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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 317,268 △11.7 22,739 △32.9 23,680 △34.8 17,788 △11.4
21年3月期第2四半期 359,388 ― 33,878 ― 36,322 ― 20,088 ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 44.68 44.64
21年3月期第2四半期 49.68 49.56

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 606,482 363,041 57.0 870.17
21年3月期 606,568 351,951 55.6 839.89

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  345,895百万円 21年3月期  337,224百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00
22年3月期 ― 25.00
22年3月期 

（予想）
― 25.00 50.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
詳細は、７ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 650,000 △5.8 50,000 0.2 51,000 △2.0 31,000 60.0 77.99
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、８ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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
不確実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。業績の前提となる仮定及び業績予想の
ご利用にあたっての注意事項等については、７ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 410,000,000株 21年3月期  410,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  12,498,672株 21年3月期  8,489,386株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 398,154,636株 21年3月期第2四半期 404,334,350株
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【定性的情報・財務諸表等】 
 
１. 連結経営成績に関する定性的情報 

（１）当第２四半期累計期間の連結業績の概況 
当第２四半期累計期間の連結売上高は前年同期比１１．７％減と前年同期実績を下回りました。当期間は、国内、海
外ともに景気の後退が継続し、消費財市場を取り巻く環境も引き続き厳しいものとなりました。こうした中、当社の売上
高は国内、海外ともに前年同期実績を下回る結果となりました。 
営業利益は、前年同期比３２．９％減少しました。売上減少傾向が続く厳しい環境下にあって販売管理費の縮減に努
めたものの、売上減に伴う差益の減少が大きく影響したためです。営業利益の減少に伴い経常利益も前年同期比  
３４．８％減少しました。特別損失として、国内子会社での減損損失を計上した一方、税金費用は軽減され、四半期純
利益は１７８億円、前年同期比１１．４％減となりました。 
当期の中間配当につきましては、当初の予定通り１株当たり２５円を継続実施させていただきます。この結果、当第２四
半期累計期間の連結配当性向は５６．０％となりました。 

【連結】 
  

（百万円） 

 区   分 
当第2四半期

（累計） 
構成比 

前年第2四半期

（累計） 
構成比 増  減 増減率  

売 国内化粧品事業 203,368 64.1 % 218,030 60.7 % △ 14,662 △ 6.7 %  

上 海外化粧品事業 109,114 34.4 % 132,286 36.8 % △ 23,171 △ 17.5 %  

高 その他の事業 4,785 1.5 % 9,070 2.5 % △ 4,285 △ 47.2 %  

 合    計 317,268 100.0 % 359,388 100.0 % △ 42,119 △ 11.7 %  

 国内売上高 207,717 65.5 % 226,539 63.0 % △ 18,821 △ 8.3 %  

 海外売上高 109,551 34.5 % 132,849 37.0 % △ 23,297 △ 17.5 %  

 区   分 
当第2四半期

（累計） 
売上比 

前年第2四半期

（累計） 
売上比 増  減 増減率  

 営 業 利 益 22,739 7.2 % 33,878 9.4 % △ 11,138 △ 32.9 %  

 経 常 利 益 23,680 7.5 % 36,322 10.1 % △ 12,641 △ 34.8 %  

 四半期純利益  17,788 5.6 % 20,088 5.6 % △ 2,300 △ 11.4 %  

 

（２）事業別の状況 

①国内化粧品事業 

    （百万円）  

  区      分 
当第2四半期

（累計） 

前年第2四半期

（累計） 
増  減 増減率 

 

  外部売上高  203,368  218,030 △ 14,662 △ 6.7 %  

 セグ間売上高  1,087  2,882  

  売上高計  204,456  220,913

  

 

  営 業 利 益  20,880  24,311 △ 3,430 △ 14.1 %  
  営業利益率  10.2 %  11.0 % △ 0.8 %  

【売上高】 

国内化粧品事業の売上高は前年同期比６．７％の減収となりました。 
当第２四半期累計期間は、消費マインドの冷え込みが国内化粧品市場にマイナス影響を及ぼすなか、競争の激化と
小売業による在庫調整の影響を受け、当社も苦戦しました。このため、化粧品事業においては、カウンセリング化粧品、
セルフ化粧品、トイレタリーの各領域の売上がいずれも前年同期水準を下回りました。当期は「より一層の峻別と集中」
を掲げ、ブランドと店舗をチャネル毎に絞り込んで重点的にプロモーションを展開するとともに、基本の販売力強化など
に取り組みました。また、画期的な新製品として、８月に男性用ブランド「ウーノ」から新ヘアスタイリング剤「フォグバー」
を発売、これも含めてカウンセリング、セルフの各領域において品揃えの強化を進めました。こうした取り組みの成果は、
当期間の後半から部分的に現れ始め、「フォグバー」を筆頭に新製品が好調な立ち上がりを見せたほか、一部のチャ
ネルで売上好転の兆しが見えてきました。 
理･美容室向けのプロフェッショナル事業の売上高も前年同期を下回りました。同事業においては、物販領域での営業
力強化を進めていますが、景気低迷の影響を強く受けました。 
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ヘルスケア事業の売上高は前年同期実績を下回りましたが、経営資源を集中投下している皮膚賦活食品「ザ・コラー
ゲン」が健闘したことなどにより、厳しい消費環境下で比較的堅調に推移しました。 

