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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。

取締役専務の原田康彦です。

２００９年度第１四半期実績と上期・年間の

見通しについて説明します。
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２００９年度 第１四半期実績 要約２００９年度 第１四半期実績 要約
（億円)

－（▲７）▲2.1％▲２９特別損益

▲7.9％▲7.9％６６.４％９２７国内

▲10.4％▲25.9％33.6％４７０海外

実績 売上比 前年比
外貨
前年比

売上高 １,３９７ １００.０％ ▲14.9％ ▲8.9％

営業利益 21 1.5％ ▲82.8％ －

経常利益 30 2.2％ ▲78.5％ －

純利益 43 3.1％ ▲57.8％ －

‣為替レート ﾄﾞﾙ 93.63円（▲１１％） ﾕｰﾛ 121.84円（▲２３％）中国元13.69円（▲７％）

1ページ目をご覧ください。ＰＬの要約です。

売上高は前年比１４．９％減の１３９７億円。

昨年下期以降厳しさを増した消費マインドの

冷え込みが国内外ともに続いており、加えて

円高による為替差も影響しました。

営業利益は、コストの効率運用に努めたもの

の、売上の減少に伴う差益減により

マイナス８２．８％の２１億円。

加えて、国内販売子会社の収益低下に伴い

、事業用資産に関する減損処理を行ったこと

により、特別損益として２９億円の損失 （純

額）を計上しました。

会計ルールによるテクニカルな処理で、税金

費用の戻しを４９億円計上し、四半期 純利

益は、５７．８％減の４３億円となりました。
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国内化粧品事業売上国内化粧品事業売上
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35

32
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440

762

実績内訳 売上
前年比

化粧品 ▲6.5%

カウンセリング ▲6.0%

セルフ ▲7.4%

トイレタリー ▲6.9%

プロフェッショナル ▲12.1%

ヘルスケア +2.2%

その他 ▲0.8%

合計 ▲6.0%

・消費マインドﾞの減退により店販化粧品市場の縮小が続く（4～６月推計▲３～４％程度）

・ 当社４～６月店頭売上（カウンセリング+セルフ）は▲６～７％程度

（億円)

※

※今期より子会社「ザ･ギンザ」の化粧品売上（7億円）を含む

売上を事業セグメント毎に説明します。

まず国内化粧品事業セグメントですが、売上合

計は６．０％減少。深刻な消費マインドの冷え込

みにより、直近３ヶ月の店販化粧品市場全体の

伸長率は、昨年第４四半期と同様のマイナス３～

４％程度と推測しています。

当社は、出荷、店頭売上ともにマイナス６～７％

程度でした。高価格帯では美白美容液HAKUの

好調などにより市場の前年比を上回りましたが、

中低価格帯での苦戦が響きました。

今期より峻別と集中を一層徹底し、対象となる店

舗とブランドをチャネル毎にキメ細やかに組み合

わせる販売強化策に取り組んでいます。化粧品

専門店では、注力している約６００店舗で月次売

上が前年実績を上回り始め、デパートでは、他社

も含めた化粧品売り場全体の売上が前年を大き

く下回るなか、当社は店頭売上シェアを拡大する

など、まだ部分的ではありますが、効果は徐々に

現れてきています。今後は、ドラッグストアやGMS

チャネルを含めた全体において力強さを取り戻せ

るよう、取り組みを継続していきます。
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▲25.9％

▲37.8％

▲24.0％

前年比

▲10.2％

▲26.5％

▲7.6％

外貨
前年比内訳 実績

化粧品 415

プロフェッショナル ５４

合計 ４６９

海外化粧品事業売上（２００９年１～３月）海外化粧品事業売上（２００９年１～３月）

▲25.9%

▲16.4%

▲35.4%

▲26.3%

前年比

▲1.3％２０９アジア・オセアニア

地域別売上 実績
外貨

前年比

アメリカ １０２ ▲15.6%

ヨーロッパ 159 ▲16.6%

合計 ４７０ ▲10.4%

【参考】

・欧米のトラベルリテール、フレグランス、プロフェッショナル事業の不振が響く
・中国は、前年末の先行出荷により微増（外貨ベース）にとどまるも、店頭売上は2桁成長を持続
・【第２四半期】中国を中心に全地域で盛り返し、売上合計は前年を数％超える見通し（外貨ベース）
（4月～6月の3ヶ月間）

