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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 486,973 4.8 25,360 △22.3 25,442 △24.1 9,010 △62.0
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

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

23年3月期第3四半期 22.65 22.62
22年3月期第3四半期 59.54 59.48

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

23年3月期第3四半期 758,862 326,674 41.3 787.68
22年3月期 775,445 365,207 44.9 875.72

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  313,413百万円 22年3月期  348,323百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00
23年3月期 ― 25.00 ―
23年3月期 

（予想）
25.00 50.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 680,000 5.6 45,000 △10.6 45,000 △12.6 18,000 △46.5 45.24



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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。業績予想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記事項等については【添付資料】3ページ「１.（３） 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】3ページ「２. その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 400,000,000株 22年3月期  410,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,106,790株 22年3月期  12,241,810株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 397,841,568株 22年3月期3Q 397,951,302株
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１． 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（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） 
構成比 

前第3四半期

（累計） 
構成比 増減 増減率 

売上高 486,973 100.0 % 464,638 100.0 % 22,334 4.8 %

国内売上高 287,116 59.0 % 301,795 65.0 % △14,678 △4.9 %

海外売上高 199,856 41.0 % 162,843 35.0 % 37,013 22.7 %

営業利益 25,360 5.2 % 32,629 7.0 % △7,268 △22.3 %

経常利益 25,442 5.2 % 33,501 7.2 % △8,058 △24.1 %

四半期純利益 9,010 1.9 % 23,695 5.1 % △14,684 △62.0 %

 

【事業別の状況】    

（売上高）                                        （百万円） 

 当第3四半期

（累計） 
構成比 

前第3四半期

（累計） 
構成比 増減 増減率 

国内化粧品事業 269,199 55.3 % 284,697 61.3 % △15,498 △5.4 %

グローバル事業 210,684 43.3 % 172,360 37.1 % 38,323 22.2 %

その他 7,089 1.4 % 7,580 1.6 % △490 △6.5 %

合計 486,973 100.0 % 464,638 100.0 % 22,334 4.8 %

（セグメント利益又は損失） 

 当第3四半期

（累計） 
売上比 

前第3四半期

（累計） 
売上比 増減 増減率 

国内化粧品事業 25,299 9.4 % 29,912 10.5 % △4,612 △15.4 %

グローバル事業 △1,295 △0.6 % 1,394 0.8 % △2,690 - %

その他 1,341 11.3 % 1,253 10.3 % 87 7.0 %

調整額 14 - % 69 - % △54 - %

合計 25,360 5.2 % 32,629 7.0% △7,268 △22.3 %

 

 

 

   
（注）2010年度からの「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の適用に伴い、当社は報告セグメントを 

「国内化粧品事業」「グローバル事業」「その他」に区分しております。それに伴い、従来「国内化粧品 

事業」に属していた国内の「プロフェッショナル事業」は「グローバル事業」に含めております。 

なお、前年同四半期実績は新セグメント区分に組み替えております。 

当第３四半期（平成22年４月１日から平成22年12月31日までの９ヵ月累計）は、国内では、政府による経済対

策の効果などにより個人消費の一部に緩やかな回復傾向がみられましたが、化粧品市場では消費マインドが好転せず、

厳しい状況が継続しました。一方、海外では（海外子会社は平成22年１月１日から平成22年９月30日までの９ヵ

月累計）、国・地域によりばらつきはあるものの、欧米の化粧品市場が昨年からの回復基調を全体として継続したこ

とに加え、中国や新興国の化粧品市場も引き続き拡大しました。 

こうした中、当社の当第３四半期累計期間の連結売上高は、前年同期に比べ4.8％増収の4,870億円となりました。

国内化粧品事業においては、引き続き「峻別と集中」を徹底し、対象となる店とブランドをチャネル毎にきめ細やか

に組み合わせる販売強化策を推進しましたが、引き続き消費マインドの回復感が乏しい中で、高価格帯と低価格帯へ

の二極化という市場構造の変化の影響が続いたことなどから、売上高は前年同期を下回りました。一方で、グローバ

ル事業においては、アメリカでグローバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」やメーキャップブランド「ＮＡＲＳ」が好

