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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。

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

社長の前田新造です。

これより2009年度実績と2010年度計画につ

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年度実績と総括

３ ２０10年度計画の概要

4 2010年度の見通し

１ 国内外の化粧品市場の動向

まず初めに、国内外の化粧品市場の動向

についてです。
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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）

０7年度
上期

△１～２％

±０％

下期

△１～２％

０8年度
上期

△３％

０9年度
上期

△3～4％

07年度△0～1％
08年度△2～3％

・【10年度予想】回復は下期以降を想定。年間で△1%程度を見込む。

下期 下期

△3～4％

0９年度△3～４％
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国内は、2007年度下期から減少に転じ始

めた店販化粧品市場が、2008年９月のリー

マンショック以降の急速な景気悪化の影響

を受け、マイナス成長の厳しい状況が続い

ております。2009年度は△３％～４％程度

と見込まれ、好転の兆しはまだ見られませ

ん。

化粧品市場のデフレ傾向は薄らいできて

はいるものの、消費の低迷はまだ継続して

いると認識しており、2010年度につきまして

は、上期は引き続きマイナス成長が継続す

ると見ておりますが、下期中には底を打ち

年間では、前年を１％程度下回るのではな

いかと考えております。
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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）

欧米

•リーマンショック以降に低迷が継続

•０９年４Ｑより、回復感が少しずつ現れはじめる

•１０年度も不透明ながら回復傾向は継続の見込み

アジア

• ０９年度は、世界同時不況の影響があったものの下期
より成長性を回復

• １０年度も成長を持続

次に海外の高級化粧品市場の動向です。

まず欧米ですが、リーマンショック以降、市

場は低迷したままとなっていましたが、2009

年度の第４四半期からは、地域により強弱

はあるものの、回復感が少しずつ感じられる

ようになりました。2010年度も、依然として不

透明感が払拭できませんが、回復傾向に入

ったと見ております。

そして、中国を含むアジアにつきましては

2009年度の上期は、欧米ほどではないもの

の、世界同時不況の影響がありましたが、

下期からは徐々にもとの成長性を回復しつ

つあります。2010年度もその流れは続くもの

とみております。
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１ 国内外の化粧品市場の動向

２ 2009年度実績と総括

３ ２０10年度計画の概要

4 2010年度の見通し

2 ２００９年度実績と総括

次に、2009年度実績と総括です。

6

‣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

ご覧のとおり、売上高は前年比で 6.7％減収

という結果となりました。しかしながら、各段

階別利益は期初計画を全て上回り増益とな

り、なかでも当期純利益は主に特損の改善と

税金費用に関するテクニカルな要因により大

幅増益となりました。

峻別と集中の徹底によるマーケティングコス

トを中心とした販管費の効率化を進め、営業

利益率は前年に比べ0.6ポイント上昇し、

計画の7.7％を超え7.8％となりました。
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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

国内化粧品事業は、絞り込んだブランドと

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を実施しました。

専門店およびデパートの注力店はこうした

取り組みにより引き続き好調に推移しました

が、ドラッグストア・ＧＭＳは健闘はしたもの

の、十分な成果を出すまでには至らず、全

体としては、前年を下回る結果となりました。
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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

次に海外化粧品事業についてです。

欧米では、世界的な景気低迷の影響を受け

売上が伸び悩みましたが、第４四半期以降

はこれまでの努力が成果に表れ始め、回復

基調に転じつつあります。

アジアでは、売上は好調に推移し、中でも

中国においては、第４四半期に前年の先行

出荷の影響で伸び率が若干低下しましたが

その結果として、2010年度第１四半期には

順当な伸び率を回復しております。

海外化粧品事業全体では現地通貨ベース

で＋3.0％の増収となりました。景況感の厳し

かった時期にも成長に向けて我慢強く基盤

づくりを継続してきたことが好結果につなが

っていると考えます。
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１ 国内外の化粧品市場の動向

２ 2009年度実績と総括

３ ２０10年度計画の概要

4 2010年度の見通し

3 ２０10年度計画の概要

次に、2010年度の計画の概要をご説明いた

します。
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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