【営業利益】 
当期間は、売上高減少に伴う差益減に加えて、原価率も固定費の比率が売上減少に伴って上昇したことなどにより高
まったことから、費用の効率運用と経費の縮減を徹底したものの、前年同期比１４．１％の減益となりました。 

≪主な新製品≫ 
カウンセリング化粧品：マキアージュ（メーキャップブランド 新色・ファンデーション追加、新リップグロス）、エリクシール 

シュペリエル レチノバイタル（スキンケアブランド 抗老化の高機能アイテム） 
セルフ化粧品：ウーノ フォグバー（男性用ブランド 新ジャンルの霧状ヘアスタイリング剤）、アクアレーベル（スキンケ

アブランド 保湿ラインのリニューアル）、インテグレート（メーキャップブランド 新色の追加） 
トイレタリー：スーパーマイルド（ヘアケアブランド リニューアル） 

 

②海外化粧品事業 
    （百万円）  

    区    分 
当第2四半期

（累計） 
前年第2四半期

（累計） 
増  減 増減率 

  

    外部売上高  109,114  132,286 △ 23,171 △ 17.5 %  

   セグ間売上高  851  960  

    売上高計  109,966  133,246

 

 

    営 業 利 益  1,053 8,461 △ 7,407 △ 87.5 %  

    営業利益率  1.0 % 6.4 % △ 5.4 %  

【売上高】 
海外化粧品事業の売上高は、現地通貨ベースでアジアでの売上が着実に伸長しましたが、欧米の売上がマイナスに
なったことに加えて、各通貨に対する円高の影響もあり、前年同期比１７．５％の減収となりました。 
当第２四半期累計期間は、世界的な景気減速の影響を受け、化粧品を含む消費財の市場環境は欧米を中心に厳し
いものとなりました。こうした環境下、 重点市場である中国では、化粧品専門店網のさらなる拡大を進める一方、デパ
ートチャネルにおいては主力の中国専用ブランド「オプレ」のプロモーション実施やメーキャップの品揃え強化などを実
施しました。以上の積極的な取り組みを行った結果、中国は成長性を持続しました。 
中国以外のアジア地域においても、美白プロモーションの貢献などにより売上は堅調に推移しましたが、欧米において
は景気後退がより深刻な影響を及ぼしており、全体として売上のマイナス成長を余儀なくされました。 
サロン向けのプロフェッショナル事業についても、景気後退によるサロン市場の低迷が続いていることから、米国ゾート
ス社、仏デクレオール社など主要子会社を中心に売上が前年同期実績を下回りました。 

【営業利益】 
当期間は、売上減少に伴い差益が減少に転じる中、費用の縮減に努めたものの固定費の比率が高まったうえ、円高
推移に伴う目減りも影響し、前年同期比８７．５％の減益を余儀なくされました。 

≪主な新製品≫ 
化粧品：ＳＨＩＳＥＩＤＯ パーフェクトルージュ(グローバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」の新メーキャップライン 口紅) 
 
③その他の事業 

      （百万円）

     区      分 
当第2四半期

（累計） 
前年第2四半期

（累計） 
 増  減 増減率 

    外部売上高  4,785  9,070 △ 4,285 △ 47.2 %

   セグ間売上高  3,005  6,754

    売上高計  7,790  15,825

 

    営 業 利 益  711  824 △ 112 △ 13.7 %

    営業利益率  9.1 %  5.2 % 3.9 %

【売上高】 
その他の事業の売上高は前年同期比４７．２％の減収となりました。これは主に、株式会社ザ・ギンザのブティック事業
からの撤退が影響したものです。今後の成長分野であるフロンティアサイエンス事業（医療用医薬品、化粧品原料、ク
ロマトグラフィー、美容皮膚医療など）については、海外向けを中心に増収を確保しました。 
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【営業利益】 
営業利益は、ブティック事業からの撤退影響により前年同期比１３．７％減となりましたが、同事業からの撤退などにより
収益性は改善し、営業利益率は上昇しました。 
 