調だった他、欧州ではトラベルリテールの回復に加えて、ロシアでの好調が持続しました。また、高成長を持続して

いる中国では特に専門店チャネルで好調を持続し、全体でも高い成長性を維持しました。これらに加えて、３月に買

収した米国化粧品会社ベアエッセンシャルの売上の上乗せがあったことから、事業全体の売上高は前年同期を上回り

ました。 

営業利益は、ベアエッセンシャルの企業結合に伴う同社の在庫の時価評価による売上原価の増加、顧客関連無形資

産（納入先小売業等に対する販売権）の償却、のれんの償却に加えて、国内の売上減による差益減少の影響により、

前年同期に比べ22.3％減の254億円となりました。経常利益は、前年同期に比べ24.1％減の254億円となりました。 
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四半期純利益は、営業利益の減少に加え、買収関連費用、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額などを特別損

失に計上したこと、前期に税金費用の戻しがあったことなどから、当第３四半期は前年同期に比べ62.0％減の90億

円となりました。 

 

 

（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166億円の減少、純資産は385億円の減少となりました。この結果、自己資本比率は前期末

における44.9％から、41.3％に低下しました。 

 

(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223億円と減価償却費218億円を計上したこと

により、法人税の支払いなどを吸収し、373億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、国内・海外の既存設備の改修･更新を中心とした設備投資のほか、香港の

子会社の株式を合弁先から取得して100％子会社化するための57億円の支出などにより、261億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 億円の支払などにより、124 億円の支出となりました。また、

ベアエッセンシャルの新規連結に伴い、現金及び現金同等物が207億円増加しました。 

以上により当第３四半期末の現金及び現金同等物残高は期首比137億円増加し、909億円となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間における連結売上高、営業利益の実績などを鑑み、前回予想（平成22年10月28日発表）より

通期の業績予想を変更しています。 

全体業績は通期において増収減益を見込み、連結売上高は6,800億円（前回予想6,880億円）、営業利益は450億円

（前回予想505億円）、経常利益は450億円（前回予想505億円）、当期純利益は180億円（前回予想250億円）として

います。 

国内化粧品事業については、厳しい市場環境が継続していることと当第３四半期までの実績などを勘案し、前回予

想に比べ売上高及び利益の見通しを引き下げます。その結果、前期比で減収及び営業減益を見込んでいます。グロー

バル事業については、現地通貨ベースの売上は堅調な推移を見込んでおり、為替もほぼ想定通りであることから前回

予想に変更はなく、前期比で同事業の売上高はベアエッセンシャル連結による上乗せもあり増収、営業利益は中国な

ど収益性の高い地域の貢献度が高まるもののベアエッセンシャル連結による一時的な利益押し下げ要因があること

から、円ベースでは若干の増益と見通しています。 

なお、前提となる主な為替レートは通期で87.8円/米ドル、116.4円/ユーロ、13.0円/中国人民元としています。 

 

２．その他の情報 

 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（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。 
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（特有の会計処理） 

該当事項はありません。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①資産除去債務に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３ 

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年 

３月31日）を適用しております。これにより、営業利益及び経常利益は108百万円、税金等調整前四半  

期純利益は940百万円減少しております。 

②企業結合に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月 

26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等 

に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計 

基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号  

平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業 

会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

③四半期会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れ処理の変更 

四半期会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れについては、従来、四半期切 

放法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より四半期洗替法に変更しております。この変更は、 

各四半期ごとの市況の変動による影響を排除し、連結会計年度末における財政状態及び経営成績をより適 

切に表示するためであります。これにより、税金等調整前四半期純利益は4,391百万円増加しております。 

④表示方法の変更 

前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示していた「受取家賃」（529 

百万円）は、重要性が増したため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。 

前第３四半期連結累計期間において、区分掲記していた「売上割引」（120百万円）は、営業外費用の総額 

の100分の20以下となったため、当第３四半期連結累計期間では営業外費用の「その他」に含めて表示 

することとしております。 

前第３四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示していた「受取家賃」（174 

百万円）は、重要性が増したため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしております。 

前第３四半期連結会計期間において、区分掲記していた「売上割引」（43百万円）は、営業外費用の総額 

の100分の20以下となったため、当第３四半期連結会計期間では営業外費用の「その他」に含めて表示 

することとしております。 
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（参考情報）所在地別の状況及び海外売上高 