（億円)

次に、海外化粧品事業セグメントです。

海外の第１四半期は１月～３月ですが、現

地通貨ベースの売上は前年比１０．２％減で

した。特に欧米を中心に化粧品市場の低迷

が続いており、その中において当社は、グロ

ーバルブランド「SHISEIDO」が概ね市場平均

を超える実績を収め健闘したものの、景気

減速影響を受けやすいトラベルリテール、フ

レグランス、プロフェッショナル事業での苦戦

が響きました。

中国は、中国新年に備えた前年末の先行

出荷などの影響から、第１四半期は前年を

やや超えるレベルの出荷にとどまりましたが

、店頭売上はデパート、専門店ともに２桁成

長と、勢いを持続しています。

４月以降は、中国の出荷も通常のレベルに

戻っており、フレグランスの新製品などの上

乗せ効果もあって、海外化粧品事業全体の

第２四半期、すなわち４月～６月３ヶ月間の

売上は、現地通貨ベースで前年を数％超え

る見通しです。
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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)

1.5％

10.3％

▲5.1％

4.5％

営業
利益率

▲12.9PP（49.5）▲２４海外化粧品

▲2.3PP▲37.9％４１国内化粧品

+3.3PP▲31.1％４その他

実績 前年比
営業利益
率差

合計 21 ▲82.8％ ▲6.0PP

・マーケティング費用の効率運用やコスト削減により粗利益減のカバーに努めたものの、

海外の急速な売上減少による収益悪化が響く

次に営業利益の内訳です。

国内化粧品は、マーケティングコストの効率

運用やその他販管費の節減に努めましたが

、売上減による差益の減少を補うには至らず

、前年に対して３７．９％減益の４１億円となり

ました。

海外化粧品は、中国を中心に積極的な マ

ーケティングコストの投入を続けたことから、

一時的に２４億円の赤字となりました。上期、

年間では黒字を見込んでいます。

収益環境は厳しい状況ではありますが、費

用削減は間接経費を中心に行い、マーケティ

ングコストについては、為替影響を除けば前

年並みの費用を投入するなど、海外を中心

に積極的な投資を続けています。
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２００９年度 上期見通し２００９年度 上期見通し （億円)

▲10－▲42.2％２１０経常利益

▲90－▲9.1%２,０６０国内

+40▲３%▲18.0％１,０９０海外

見通し 前年比 外貨
前年比

期初
見込差

売上高 ３,150 ▲１2.4％ － ▲50

営業利益 ２００ ▲41.0％ － ▲20

特別損益 ▲４５ （▲３７） － ▲３０

純利益 １４０ ▲30.3％ － ▲15

‣海外売上比率 ３４．６％（▲２．４ｐｐ）

‣営業利益率 ６．３％（▲３．１ｐｐ）
‣為替レート ﾄﾞﾙ95.48円（期初９０円） ﾕｰﾛ １２７．２１（１２０）中国元13.97（13.5）

次に上期見通しです。

期初見込みに対し、第１四半期の３ヶ月間で

、売上がおよそ５０億円見込みを下回ったこ

とを反映し、上期見通しも同額を引き下げ３１

５０億円とします。第２四半期は、国内は依然

として厳しさが続くとみて３０億円程度の下振

れを見込んでいますが、為替が想定よりも円

安に振れていることから、その分を為替差で

相殺し、第２四半期の売上合計は期初計画

通りとします。

上期の営業利益は、期初計画に対して２０

億円引き下げ２００億円とします。第１四半期

は、売上減による差益減に加え、海外におけ

るマーケティングコストの第２四半期からの

支出繰り上がりなどによって４０億円下振れ

ましたが、第２四半期には、間接経費の節減

も加え、２０億円上乗せできる見込みです。
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２００９年度 上期見通し２００９年度 上期見通し （億円)

