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200200９９年度年度
上期実績上期実績とと通期見通し通期見通し

㈱㈱資生堂資生堂 代表取締役代表取締役 社長社長

前田前田 新造新造

2008年4月30日

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。 1

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2009年度上期実績と通期見通しに

ついてご説明いたします。
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1  国内外の化粧品市場の動向

２ ２００９年度上期実績

３ ２００９年度下期・通期見通し

4 下期の取り組み

5 中期的課題

1  国内外の化粧品市場の動向
初めに、国内外の化粧品市場の動向から

お話いたします。
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国内 店販化粧品市場の動向（当社推計）国内 店販化粧品市場の動向（当社推計）
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2007年度▲0～1％ 2008年度▲2～3％

・０７年度下期から減少に転じ、０８年度第３Ｑから更に悪化。第４Ｑから現在まで同様の基調

・【予想】09年度下期からやや持ち直し、09年度▲2～3％。本格回復は2010年度以降

まず国内ですが、2007年度下期から減少に

転じ始めた店販化粧品市場は、昨年9月の

リーマンショック以降の急速な景気悪化によ

って、買い控えと低価格志向が一層進み、

現在まで▲3～4％の傾向が続いており、好

転の兆しはまだ見られません。

前年のハードルが下がる下期以降は、下げ

幅についてはやや小さくなると見られるもの

の、年間では、昨年に引き続き、前年を2～3

％程度下回るものとみています。

ただし、経済産業省の出荷統計では、4月か

らの5ヶ月累計で金額ベースの前年比が

▲9.3％と、これまでにない急激な落ち込みと

なっており、今後も予断を許さない状況と捉

えています。

4

海外化粧品市場の動向（当社推計）海外化粧品市場の動向（当社推計）

【欧州】
•西欧の高級化粧品
市場は１桁半ばから
後半の落ち込み

【アジア】
•中国は従来と大きくは
変わらない成長力を維持

•中国以外のアジアも
概ね成長性を維持

【北米】
・USのデパート化粧品
売上は１０％程度の
落ち込み

・欧米を中心に、前年を下回る厳しい基調が続いている
・中国を中心とするアジアでは成長性を維持

次に海外、なかでも高級化粧品市場の 1

月から6月の動向です。

欧米ともに5～10％程度の売上減少傾向が

続いており、7月からの第3四半期に入って

以降もまだ回復の兆しはみられません。一

方、需要拡大の続く中国では、従来と大きく

は変わらない成長力を維持しており、中国

以外のアジアも、国によってバラつきはあり

ますが、概ね成長性を維持しているものとみ

ています。
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1  国内外の化粧品市場の動向

２ ２００９年度上期実績

３ ２００９年度下期・通期見通し

4 下期の取り組み

5 中期的課題

２ ２００９年度上期実績

次に、当社の上期実績です。
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２００９年度 上期実績２００９年度 上期実績
（億円)

+２３

+１７

+７

＋４６

△７３

△２７

期初
見込差

＋１７－△8.3％２,077国内

＋６△3.5％△17.5％１,０96海外

実績 前年比
外貨

前年比
7月末
見込差

売上高 ３,173 △11.7％ △6.5% ＋２３

営業利益 227 △32.9％ － +２７

経常利益 237 △34.8％ － +２７

純利益 178 △11.4％ － +３８

‣海外売上比率 34.５％ △2.５ｐｐ

‣営業利益率 7.2％ △2.2ｐｐ

‣上期実績ﾚｰﾄ US$95.5円、ﾕｰﾛ１２７.2円、中国元14.0円

概要はご覧のとおり、景気減速による消費の

冷え込みに加え、市場在庫の縮減も進めたこ

とから、前年実績と比べると厳しい結果となり

ました。

ただし、昨年第4四半期以降▲6～７％で推移

してきた店頭売上は、第2四半期以降は少しず

つ好転しはじめ▲4～5％程度のところまで来

ています。その結果、後ほど詳しくご説明しま

すが、ウーノフォグバーの大ヒットなどにより、7

月末時点の見込に対して売上で23億円、営業

利益で27億円上回ることができました。純利益

は、税金費用の見込み差などが加わり、38億

円上回っています。期初の見込みに対しても、

売上は下回りましたが、営業利益・経常利益・

純利益ともに上回って終了することができまし

た。
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1  国内外の化粧品市場の動向

２ ２００９年度上期実績

３ ２００９年度下期・通期見通し

4 下期の取り組み

5 中期的課題

3  ２００９年度下期・通期見通し

次に、下期と通期の見通しです。

8

‣海外売上比率 3６.5％ △１.5ｐｐ
‣営業利益率 7.7％ ＋0.５ｐｐ
‣年間想定ﾚｰﾄ US$93.６円、ﾕｰﾛ129.5円、中国元13.６円
10～12月想定ﾚｰﾄ US$90円、ﾕｰﾛ1３０円、中国元13円
（期初の年間想定ﾚｰﾄ US$9０円、ﾕｰﾛ1２０円、中国元13.５円）

