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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 464,638 △10.4 32,629 △12.6 33,501 △15.3 23,695 11.2
21年3月期第3四半期 518,500 ― 37,316 ― 39,550 ― 21,308 ―

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3四半期 59.54 59.48
21年3月期第3四半期 52.77 52.66

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3四半期 633,390 352,266 53.0 844.62
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3四半期  335,810百万円 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  無   

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 77.97
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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、４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、４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3四半期 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3四半期  12,412,687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3四半期 397,951,302株 21年3月期第3四半期 403,806,153株

2



 

  

 

【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 

【業績の概要】                                     （百万円） 

 当第3四半期 

（累計） 

前第3四半期 

（累計） 
増減 増減率 

売 国内化粧品事業 294,927 312,396 △17,469  △5.6 %

上 海外化粧品事業 162,130 192,601 △30,470  △15.8 %

高 その他の事業 7,580 13,502 △5,922  △43.9 %

合  計 464,638 518,500 △53,862 △10.4 %
     

国内売上高 301,795 325,120 △23,325 △7.2 %

海外売上高 162,843 193,380 △30,536 △15.8 %
     

営業利益 32,629 37,316 △4,687 △12.6 %

経常利益 33,501 39,550 △6,049 △15.3 %

四半期純利益 23,695 21,308 2,387 11.2 %

 

当第３四半期累計期間（平成２１年４月１日から平成２１年１２月３１日までの９ヵ月）は、国内、海外ともに景

気の低迷が継続し、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。国内では、消費マインドの回復

は見られず、化粧品市場も縮小傾向を辿りました。海外では（海外子会社は平成２１年１月１日から平成２１年９月

３０日）、先進各国の化粧品市場が総じて低調に推移した一方で、中国の化粧品市場は成長を続けるなど一部の新興

国市場は順調に推移しました。 

こうした中、当社グループでは「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」をめざして、「世

界中のお客さまに愛されるブランド」を創り上げるとともに、「世界に通用する質の高い経営基盤」の確立をめざし

た３ヵ年計画に引き続き取り組んでいます。 

 

当第３四半期累計期間の連結売上高は、前年同期に比べ１０．４％減収の４，６４６億円となりました。国内化粧

品事業においては、上期に引き続き集中的に強化するブランドと店舗をチャネル別に絞り込むなど「より一層の峻別

と集中」に努めましたが、競争激化と消費マインドの冷え込みの影響を受け、事業全体の売上高は前年同期を５．６％

下回りました。海外化粧品事業においては、化粧品専門店網の拡大に注力するとともに、メーキャップの品揃えを強

化し新規顧客層の獲得に注力した中国をけん引役に、アジア・オセアニアでは現地通貨ベースでプラスとなりました。

一方、アメリカ、欧州ではグローバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」の刷新を図ったことなどにより売上が持ち直し

てきており、第２四半期までの累計と比較してマイナス幅が縮小しました。これらの結果、海外化粧品事業の売上高

は現地通貨ベースで０．９％減収、円換算後では円高の影響もあり１５．８％の減収となりました。 

営業利益は、売上減少に伴う差益の減少を主な要因として、前年同期比１２．６％減益の３２６億円となりました。

経常利益は前年同期比１５．３％減益の３３５億円となりました。一方、四半期純利益は税金費用が前年同期に比べ

低減したことから１１．２％増益の２３７億円となりました。 

 

なお、当社は１月１５日に、米国ＮＡＳＤＡＱ市場に上場している米国の自然派化粧品会社であるベアエッセンシ

ャルとの間で、当社が完全子会社を通じて、株式公開買付け及びそれに続く合併により同社を買収することに合意し

たことを公表し、１月２５日より公開買付けを開始いたしました。 

 

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２６８億円、純資産は３億円の増加となりました。この結果、自己資本比率は前期末におけ

る５５．６％から、５３．０％になりました。 

 

(連結キャッシュ・フローの状況) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益３０２億円と減価償却費１９５億円を計上した

ことにより、運転資金や法人税の支払いなどを吸収し、３６０億円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、２月に竣工予定のベトナム新工場の建設を中心とした設備投資等により、
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１９２億円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金１９４億円の支払がありましたが、１２月に無担保社債５００億円

を発行したことなどにより、２２９億円の収入となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は前期末に比べ４０１億円増加し、１，３１９億円となり