３ヵ年計画３ヵ年計画

「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」をめざす

２０１０年度の位置づけ：
① 現３ヵ年計画の総仕上げ ② 次期３ヵ年計画の足場固め

「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」という私たちがめざす姿

は、もちろんいささかも変わることはありませ

ん。

現３ヵ年計画 終年度の2010年度の位置

づけは、 「全ての質を高める」フェーズの

「総仕上げの年」であり、また「成長軌道に乗

る」フェーズと位置づけている次期３ヵ年計

画に向けての足場固めの年でもあります。



11日本を含むアジアは、２０１３年には世界最大の市場へ

グローバル化粧品市場規模予測（当社推計）グローバル化粧品市場規模予測（当社推計）

西欧

東欧・ロシア

中東・アフリカ

北米

中南米

※スキンケア・メーキャップ・ヘアケア・デオドラント・フレグランス・サンケアの合計

アジア（日本除く）

日本+0.1%

+2.9%
+9.0%

+1.1%

+2.9%

+1.7% ［ＵＳ＄ｂｎ］

年平均
成長率

+4.7%

2008 2013

38.6
51.8

2008 2013

41.8 45.5

2008 2013 2008 2013

36.1
55.4

28.7 30.2

2008 2013

9.8 12.4

2008 201372.0 72.5

2008 2013

19.9 23.0
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2010年度計画の策定にあたっての前提とし

ては、

まず、アジア市場は中国が引き続き牽引車

となり成長していくと見込んでおります。ちな

みに、2013年には日本を含むアジア市場は

世界 大の市場になると予測しております。

日本市場においては、高価格帯と低価格帯

への二極化と低価格帯市場の拡大傾向が

一時期に比べやや緩やかになるもののまだ

継続することが見込まれます。

そのような環境に対応しながら、当社はアジ

アでの圧倒的な存在感を確立し、グローバ

ル化に向けた足場をしっかりと固めてまいり

ます。
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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 をめざす

日本をオリジンとし、

それでは、2010年度の取り組みを日本、ア

ジア、グローバルの順で説明します。

まず日本です。
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「日本をオリジンとし」「日本をオリジンとし」

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

昨年来より成功している施策を更に徹底す

るのに加え、新たな取り組みも積極的に進

めることで、売上拡大を図ってまいります。

そのポイントはご覧の３点です。

また、低価格化への進展に対応するためア

ジアのマステージビジネスと国内との一体化

を進めてまいります。その件につきましては

次の「アジア」における施策においてご説明

いたします。
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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

まず、メガブランドなどのブランディング

強化に取り組み、愛用者の獲得、固定化を

進めることにより、これまでのヒット商品の

ロングセラー化を徹底していきます。

メガブランドの象徴ともいえる「ＴＳＵＢＡＫＩ」

では、３月に「ヘッドスパの金ＴＳＵＢＡＫＩ」を

導入し、「艶の 高峰へ導く赤」、「ダメージ

ケアの白」と合わせた３ライン化によりお客

さまの様々なニーズに対応することができ

るようになり、市場でのポジションも計画

通り回復しています。

この「ＴＳＵＢＡＫＩ」を競争が激しいヘアケア

市場において、競合とは一線を画す明確な

商品価値を提供するブランドに育て上げて

いきます。

他のブランドについても、「ウーノ フォグバ

ー」に代表される、カテゴリーで強力な存在

感を放つ商品のロングセラー化を図り、

ブランド価値を徹底的に高めていきます。
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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

新たな価値提供に向けた取り組み

また、３月には今までにない価値として「内

外美容」を提唱するブランド 「インアンドオ

ン」を発売するなど、イノベーティブな商品に

よる新たな取り組みも積極的に実施しており

出荷実績も好調に推移しています。
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重点系列へのメリハリを
つけた対応

注力店を中心に
ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄによる

提案力を強化
営業組織の再編による

対応力強化
（アカウント別等）

GMS

拠点店への注力、「クレ・ド・ポー ボーテ」との
ダブルカウンター化→さらなるシェアアップ

デパート

ドラッグストア

パワーショップのさらなる強化
今期中に600店→800店まで拡大

専門店

対 応主要チャネル

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
次に、選別したチャネルと絞り込んだブランド

を掛け合わせる取り組みの一層の強化です。

専門店では、集中強化した600店強のパワー

ショップが好調に推移したことから、今年度に

は800店まで拡大して展開します。

デパートは昨年、市場全体が厳しいなか、拠

点店への注力や「クレ・ド・ポー ボーテ」との

ダブルカウンター化によりシェアを伸ばすこと

ができました。今期も引き続きこれらを推し進

め、さらなるシェアアップを狙います。

ＧＭＳでは注力店を中心に、何といっても店

舗活動の基本であるビューティーコンサルタ

ントによる提案力の強化を粘り強くすすめま

す。ドラッグストアでは重点系列６系列に絞り

込み、徹底してメリハリをつけて対応してまい

ります。
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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