【所在地別売上高】    （百万円） 

区      分 
当第３四半期
（累計） 

構成比 
前第３四半期
（累計） 

構成比 増  減 増減率 

 国   内 287,727 59.1% 302,886 65.2% △15,158  △5.0% 

 アメリカ 61,690 12.7% 32,572 7.0% 29,117  89.4% 

 欧    州 60,871 12.5% 58,566 12.6% 2,304  3.9% 

 ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 76,683 15.7% 70,612 15.2% 6,070  8.6% 

 在  外   計 199,245 40.9% 161,752 34.8% 37,493  23.2% 

 合      計 486,973 100.0% 464,638 100.0% 22,334  4.8% 

 

【所在地別営業利益】  （百万円） 

区       分 
当第３四半期

（累計） 
売上比 

前第３四半期

（累計） 
売上比 増  減 増減率 

 国   内 12,268 4.0% 18,904 5.9% △6,635  △35.1% 

 アメリカ △1,215 △1.7% 1,539 4.1% △2,754  -% 

 欧    州 5,363 8.4% 4,539 7.3% 823  18.2% 

 ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 6,897 9.0% 5,889 8.3% 1,008  17.1% 

 在 外   計 11,045 5.2% 11,968 7.0% △922  △7.7% 

 消去又は全社 2,045 -% 1,756 -% 289  16.5% 

 合      計 25,360 5.2% 32,629 7.0% △7,268  △22.3% 

※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３四半期

（累計） 
構成比 

前第３四半期

（累計） 
構成比 増  減 増減率 外貨増減率  

 アメリカ 63,603 13.1% 34,499 7.4% 29,104 84.4%  91.4% 

 欧   州 55,718 11.4% 51,546 11.1% 4,172 8.1%  17.4% 

 ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 80,534 16.5% 76,797 16.5% 3,736 4.9%  8.8% 

  合      計 199,856 41.0% 162,843 35.0% 37,013 22.7%  29.0% 
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3. 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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 86,617 70,101 

受取手形及び売掛金 96,044 111,796 

有価証券 23,883 24,723 

たな卸資産 76,519 67,342 

繰延税金資産 24,649 28,389 

その他 17,719 16,939 

貸倒引当金 △1,000 △1,050 

流動資産合計 324,433 318,241 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 160,022 157,281 

減価償却累計額 △98,149 △95,191 

建物及び構築物（純額） 61,872 62,089 

機械装置及び運搬具 82,964 82,938 

減価償却累計額 △71,973 △72,112 

機械装置及び運搬具（純額） 10,991 10,826 

工具、器具及び備品 54,423 50,434 

減価償却累計額 △37,687 △36,061 

工具、器具及び備品（純額） 16,735 14,373 

土地 33,430 35,274 

リース資産 10,267 11,094 

減価償却累計額 △5,291 △5,196 

リース資産（純額） 4,976 5,898 

建設仮勘定 3,155 4,322 

有形固定資産合計 131,161 132,784 

無形固定資産   

のれん 98,249 11,852 

リース資産 338 371 

その他 94,349 23,612 

無形固定資産合計 192,937 35,837 

投資その他の資産   

投資有価証券 32,285 192,142 

前払年金費用 25,669 28,740 

長期貸付金 － 17,476 

長期前払費用 9,499 10,326 

繰延税金資産 15,349 14,163 

その他 27,691 25,896 

貸倒引当金 △165 △164 

投資その他の資産合計 110,330 288,581 

固定資産合計 434,428 457,203 

資産合計 758,862 775,445 
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 44,299 44,320 

短期借入金 20,226 105,966 

1年内返済予定の長期借入金 8,736 4,273 

リース債務 2,383 2,453 

未払金 37,215 46,988 

未払法人税等 8,138 10,277 

返品調整引当金 10,142 11,821 

賞与引当金 4,700 11,320 

役員賞与引当金 334 317 

危険費用引当金 737 1,025 

繰延税金負債 25 21 

その他 24,986 22,725 

流動負債合計 161,927 261,512 

固定負債   

社債 90,000 50,000 

長期借入金 97,224 47,779 

リース債務 3,138 3,974 

退職給付引当金 41,161 40,130 

債務保証損失引当金 350 350 

環境対策引当金 495 499 

繰延税金負債 31,618 3,381 

その他 6,270 2,611 

固定負債合計 270,259 148,725 

負債合計 432,187 410,237 

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 229,206 259,063 

自己株式 △3,977 △23,111 

株主資本合計 359,994 370,717 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △31 1,054 