ました。 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結売上高、営業利益、経常利益、当期純利益につきましては、前回予想（平成２１年１０月２９日発表）

からの変更はありません。 

 

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３四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。 

 

㈱資生堂(4911)　平成22年３月期　第３四半期決算短信

4



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 70,115 57,411

受取手形及び売掛金 94,355 102,019

有価証券 77,258 47,343

たな卸資産 70,503 68,330

繰延税金資産 25,895 26,228

その他 12,252 16,696

貸倒引当金 △998 △1,034

流動資産合計 349,382 316,995

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 158,778 161,018

減価償却累計額 △94,796 △92,670

建物及び構築物（純額） 63,981 68,348

機械装置及び運搬具 82,431 81,888

減価償却累計額 △71,827 △70,287

機械装置及び運搬具（純額） 10,603 11,601

工具、器具及び備品 49,578 47,002

減価償却累計額 △35,908 △33,333

工具、器具及び備品（純額） 13,670 13,668

土地 37,296 38,184

リース資産 11,250 10,839

減価償却累計額 △4,994 △5,545

リース資産（純額） 6,256 5,294

建設仮勘定 3,085 1,136

有形固定資産合計 134,893 138,232

無形固定資産   

のれん 11,986 12,197

リース資産 394 208

その他 22,854 22,999

無形固定資産合計 35,235 35,405

投資その他の資産   

投資有価証券 34,953 33,929

前払年金費用 30,144 34,359

長期前払費用 10,272 11,313

繰延税金資産 14,621 12,092

その他 24,079 24,466

貸倒引当金 △192 △227

投資その他の資産合計 113,878 115,934

固定資産合計 284,007 289,572

資産合計 633,390 606,568
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 44,170 52,713

短期借入金 5,883 3,709

コマーシャル・ペーパー 1,578 819

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 2,526 2,273

未払金 36,866 47,005

未払法人税等 5,620 5,306

返品調整引当金 8,677 11,061

賞与引当金 4,365 9,563

役員賞与引当金 265 119

危険費用引当金 795 633

繰延税金負債 3 8

その他 18,753 20,082

流動負債合計 150,305 174,097

固定負債   

社債 50,000 －

長期借入金 30,701 31,110

リース債務 4,276 3,340

退職給付引当金 39,842 39,271

債務保証損失引当金 350 350

繰延税金負債 3,046 3,821

その他 2,602 2,625

固定負債合計 130,818 80,519

負債合計 281,124 254,617

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 249,196 245,544

自己株式 △23,434 △16,839

株主資本合計 360,527 363,469

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 210 353

為替換算調整勘定 △24,926 △26,599

評価・換算差額等合計 △24,716 △26,245

新株予約権 377 255

少数株主持分 16,078 14,471

純資産合計 352,266 351,951

負債純資産合計 633,390 606,568
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年4月1日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 518,500 464,638

売上原価 128,014 114,030

売上総利益 390,486 350,608

販売費及び一般管理費 353,169 317,978

営業利益 37,316 32,629

営業外収益   

受取利息 1,672 649

受取配当金 701 676

持分法による投資利益 75 52

為替差益 59 －

その他 2,102 1,688

営業外収益合計 4,612 3,066

営業外費用   

支払利息 1,328 1,111

売上割引 329 162

為替差損 － 136

その他 720 784

営業外費用合計 2,378 2,195

経常利益 39,550 33,501

特別利益   

固定資産売却益 419 245

関係会社株式売却益 71 －

投資有価証券売却益 35 30

特別利益合計 526 275

特別損失   

減損損失 1,082 2,835

固定資産処分損 982 490

投資有価証券評価損 43 124

投資有価証券売却損 12 7

出資金評価損 16 －

構造改革費用 4,300 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 215 －

リース解約損 233 70

特別損失合計 6,888 3,528

税金等調整前四半期純利益 33,188 30,248

法人税、住民税及び事業税 11,214 7,925

法人税等調整額 △1,659 △3,323

法人税等合計 9,555 4,602

少数株主利益 2,324 1,950

四半期純利益 21,308 23,695
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 159,112 147,369