 
（３）所在地別の状況及び海外売上高 

国内では、売上高が前年同期実績を下回り、費用の効率運用や経費の縮減を徹底しましたが、売上減少に伴う差益

減の影響を吸収しきれず営業減益となりました。 
海外における現地通貨ベースの売上（下表【海外売上高】参照）は、中国の成長が際立つアジアでは増加しましたが、
消費の低迷が著しいアメリカと欧州は減収になりました。為替レートは米ドル、ユーロ、アジア通貨の全てに対して円高
となり、円換算後の売上は各地域とも減収となりました。海外各地域の営業利益は、売上減少に伴う差益減に加えて
円高による目減りもあり、いずれの地域も減益となりました。 
 

【所在地別売上高】    （百万円） 

区      分 
当第2四半期

（累計） 
構成比 

前年第2四半期
（累計） 

構成比   増  減 増減率 

 国   内 208,376 65.7 % 227,449 63.3 % △ 19,072 △ 8.4 % 

 アメリカ 20,676 6.5 % 25,560 7.1 % △ 4,883 △ 19.1 % 

 欧    州 37,755 11.9 % 53,138 14.8 % △ 15,383 △ 28.9 % 

 ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 50,459 15.9 % 53,239 14.8 % △ 2,779 △ 5.2 % 

 在  外   計 108,891 34.3 % 131,938 36.7 % △ 23,046 △ 17.5 % 

 合      計 317,268 100.0 % 359,388 100.0 % △ 42,119 △ 11.7 % 

 
【所在地別営業利益】  （百万円） 

区       分 
当第2四半期

（累計） 
売上比 

前年第2四半期

（累計） 
売上比   増  減 増減率 

 国   内 13,170 6.0 % 17,336 7.2 % △ 4,166 △ 24.0 % 

 アメリカ 504 2.1 % 1,520 5.1 % △ 1,015 △ 66.8 % 

 欧    州 2,007 5.0 % 5,865 10.4 % △ 3,858 △ 65.8 % 

 ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 6,182 12.2 % 7,692 14.4 % △ 1,510 △ 19.6 % 

 在 外   計 8,694 7.6 % 15,079 10.8 % △ 6,384 △ 42.3 % 

 消去又は全社 874 － 1,462 － △ 587 △ 40.2 % 

 合      計 22,739 7.2 % 33,878 9.4 % △ 11,138 △ 32.9 % 

※売上比はセグメント間の内部売上高を含めた売上に対する利益率 
 
【海外売上高】   (百万円) 

区       分 
当第2四半期

（累計） 
構成比 

前年第2四半期

（累計） 
構成比 増  減 増減率 外貨増減率  

 アメリカ 22,086 6.9 % 27,596 7.7 % △ 5,509 △ 20.0 % △ 10.5 %

 欧   州 33,310 10.5 % 45,916 12.8 % △ 12,606 △ 27.5 % △ 8.8 %

 ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 54,154 17.1 % 59,336 16.5 % △ 5,182 △ 8.7 %  3.8 %

  合      計 109,551 34.5 % 132,849 37.0 % △ 23,297 △ 17.5 % △ 3.5 %
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２. 連結財政状態に関する定性的情報 
 
前期末に比べ総資産は０．９億円減とほとんど変動しませんでしたが、自己資本は８７億円増加しました。この結果、自

己資本比率は前期末における５５．６％から、当第２四半期末は５７．０％に上昇しました。 

 

当第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、２８９億円のプラスとなりました。投資活動によるキャッシ

ュ・フローは１２１億円のマイナスでした。このうち、国内では既存設備の改修・更新、海外ではベトナム新工場の建設を

中心に１１６億円の設備投資等を実施しました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、期末配当の実施と自己株

式の取得などにより、１８４億円のマイナスとなりました。 

以上により、当第２四半期末の現金及び現金同等物は期首比２億円減の９１６億円となりました。年間につきましては、

利益の増加などもあり、期末の資金は増加すると見通しております。 

 

【連結キャッシュ･フロー計算書（要約）】             （億円）   

区       分 金  額   

現金及び現金同等物期首残高 919   

 営業活動によるキャッシュ･フロー 289

 投資活動によるキャッシュ･フロー △ 121   

  (設備投資等) （△ 116） ※ 【設備投資等】 （億円） 

 財務活動によるキャッシュ･フロー △ 184 区   分 金 額 

現金及び現金同等物純増額 △ 2 有形固定資産 △75 

現金及び現金同等物期末残高 916 無形固定資産 △17 

 長期前払費用 △24  

 
なお下表の通り、過去数年の自己資本比率は簿価ベースが５０％台、時価ベースも直近で１００％超を回復しておりま
す。負債関連指標も概ね安全な水準で推移しております。 

【キャッシュ・フロー関連指標の推移】       

区   分 2006/3期 200７/3期 2008/3期 2009/3期 当第２四半期

自己資本比率（％） 55.7 52.5 56.6 55.6 57.0

時価ベースの自己資本比率（％） 134.4 133.6 157.6 95.0 102.6

債務償還年数（年） 3.8 1.8 0.8 1.5 1.1

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ（倍） 8.6 30.6 39.1 23.6 38.9

（注1） 自己資本比率：(純資産の部合計-新株予約権-少数株主持分)/総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