２００９年度 通期見通し２００９年度 通期見通し （億円)

±0

+10

±０

＋７０

△７０

±0

期初
見込差

＋２０－△3.6％4,130国内

△２０+３%△9.5％2,370海外

見通し 前年比
外貨

前年比

７月末
見込差

売上高 ６,５００ △5.8％ － ±0

営業利益 ５００ +0.2％ － ±０

経常利益 510 △2.0％ － ±０

当期純利益 ３10 + 60.0％ － +10

まず通期見通しですが、7月末の時点では、

年間為替レートを1～6月の平均と同水準にお

いていましたが、10月以降の3ヶ月間の想定レ

ートを、直近の動向を踏まえ1USドル＝90円、

ユーロ130円、中国元13円に見直します。これ

による為替差などで海外売上が20億円減少し

ますが、国内売上が上期に上回った分で相殺

し、売上合計は、期初ならびに 7月末見込

みを据え置き6500億円とします。

営業利益も、為替差によるマイナスを上期の

上乗せで相殺し、期初ならびに前回見込み通

りの500億円。経常利益は前回見込みを据え

置き、当期純利益は上期の税金費用見込み

差を織り込み、前回見込みから10億円引き上

げて、期初計画通りの310億円とします。
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２００９年度 下期見通し２００９年度 下期見通し （億円)

+3－+1.8%2,０５３国内

△２６＋９％△1.3％1,２７５海外

見通し 前年比
外貨

前年比
7月末
見込差

売上高 3,3２７ +0.6％ － △23

営業利益 273 +７０.０％ － △27

経常利益 273 +７３.６％ － △27

純利益 132 （△７） － △28

‣海外売上比率 38.3％ △0.7ｐｐ
‣営業利益率 8.2％ +3.4ｐｐ
‣下期想定レート US$91.8円、ﾕｰﾛ131.9円、中国元13.4円

下期のみでみてみます。国内売上はほぼ前回

7月末の見込み通り、海外は為替レートの見直

しなどを反映したかたちとなります。

国内売上は、下期期首の店頭在庫水準を昨

年同時期よりも絞り込んでいるため、この在庫

調整分を除くと、実質的には前年と同水準の売

上を目指すことになります。第2四半期以降、市

場との差を詰めてきたとはいえ、市場からまだ

▲1～2ポイントビハインドしている現状を踏まえ

ると、決して容易な目標ではありませんが、昨

年下期に国内売上が10％近く減少したことを踏

まえると、その遅れを少しでも取り戻しシェアを

回復させたいと考えています。海外は、昨年第

3四半期に北京五輪によって営業活動が制限

された中国の反動増と、グローバルブランド「

SHISEIDO」の 高級ライン「フューチャーソリュ

ーションLX」の発売に合わせ第4四半期にプロ

モーションを集中させることなどにより、現地通

貨ベースで＋9％程度を目指していきます。

営業利益は上期からの費用繰り下がりや為替

差などにより前回見込みに対し▲27億円、純利

益は前回より28億円のﾏｲﾅｽとなります。
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年金
運用損

通期見通しの営業利益増減要因通期見通しの営業利益増減要因
（億円）

４９９

売上減に伴う
差益減

賞与減

５００
（うち為替差

▲７０）
国内

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ減

国内
経費減

海外
販管費減

国内人件費

原価低減

２００８年度
営業利益

２００９年度
営業利益（予）

年間の増減益要因です。売上の減少に伴う

差益の減少を国内のマーケティングコストの

減少と経費節減でカバーし、前年並みの営業

利益を確保します。

期初に比べると、為替差を除く実質売上の減

少にともなう差益減を、国内マーケティングコ

ストの減少や国内外での経費節減の上乗せ

で補います。これら販管費節減の上乗せは概

ね上期に発生しており、下期は為替差の影響

を除き、ほぼ期初通りの費用計画で臨み、売

上見通しの必達を目指してまいります。
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配当金
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自己株式取得と総還元性向

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％基本方針

一株あたり中間・期末ともに
２５円で年間５０円
（２００８年度と同じ）

5月に４００万株、６７．５億円を取得。総還元性向は８６％（見込）

株主還元株主還元

（円）
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株主還元ですが、当初計画通り、 一株あた

り中間・期末ともに25円、年間50円、5月に

取得した自己株式67.5億円分と合わせた今

年度の総還元性向は86％となる見通しです

。

株主還元の基本方針である「総還元性向を

中期的に60％」の枠を一時的に超えることに

はなりますが、将来の業績回復を見越し、で

きる限り安定的な配当を継続する考えです。
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1  国内外の化粧品市場の動向