▲10－▲42.2％２１０経常利益

▲90－▲9.1%２,０６０国内

+40▲３%▲18.0％１,０９０海外

見通し 前年比 外貨
前年比

期初
見込差

売上高 ３,150 ▲１2.4％ － ▲50

営業利益 ２００ ▲41.0％ － ▲20

特別損益 ▲４５ （▲３７） － ▲３０

純利益 １４０ ▲30.3％ － ▲15

‣海外売上比率 ３４．６％（▲２．４ｐｐ）

‣営業利益率 ６．３％（▲３．１ｐｐ）
‣為替レート ﾄﾞﾙ95.48円（期初９０円） ﾕｰﾛ １２７．２１（１２０）中国元13.97（13.5）

また、期初計画では堅めにゼロとおいてい

た営業外損益の第１四半期の実績、プラス

約１０億円を織り込み、経常利益は、期初計

画よりも１０億円減とします。

特別損益は、国内販売子会社の減損損失

計上により３０億円の損失増となり、純利益

の上期見通しは、期初から１５億円引き下げ

た１４０億円とします。
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２００９年度 年間見通し２００９年度 年間見通し （億円)

＋１０＋２０▲10－▲２.0％510経常利益

＋５

±０

＋２０

＋50

±0

＋50

▲15

▲３０

▲２0

＋40

▲９０

▲５０

期初差
上期 下期 年間

▲９０－▲4.0%4,11０国内

＋９０＋５%▲8.8％２,３９０海外

見通し 前年比 外貨
前年比

売上高 ６,５００ ▲5.8％ － ±０

営業利益 ５００ ＋0.2％ － ±０

特別損益 ▲５０ （▲１３６） － ▲３０

当期純利益 ３００ ＋54.9％ － ▲１０

‣海外売上比率 ３６．８％（▲１．２ｐｐ）

‣営業利益率 ７．７％（＋０．５ｐｐ）

‣為替レート 上期と同水準と想定

次に通期見通しです。

売上見込を上期５０億円引き下げますが、

為替が今後、上期と同水準で推移すれば下

期はプラス５０億円程度の為替差が見込ま

れることから、売上合計の通期見通しは期

初計画通りの６５００億円とします。

営業利益は、上期に２０億円下振れた分、

下期の為替差とコスト削減によってカバーし

、通期見通しは５００億円のまま据え置きま

す。

当期純利益は、上期の特別損失などを織り

込み、１０億円引き下げます。
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国内でのより一層の峻別と集中
・販売強化する店舗とブランドをキメ細やかにターゲティング
・メガブランド、リレーショナルブランドを中心に商品強化

「マキアージュ」：7/２１発売秋の新色が好調
「ウーノ」：ワックスに代わる新型スタイリング剤発売(８/２１）
下期に向けてスキンケアで魅力的な新製品をラインナップ

課題１

グローバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」強化と
中国での高成長の勢い持続

・新ﾌﾟﾚﾐｱﾑｽｷﾝｹｱﾗｲﾝ「フューチャーソリューションLX」9月に発売

・中国はメーキャップ商品の強化などにより高成長ペースを持続

課題２

今後の主な課題今後の主な課題

基本の販売力と資生堂のブランド価値を基本の販売力と資生堂のブランド価値を
高めるマーケティングに集中高めるマーケティングに集中

後に今後の課題です。

国内外で続く市場環境の厳しさは、これまで

に類をみないほどでありますが、このような時

期だからこそ、基本の販売力と資生堂のブラ

ンド価値を高めるマーケティングに 集中して

取り組みたいと考えています。

国内では、期初から進めている「より一層の

峻別と集中」を継続し、販売強化する店舗と

ブランドをキメ細やかにターゲティングし、そ

の成果を全体へと波及させていきます。商品

面の強化も進めます。メーキャップブランド「

マキアージュ」から７月２１日に発売した秋の

新色は、「グロスタイプの口紅なのに色落ちし

にくい」という機能が支持を集め、好調な滑り

出しとなっています。今後は秋の棚替えに向

け、ウーノ、アクアレーベルなどセルフ商品を

強化するとともに、下期に需要の 盛期とな

るスキンケアに魅力的な新製品をラインナッ

プする予定です。
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課題２

今後の主な課題今後の主な課題

基本の販売力と資生堂のブランド価値を基本の販売力と資生堂のブランド価値を
高めるマーケティングに集中高めるマーケティングに集中

また海外では、 新プレミアムスキンケアラ

イン「フューチャーソリューションLX」を ９月

以降、世界７０の国と地域で発売するなど、

グローバルブランド「SHISEIDO」を 一層

強化していきます。

中国では、既存の顧客や店舗の売上を着

実に伸ばすことに加え、マキアージュの新

規導入やオプレのメーキャップラインのリニ

ューアルなどにより高成長ペースを 持続

させていきます。

私からは以上です。