売上原価 41,641 34,892

売上総利益 117,471 112,477

販売費及び一般管理費 114,032 102,587

営業利益 3,438 9,889

営業外収益   

受取利息 492 190

受取配当金 111 102

持分法による投資利益 103 37

その他 679 345

営業外収益合計 1,386 676

営業外費用   

支払利息 416 407

売上割引 105 42

為替差損 898 34

その他 176 260

営業外費用合計 1,596 745

経常利益 3,228 9,820

特別利益   

固定資産売却益 256 33

関係会社株式売却益 71 －

投資有価証券売却益 35 －

特別利益合計 363 33

特別損失   

減損損失 236 19

固定資産処分損 288 93

投資有価証券評価損 11 9

投資有価証券売却損 12 －

構造改革費用 2,326 －

リース解約損 163 3

特別損失合計 3,037 125

税金等調整前四半期純利益 554 9,728

法人税、住民税及び事業税 119 4,335

法人税等調整額 △826 △670

法人税等合計 △706 3,665

少数株主利益 41 156

四半期純利益 1,219 5,906
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 33,188 30,248

減価償却費 21,364 19,467

のれん償却額 1,215 830

減損損失 1,082 2,835

固定資産処分損益（△は益） 562 245

関係会社株式売却損益（△は益） △71 －

投資有価証券売却損益（△は益） △23 △22

投資有価証券評価損益（△は益） 43 124

出資金評価損 16 －

構造改革費用 4,300 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 215 －

リース解約損 233 70

貸倒引当金の増減額（△は減少） △316 △92

返品調整引当金の増減額（△は減少） △199 △2,421

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,148 △5,174

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 56 145

危険費用引当金の増減額（△は減少） 11 137

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,577 488

前払年金費用の増減額（△は増加） 365 4,215

受取利息及び受取配当金 △2,373 △1,325

支払利息 1,328 1,111

持分法による投資損益（△は益） △75 △52

売上債権の増減額（△は増加） 5,426 8,477

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,241 △1,917

仕入債務の増減額（△は減少） △7,037 △17,450

その他 △6,910 1,251

小計 35,592 41,191

利息及び配当金の受取額 2,467 1,389

利息の支払額 △1,290 △1,008

法人税等の支払額 △15,310 △5,558

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,459 36,014
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 △21,852 △26,235

定期預金の払戻による収入 18,310 23,898

有価証券の取得による支出 △809 △849

有価証券の売却による収入 1,635 657

投資有価証券の取得による支出 △3,763 △331

投資有価証券の売却による収入 3,862 116

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

342 －

有形固定資産の取得による支出 △11,908 △10,636

有形固定資産の売却による収入 661 729

無形固定資産の取得による支出 △3,817 △2,878

長期前払費用の取得による支出 △5,057 △3,881

その他 1,514 235

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,881 △19,176

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） 2,284 2,228

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 1,058 806

長期借入れによる収入 28,716 42

長期借入金の返済による支出 △27,100 △401

社債の発行による収入 － 50,000

社債の償還による支出 △6,350 －

リース債務の返済による支出 △2,450 △2,277

自己株式の取得による支出 △6,500 △6,822

自己株式の処分による収入 455 166

配当金の支払額 △16,374 △19,354

少数株主への配当金の支払額 △1,584 △1,603

その他 57 121

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,787 22,904

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,149 336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,359 40,080

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）

△114 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 88,920 131,937
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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３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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 
94,365 60,315 4,431 159,112 ― 159,112

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
1,264 307 2,686 4,257 (4,257) ―

計 95,629 60,622 7,118 163,370 (4,257) 159,112

営業利益 2,687 153 527 3,368 70 3,438

(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、飲食業等) 

 

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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 
91,558 53,015 2,795 147,369 ― 147,369

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
557 407 1,592 2,557 (2,557) ―

計 92,116 53,423 4,387 149,927 (2,557) 147,369

営業利益 9,211 78 574 9,864 25 9,889

(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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

312,396 192,601 13,502 518,500 ― 518,500

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

4,146 1,267 9,440 14,855 (14,855) ―

計 316,543 193,868 22,943 533,355 (14,855) 518,500

営業利益 26,998 8,615 1,351 36,965 351 37,316

(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３四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737百万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３四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160百万円増加、海外化粧品事業において49百万円増加及びその
他の事業において10百万円増加しております。 