２ ２００９年度上期実績

３ ２００９年度下期・年間見通し

4 下期の取り組み

5 中期的課題

４ 下期の取り組み

次に下期の取り組みです。冒頭で申し上げ

ましたとおり、化粧品市場は国内外ともにま

だ回復基調には転じておらず、今後も楽観

視できる状態ではありません。
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200９年度の取り組み200９年度の取り組み

現３ヵ年計画で掲げた１０年後のビジョン
「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」

の実現に向け、着実に前進

国内

海外

より一層の峻別と集中を進め、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

▼
地力を高める

アジアを中心としたグローバル展開に一層の力を注ぐ
▼

将来の成長に向けた準備を進める

このような厳しい環境の中、今年度は、現3

ヵ年計画で掲げた10年後のビジョン「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」の実現に向け着実に前進するこ

とを目指し、国内では、より一層の峻別と集

中を進めつつ、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

続することで、しっかり地力を高め、同時に

海外では、アジアを中心としたグローバル展

開に一層の力を注ぎ、将来の成長に向けた

準備を進めています。
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200９年度下期の主な取り組み【国内】200９年度下期の主な取り組み【国内】

集中的に強化するブランドと店舗をチャネル毎に
絞り込み、重点領域を定めて取り組む

なかでも日本国内では、集中的に強化するブ

ランドと店舗をチャネル毎に絞り込み、重点領

域を定め取り組んできましたが、すでに成果が

現れてきています。
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パワーショップ約６００店の店頭売上は
第２四半期以降、継続的に前年を超え

９月は＋１０％と右肩上がりに好転

店頭売上好調（専門店）店頭売上好調（専門店）

専門店では、集中強化している約600店のパ

ワーショップが、第2四半期以降、月次の店頭

売上が継続的に前年を超え、9月には対象店

全店平均で＋10％となるなど、右肩上がりに

よくなっています。
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店頭売上好調（デパート）店頭売上好調（デパート）

デパートチャネルの当社売上は
今年１月以降、化粧品売場全体の前年比を上回り続けている

デパートでは、来店客数と売上の減少に歯

止めがかからない中、相対的に健闘してき

た化粧品売り場も上期には大きく前年を割り

込みました。しかし、当社の店頭売上は、1

月以降、化粧品売場全体の前年比を継続し

て上回り、シェアを確実に上昇させることが

できました。拠点店への注力と、 「クレ・ド・

ポー ボーテ」とのダブルカウンター化が効を

奏しています。
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GMSチャネル注力店の店頭売上は
９月には前年比＋５％以上の伸長
上期累計でも前年実績をキープ

店頭売上好調（GMS）店頭売上好調（GMS）

GMSもチャネル全体としては厳しさが続くな

か、当社が特に注力している拠点では、9月

は店頭売上＋5％以上の伸長を収め、上期

累計でも前年の水準をキープしました。
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マキアージュ
パーフェクトグロス

ウーノ フォグバー

エリクシールシュペリエル
レチノバイタル

革新的なヒット商品革新的なヒット商品

ベネフィーク
サクラフィルター ベース

店頭売上が上向いてきた背景には、他社品や

既存品とは差別化されたイノベーティブな機能

を持った商品が、お客さまからの大きな支持を

集めていることが挙げられます。これこそ、資

生堂の強みとするところです。

7月には「マキアージュ パーフェクトグロス」、

8月には「ウーノ フォグバー」。

「フォグバー」は、ワックスに次ぐ次世代型スタ

イリング剤として急速に市場浸透を果たし、ヘ

アスタイルのトレンドそのものに新たな潮流を

巻き起こしています。店頭売上実績は、初月1

ヶ月間で100万個の大台に載り、4年前新生ウ

ーノ誕生時に発売したファイバーワックスの、

実に2倍以上の規模です。ウーノは男性用ヘア

スタイリング市場においてトップシェアに返り咲

いています。
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革新的なヒット商品革新的なヒット商品

マキアージュ
パーフェクトグロス

ウーノ フォグバー

エリクシールシュペリエル
レチノバイタル

ベネフィーク
サクラフィルター ベース

9月発売では、「エリクシールシュペリエル

レチノバイタル」や、化粧品専門店専用ブラ

ンド「ベネフィーク」の新しい化粧下地「サクラ

フィルター ベース」など、いずれの商品も計

画を大幅に上回るペースで売上を伸ばして

います。

以上のように、第2四半期以降、ようやく明

るさの兆しが見えてきた店頭の勢いを、より

確実なものとし全体へと波及させ、残る課題

を克服することで出荷の増加に結び付けて

いく・・・これが下期のポイントになると考えて

います。
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200９年度下期の主な取り組み【国内】200９年度下期の主な取り組み【国内】