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
こうした取り組みを一層推し進めるため、お

客さまの買い方に合わせて、図表にある３つ

の領域ごとにきめこまかく、それぞれで中心

となるメガブランドやリレーショナルブランド

を徹底して育成をしていきます。
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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

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

こうした取り組みを一層強化するために、こ

の４月に販売第一線の営業体制の再編を実

施し、チャネル別営業体制から、エリアと系

列の両面から対応できる体制としました。

これにより、チャネルを超えた合従連衡など

環境変化の著しい小売業への対応も可能と

なります。

改変後の組織では、まずは再編した支社は

エリアごとに全体 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

入できるようになります。

また重点系列に対しては、「系列営業本部」

の設置によりアカウント別に、本部商談から

店ごとの売場づくりにいたるまで、一気通貫

の指揮命令系統による対応が可能となりま

す。
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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 をめざす

アジアを代表する

アジアについてです。
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「アジアを代表する」「アジアを代表する」

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

ポイントはこの２点です。
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①マステージビジネス本格展開に向けた周到な準備①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

まずマステージビジネスについてですが、

すでに、「Ｚａ」「マジョリカ マジョルカ」などが

アジア各国で成果をあげております。そのノ

ウハウをベースに、次期３ヵ年計画の初年度

となる2011年からの本格的展開に向け周到

な準備を進めています。

マステージ市場の概念は幅が広く、複数の

ブランドによる展開を想定しています。ブラン

ドの中には日本発のものもアジア発のもの

も含まれることになると思います。特に日本

の低価格帯市場と一体化させた展開を重視

しております。

なお、一部はこの下期からスタートさせてい

きたいと考えております。
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ベトナム工場ベトナム工場

マステージビジネスの生産拠点に

①マステージビジネス本格展開に向けた周到な準備①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のインフラ整備としては

４月に稼動を始めたベトナム工場を中長期

的に生産拠点としていきます。

このような取り組みによりコストメリットを追

求し、資生堂全体としての収益性をさらに高

めてまいります。
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②中国事業の勢い維持②中国事業の勢い維持

引き続き２ケタ台の売上高伸長率を実現引き続き２ケタ台の売上高伸長率を実現

新たな領域への展開を積極的に推進新たな領域への展開を積極的に推進

次に中国です。

2010年度も引き続き、２ケタ台の売上高伸長

率の実現をめざしたいと考えております。

そのために、新顧客層、新チャネル、新事業

といった新たな領域への展開を積極的に推

進いたします。

24

中国事業： デパートチャネル中国事業： デパートチャネル

・グローバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」の刷新プログラムを推進

・「８０后世代」が重点ターゲット

⇒スキンケア商品の浸透、オプレのラインアップ強化

・グローバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」の刷新プログラムを推進

・「８０后世代」が重点ターゲット

⇒スキンケア商品の浸透、オプレのラインアップ強化
24

チャネル別では、まずデパートにおいて、引

き続きグローバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」の

刷新プログラムを推進する一方、昨年「マキ

アージュ」で獲得した新たな顧客層である

「80后（ﾊﾞｰﾘﾝﾌｫｰ）世代」、すなわち80年代

以降に生まれた消費リーダー層を重点ター

ゲットとして、スキンケア商品の浸透やオプ

レのラインアップ強化などを進めることにより

引き続き成長性を確保してまいります。
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中国事業： 専門店チャネル中国事業： 専門店チャネル

