6.1% +1.4ﾎﾟｲﾝﾄ

ﾖｰﾛｯﾊﾟ 営業利益（億円） 90 +27 +42%

利益率（%） 8.3% +1.5ﾎﾟｲﾝﾄ

ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ 営業利益（億円） 159 +47 +42%

利益率（%） 15.5% +2.1ﾎﾟｲﾝﾄ
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営業外損益

項目 08/3実績 前年差
▲利益減/損失増

営業外

損益

受取利息・配当金 30 +8

支払利息 ▲19 +5

為替差損 ▲16 ▲16

固定資産売却・処分損益 - ▲7

投資有価証券売却損益 - ▲1

その他営業外収益・処分損益 22 ▲6

収支計 16 ▲18

（億円）
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特別損益
（億円）

項目 08/3実績 07/3実績

特別利益

関係会社株式売却益 31 　　　　-

投資有価証券売却益 21 　　　　-

固定資産売却益 10 　　　　-

特別損失

減損損失 ▲12 ▲46

固定資産処分損 ▲11 　　　　-

投資有価証券売却損 ▲17 　　　　-

特別退職関連費用 ▲11 　　　　-

構造改革費用 ▲6 ▲11

その他 ▲1 　　　　-

特別損益計 4 ▲57

46

当期純利益

項目 08/3実績 07/3実績 前年差
▲費用増

税引前利益 655 478 178

税金費用 256 192 ▲64

少数株主利益 45 33 ▲12

当期純利益 355 253 102

（億円）
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連結貸借対照表

資産 金額 増減 負債・資本 金額 増減
億円 億円 億円 億円

現預金 ･有価証券 1,325 ▲185 仕入債務・未払金

有 利 子 負 債

退 職 給 付 引 当 金

そ の 他

1,144

632

　　383

602

37

▲646

　　▲3

　13

売 上 債 権

た な 卸 資 産

1,111

685

65 

▲54

そ の 他 456 19

流 動 資 産 計 3,577 ▲155

有 形 固 定 資 産 1,444 ▲273
負 債 合 計 2,761 ▲599

無 形 固 定 資 産 509 12
株 主 資 本 計

評価・換算差額計

少 数 株 主 持 分 他

3,725

　　100

　　173 

▲8

▲51

19

投資その他の資産 1,229 ▲224

固 定 資 産 計 3,182 ▲485

純 資 産 合 計 3,997 ▲41

資 産 合 計 6,759 ▲640 負債･純資産合計 6,759 ▲640
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連結キャッシュフロー
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