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第３四半期実績
および通期見通し

２０１３-１-３１

株式会社資生堂 ２０１２年度

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および

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。

これより、２０１２年度第３四半期実績と年間の見通しについてご説明します。
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２０１２年度 第３四半期累計実績 要約

海外

国内 △74△2.6％△2.6％2,727

＋15＋4.7％＋0.7％2,121

（億円） 実績 前年比 外貨前年比 前年差

売上高 4,848 △1.2％ ＋0.5％ △59

営業利益 92 △65.8％ △６１.９％ △176
経常利益 101 △62.6％ － △169
純利益 46 △21.0％ － △12

ドル=79.4円（△2％）、ユーロ=101.8円（△10％）、中国元=12.6円（＋1％）為替レート
（△3.6％）1.9％営業利益率
（＋0.9％）43.8％海外売上比率

はじめに、損益計算書の要約です。

当第３四半期累計の連結売上高は、前年に対し１．２％減収の４，８４８億円となりました。

国内は、化粧品事業の第３四半期３カ月の店頭・販社売上が、ともに前年並みとなり、累計では

２．６％減収の２，７２７億円。海外は、中国が反日デモの影響で第３四半期３カ月で１０％程度の

減収となり、海外合計の９カ月累計売上は、現地通貨ベースで４．７％、円ベースで０．７％増収の

２，１２１億円となりました。

営業利益は、前年に対し６５．８％減益の９２億円。国内売上の減少に伴う粗利益の減に加え、

国内外におけるカウンター投資や宣伝の強化などにより、減益となりました。営業利益の減により、

経常利益は６２．６％減益の１０１億円、純利益は２１％減益の４６億円となりました。

なお、事業別売上、地域別売上等の実績は、参考として添付したページをご覧ください。
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２０１２年度 通期見通し

△55－(△5)△70特別損益

－

－

－

+1％
△1％
+0％

外貨前年比

△27.7％

△35.3％

△37.4％

+0.5％
△1.0％
△0.3％
前年比

△115

△145
△155
△140
△60

△200
１０／３１公表差

海外

国内 3,760
3,040

（億円） 見通し

売上高 6,800

営業利益 245
経常利益 255

当期純利益 105

ドル=79.8円（＋0％） 、ユーロ=102.6円（△8％） 、中国元=12.7円（＋3％）為替レート

（△2.1％）3.6％営業利益率

（＋0.4％）44.7％海外売上比率
※( )内は、前年実績

次に、通期見通しです。

第３四半期の国内売上実績、および、すでに第４四半期が終了した海外の売上減の影響を中心に、

新の見通しに反映させ、通期見通しを下方修正しました。

連結売上は前回見通しから２００億円減額、前年に対し０．３％減収の６，８００億円とします。

国内売上は、前回見通しから６０億円減額します。化粧品事業の第３四半期の出荷が、返品影響などに

より計画を下回ったこと、第4四半期は「商品力強化」によって成長を見込むものの、店頭在庫の消化を

進めることが主な要因です。
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国内化粧品・・・第３四半期の振り返り

本社・販売会社が一体となった「店頭売上拡大」

紹介活動や売場づくり強化 新製品の厳選導入 現行主力品の継続育成

「エリクシール」「クレ・ド・ポー ボーテ」「アクアレーベル」「インテグレート」が好調持続ブランド

「デパート」「ドラッグストア」を中心に伸長チャネル

第３四半期は引き続き「店頭売上拡大の一点」に集中し、紹介活動や売場づくりの強化、新製品の厳選した

導入や現行主力品を育成しました。

この結果、カウンセリング領域では「エリクシール」や「クレ・ド・ポー ボーテ」、セルフ領域では

「アクアレーベル」や「インテグレート」が好調を持続。

チャネルでは、デパート、ドラッグストアが好調を継続し、第３四半期の店頭売上は前年を確保、特に

１２月は、カウンセリングを中心に伸長し、前年を１％程度上回る実績となりました。
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国内化粧品・・・第４四半期の取り組み

ファンデーションの商品強化

マキアージュ トゥルーパウダリー ＵＶ
「ｄプログラム」・「インテグレート」

などから限定品発売

資生堂 「ＨＡＫＵ メラノフォーカスＣＲ」
ベネフィーク セオティ
（ポイントメーキャップ）

「ＴＳＵＢＡＫＩ」 イノベーション

新たな化粧習慣の提案美白領域や専門店専用ブランドの商品強化

フルメーク ウォッシャブル ベース

続く第４四半期は、特に強化すべきファンデーションカテゴリーにおいて、「マキアージュ」や「ｄプログラム」

「インテグレート」などから強力な新製品や限定品を発売。加えて、美白美容液「ＨＡＫＵ」の中味成分強化を

行ないます。

さらに、「ＴＳＵＢＡＫＩ」についても、２００６年の発売以来 大となるイノベーションを実施するほか、昨年

１２月に「ｗａｔａｓｈｉ＋（ワタシプラス）」で先行発売し、高い評価をいただいている、新たな化粧習慣を

提案する「フルメーク ウオッシャブル ベース」の店頭販売を開始します。

このように第４四半期は、第３四半期の回復を軌道に乗せるべく、売場・店頭活動・商品の全ての面に

おいて取り組みを強化して成長を果たし、２０１３年度の更なる成長性拡大に結びつけていきます。
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グローバル・・・第４四半期

