
1

200200９９年度年度実績実績とと2020１０１０年度計画年度計画

㈱㈱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

２０１０年２０１０年44月月2828日日
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‣海外売上比率 3６．９％ △1.1ｐｐ
‣営業利益率 7.8％ ＋０．６ｐｐ

２００９年度実績２００９年度実績
（億円)

△63－△５．０％4,０６７国内

+5＋２．９％△９．3％2,375海外

実績 前年比
外貨

前年比

1月末

見込差

売上高 6,４４２ △６．７％ △２．０％ △58

営業利益 50４ ＋０．９％ － +４

経常利益 515 △１．1％ － ＋5

当期純利益 337 ＋73.8％ － ＋２7
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２００９年度の振り返り： ①国内化粧品事業２００９年度の振り返り： ①国内化粧品事業

ブランドとチャネルをきめ細かく組み合わせ、
重点領域を定めた取り組み

ドラッグストア
ＧＭＳ

健闘したものの十分な成果は出ておらず

専門店
デパート

注力店は引き続き好調に推移
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２００９年度の振り返り： ②海外化粧品事業２００９年度の振り返り： ②海外化粧品事業

欧米
世界的な景気低迷の影響を受け売上が伸び悩み

▼
第４四半期から回復基調

アジア 中国を牽引車として売上は好調に推移

海外化粧品事業全体：現地通貨ベースで＋3.0％増収
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２０１０年度 通期見通し２０１０年度 通期見通し

‣海外売上比率 ３７．6％ ＋0.7ｐｐ
‣営業利益率 ８．０％ ＋0.２ｐｐ
‣年間平均想定為替ﾚｰﾄ US$９０円、ﾕｰﾛ1２０円、中国元1３.5円

（前年実績） （93.6円） （１３０．２円） （13.7円）

見通し 前年差 前年比 外貨前年比

売上高 ６,６００ +158 +2.5% ＋４％

国内 4,1２0 +５3 +1.3% －

海外 2,480 +105 +4.4% ＋9％

営業利益 ５3０ +27 +5.３％ －

経常利益 515 0 0.0％ －

当期純利益 ３1０ △27 △7.9％ －

（億円)
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２０１０年度の取り組み 「日本」２０１０年度の取り組み 「日本」

②チャネル×ブランドの取り組み強化②チャネル×ブランドの取り組み強化

①ヒット商品のロングセラー化①ヒット商品のロングセラー化

③組織体制の変更による営業力強化③組織体制の変更による営業力強化
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チャネル×ブランドの取り組み強化チャネル×ブランドの取り組み強化

ドラッグストア・ＧＭＳセルフ売場×低価
格帯のメガブランド（アクアレーベル、イ
ンテグレート、ＴＳＵＢＡＫＩ、ウーノ）を中
心としたセルフ・トイレタリー商品

セルフ領域

価格志向で自主選択するお客さまを
対象に売場発の情報発信で販売す
る方法

ドラッグストア×メガブランド（マキアー
ジュ、エリクシール）を中心とした中価格
帯のカウンセリング商品

スポットカウンセリング領域

化粧品の流行に関心の高いお客さま
を対象にマス宣伝とワンポイントカウ
ンセリングで販売する方法

専門店・デパート・ＧＭＳ×リレーショナル
ブランドを中心とした高価格帯のカウン
セリング商品

高付加価値カウンセリング領域

価値志向で自分に最適な化粧品を
求めるお客さまを対象に人を介して
価値を伝達する販売方法

チャネル×ブランド領 域
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組織体制の変更による営業力強化組織体制の変更による営業力強化

チャネル別営業体制チャネル別営業体制
重点系列向け営業体制

×
エリア別営業体制

重点系列向け営業体制
×

エリア別営業体制

• 重点系列に対して本部商談から個店営業
まで一気通貫の指揮命令系統により対応

• アカウント別のきめ細かい対応
系列営業本部

• 重点系列以外に対してエリアごとに全体最
適の視点に立ち、全チャネル横断的にフレキ
シブルに経営資源を投入

支 社

チャネルを超えた合従連衡など小売業の環境変化に対応
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②中国事業の勢いの維持②中国事業の勢いの維持

①マステージビジネス本格展開（次期３ヵ年以降）に
向けた周到な準備

①マステージビジネス本格展開（次期３ヵ年以降）に
向けた周到な準備

２０１０年度の取り組み 「アジア」２０１０年度の取り組み 「アジア」
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マステージビジネス本格展開に向けた周到な準備マステージビジネス本格展開に向けた周到な準備