集中的に強化するブランドと店舗をチャネル毎に
絞り込み、重点領域を定めて取り組む

大の課題となるのがドラッグチャネルです

。

注力している重点6系列の上期売上は、当チ

ャネル合計の前年比より高い実績を収めた

ものの、まだ全体を押し上げる水準には至っ

ていません。
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ダイヤモンド営業の強化

ドラッグストアチャネルの営業力強化ドラッグストアチャネルの営業力強化

「フォグバー」がTVCM投入に合わせ
定番スペースや特設売場を一斉に獲得

※ダイヤモンド営業：小売側とメーカー側が機能・職制別に多面的に向き合う営業の方式

系列との協働取り組み
「次世代型店舗づくり」

シニア対応売場を全国に水平展開

今年度、力を注いできたダイヤモンド営業の

強化では、秋の棚換え商談において、 「フ

ォグバー」が、テレビコマーシャル投入時期に

合わせ定番スペースや特設売場を一斉に獲

得することができ、その後の大ヒットに結びつ

くとともに、「レチノバイタル」では、通常のプロ

モーションのおよそ4倍の規模の売り場を獲

得することができました。これら好事例を次の

棚換え商談へと活かしていきます。

また、系列との協働取り組みとして行ってき

た「次世代型店舗づくり」のテスト展開におい

て大きな売上伸長を収め、お客さまからも高

い評価を得た「シニア対応売場」を、下期から

全国400の店舗に水平展開していきます。

22

①チャネル毎に分かれていた売り場開発・施策立案推進

機能を一元化し、提案力を強化

②「アカウント別の営業体制」確立に向け、アカウント毎に

迅速に意思決定し推進できる仕組みを整備

ダイヤモンド営業の強化

組織体制の強化

ドラッグストアチャネルの営業力強化ドラッグストアチャネルの営業力強化
営業体制も強化しました。

下期から、従来、チャネル毎に分かれてい

た売場開発・施策立案推進機能を一元化

し、より効率的で戦略的な提案ができる体

制としました。また、アカウント、つまり取引

先系列毎の営業体制確立に向け、本部折

衝から販売第一線の店頭実現まで、アカ

ウント毎に迅速に意思決定し推進できる仕

組みを整えました。この新たな組織と全社

的なバックアップ体制により、ダイヤモンド

営業の成果を更に高めていきます。
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200９年度下期の主な取り組み【国内】200９年度下期の主な取り組み【国内】

集中的に強化するブランドと店舗をチャネル毎に
絞り込み、重点領域を定めて取り組む

ドラッグ以外のチャネルでは、専門店におい

て、上期の実績を踏まえてパワーショップ対

象店の見直しを行い、総数で数十店舗増や

し、専用ブランド「ベネフィーク」を集中的に

育成していきます。

24

200９年度下期の主な取り組み【国内】200９年度下期の主な取り組み【国内】

集中的に強化するブランドと店舗をチャネル毎に
絞り込み、重点領域を定めて取り組む

デパート・GMSチャネルを含むリレーショナ

ル領域では、
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【リレーショナル領域】商品面の強化【リレーショナル領域】商品面の強化

「リバイタルグラナス」
プラチナムシステム

「SHISEIDO」
フューチャーソリューションLX

商品面での強化として、グローバルブランド

「SHISEIDO」には、 高級スキンケアライン「

フューチャーソリューションLX」を、「リバイタ

ルグラナス」には、集中ケアキット「プラチナ

ムシステム」を投入します。

26

ビューティーコンサルタントの

活動革新 第２フェーズ

として応対研修の強化

・「おもてなし」の再強化
・ 組織小売業向け短時間

アプローチ応対ソフトの習得

【リレーショナル領域】店頭応対力の強化【リレーショナル領域】店頭応対力の強化

研究員、ヘア・メーキャップ
アーティストなどをセミナーや
店頭プロモーションへ派遣

26

併せて、店頭応対力の強化として、資生堂の

コアバリューである「おもてなし」の心を再確

認し、体系化して身につけるための教育を約1

万名のビューティーコンサルタント全員に実施

するとともに、組織小売業を意識した短時間

アプローチ用の新たな応対ソフトを習得する

研修も進めていきます。

加えて、研究員やヘア・メーキャップアーティ

ストなど、それぞれの領域で活躍するプロフェ

ッショナルを、かつてない規模でセミナーや店

頭プロモーションへと派遣し、資生堂のファン

ダメンタルズの圧倒的な強さを店頭活動へと

結び付けていきます。
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中国事業の勢い持続
プロフェッショナルと新たな有望チャネルへ本格参入