債務償還年数：有利子負債/営業活動によるキャッシュ・フロー 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ：営業活動によるキャッシュ・フロー/利払い 

（注2） 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

（注3） 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

（注4） 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており、2009/3

期以降はリース債務も含めております。また利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用し

ております。 

（注5） 当第２四半期の債務償還年数は、営業活動によるキャッシュ・フローを年換算して算出しております。 
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３. 連結業績予想に関する定性的情報 

（１）通期の業績見通し 
世界経済は 悪期を脱し、全体としては改善の方向に向かっていますが、雇用・所得環境は依然厳しく消費マインド
の好転にはまだ時間がかかるとみられます。このため、２００９年度下半期以降も、当社を取り巻く市場環境は国内・海
外とも引き続き厳しいものとなる見通しにあります。こうした中、当社は 2010 年度以降の市況回復局面においていち早
く成長軌道を取り戻すための「地力」を高めることに引き続き取り組み、「より一層の峻別と集中」により市場における競
争力と収益性の向上を図っていきます。 
２００９年度下半期も上半期同様、国内では「基本の販売力強化」と「資生堂のブランド価値を高めるマーケティング」を
継続し、海外ではグローバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」の強化と中国事業の勢い持続に集中していきます。 
こうした取り組みにより、下半期はほぼ前年同期並みの全体売上の確保を見込んでいます。利益面では、主に国内に
おけるマーケティング費用の減少、一層の経費縮減などにより前年同期を上回る営業利益を計画しています。 
この結果、通期の業績は連結売上高６，５００億円（前期比５．８％減）、営業利益５００億円（同０．２％増）、経常利益 
５１０億円（同２．０％減）と見通しています。通期の当期純利益については、特別損益の改善と税金費用の軽減も寄与
し３１０億円（同６０．0％増）と大幅増益を見込んでいます。 

  
【連結売上高】  （億円）

 

  区    分 2010/3期（見込） 2009/3期 増 減 増減率  

  国内化粧品事業 4,040  4,123 △ 83 △ 2.0%  

  海外化粧品事業 2,360  2,609 △ 249 △ 9.5%  

  その他の事業 100  170 △ 70 △ 41.2%  

  合    計 6,500  6,903 △ 403 △ 5.8%  

  海外売上高 2,370  2,620 △ 250 △ 9.5%  

  売上比率 36.5%  38.0%  

  【連結利益】   （億円） 

  区    分 2010/3期（見込） 売上比 2009/3期 売上比 増 減 増減率 

  営業利益 500  7.7% 499 7.2% 1  0.2%  

  経常利益 510  7.8% 521 7.5% △ 11 △ 2.0%  

  当期純利益 310  4.8% 194 2.8% 116  60.0%  

【連結財務指標ほか】     

区      分 2010/3期(見込) 2009/3期 増減   

ROE % % %   

（自己資本当期純利益率） 9.0  5.4 3.6   

１株当たり当期純利益 円 円 円   

 77.99  48.04 29.95   

配当性向 % % %   

       64.1   104.1  △40.0   

１株当たり配当金 円 円 円   

中  間 25.00  25.00 -   

期  末 25.00  25.00 -   

 
（２）事業区分別の通期見通し 

［国内化粧品事業］ 

下半期も、消費マインドの冷え込みは継続し、国内化粧品市場全体として前年を下回る傾向が続くことを見込んでいま
す。その中で当社は、「より一層の峻別と集中」を意図した取り組みを引き続き実践し、一部で見られ始めた取り組みの
成果を全体に波及させることなどにより、化粧品事業を中心に売上回復を図ります。 
その化粧品事業では、引き続きブランドと店舗をチャネル毎に絞り込んで重点育成する展開を進め、専門店、デパート
など成果の見え始めたチャネルでの回復を軌道に乗せるとともに、十分な成果がまだ出ていない組織小売業に対して
は営業組織の再編などにより営業を強化していきます。商品面でも、資生堂の皮膚科学研究による独自の処方と使用
法を応用した集中ケアキット｢リバイタルグラナス プラチナムシステム｣を皮切りに、機能性で価値を訴求する新製品・
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新ラインを順次投入していきます。 
また、プロフェッショナル事業では営業改革の継続推進に取り組み、ヘルスケア事業では重点育成ブランド｢ザ・コラー
ゲン｣｢長命草｣を中心に積極的なプロモーションを展開します。 
こうした取り組みにより下半期の売上は前年同期を上回る水準を見込みますが、上半期の減収は補いきれず、通期で
減収と見通しています。通期の営業利益については、売上減少に伴う差益の減少はあるものの、原材料安などによる
原価率の改善やマーケティング費用の効率運用と経費縮減の徹底などにより、増益を見通しています。 