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 

294,927 162,130 7,580 464,638 ― 464,638

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

1,645 1,259 4,597 7,501 (7,501) ―

計 296,572 163,390 12,177 472,140 (7,501) 464,638

営業利益 30,092 1,132 1,286 32,511 117 32,629

(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３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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 
98,929 13,101 25,342 21,738 159,112 ― 159,112

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
5,632 1,845 1,702 29 9,210 (9,210) ―

計 104,562 14,947 27,044 21,768 168,323 (9,210) 159,112

営業利益又は営業損失(△) △674 693 2,912 ７ 2,939 499 3,438

 

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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 
94,509 11,895 20,811 20,152 147,369 ― 147,369

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
5,814 1,831 1,218 35 8,899 (8,899) ―

計 100,324 13,727 22,030 20,187 156,269 (8,899) 147,369

営業利益又は営業損失(△) 5,734 1,034 2,532 △293 9,008 881 9,889

(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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

326,379 38,662 78,480 74,978 518,500 ― 518,500

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

18,968 6,006 4,929 81 29,985 (29,985) ―

計 345,348 44,668 83,409 75,059 548,486  (29,985) 518,500

営業利益 16,662 2,213 8,778 7,700 35,354 1,962 37,316

(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３四半期連結累計期間の営業

利益は、アメリカにおいて567百万円減少、アジア・オセアニアにおいて169百万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３四半期連結累計期間の

営業利益は、日本において220百万円増加しております。 

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 

302,886 32,572 58,566 70,612 464,638 ― 464,638

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

18,319 5,430 3,421 82 27,254 (27,254) ―

計 321,205 38,003 61,988 70,694 491,892 (27,254) 464,638

営業利益 18,904 1,539 4,539 5,889 30,873 1,756 32,629

 (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３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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) 14,357 22,109 24,063 60,531

Ⅱ 連結売上高(百万円)  159,112

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

9.0 13.9 15.1 38.0

 

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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) 12,413 18,235 22,643 53,292

Ⅱ 連結売上高(百万円)  147,369

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

8.4 12.4 15.4 36.2

 

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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) 41,954 68,026 83,399 193,380

Ⅱ 連結売上高(百万円)  518,500

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

8.1 13.1 16.1 37.3

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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) 34,499 51,546 76,797 162,843

Ⅱ 連結売上高(百万円)  464,638

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

7.4 11.1 16.5 35.0

 (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３四半期連結会計期間末において自己株式は 23,434 百万円となっております。 

（７）その他 

  （重要な後発事象） 

   ベアエッセンシャルの買収について 

    当社は、平成 22 年１月 15 日に開示したとおり、同日開催の取締役会において、当社の完全

子会社が現金による株式公開買付け（以下「本公開買付け」）及び合併により、米国の自然派

化粧品会社である Bare Escentuals, Inc.（以下「ベアエッセンシャル」）を買収することを

決議し、同社と合併契約書及びそれに付随する契約を締結いたしました。概要は以下のとおり

であります。 

買収の目的 
新たなブランド価値の獲得、流通・販売・研究開発面での強力な補完

関係、北米における事業基盤の強化のため。 

本公開買付けの対象会社の

概要 

①商号 

②事業内容 

③所在地 

④資本金 

⑤発行済株式総数

 

⑥ 近事業年度に

おける規模 

⑦上場取引所 

Bare Escentuals, Inc. 

化粧品の製造・販売 

米国カリフォルニア州 

92 千ドル（2009 年９月 30 日現在） 

普通株式 92,019,902 株 

（2009 年９月 30 日現在） 

連結売上高：556,165 千ドル（2008 年 12 月期）

連結総資産：299,781 千ドル（2008 年 12 月期）

米国 NASDAQ 市場 

買付け期間 

ベアエッセンシャルとの合意の日（米国時間 2010 年１月 14 日）から

10 営業日以内に開始され、開始後 30 営業日で終了いたします。合意

内容に基づき、買付け条件が充足されない場合には、買付け期間の延

長を実施する可能性があります。なお、2010 年１月 25 日より公開買

付けを開始しております。 

買付け価格 
１株当たり 18.2 米ドル 

総額約 17 億米ドル（予定） 

下限応募株式数 発行済株式総数の 50%超（完全希薄化ベース） 

本公開買付け後の保有割合 
100％（本公開買付けにより、ベアエッセンシャル株式の 100%を買い

付けることができた場合） 

買付けに要する資金の調達 手元流動性資金及び銀行借入 
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