グローバルブランド「SHISEIDO」の刷新
９月～「フューチャーソリューションLX」発売

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

200９年度下期の主な取り組み【海外】200９年度下期の主な取り組み【海外】

次に海外です。上期に引き続き、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。

28

グローバルブランド「SHISEIDO」の刷新
９月～「フューチャーソリューションLX」発売

中国事業の勢い持続
プロフェッショナルと新たな有望チャネルへ本格参入

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

200９年度下期の主な取り組み【海外】200９年度下期の主な取り組み【海外】

グローバルブランド「SHISEIDO」では、（続く

）
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店頭の強化 商品の強化

グローバルブランド「SHISEIDO」刷新グローバルブランド「SHISEIDO」刷新

新カウンターを年内に４５店舗へ導入 「フューチャーソリューションLX」

「フューチャーソリューションLX」店頭対応風景シンボリックサイン BC活動の強化
29

8月から、新デザインの売場カウンターを日

本を含めた世界の主要な売場に続々とオー

プンさせています。年内に45店舗への導入

を完成させる予定としており、併せて、ビュー

ティーコンサルタントの応対力向上のため、

これまで国ごとにバラつきのあったビューテ

ィーコンサルタントの評価や教育体系を一元

化して底上げを図っており、グローバルブラ

ンド「SHISEIDO」のプレステージ性を高める

取り組みは着実に進んでいます。

また、「フューチャーソリューションLX」も好

調な滑り出しとなっています。

30

新規市場への進出新規市場への進出

・今年度はすでに、エジプト・モロッコ・ラオス・アゼルバイジャン
に展開済み

・さらにいくつかの市場への新規進出・事業拡大を準備

ロシアの売上が順調に伸長 アフリカ（モロッコ）など
新規市場へ進出

現3ヵ年計画の重要な取り組み課題である新規

市場への事業拡大も順調に進めています。

昨年から直接オペレーションを開始したロシア

は、計画を上回る高成長を遂げています。

今年度は既に発表したとおり、上期には、エジ

プト、モロッコを皮切りに初めてアフリカへ進出

するとともに、ラオスでの販売をスタートさせまし

た。下期に入ってからも引き続き、アゼルバイジ

ャンでの販売を開始するとともに、ギリシアには

合弁会社を設立し来年から始動させます。

今後も引き続き、いくつかの市場への新規進出

、もしくはビジネスモデルの転換など事業拡大に

ついて検討を進めており、決定次第ご報告して

いきます。
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中国事業の勢い持続
プロフェッショナルと新たな有望チャネルへ本格参入

グローバルブランド「SHISEIDO」の刷新
９月～「フューチャーソリューションLX」発売

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

200９年度下期の主な取り組み【海外】200９年度下期の主な取り組み【海外】

次に中国事業についてです。

32

デパートチャネル

中国事業の勢い持続中国事業の勢い持続

今年、注力しているメーキャップで

マキアージュ、新オプレが

新規顧客（８０后世代）獲得と売上拡大に貢献

新オプレメーキャップのWEBサイトマキアージュのプロモーション

デパートチャネルでは、昨年スキンケアをリニ

ューアルした「オプレ」が引き続き好調で、第2

四半期には2桁成長を遂げています。今年度

力を入れているメーキャップ商品の分野では、

「SHISEIDO」カウンターで輸入品として発売を

開始した「マキアージュ」と、秋にリニューアル

した「オプレ」のメーキャップラインが、当初の

狙い通り、80后世代（バーリンフォー）を中心と

した新規顧客の獲得と売上拡大に大きく貢献

しています。
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化粧品専門店

累計契約店数４３００店（９月末）

既存店売上２桁成長ペースを維持

URARA ヘア・ボディーライン

中国事業の勢い持続中国事業の勢い持続

化粧品専門店チャネル 化粧品専門店ビジネスも、累計契約店

数が9月末で約4300店となり、既存店も2

桁成長ペースを維持するなど、順調に推

移しています。

34

ピュアマイルドやZaなど、中間層をターゲットとした

マステージ領域商品も高成長

ピュアマイルド Za

中国事業の勢い持続中国事業の勢い持続

ピュアマイルドやZa（ジーエー）など、中間層

をターゲットとしたマステージ領域の商品も

高成長を遂げており、今後の事業拡大に向

け基盤を固めています。
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プロフェッショナル事業

新たな有望チャネル

中国事業の勢い持続中国事業の勢い持続

・サロン向けのビジネスを本格展開
・技術者への教育などにも注力

・チャネル専用の新たなブランド投入

年明け以降の展開を予定

次のステージを担う新たな事業への取り組み

も行っています。

ひとつは、期初にお話したプロフェッショナル

事業の展開です。いよいよサロン向けのヘア

ビジネスを本格的に開始し、商品の提供だけ

でなく、技術者への教育などにも併せて力を入

れていく予定です。

また、今後の新たな有望チャネルに向け、チャ

ネル専用の新たなブランドを投入します。

いずれも年明け以降の展開を予定しており、

時期が来れば詳細を発表しますのでご期待く

ださい。

36

1  国内外の化粧品市場の動向

２ ２００９年度上期実績

３ ２００９年度下期・年間見通し

4 下期の取り組み

5 中期的課題５ 中期的課題

後に、今後の中期的な課題についてご説

明します。
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国内化粧品市場の構造的変化国内化粧品市場の構造的変化