［海外化粧品事業］ 
欧米を中心とする消費マインドの冷え込みは下半期も継続する見通しにあり、世界の化粧品市場は全体としても回復
感が強まることはないとみられます。その中で、当社はグローバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」刷新の一環として 高級ライ
ン「ＳＨＩＳＥＩＤＯ フューチャーソリューションＬＸ」を９月に投入したほか、新カウンターも順次導入するなど、「ＳＨＩＳＥＩ
ＤＯ」のプレステージ性を高める取り組みを着実に進めていきます。また、上期にはエジプト、モロッコ、ラオスでの販売
をスタートさせましたが、下期もアゼルバイジャンで販売を開始させるなど、新規市場にも機を見て進出していきます。

も成長の期待できる中国においては、デパート、専門店における既存ビジネスの成長を確実に取り込むほか、有望
な新チャネルへの新ブランド投入の準備も併せて進めていきます。 
以上の取り組みなどを背景に、現地通貨ベースでの売上は下半期に回復を見込み、通期で前期を上回ると見通して
いますが、円高の影響により円換算後では減収となり、営業利益も減益を見込んでいます。 

［その他の事業］ 
その他の事業は、成長分野であるフロンティアサイエンス事業の拡大に引き続き取り組んでいきますが、事業全体とし
ては株式会社ザ・ギンザのブティック事業撤退影響により、通期でも減収減益を見込んでいます。 

［海外売上高］ 
通期の海外売上高は、中国の高成長が続くアジア・オセアニアで２ケタの売上伸長を予想しますが、欧米での売上停
滞と円高により全体では前期比１０％の減収（現地通貨ベース４％増収）を見込んでおります。 
 
以上の通期見通しの前提条件は次のとおりです。 
 
２００９年度の日本の実質ＧＤＰは４～５％程度のマイナス成長と見ております。化粧品の需要動向としては、経済産業
省の化粧品出荷統計ベースで２～３％のマイナスを想定しております。また、主な為替レートは９３．６円／米ドル、   
１２９．５円／ユーロ、１３．６円／中国人民元で計画を策定しております。 
 
 
 
４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
（簡便な会計処理） 

①たな卸資産の評価方法 
当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に係

る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 
また、たな卸資産の簿価切下げにあたっては、収益性の低下が明らかな、たな卸資産についてのみ正味

売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 
②固定資産の減価償却費の算定方法 

          定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する
方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 
該当事項はありません。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
該当事項はありません。 
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 49,694 57,411

受取手形及び売掛金 100,904 102,019

有価証券 56,905 47,343

たな卸資産 69,884 68,330

繰延税金資産 26,191 26,228

その他 14,184 16,696

貸倒引当金 △1,061 △1,034

流動資産合計 316,703 316,995

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 160,487 161,018

減価償却累計額 △94,813 △92,670

建物及び構築物（純額） 65,673 68,348

機械装置及び運搬具 84,037 81,888

減価償却累計額 △72,453 △70,287

機械装置及び運搬具（純額） 11,584 11,601

工具、器具及び備品 49,685 47,002

減価償却累計額 △35,655 △33,333

工具、器具及び備品（純額） 14,030 13,668

土地 37,472 38,184

リース資産 11,757 10,839

減価償却累計額 △4,982 △5,545

リース資産（純額） 6,775 5,294

建設仮勘定 2,880 1,136

有形固定資産合計 138,416 138,232

無形固定資産   

のれん 12,823 12,197

リース資産 362 208

その他 23,310 22,999

無形固定資産合計 36,496 35,405

投資その他の資産   

投資有価証券 34,989 33,929

前払年金費用 31,549 34,359

長期前払費用 10,366 11,313

繰延税金資産 13,391 12,092

その他 24,763 24,466

貸倒引当金 △194 △227

投資その他の資産合計 114,865 115,934

固定資産合計 289,778 289,572

資産合計 606,482 606,568
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 45,262 52,713

短期借入金 5,317 3,709

コマーシャル・ペーパー 1,296 819

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 800 800

リース債務 2,631 2,273

未払金 41,159 47,005

未払法人税等 4,725 5,306

返品調整引当金 10,298 11,061

賞与引当金 9,712 9,563

役員賞与引当金 210 119

危険費用引当金 697 633

繰延税金負債 3 8

その他 20,299 20,082

流動負債合計 162,414 174,097

固定負債   

長期借入金 31,030 31,110

リース債務 4,626 3,340

退職給付引当金 39,656 39,271

債務保証損失引当金 350 350

繰延税金負債 2,949 3,821

その他 2,414 2,625

固定負債合計 81,026 80,519

負債合計 243,441 254,617

純資産の部   

株主資本   

資本金 64,506 64,506

資本剰余金 70,258 70,258

利益剰余金 253,280 245,544

自己株式 △23,596 △16,839

株主資本合計 364,448 363,469

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 908 353

為替換算調整勘定 △19,462 △26,599

評価・換算差額等合計 △18,553 △26,245

新株予約権 316 255

少数株主持分 16,829 14,471

純資産合計 363,041 351,951

負債純資産合計 606,482 606,568
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 359,388 317,268