日本の低価格帯（２，０００円以下）市場との一体化日本の低価格帯（２，０００円以下）市場との一体化

日本発とアジア発のブランド日本発とアジア発のブランド

Ｚａ・マジョリカ マジョルカなどによる蓄積をベースとするＺａ・マジョリカ マジョルカなどによる蓄積をベースとする
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中国事業の勢い維持中国事業の勢い維持

引き続き２桁台の売上高伸長率を実現引き続き２桁台の売上高伸長率を実現

新たな領域への展開を推進新たな領域への展開を推進
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①シティーコンセプトの展開継続①シティーコンセプトの展開継続

②グローバルブランド「SHISEIDO」の育成強化②グローバルブランド「SHISEIDO」の育成強化

④新規市場への事業拡大加速④新規市場への事業拡大加速

③BC活動の強化③BC活動の強化

⑤ベアエッセンシャル⑤ベアエッセンシャル

２０１０年度の取り組み 「グローバル」２０１０年度の取り組み 「グローバル」
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ベアエッセンシャルベアエッセンシャル

買収完了直後にコミュニケーションを開始
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ベアエッセンシャル： 成長シナジーベアエッセンシャル： 成長シナジー

「スキンケアラインの強化」：
高いポテンシャル、取り組みをスピードアップ

「スキンケアラインの強化」：
高いポテンシャル、取り組みをスピードアップ

「日本のデパート展開の強化」：
緊密な協力のもとで取り組みを推進

「日本のデパート展開の強化」：
緊密な協力のもとで取り組みを推進
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ベアエッセンシャル： ２０１０年度単体業績見通しベアエッセンシャル： ２０１０年度単体業績見通し

• 売上高 約５３０億円（前年比＋５％）

• 営業利益 約１３５億円（前年並み）

→新規出店・海外展開の積極化に伴うコストを想定

• 前提条件：

日本でのデパート展開拡大、アジアでの展開、スキンケア

新ライン開発などの本格寄与は１１年度以降とする

• 売上高 約５３０億円（前年比＋５％）

• 営業利益 約１３５億円（前年並み）

→新規出店・海外展開の積極化に伴うコストを想定

• 前提条件：

日本でのデパート展開拡大、アジアでの展開、スキンケア

新ライン開発などの本格寄与は１１年度以降とする

16

ベアエッセンシャル： 連結業績への影響ベアエッセンシャル： 連結業績への影響

• 買収に伴う資産の時価評価、のれん償却年数等を

検討中

→ベアエッセンシャルを含む連結業績見通しは

確定後速やかに公表

• 連結対象となる業績：

今年は３月上旬以降の業績（１０ヶ月弱）を反映

会計処理により、同社の単体業績は単純に

10年度連結業績に上乗せとならない

• 買収に伴う資産の時価評価、のれん償却年数等を

検討中

→ベアエッセンシャルを含む連結業績見通しは

確定後速やかに公表

• 連結対象となる業績：

今年は３月上旬以降の業績（１０ヶ月弱）を反映

会計処理により、同社の単体業績は単純に

10年度連結業績に上乗せとならない
16



17
０５年度０５年度 １１年１１年度度 １７年１７年度度１４年１４年度度０８年０８年度度

第３フェーズ第３フェーズ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰ
としての基盤確立としての基盤確立

第２フェーズ第２フェーズ

第１フェーズ第１フェーズ

アジアで圧倒的な存在確立アジアで圧倒的な存在確立
グローバルグローバル
プレイヤーへプレイヤーへ

『全ての質を
高める』

『成長軌道に乗る』

『躍進を果たす』

現３カ年計画

次期３カ年計画

基盤確立基盤確立

０８～１７年度 １０年間のロードマップ

利益還元利益還元
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（予定）

（円）

（中期的な目安）
変更前： 連結総還元性向60％

↓
変更後： 連結配当性向４０％

利益還元
目標

２０10年度：１株あたり

中間・期末ともに２５円

年間５０円を継続予定

利益還元利益還元

年度

配当金推移
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〔補足データ〕
（億円）

△19％△99436+6％+24460広告費

△5％△8145+4％+6151研究開発費

△20%△2289△3％△287無形固定資産他

+1％+2174△2％△3171有形固定資産

△7％△19263△2％△6258減価償却費

△7%△8103+43％+45147無形固定資産他

+0％+0184+8％+15199有形固定資産

△3％△8287+21％+60346設備投資等（注）

増減率増減10/3期増減率増減11/3期
（見込）

（注）資本的支出。有形固定資産、無形固定資産（のれんを除く。）及び長期前払費用への投資。