顧客の意識・購買行動の変化顧客の意識・購買行動の変化
・情報化進行で検索・比較購買増加
・「スタイル」や「機能」に強いこだわり
・コストパフォーマンスに一層厳しく

構造的変化が加速構造的変化が加速
・価格の二極化、特に低価格化が進行
・この流れが続く限りは、市場の伸びは限定的
・新規チャネルの伸長続く⇒既存チャネルには厳しさが続く

販売チャネルの変化販売チャネルの変化
・ドラッグストアチャネルの拡大・浸透
・インターネット、TV通販など新規
チャネルの台頭

・低価格品の品揃え強化・拡大

世界規模に拡大した今回のリセッションをきっ

かけに、特に国内化粧品市場において構造的

変化が加速しています。顧客の意識や購買行

動、ならびに販売チャネルの変化が一層進み

、価格の二極化、特に低価格化の進行が顕著

となっています。今後、景気回復局面において

多少の戻りがあったとしても、低価格帯市場が

縮小するとは考えにくく、場合によってはさらに

拡大する可能性もあると考えています。この流

れが続く限りは、既に成熟化している国内化粧

品市場の伸びは一層限定的になるとみなけれ

ばならず、つまり今後予想されるインターネット

などを通じた新規チャネルの伸長が、すなわち

既存チャネルには厳しさをもたらすということに

なります。

この構造的な変化は、既に長期的な時間軸で

は想定していましたが、かなり早まって進行し

ていることが伺えます。 当社の１０年後のビジ

ョン「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」に向かう取り組みは何ら

変わるものではありませんが、変化のスピード

に対応し、私たちの戦略を 適化させるため

の検討を早急に進めています。

38

変化をチャンスに変える対応変化をチャンスに変える対応

日本では安定した収益を確保し、それをベースに、
売上・利益の成長は海外、特に中国を中心とするアジアから

取り込む構造づくりを加速

詳しくは来年度、もしくは次期3ヵ年計画の中で

明らかにしていきますが、基本となる考えは、

従来から申し上げてきた「日本では安定した収

益を確保し、それをベースに売上・利益の成長

を海外、特に中国を中心とするアジアから取り

込む」構造づくりを一層加速させることです。
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ブランド価値を世界レベルで高める

日本では安定した収益を確保し、それをベースに、
売上・利益の成長は海外、特に中国を中心とするアジアから

取り込む構造づくりを加速

変化をチャンスに変える対応変化をチャンスに変える対応

そして、その強固な事業構造のもとに、資生

堂のブランド価値を世界レベルで高める取り

組みを続けること。

40

次世代型のマーケティングモデルの開発

ブランド価値を世界レベルで高める

日本では安定した収益を確保し、それをベースに、
売上・利益の成長は海外、特に中国を中心とするアジアから

取り込む構造づくりを加速

変化をチャンスに変える対応変化をチャンスに変える対応

一方で、日本において、顧客接点の拡大に向

け、次世代型のマーケティングモデルの開発に

、これまで以上に積極的に取り組んでいきます

。
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次世代型マーケティングモデルの開発

ブランド価値を世界レベルで高める

日本の低価格・セルフ領域とアジア・マステージ領域の強化

変化をチャンスに変える対応変化をチャンスに変える対応

日本では安定した収益を確保し、それをベースに、
売上・利益の成長は海外、特に中国を中心とするアジアから

取り込む構造づくりを加速

41

そして、今後も勢いが続くと予想される日本

の低価格・セルフ領域と、アジアの中間層を

ターゲットとしたマステージ領域を強化して

いくことです。

42

セルフ･マステージ領域の強化セルフ･マステージ領域の強化

「日本の低価格領域」と、「アジアで拡大する中間層を
ターゲットとしたマステージ領域」を一体化して対応

この2つの領域を一体化して取り組むことで

、対象市場をより広く捉え、より大きな数量

規模を創出し、高く安定した収益性を確保で

きるよう検討を進めています。次期3ヵ年から

の本格展開を基本スケジュールにおきなが

らも、できる限り早いタイミングでかたちにし

ていきたいと考えています。
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アジアで売上好調の「マジョリカ マジョルカ」