売上原価 86,372 79,138

売上総利益 273,015 238,130

販売費及び一般管理費 239,137 215,390

営業利益 33,878 22,739

営業外収益   

受取利息 1,179 458

受取配当金 590 573

持分法による投資利益 － 15

為替差益 958 －

その他 1,423 1,343

営業外収益合計 4,150 2,390

営業外費用   

支払利息 911 704

売上割引 224 119

持分法による投資損失 27 －

為替差損 － 101

その他 543 524

営業外費用合計 1,707 1,449

経常利益 36,322 23,680

特別利益   

固定資産売却益 163 211

投資有価証券売却益 － 30

特別利益合計 163 242

特別損失   

減損損失 846 2,815

固定資産処分損 694 397

投資有価証券評価損 31 114

投資有価証券売却損 － 7

出資金評価損 16 －

構造改革費用 1,974 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 215 －

リース解約損 70 67

特別損失合計 3,851 3,402

税金等調整前四半期純利益 32,633 20,520

法人税、住民税及び事業税 11,095 3,589

法人税等調整額 △832 △2,652

法人税等合計 10,262 937

少数株主利益 2,282 1,794

四半期純利益 20,088 17,788
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 195,280 177,582

売上原価 48,478 45,762

売上総利益 146,801 131,819

販売費及び一般管理費 125,153 111,188

営業利益 21,648 20,630

営業外収益   

受取利息 606 181

受取配当金 6 5

持分法による投資利益 － 8

為替差益 33 －

その他 806 673

営業外収益合計 1,453 868

営業外費用   

支払利息 369 339

売上割引 111 40

持分法による投資損失 37 －

為替差損 － 207

その他 330 261

営業外費用合計 849 849

経常利益 22,252 20,650

特別利益   

固定資産売却益 69 176

特別利益合計 69 176

特別損失   

減損損失 580 49

固定資産処分損 563 236

投資有価証券評価損 21 97

投資有価証券売却損 － 7

出資金評価損 1 －

構造改革費用 1,816 －

リース解約損 67 43

特別損失合計 3,050 433

税金等調整前四半期純利益 19,271 20,393

法人税、住民税及び事業税 5,595 4,234

法人税等調整額 2,556 1,634

法人税等合計 8,152 5,869

少数株主利益 1,285 1,059

四半期純利益 9,833 13,465
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 32,633 20,520

減価償却費 14,213 12,862

のれん償却額 806 539

減損損失 846 2,815

固定資産処分損益（△は益） 531 185

投資有価証券売却損益（△は益） － △22

投資有価証券評価損益（△は益） 31 114

出資金評価損 16 －

構造改革費用 1,974 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 215 －

リース解約損 70 67

貸倒引当金の増減額（△は減少） △297 △61

返品調整引当金の増減額（△は減少） △1,644 △905

賞与引当金の増減額（△は減少） △67 81

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4 90

危険費用引当金の増減額（△は減少） 18 25

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,025 207

前払年金費用の増減額（△は増加） 416 2,809

受取利息及び受取配当金 △1,769 △1,031

支払利息 911 704

持分法による投資損益（△は益） 27 △15

売上債権の増減額（△は増加） △2,652 4,081

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,085 909

仕入債務の増減額（△は減少） △2,231 △13,174

その他 △4,440 110

小計 35,555 30,914

利息及び配当金の受取額 1,760 1,126

利息の支払額 △1,019 △743

法人税等の支払額 △9,681 △2,356

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,615 28,941
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △13,148 △22,775

定期預金の払戻による収入 14,040 22,170

有価証券の取得による支出 △730 △846

有価証券の売却による収入 298 218

投資有価証券の取得による支出 △3,571 △319

投資有価証券の売却による収入 3,200 99

有形固定資産の取得による支出 △8,575 △7,509

有形固定資産の売却による収入 95 625

無形固定資産の取得による支出 △3,040 △1,675

長期前払費用の取得による支出 △2,421 △2,431

その他 1,205 314

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,645 △12,128

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 711 1,348

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 209 429

長期借入れによる収入 28,698 18

長期借入金の返済による支出 △27,100 △400

社債の償還による支出 △6,295 －

リース債務の返済による支出 △1,711 △1,516

自己株式の取得による支出 △328 △6,813

自己株式の処分による収入 402 42

配当金の支払額 △6,870 △10,024

少数株主への配当金の支払額 △1,510 △1,577

その他 36 60

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,758 △18,432

現金及び現金同等物に係る換算差額 △747 1,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △536 △232