•顧客データを活用した店舗における対応力向上

•新規店の開拓： １０年度中に5,000店をめざす

•顧客データを活用した店舗における対応力向上

•新規店の開拓： １０年度中に5,000店をめざす

専門店においては、専用ブランド「ウララ」を

主軸に顧客データを効果的に活用してお客

さまへの対応力の向上を図ります。新規店

の開拓もこれまでと同様に積極的に推し進

め、累計契約店数は2010年度中に当初計

画通り5,000店をめざしてまいります。

26

中国事業： 薬局チャネル中国事業： 薬局チャネル

•新ブランド「ＤＱ」を１０年３月より展開

•１０年度中に６００店での取り扱いをめざす

また、本年３月には、第３のチャネルとして

薬局チャネルに参入し、スキンケアブラン

ド「ＤＱ」を発売しました。今後は主要都市

において大手系列を中心に売場を確保し

2010年度中に600店への展開をめざしま

す。

まだ導入してから日が浅いものの、取扱

店ではご覧のようにベストロケーション、ベ

ストスペースの提供を受けるなど高い評価

をいただき、購入されたお客さまからの評

価も大変好評です。
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中国事業： プロフェッショナル事業中国事業： プロフェッショナル事業

•１０年３月に本格展開を開始

•取り扱いブランド： 「資生堂プロフェッショナル」「ＪＯＩＣＯ」

•目標： １０年度中に上海・北京で７００店

技術者に教育プログラムを提供する

「資生堂ビューティーステューディオ」とその講座風景

また、今年３月、中国において高級ヘア

サロン向けブランドを投入し、「プロフェッショ

ナル事業」の本格展開を開始しました。取り

扱いブランドは「資生堂プロフェッショナル」

「ＪＯＩＣＯ」の２ブランドです。取り扱いヘア

サロン数は、2010年度中に上海と北京で

700店、2014年末までに2,500店を目標として

います。

さらに将来は、「ＺＯＴＯＳブランド」により

大衆向けのサロンビジネスにも進出したい

と考えています。

28

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 をめざすグローバルプレイヤー をめざす

次に、グローバルな展開についてです。
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「グローバルプレイヤー」「グローバルプレイヤー」

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
29

ポイントはご覧の５点です。

30

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

Ｓｅｏｕｌ

Ｔａｉｐｅｉ

Ｂａｎｇｋｏｋ

Ｋｕａｌａ Ｌｕｍｐｕｒ

Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ

30

まずは、2008年度から取り組んできた「シテ

ィ－コンセプト」ですが、

特に主要都市の影響度の強いアジアでは、

今年度は時期を集中して取り組む計画とし

ており、エリア毎のプロモーションを展開して

います。

すでにスタートしている上期２月にイノベー

ションした「資生堂ホワイトル－セント」の

プロモーションを、２月から３月に集中展開

しました。

主にビルボードや交通広告と店頭イベント

の強化を進め、台湾においては拠点店が

全体を牽引することにより、国全体の２月の

店頭売上実績は２ケタの伸長となりました。

同様に韓国でも拠点店が全体の実績を

牽引する結果になっています。
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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

（０９年）

・１月：メーキャップライン刷新

・９月：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」導入

（１０年）

・２月：美白スキンケアライン

「ホワイトルーセント」イノベーション

アンチエイジングライン

「バイオパフォーマンス」ライン強化

ホワイトルーセント

次に、グローバルブランド「SHISEIDO」の

育成強化についてです。

昨年、グローバルブランド「SHISEIDO」の

進化をスタートさせ、１月にメーキャップライ

ン、９月に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」を導入し

ました。

今年は、２月に美白スキンケアライン「ホワ

イトルーセント」をイノベーションするととも

に、アンチエイジングの「バイオパフォーマ

ンス」をライン強化しました。

グローバルブランド「SHISEIDO」の進化は

厳しいグローバル競争に勝つために、常に

お客さまのニーズと競合他社の動向を

掌握しながら、スピードを上げて取り組んで

まいります。

32

③BC活動の強化③BC活動の強化

「ＳＨＩＳＥＩＤＯ ＢＣ ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ ＣＲＥＤＯ」を配布 32

併せてビューティーコンサルタント（BC）の

活動も強化していきます。

日本での「ＢＣ活動革新」のノウハウを

もとに、海外版応対ソフトを開発・導入する

とともに、海外事業所の全ＢＣに対しては

ＢＣ活動の原点を凝縮した「ＳＨＩＳＥＩＤＯ

ＢＣ ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ ＣＲＥＤＯ」を配布

しました。すでに多くのＢＣから反響があり

これまで、言葉の伝達に止まっていた

「おもてなしの心」は、22カ国語に翻訳され

可視化されたことで、活動の質の向上に

つながると確信しています。

また、半期に一度、全世界で同時期に

お客さまアンケートを実施します。その結

果を各国別、さらにはデパートカウンター

別にフィードバックを行うことで、お客さま

の声を反映したＢＣ活動に繋げ、お客さま

の満足度向上をめざしています。
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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