為替換算調整勘定 △46,549 △23,447 

評価・換算差額等合計 △46,580 △22,393 

新株予約権 554 430 

少数株主持分 12,706 16,453 

純資産合計 326,674 365,207 

負債純資産合計 758,862 775,445 
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 464,638 486,973 

売上原価 114,030 124,555 

売上総利益 350,608 362,417 

販売費及び一般管理費 317,978 337,056 

営業利益 32,629 25,360 

営業外収益   

受取利息 649 478 

受取配当金 676 664 

持分法による投資利益 52 45 

受取家賃 － 698 

その他 1,688 1,456 

営業外収益合計 3,066 3,343 

営業外費用   

支払利息 1,111 1,617 

売上割引 162 － 

為替差損 136 569 

その他 784 1,073 

営業外費用合計 2,195 3,261 

経常利益 33,501 25,442 

特別利益   

固定資産売却益 245 551 

投資有価証券売却益 30 2 

特別利益合計 275 553 

特別損失   

減損損失 2,835 101 

固定資産処分損 490 1,169 

投資有価証券評価損 124 333 

投資有価証券売却損 7 2 

リース解約損 70 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 831 

買収関連費用 － 1,256 

特別損失合計 3,528 3,695 

税金等調整前四半期純利益 30,248 22,300 

法人税、住民税及び事業税 7,925 9,059 

法人税等調整額 △3,323 2,691 

法人税等合計 4,602 11,750 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 10,550 

少数株主利益 1,950 1,539 

四半期純利益 23,695 9,010 
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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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 147,369 153,347 

売上原価 34,892 41,660 

売上総利益 112,477 111,687 

販売費及び一般管理費 102,587 108,173 

営業利益 9,889 3,514 

営業外収益   

受取利息 190 158 

受取配当金 102 101 

持分法による投資利益 37 95 

受取家賃 － 232 

その他 345 365 

営業外収益合計 676 953 

営業外費用   

支払利息 407 522 

売上割引 42 － 

為替差損 34 10 

その他 260 181 

営業外費用合計 745 714 

経常利益 9,820 3,754 

特別利益   

固定資産売却益 33 4 

投資有価証券売却益 － 0 

投資有価証券評価損戻入益 － 4,157 

特別利益合計 33 4,161 

特別損失   

減損損失 19 80 

固定資産処分損 93 110 

投資有価証券評価損 9 － 

投資有価証券売却損 － 0 

リース解約損 3 － 

買収関連費用 － △24 

特別損失合計 125 166 

税金等調整前四半期純利益 9,728 7,749 

法人税、住民税及び事業税 4,335 3,201 

法人税等調整額 △670 2,972 

法人税等合計 3,665 6,173 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,575 

少数株主利益 156 105 

四半期純利益 5,906 1,470 
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 30,248 22,300 

減価償却費 19,467 21,759 

のれん償却額 830 3,737 

減損損失 2,835 101 

固定資産処分損益（△は益） 245 618 

投資有価証券売却損益（△は益） △22 0 

投資有価証券評価損益（△は益） 124 333 

リース解約損 70 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 831 

買収関連費用 － 1,256 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △92 6 

返品調整引当金の増減額（△は減少） △2,421 △1,454 

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,174 △6,466 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 145 17 

危険費用引当金の増減額（△は減少） 137 △154 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 488 1,340 

環境対策引当金の増減額（△は減少） － △3 

前払年金費用の増減額（△は増加） 4,215 3,070 

受取利息及び受取配当金 △1,325 △1,143 

支払利息 1,111 1,617 

持分法による投資損益（△は益） △52 △45 

売上債権の増減額（△は増加） 8,477 12,465 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,917 △367 