現金及び現金同等物の期首残高 120,393 91,857

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△115 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 119,741 91,625
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(４) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

(５) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 
  

  

国内化粧品 

事業 

(百万円) 

海外化粧品

事業 

(百万円) 

その他の 

事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 

又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高         

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
121,857 69,073 4,349 195,280 ― 195,280

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
1,695 394 3,188 5,278 (5,278) ―

計 123,553 69,467 7,537 200,559 (5,278) 195,280

営業利益 17,697 3,515 244 21,457 191 21,648

(注) １ 事業区分は、内部組織管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主な事業の内容 

(国内化粧品事業)： 化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販売) 

プロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売等) 

ヘルスケア事業(美容食品、一般用医薬品の製造・販売) 

その他(国内アウトオブ資生堂、通販化粧品の製造・販売等) 

(海外化粧品事業)： 化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販売) 

プロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売等) 

(その他の事業) ： フロンティアサイエンス事業(化粧品原料、医療用医薬品、美容医療用化粧品等の

製造・販売) 

その他(衣料品、服飾雑貨等の販売、飲食業、不動産の賃貸等) 

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 
  

  

国内化粧品 

事業 

(百万円) 

海外化粧品

事業 

(百万円) 

その他の 

事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 

又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高         

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
112,938 62,253 2,389 177,582 ― 177,582

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
598 538 1,537 2,674 (2,674) ―

計 113,537 62,792 3,927 180,256 (2,674) 177,582

営業利益 16,773 3,479 312 20,565 64 20,630

(注) １ 事業区分は、内部組織管理上採用している区分によっております。 
２ 各事業区分に属する主な事業の内容 

(国内化粧品事業)： 化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販売) 
プロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売等) 
ヘルスケア事業(美容食品、一般用医薬品の製造・販売) 
その他(国内アウトオブ資生堂、通販化粧品の製造・販売等) 

(海外化粧品事業)： 化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販売) 
プロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売等) 

(その他の事業) ： フロンティアサイエンス事業(化粧品原料、医療用医薬品、美容医療用化粧品等
の製造・販売) 
その他(飲食業等) 
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 
 

 
国内化粧品 

事業 
(百万円) 

海外化粧品
事業 

(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

218,030 132,286 9,070 359,388 ― 359,388

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

2,882 960 6,754 10,597 (10,597) ―

計 220,913 133,246 15,825 369,985 (10,597) 359,388

営業利益 24,311 8,461 824 33,597 280 33,878

(注) １ 事業区分は、内部組織管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分に属する主な事業の内容 

(国内化粧品事業)： 化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販売) 

プロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売等) 

ヘルスケア事業(美容食品、一般用医薬品の製造・販売) 

その他(国内アウトオブ資生堂、通販化粧品の製造・販売等) 

(海外化粧品事業)： 化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販売) 

プロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売等) 

(その他の事業) ： フロンティアサイエンス事業(化粧品原料、医療用医薬品、美容医療用化粧品等の

製造・販売) 

その他(衣料品、服飾雑貨等の販売、飲食業、不動産の賃貸等) 

３ 第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当第２四半期連結累計期間の営業

利益は、海外化粧品事業において592百万円減少しております。 

４ 第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当第２四半期連結累計期間の

営業利益は、国内化粧品事業において110百万円増加、海外化粧品事業において34百万円増加及びその

他の事業において６百万円増加しております。 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 
 

 
国内化粧品 

事業 
(百万円) 

海外化粧品
事業 

(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

203,368 109,114 4,785 317,268 ― 317,268

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

1,087 851 3,005 4,944 (4,944) ―

計 204,456 109,966 7,790 322,213 (4,944) 317,268

営業利益 20,880 1,053 711 22,646 92 22,739

(注) １ 事業区分は、内部組織管理上採用している区分によっております。 
２ 各事業区分に属する主な事業の内容 

(国内化粧品事業)： 化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販売) 
プロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売等) 
ヘルスケア事業(美容食品、一般用医薬品の製造・販売) 
その他(国内アウトオブ資生堂、通販化粧品の製造・販売等) 

(海外化粧品事業)： 化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販売) 
プロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売等) 

(その他の事業) ： フロンティアサイエンス事業(化粧品原料、医療用医薬品、美容医療用化粧品等
の製造・販売) 
その他(飲食業等) 
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 
  

  
日本 

(百万円) 

アメリカ

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア・

オセアニア

(百万円)

計 

(百万円) 

消去 

又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高           

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
126,407 12,893 24,851 31,128 195,280 ― 195,280

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
6,825 1,978 1,659 33 10,495 (10,495) ―

計 133,232 14,871 26,510 31,161 205,776 (10,495) 195,280

営業利益 13,658 837 1,661 5,167 21,325 323 21,648

 