（０９年実績）

・新規進出：

エジプト、モロッコ、

ラオス、アゼルバイジャン

・子会社による運営への変更：

ギリシア、スイス、ベトナム

（１０年計画）

・モンゴルに進出

・年内に数ヵ国においてさらなる

新規市場の開拓を計画

モンゴル代理店との調印式

そして、新たなお客さまとの接点拡大も強化

してまいります。

昨年は、新規市場への事業拡大を積極的に

進めましたが、今年も５月にモンゴルにおい

て代理店を通じた販売を開始し、その時点で

74の国と地域で展開することとなります。

今年度はさらなる新規市場の開拓として数ヵ

国への進出を計画しています。

また、代理店での既進出国については、

市場の拡大状況をみながら合弁化や子会社

化を図るなど、より積極的な展開を進めて

まいります。

一昨年に現地法人による直接オペレーション

に切り替えたロシアにおきましても、2009年度

は、２年目で黒字化を達成、今年の第１四半

期売上も前年の２倍を超えるペースで好調に

推移しており、今後も同様の事例を多くつくっ

ていきたいと考えております。

34

⑤ベアエッセンシャル⑤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

次にベアエッセンシャルについてです。

買収を完了した3月12日から即座に具体的

なコミュニケーションを開始しました。担当の

フィッシャー専務が、サンフランシスコで

レズリー・ブロジェット会長をはじめとする

経営陣と打ち合わせをし、その後私も現地を

訪問いたしました。

「成長シナジー」、「コストシナジー」に関する

10数件にわたるテーマについて、資生堂と

ベアエッセンシャルの社員からなる「協業推

進プロジェクト」を立ち上げ、具体内容を詰め

ています。



35

⑤ベアエッセンシャル： 成長シナジー⑤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

「成長シナジー」については、両社の地域的

なプレゼンスや商品のポートフォリオを考え

ると、多岐に亘る分野で大きな可能性を有し

ております。

なかでも、資生堂の研究開発力や日本、

中国、アジアへの展開力を活かした「スキン

ケアラインの強化」については極めてポテン

シャルが高く、取り組みのスピードを上げて

います。

さらに、「日本のデパート展開の強化」につ

いても、緊密な協力のもとで取り組みを進め

ています。
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⑤ベアエッセンシャル： 国内デパート展開⑤ベアエッセンシャル： 国内デパート展開

ベアエッセンシャル 伊勢丹新宿店

３月３日に第１号店としてオープンした「伊勢

丹新宿店」は、計画を上回る好調なスタート

をきりました。特に、新たなお客さまを呼び込

んだことを、デパート側も高く評価をしていま

す。さらに、デパート導入は、ＱＶＣなどにも

好影響を与えており、伊勢丹導入後のＱＶＣ

の売上は、２ケタ近くの伸長を示し相乗効果

が出ております。TVショッピングとデパート

展開という米国での成功モデルが日本でも

実現し始めています。

こうした、好調なスタートもあり、全国のデパ

ートから数多くの出店要請を受けています。

２号店は、当初の予定を前倒しして６月９日

に阪急梅田本店でオープンします。今後の

国内デパート展開については、お客さまのニ

ーズを確認しながら、資生堂のバックアップ

により積極的に展開していきます。
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⑤ベアエッセンシャル： 日本以外での展開⑤ベアエッセンシャル： 日本以外での展開

ＵＫの店舗

欧米

•北米： QVC、店頭、Webの

強化を推進

•ＵＫ： デパート展開を強化

•セフォラ：米国・欧州・アジア

での展開強化

アジア

•「協業推進プロジェクト」

本格展開を具体的に検討

一方、欧米の2010年度の計画ですが、北米

でも店頭展開とWeb展開が好調に推移して

いることから、QVCのみならず、店頭、Web

の強化を進めていきます。

さらに、欧州の拠点であるUKではデパート

展開を強化、また、米国で 成功しているセ

フォラにおける販売についても、欧州、アジ

アでの展開強化を通じて、成長性を拡大して

いく計画です。なお、アジアにおける今後の

本格展開については、先ほどご報告した

「協業推進プロジェクト」で具体的な検討に

入っています。
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⑤ベアエッセンシャル： ２０１０年度単体業績見通し⑤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