仕入債務の増減額（△は減少） △17,450 △8,124 

その他 1,251 246 

小計 41,191 51,945 

利息及び配当金の受取額 1,389 1,191 

利息の支払額 △1,008 △1,608 

法人税等の支払額 △5,558 △14,189 

営業活動によるキャッシュ・フロー 36,014 37,338 
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 △26,235 △26,213 

定期預金の払戻による収入 23,898 23,193 

有価証券の取得による支出 △849 △581 

有価証券の売却による収入 657 83 

投資有価証券の取得による支出 △331 △25 

投資有価証券の売却による収入 116 239 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △761 

子会社株式の取得による支出 － △5,723 

有形固定資産の取得による支出 △10,636 △11,704 

有形固定資産の売却による収入 729 934 

無形固定資産の取得による支出 △2,878 △3,110 

長期前払費用の取得による支出 △3,881 △2,525 

その他 235 120 

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,176 △26,074 

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） 2,228 △85,331 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 806 － 

長期借入れによる収入 42 60,002 

長期借入金の返済による支出 △401 △3,744 

社債の発行による収入 50,000 40,000 

リース債務の返済による支出 △2,277 △2,141 

自己株式の取得による支出 △6,822 △11 

自己株式の処分による収入 166 168 

配当金の支払額 △19,354 △19,435 

少数株主への配当金の支払額 △1,603 △1,883 

その他 121 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー 22,904 △12,377 

現金及び現金同等物に係る換算差額 336 △5,851 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 40,080 △6,965 

現金及び現金同等物の期首残高 91,857 77,157 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 20,659 

現金及び現金同等物の四半期末残高 131,937 90,851 
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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）セグメント情報等 

 
１ 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 
当社は、主に化粧品を製造・販売しており、国内・グローバルのエリア別を基本とした事業部制のもと、本社

事業部が各事業の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。したがって、当社のセグメントはエリ

ア別で構成されており、「国内化粧品事業」、「グローバル事業」の２つを報告セグメントとしております。 
「国内化粧品事業」は、国内における化粧品事業（化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販売）、ヘ

ルスケア事業(美容食品、一般用医薬品の製造・販売)、ノン資生堂・通販化粧品の製造・販売等を行っておりま

す。「グローバル事業」は、海外における化粧品事業(化粧品、化粧用具、トイレタリー製品の製造・販売)及び国

内外におけるプロフェッショナル事業(理・美容製品の製造・販売等)を行っております。 
 
２ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 
 

 

国内化粧品 

事業 

(百万円) 

グローバル

事業 

(百万円) 

その他 

(百万円) 

計 

(百万円) 

調整額 

(百万円) 

四半期連結 

財務諸表計上額

(百万円) 

売上高   

 (1) 外部顧客への売上高 269,199 210,684 7,089 486,973 - 486,973

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
1,336 1,846 4,790 7,972 △7,972 -

計 270,535 212,530 11,880 494,945 △7,972 486,973

セグメント利益又は損失(△) 25,299 △1,295 1,341 25,345 14 25,360

(注) １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去14百万円であります。 
(注) ２ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、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)及び飲食業等を含んでおります。 
(注) ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

当第３四半期連結会計期間(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日) 
 

 

国内化粧品 

事業 

(百万円) 

グローバル

事業 

(百万円) 

その他 

(百万円) 

計 

(百万円) 

調整額 

(百万円) 

四半期連結 

財務諸表計上額

(百万円) 

売上高   

 (1) 外部顧客への売上高 81,848 69,239 2,259 153,347 - 153,347

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
502 630 1,586 2,719 △2,719 -

計 82,351 69,870 3,845 156,067 △2,719 153,347

セグメント利益又は損失(△) 3,171 △43 452 3,580 △66 3,514

(注) １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去△66百万円であります。 
(注) ２ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、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)及び飲食業等を含んでおります。 
(注) ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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（参考情報） 
当第３四半期連結累計期間、当第３四半期連結会計期間の報告セグメントによる前第３四半期連結累計期

間、前第３四半期連結会計期間の報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
前第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) 

グローバル

事業 

(百万円) 

その他 

(百万円) 

計 

(百万円) 

調整額 

(百万円) 

四半期連結 

財務諸表計上額

(百万円) 