セルフ･マステージ領域の強化セルフ･マステージ領域の強化

「日本の低価格領域」と、「アジアで拡大する中間層を
ターゲットとしたマステージ領域」を一体化して対応

先行的に昨年から、日本を起点にアジア

へと拡大しているメーキャップブランド「マ

ジョリカ マジョルカ」は、各地で人気を集め

、特に台湾、タイ、シンガポールでは、取り

扱い大手系列店でインストアシェアNO.１を

獲得するなど、市場の地固めとノウハウの

蓄積は着実に進んでいます。

44

ベトナム工場
２月竣工、４月生産開始予定 現地採用社員の日本研修実施中

セルフ･マステージ領域の強化セルフ･マステージ領域の強化

「日本の低価格領域」と、「アジアで拡大する中間層を
ターゲットとしたマステージ領域」を一体化して対応

主力生産拠点としてベトナムに建設中の新

工場は、2月に竣工予定です。化粧品の製

造管理及び品質管理についての国際規格

ISO22716に則った 新鋭の工場であり、9月

からは現地採用の幹部社員の研修を日本で

行い、世界に通用する高品質の商品を4月

から本格的に生産していきます。まずは実績

のある日本の低価格帯の既存商品からスタ

ートし、ローコスト生産体制を整えていく予定

です。

併せて、今後の事業拡大を念頭におき、日

本を含め世界に15ヵ所となる生産拠点にお

ける生産の 適化についても検討していき

ます。
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最後に最後に

将来の目標をしっかり見据え、

計画したことをひとつひとつ確実に実行に移し、

グローバル規模で前進を続ける

中期的な取り組みと足元固めを並行して進め、
強いブランドと収益体質を持つ会社へステップアップ

資生堂にしか創りえない、提供できない価値により

世界中のお客さまから選ばれ必要とされる

現在の世界的リセッションは、経営にとっては

大きな荒波です。しかし、この波に流されること

なく、将来の目標をしっかり見据え、計画したこ

とをひとつひとつ確実に実行に移し、グローバ

ル規模で前進を続けることで、荒波を大きな推

進力へと必ず変えることができると考えていま

す。

「リッチ・ヒューマンサイエンス・おもてなし」

これら資生堂のコアバリューをベースに、これ

からも、資生堂にしか創り得ない、提供できな

い価値によって、世界中のお客さまから選ばれ

る、必要とされる会社であり続けたいと考えて

います。

この下期、中期的な取り組みと足元固めを並

行して進め、資生堂を、より一層、強いブランド

と収益体質を持つ会社へとステップアップさせ

ていく所存です。

今後とも、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。ご清聴ありがとうござい

ました。

46
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20201010年年33月期月期 上期決算内容上期決算内容

取締役 執行役員専務

原田 康彦

48

△90.9%0.3%9.4法人税等

（△36.9）△1.0%△31.6特別損益

△34.8%7.5%236.8経常利益

△11.4%5.6%177.9四半期純利益

△32.9%7.2%227.4営業利益

△3.5%△17.5%34.5%1,095.5海外

△8.3%△8.3%65.5%2,077.2国内

△6.5%△11.7%100%3,172.7売上高

現地通貨
ﾍﾞｰｽ

前年同期比売上比09/9期

※本資料の金額は四捨五入で表示しています。
※前期比の（ ）は、前期の実績数値です。

（億円）

損益計算書ハイライト
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連結業績推移
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（7.2%）（1.5%）（利益率）

△32.9%227.4△4.7%206.3
（11.6%）

△82.8%21.1営業利益

△8.3%
△17.5%

（△3.5%）

2,077.2
1,095.5

△8.6%
△9.9%

（+2.8%）

1,150.2
625.6

△7.9%
△25.9%

（△10.4%）

927.0
469.9

国内
海外

（実質比）

△11.7%3,172.7△9.1%1,775.8△14.9%1,396.9売上高

前年同期比前年同期比前年同期比

累計2Q（7-9月）1Q（4-6月）

（億円）

四半期別売上・営業利益実績
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△6.5%△11.7%△421.2100%3,172.7合計