2010年度のベアエッセンシャル単体業績は

売上高で前年比５％増の約530億円、営業

利益は新規出店コスト等を考慮し、前年並

みの約135億円を見込んでいます。

この単体業績予想は、既存ビジネスをベー

スとしており 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

の本格寄与が2011年度以降であることを前

提条件としております。
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⑤ベアエッセンシャル： 連結業績への影響⑤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
39

当社連結業績への影響については、現在、

買収に伴う資産の時価評価、のれん償却年

数などに関する検討を行っており、いましば

らく時間がかかることから、ベアエッセンシャ

ルを含む2010年度の連結業績見通しは確

定後速やかにご案内いたします。

連結業績に反映されるのは当社の子会社と

なった３月上旬以降の10ヶ月弱の業績であ

り、また、資産の時価評価やのれんの償却

などが加わることから、先ほどのベア社単体

業績が単純に2010年度連結業績に上乗せ

となるわけではありません。

また、確定したわけではございませんが、

2011年度以降はＩＦＲＳ導入に向けた会計コ

ンバージェンスの一環で、日本の会計ルー

ル上、のれん償却がなくなる可能性もありま

す。 ベアエッセンシャルの利益の連結利益

への上乗せ影響は2010年度と2011年度で

大きく異なる可能性があります。

40

１ 国内外の化粧品市場の動向

２ 2009年度実績と総括

３ ２０10年度計画の概要

4 2010年度の見通し4 2010年度の見通し

それでは、2010年度見通しについてです。
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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)

2010年度の業績見通しはご覧の通りです。

先ほど申し上げたとおり、現段階での見通し

はベアエッセンシャルを含まない既存連結ベ

ースです。

売上高は国内海外ともに増収を見込んでお

り、営業利益率については8.0％と次期３ヵ年

の早い時期としていた10％にできるだけ

近づきたいと考えています。
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2010/３
営業利益

504

２０１1/３
営業利益（予）

（億円）
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

5３０

海外販管費増

国内
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺｽﾄ増

年金費用減

売上増に伴う
差益増

国内人件費増

国内人件費増 営業利益の主な増減要因はご覧の通りで

す。

売り上げ増に伴う差益の増加と、国内外に

おける費用の増加の結果、差し引き26億円

の営業増益となります。

マーケティング費用については、10年度に

成長性回復を果たすため、国内外ともに積

み増していく方針です。
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利益還元利益還元

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

後に当社はこの度、利益還元方針を見直

すことといたしましたので、ご説明申し上げ

ます。

従来の利益還元方針は、配当と自己株取

得の合計額の連結純利益に対する比率を

「総還元性向」と捉え、中期的に60％を目処

としてきました。この方針は、現３ヵ年計画ま

でが次なる成長に向けグローバルプレイヤ

ーとしての基盤を確立し質を高めるフェーズ

だったこと、大型の成長投資案件が具体化

しなかったことから、ＲＯＥの向上も視野に入

れ、利益の過半を積極的に還元することを

意図したものでした。しかしながら、10年間

のロードマップにおいて成長軌道に乗るフェ

ーズと位置づけた次期３ヵ年計画を目前に

控え、ベアエッセンシャル買収を含め、いよ

いよ本格的な成長戦略へと大きく舵を切るこ

とから、利益還元についても2010年度より方

針転換し、利益の過半を成長投資に向ける

こととします。
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

上期 下期

（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

年度

配当金推移

利益還元利益還元 一方、総還元性向に含めていた自己株式

取得につきましては、毎期確実に実行する

わけではなく不確実な要素であるため利益

還元の目標から除き、還元の確実性を担保

するために、利益還元の指標を総還元性向

から配当性向に変更することとしました。自

己株式取得につきましては、機動的に実行

するプラスアルファの還元という位置づけと

なります。

以上のことから、利益還元の目標として中

期的に連結配当性向40％を目安とすること

にいたしました。

ただし、現在の利益水準のまま配当性向

40％に合わせるようなことは考えておりませ

ん。配当の安定性も重視し、2010年度は利

益予想で配当性向64％となる年間50円の配

当を継続する予定です。
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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す