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 
  

  
日本 

(百万円) 

アメリカ

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア・

オセアニア

(百万円)

計 

(百万円) 

消去 

又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高           

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高 
115,471 11,039 19,805 31,265 177,582 ― 177,582

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
6,480 1,730 873 41 9,125 (9,125) ―

計 121,951 12,769 20,679 31,307 186,707 (9,125) 177,582

営業利益 12,594 602 1,012 5,997 20,206 424 20,630

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アメリカ     ：米国、カナダ、ブラジル 

 (2) 欧州       ：フランス、イタリア、ドイツ、スペイン 

 (3) アジア・オセアニア：中国(香港含む)、台湾、韓国、東南アジア、オーストラリア 
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 

  
日本 

(百万円) 
アメリカ
(百万円)

欧州 
(百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

売上高    

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

227,449 25,560 53,138 53,239 359,388 ― 359,388

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

13,336 4,160 3,226 51 20,774 (20,774) ―

計 240,785 29,720 56,364 53,291 380,162  (20,774) 359,388

営業利益 17,336 1,520 5,865 7,692 32,415 1,462 33,878

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アメリカ     ：米国、カナダ、ブラジル 

 (2) 欧州       ：フランス、イタリア、ドイツ、スペイン 

 (3) アジア・オセアニア：中国(香港含む)、台湾、韓国、東南アジア、オーストラリア 

３ 第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当第２四半期連結累計期間の営業

利益は、アメリカにおいて374百万円減少、アジア・オセアニアにおいて217百万円減少しております。 

４ 第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に比較して、当第２四半期連結累計期間の

営業利益は、日本において151百万円増加しております。 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 

  
日本 

(百万円) 
アメリカ
(百万円)

欧州 
(百万円)

アジア・
オセアニア
(百万円)

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

売上高    

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

208,376 20,676 37,755 50,459 317,268 ― 317,268

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

12,504 3,599 2,202 47 18,354 (18,354) ―

計 220,881 24,276 39,957 50,507 335,622 (18,354) 317,268

営業利益 13,170 504 2,007 6,182 21,864 874 22,739

 (注)１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アメリカ     ：米国、カナダ、ブラジル  

 (2) 欧州       ：フランス、イタリア、ドイツ、スペイン 

        (3) アジア・オセアニア：中国(香港含む)、台湾、韓国、東南アジア、オーストラリア 
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【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

  

  アメリカ 欧州 
アジア・ 
オセアニア 

計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 13,742 21,321 34,355 69,419

Ⅱ 連結売上高(百万円)  195,280

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

7.0 10.9 17.6 35.5

 

当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

  

  アメリカ 欧州 
アジア・ 
オセアニア 

計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 11,875 17,419 33,268 62,562

Ⅱ 連結売上高(百万円)  177,582

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

6.7 9.8 18.7 35.2

 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

  アメリカ 欧州 
アジア・ 
オセアニア 

計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 27,596 45,916 59,336 132,849

Ⅱ 連結売上高(百万円)  359,388

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

7.7 12.8 16.5 37.0

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

  

  アメリカ 欧州 
アジア・ 
オセアニア 

計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 22,086 33,310 54,154 109,551

Ⅱ 連結売上高(百万円)  317,268

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

6.9 10.5 17.1 34.5

 (注)  １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

  (1) アメリカ     ：米国、カナダ、ブラジル 

  (2) 欧州       ：フランス、イタリア、ドイツ、スペイン 

  (3) アジア・オセアニア：中国(香港含む)、台湾、韓国、東南アジア、オーストラリア 

３ 海外売上高は、当社及び日本に所在する連結子会社の輸出高並びに日本以外の国に所在する連結子

会社の日本以外に対する売上高の合計額であります。ただし、連結会社間の内部売上高は除いてお

ります。 
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(６) 株主資本の金額の著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成21年４月30日開催の取締役会における自己株式の取得決議に基づき、平成21年５

月12日付で自己株式の取得を行い、自己株式が6,752百万円増加しました。主にこの影響により、

当第２四半期連結会計期間末において自己株式は23,596百万円になっております。 

 

(７) その他 

(重要な後発事象) 
国内無担保普通社債の発行 

当社は、平成21年10月29日開催の取締役会において、国内無担保普通社債に関する包括決議を 
行っております。概要は以下のとおりであります。 
 

(1) 発行総額 
500 億円以内 

（但し、範囲内で複数回の発行ができる） 

(2) 払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 

(3) 利率 
償還期限とほぼ同じ残存年数を持つ国債流通利回り 

＋0.5％以下 

(4) 年限 ５年以内 

(5) 償還方法 満期一括償還 

(6) 発行時期 取締役会決議後から平成 22 年３月末日までの間 

(7) 資金使途 運転資金、投融資資金及び社債償還資金等 

 

   以上 
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