△47.2%△47.2%△42.91.5%47.9そ の 他

△3.4%△17.5%△231.734.4%1,091.1海外化粧品

△6.7%△6.7%△146.664.1%2,033.7国内化粧品

構成比

現地通貨
ﾍﾞｰｽ

前年
同期比

前年
同期差

09/9期

（億円）

事業別売上

52

国内化粧品事業売上

（億円）

△6.7%△146.664.1%2,033.7国 内 化 粧 品

+1.8%+3.05.5%173.0そ の 他

△3.7%△2.82.3%73.0ヘ ル ス ケ ア

△9.5%△7.32.2%69.8プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル

△7.5%△139.554.1%1,717.9化 粧 品

△8.0%△22.38.1%257.2ト イ レ タ リ ー

△7.6%△37.514.4%457.9セ ル フ

△7.4%△79.831.6%1,002.8カ ウ ン セ リ ン グ

構成比
前年同期比

前年
同期差

09/9期



53

国内化粧品事業売上～主要ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ売上前年比推移

08年度
09年度１

Q
09年度２

Q
09年度
上期

6ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
（構成比）

▲6%
（39%）

▲11% ±0% ▲5%
（40%）

5ﾘﾚｰｼｮﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
（構成比）

+3%
（20%）

+4% ▲5% ▲1%
（19%）

21育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
（構成比）

▲5%
（78%）

▲7% ▲6% ▲6%
（79%）

54

△3.4%△17.5%△231.734.4%1,091.1海 外 化 粧 品

△18.1%△29.2%△52.34.0%127.0ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

△1.1%△15.7%△179.430.4%964.1化 粧 品

構成比

現地通貨
ﾍﾞｰｽ

前年
同期比

前年
同期差

09/9期

△6.0%14.8613.97中国元

△20.8%160.54127.21EURO

△9.0%104.9295.48US$

増減率08/9期
（1-6月）

09/9期
（1-6月）

（億円）

海外化粧品事業売上
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ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ

欧 州

ア メ リ カ

△6.5%△11.7%△421.2100%3,172.7合計

△3.5%△17.5%△233.034.5%1,095.5海 外 計

+3.8%△8.7%△51.817.1%541.5

△8.8%△27.5%△126.110.5%333.1

△10.5%△20.0%△55.16.9%220.9

△8.3%△8.3%△188.265.5%2,077.2日 本

構成比

現地通貨
ﾍﾞｰｽ

前年
同期比

前年
同期差

09/9期

（億円）

地域別売上

56

売上原価・販売管理費

経 費

人 件 費

広 告 ・ 売 出 費 △13.0%△108.0＋0.3%22.7%720.1

△9.9%△237.5△1.3%67.9%2,153.9販 管 費

△10.3%△79.8△0.3%21.8%692.0

△6.3%△49.7△1.3%23.4%741.8

△8.4%△72.3△0.9%24.9%791.4売 上 原 価

率差
＋：低下

改善

売上比

前年
同期比

△：ｺｽﾄ減

前年
同期差

△:ｺｽﾄ減

09/9期

（億円）
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△32.9%

△2.2ポイント7.2%利益率

△111.4227.4営業利益合計

+3.9ポイント9.1%利益率

△13.7%△1.17.1営業利益そ の 他

△5.4ポイント1.0%利益率

△87.5%△74.110.5営業利益海 外 化 粧 品

△0.8ポイント10.2%利益率

△14.1%△34.3208.8営業利益国 内 化 粧 品

前年同期比前年同期差09/9期

（億円）

営業利益～事業別

58

△2.2ポイント12.2%利益率

アジア・オセアニア

欧 州

ア メ リ カ

△42.3%

△3.2ポイント7.6%利益率

△63.886.9営業利益海 外 計

△19.6%△15.161.8営業利益

△5.4ポイント5.0%利益率

△65.8%△38.620.1営業利益

△3.0ポイント2.1%利益率

△66.8%△10.25.0営業利益

△1.2ポイント6.0%利益率

△24.0%△41.7131.7営業利益日 本

前年同期比前年同期差09/9期

（億円）

営業利益～所在地別
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支 払 利 息

△15.09.4計

+0.712.8そ の 他

△10.6△1.0為 替 差 損 益

△5.1△2.4利 息 収 支

+2.1△7.0

△7.24.6受 取 利 息

前年同期差09/9期（営業外損益）

（億円）

+5.3△31.6計

+25.0△3.4そ の 他

△19.7△28.2減 損 損 失

前年同期差09/9期（特別損益）

営業外損益・特別損益
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（億円）

△23.0200.9177.9四半期純利益

+4.922.817.9少数株主利益

+93.3

（+26.8%）

102.6

（31.4%）

9.4

（4.6%）

法人税等合計

（税率）

+ 18.2△8.3△26.5税効果

+ 75.1111.035.9法人税等

△121.1326.3205.2税引前四半期純利益

前年同期差前年同期09/9期

四半期純利益
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連結貸借対照表

(+1.4pp)（57.0%）（自己資本比率）

+23.6168.3少数株主持分△10.61,148.7投資その他の資産

△0.96,064.8負債・純資産計△0.96,064.8資産計

+76.9△185.5評価・換算差額+10.9365.0無形固定資産

+9.83,644.5株主資本+1.81,384.2有形固定資産

+110.93,630.4純資産+2.12,897.8固定資産

+36.5657.0有利子負債+15.5698.8たな卸資産

△58.5411.6未払金△11.21,009.0受取手形・売掛金

△74.5452.6支払手形・買掛金+18.51,066.0現預金・有価証券

△111.82,434.4負債△2.93,167.0流動資産

増減09/9末増減09/9末

（億円）

（注）主要な勘定科目のみ

+5.6%13.3114.06中国元

+5.9%127.93135.51EURO

+5.5%91.0196.02US$

増減率08/12末09/6末
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（億円）
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連結キャッシュフロー

フリー・キャッシュフロー

キャッシュ・フロー計算書