2010年度は現３ヵ年計画の仕上げの年であ

り、また、次期３ヵ年において次のステップに

進むためにも足場固めをしっかりと行ってま

いります。

当社は今後、一層グローバル規模でのプレ

ゼンスを高め、次期 ３ヵ年に向け、成長戦

略に大きく踏み出してまいります。そして同

時に、企業の持続的な成長に向けて、環境

への対応や企業の社会的な責任についても

一層重視していく所存です。これら両面を推

し進めることにより、当社はめざす「グローバ

ルプレイヤー」に向けてさらにステップアップ

してまいります。

今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜し

くお願い申し上げます。
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20201010年年33月期月期 決算内容決算内容

取締役 執行役員専務
原田 康彦
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△10.1%400.6%36少数株主利益

△5.0%4,28363.1%4,067国内

+4.4ﾎﾟｲﾝﾄ5.4%－9.8%ROE

+73.8%

△37.3%
（△136）
△1.1%
+0.9%

△9.3%

△6.7%

前年比
構成比

1511.5%95税金費用

△136△0.7%△47特別損益

5218.0%515経常利益

1945.2%337当期純利益

4997.8%504営業利益

2,62036.9%2,375海外

6,903100%6,442売上高

09/3期10/3期

損益計算書ハイライト
（億円）

※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。

（外貨+2.9％）



49

連結業績推移

245
389

504

323

256

490

380
354 391

282

499

635

500

144
337

-89

-451

-228

153

103

275
194

355

253

6,4426,398
6,243

6,213

6,043 5,966
5,952

5,900

6,710

6,946
7,235

6,903

2 ,000

2 ,500

3 ,000

3 ,500

4 ,000

4 ,500

5 ,000

5 ,500

6 ,000

6 ,500

7 ,000

7 ,500

99/3 00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3

-500

-300

-100

100

300

500

700

営業利益(右目盛）

当期純利益(右目盛）

売上

50

構成比

6,903

170

2,609

4,123

09/3期

100%

2.5%

37.8%

59.7%

△6.7%△461100%6,442合計

△41.0%△701.6%100そ の 他 事 業

△9.3%△24336.7%2,366海外化粧品事業

△3.6%△14861.7%3,976国内化粧品事業

構成比

前年比前年差10/3期
（億円）

事業別売上
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（億円）

構成比

4,123
340
149
148

3,487
500
885

2,102

09/3期

59.7%
4.9%
2.2%
2.1%

50.5%
7.2%

12.8%
30.5%

△3.6%△14861.7%3,976国 内 化 粧 品

+3.8%+135.5%352そ の 他

+2.2%+32.4%152ヘ ル ス ケ ア

△6.9%△102.1%138プロフェッショナル

△4.4%△15451.7%3,333化 粧 品

△6.9%△347.2%465ト イ レ タ リ ー

△3.8%△3413.2%851セ ル フ

△4.1%△8631.3%2,016カウンセリング

構成比

前年比前年差10/3期

国内化粧品事業売上
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国内化粧品事業売上～主要ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ売上構成比推移

80%

20%

40%

09年度

78%

20%

39%

08年度

△3%

△2%

△1%

金額
前年比

6ﾒｶﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

5ﾘﾚｰｼｮﾅﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

21育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
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（億円）