売上高   

 (1) 外部顧客への売上高 284,697 172,360 7,580 464,638 - 464,638

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
1,105 2,144 4,626 7,875 △7,875 -

計 285,802 174,504 12,206 472,514 △7,875 464,638

セグメント利益 29,912 1,394 1,253 32,559 69 32,629

(注) １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去69百万円であります。 
(注) ２ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、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)及び飲食業等を含んでおります。 
(注) ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

 

前第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) 

グローバル

事業 

(百万円) 

その他 

(百万円) 

計 

(百万円) 

調整額 

(百万円) 

四半期連結 

財務諸表計上額

(百万円) 

売上高   

 (1) 外部顧客への売上高 88,310 56,264 2,795 147,369 - 147,369

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
387 737 1,600 2,725 △2,725 -

計 88,698 57,001 4,395 150,095 △2,725 147,369

セグメント利益 9,043 314 564 9,922 △32 9,889

(注) １ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去△32百万円であります。 
(注) ２ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、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)及び飲食業等を含んでおります。 
(注) ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 
（追加情報） 
第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成22年４月28日開催の取締役会における自己株式の消却決議に基づき、平成22年５月21日付

で自己株式の消却を行い、自己株式が18,879百万円減少しました。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3,977百万円になっております。 
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（７）企業結合等に関する注記 

（パーチェス法の適用） 
連結子会社であるベアエッセンシャルについて、前連結会計年度には取得原価の配分が完了しておらず暫定

的な会計処理を行っておりましたが、第１四半期連結会計期間に取得原価の配分が完了いたしました。 
１ 被取得企業の取得原価及びその内訳 

現金を対価とする公開買付け等による株式取得額 1,633,296千米ドル

ベアエッセンシャル従業員に対するストックオプションの買取費用 66,970  〃 

条件付取得対価 30,411  〃 

取得原価 1,730,677  〃 

２ 契約に規定される条件付取得対価の内容及びそれらの今後の会計方針 
①条件付取得対価の内容 

平成23年度より、契約に基づき一定期間経過後に支払われるものであります。 

②会計方針 
上記条件付取得対価につきましては、米国会計基準に基づき認識いたしました。 

３ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 
①発生したのれんの金額 

91,503百万円 

②発生原因 
今後の事業展開によって期待されるシナジーを含む将来の超過収益力から発生したものであり

ます。 
③償却方法及び償却期間 

20年間にわたる定額法 
４ 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間 

平成22年３月８日から平成22年９月30日まで 

５ 四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間 
平成22年７月１日から平成22年９月30日まで 

６ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 
流動資産 34,690百万円

固定資産 179,800 〃 

資産 計 214,490 〃 

流動負債 5,701 〃 

固定負債 52,305 〃 

負債 計 58,006 〃 

取得原価の配分において、のれん以外の無形固定資産に 
配分されたもののうち、主なものは下記のとおりであります。 
顧客関連無形資産（10年償却） 40,300百万円

商標権（主に非償却） 39,985 〃 

(注)上記邦貨額は企業結合日の為替レート（90.42円/米ドル）で換算しております。従って、連結貸

借対照表ののれんに含まれている当該企業結合により発生したのれんの金額は、３．①に記載の発

生したのれんの金額とは一致しておりません。 
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７ 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期連結累計期間にかかる四

半期連結損益計算書に及ぼす影響の概算額 
売上高 8,099百万円

営業損失（△） △190 〃 

（概算額の算定方法及び重要な前提条件） 
①本企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算出された売上高及び損益情報と当

社の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。な

お、当該差額には連結会計年度の開始の日から企業結合日までの期間に相当する顧客関連無形資

産及びのれんの償却額が計上されており、ベアエッセンシャルが本企業結合にあたり任命したフ

ァイナンシャル・アドバイザーに支払ったアドバイザリー費用及び連結会計年度開始の日から企

業結合日までの期間にベアエッセンシャルが従業員に対して支払ったストックオプションの買

取費用は含まれておりません。 
②上記邦貨額は平成22年１月１日から平成22年３月31日までの期間に基づく期中平均為替レー

ト（90.71円/米ドル）で換算しております。 

③当該注記は監査証明を受けておりません。 
 

 

 

以上 
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