海外化粧品事業売上

△8.0%14.8913.70中国元

△14.6%152.41130.21EURO
△9.5%103.4493.58US$

増減率09/3期
（1-12月）

10/3期
（1-12月）

構成比

2,609

332

2,278

09/3期

37.8%

4.8%

33.0%

+3.0%△9.3%△24336.7%2,366海外化粧品

△7.4%△17.9%△594.2%272ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

+4.5%△8.1%△18432.5%2,094化 粧 品

構成比

外貨

前年比

前年比前年差10/3期
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（億円）

地域別売上

構成比

6,903

2,620

1,186

885

549

4,283

09/3期

100%

38.0%

17.2%

12.8%

8.0%

62.0%

ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ

欧 州

ア メ リ カ

△2.0%△6.7%△461100%6,442合計

+2.9%△9.3%△24536.9%2,375海 外 計

+8.9%△2.8%△3317.9%1,153

△2.4%△16.7%△14811.5%738

△1.7%△11.6%△647.5%485

△5.0%△5.0%△21663.1%4,067日 本

構成比

外貨

前年比

前年比前年差10/3期
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売上原価・販売管理費

（億円）

1,507
1,543
1,637
1,588
3,098

4,686

1,718 

09/3期

21.8%
22.4%
23.7%
61.0%
72.1%

67.9%

24.9%

売上比

△ 6.2%△ 191+0.9%71.2%2,907国 内

△7.4%△349+0.6%67.3%4,337販 管 費

△10.0%△ 158+0.4%60.6%1,430海 外

経 費

人 件 費

M コ ス ト △10.6%△174+1.0%22.7%1,463

△7.8%△117+0.2%21.6%1,390
△3.8%△58△0.6%23.0%1,484

△ 6.7%△116+0.0%24.9%1,602売 上 原 価

△：ｺｽﾄ減△:ｺｽﾄ減率差
+低下改善

売上比

前年比前年差10/3期
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営業利益増減要因（実績）

504
（うち為替差

△７５）

２００９/３
営業利益

４９９

２０10/３
営業利益

（億円）

年金費用増

売上減に伴う
差益減

賞与減等

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
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（億円）

営業利益～事業別

7.8%
504

10.6%
17

3.8%
91

9.8%
394

10/3期

+0.9%
+0.6ポイント7.2%利益率

+4499営業利益合計

+5.4ポイント5.2%利益率

+15.9%+215営業利益そ の 他 事 業

△1.9ポイント5.7%利益率

△39.2%△59150営業利益海外化粧品事業

+1.9ポイント7.9%利益率

+19.2%+64330営業利益国内化粧品事業

前年比前年差09/3期
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（億円）

営業利益～所在地別

△1.4ポイント15.3%13.9%利益率

+0.9%
+0.6ポイント7.2%7.8%利益率

+4499504営業利益合計

10.3%

283

168
7.8%

83
5.6%

33
4.0%

184
09/3期

ｱｼ ﾞ ｱ ･ ｵｾｱﾆｱ

欧 州

ア メ リ カ

△15.5%

△0.7ポイント9.6%利益率

△44239営業利益在 外 計

△10.2%△17151営業利益

△1.3ポイント6.5%利益率

△31.6%△2656営業利益

+0.4ポイント6.0%利益率

△1.8%△132営業利益

+1.6ポイント5.6%利益率

+30.4%+56240営業利益日 本

前年比前年差10/3期
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（億円）

営業外損益・特別損益

+2△14△13そ の 他

△136

△61
△60

09/3期

+88△47計

+61－構造改革費用

+26△35減 損 損 失

前年差10/3期（特別損益）

22
19
+3

△18
21

09/3期

支 払 利 息

△1011計

+019そ の 他

△10△7利 息 収 支

+2△16
△138受 取 利 息

前年差10/3期（営業外損益）

60

（億円）

当期純利益

+143194337当期純利益

+44036少数株主利益

+56
（+19.0%）

151
（39.3%）

95
（20.3%）

法人税等合計

（税率）

+8331△52税効果

△26120147法人税等

+83385467税引前当期純利益

前年差09/3期10/3期
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連結貸借対照表

（億円）

（注）主要な勘定科目のみ

少数株主持分

評価・換算差額

株主資本

社債・借入金

未払金

支払手形・買掛金

投資その他の資産

無形固定資産

有形固定資産

たな卸資産

受取手形・売掛金

現預金・有価証券

（+22.5%）

（△10.7%）

（36.3%）

（44.9%）

（投下資本に占める有利子負債比率）

（自己資本比率）

+22169+1,7262,886

+1,6897,754負債・純資産計+1,6897,754資産計

+39△224+4358
+723,707△541,328

+1333,652純資産+1,6764,572固定資産

+1,5162,080△10673
△0470981,118

△84443△99948
+1,5564,102負債+123,182流動資産

増減10/3末増減10/3末

62

-147

-1,355

-1500

-1000

-500

0

500

1000

03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3

連結キャッシュフロー

フリー・キャッシュフロー

（億円）

キャッシュ・フロー計算書



63

新事業セグメント区分実績・見通し

102.5%6,6006,442合計

99.7%100100そ の 他

103.8%2,6002,504グ ロ ー バ ル

101.6%3,9003,838国 内 化 粧 品

前年比2011/3
見通し

2010/3
実績

２０１０年度からのマネジメントアプローチ適用に伴い
これまでは国内化粧品事業に含めていた国内プロフェッショナル
をこれまでの海外化粧品事業に移し「グローバル事業」とする。

２０１０年３月実績は簡便的な方法により組み替えている。
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