海外売上 １０月発表の見通しから△１４０億円減額

中国の売上のマイナス影響が想定以上・欧州でも売上が伸び悩む

中国 １０月末時点の見立て

前年比１０％台半ばの増収
上期売上
(実績)

前年比１０％程度の増収
年間売上
(見通し)

前年比１桁半ばの増収
下期売上
(見通し)

次に海外売上ですが、中国における反日デモ影響が想定以上に大きかったこと、欧州を中心に景気減速

の影響を受けたことから、第４四半期の売上が大幅に落ち込んだため、１０月発表の見通しから１４０億円

減額します。

中国は、この上期まで、当社の売上を牽引する成長エンジンとして、１０％台半ばの成長を遂げており、

第３四半期には反日デモによって出荷がマイナスとなったものの、 大の商戦である１２月までには売上が

回復するものと考え、１０月末時点では、下期の売上を、前年に対し１桁半ば、年間では１０％程度の成長

を確保すると見込んでいました。
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グローバル・・・第４四半期

海外売上 １０月発表の見通しから△１４０億円減額

中国の売上のマイナス影響が想定以上・欧州でも売上が伸び悩む

中国 ４Ｑ（１０～１２月） 速報

―

予定していたプロモーションの未実施

「ギフト需要」の低下

「春節に向けた品揃え」の不調

見通し差の要因

前年比△１０％程度の減収３Ｑ売上

１０月末の見通しから
△１００億円以上減
前年比△２０％近い減収

４Ｑ売上

実績前年比

前年同水準に止まる年間売上

その後、第４四半期の店頭売上は、「オプレ」「ピュアマイルド」などの中国国産ブランドを中心に回復傾向

にあったものの、予定していたプロモーションが行えなかったこともあり、出荷も伸び悩みました。さらに、

例年１２月の出荷を押し上げる、「ギフト需要」や「春節に向けた品揃え」といった、この季節特有の売上が

予想以上に大きく落ち込みました。

当社では、これまで３０年以上に亘り、中国のお客さまやお得意先さまとの信頼関係を構築し、中国の

みなさまに愛されるブランドづくりを進めてきましたので、このような結果は非常に残念ではありますが

実績としては、第４四半期の出荷が１０月末の見通しから１００億円以上減少、前年に対しても２０％近い

減収となり、年間でも前年と同水準にとどまるという、大変厳しいものとなりました。
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グローバル 中国・・・２０１３年度の取り組み

限られた成長でも高い収益性を確保する

ブランドでは「オプレ」や「ピュアマイルド」、
エリアでは「影響が比較的軽微で一定規模の売上を有する
大都市圏」を中心に経営資源を集中し、売上を確保

コスト構造改革を中心に、「筋肉質な経営体質」に転換

中国の２０１３年度の考え方についてです。

店頭売上の回復は現在も続いていますが、回復のスピードを見通すことは難しく、現時点では複数の

シナリオが想定されますが、基本的には「限られた成長でも高い収益性を確保する」ことをベースに計画を

構築しています。

具体的に、ブランドでは「オプレ」や「ピュアマイルド」、エリアでは「影響が比較的軽微で一定規模の売上を

有する大都市圏」を中心に経営資源を集中させて売上を確保するとともに、この機を「筋肉質な経営体質」

に生まれ変わるチャンスと捉え、固定費の削減を含むコスト構造改革を強力に進めます。

そして、中国との「信頼関係」と「ブランド力」をベースに、早期に売上を正常化させ、あわせて、力強い

収益性の回復をめざしてまいります。
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２０１２年度 通期見通し

△55－(△5)△70特別損益

－

－

－

+1％
△1％
+0％

外貨前年比

△27.7％

△35.3％

△37.4％

+0.5％
△1.0％
△0.3％
前年比

△115

△145
△155
△140
△60

△200
１０／３１公表差

海外

国内 3,760
3,040

（億円） 見通し

売上高 6,800

営業利益 245
経常利益 255

当期純利益 105

ドル=79.8円（＋0％） 、ユーロ=102.6円（△8％） 、中国元=12.7円（＋3％）為替レート

（△2.1％）3.6％営業利益率

（＋0.4％）44.7％海外売上比率
※( )内は、前年実績

次に、連結営業利益の見通しですが、売上減による差益減が非常に大きく、継続して費用削減には

取り組むものの、１０月の発表に対して１５５億円減となる２４５億円に、また、経常利益を２５５億円に

見直します。

営業利益・経常利益の減少に加え、このあとご案内する事業構造改革に伴い、２０１２年度に特別損失

６０億円が発生することなどから、 終の当期純利益は、１０月に対して１１５億円減の１０５億円に

修正します。

10

構造改革

環境変化

国内の長引く景気低迷
欧州や中国の景気減速
深刻な日中関係の悪化
円高による為替影響 など

市場と同程度の売上成長でも
着実に利益を拡大できる高収益構造を目指す

次に「構造改革」についてご説明します。

当社では現在、「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なる」というビジョンのもと

さまざまな改革を進めており、２０１１年度から始まった現３カ年計画では、「成長軌道に乗る」ことを目標に

掲げ、「先行投資を前提に高い成長性」をめざしてきました。

しかし、国内の長引く景気低迷、欧州や中国の景気減速、深刻な日中関係の悪化など、当初、

想定できなかった大きな環境変化が起きたことから、今年度、「市場と同程度の売上成長でも、着実に

利益を拡大できる高収益構造をめざす」方向に軌道修正を行いました。
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構造改革

構造改革

「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なる」
という〝ビジョン〟は不変

「社会からの信頼、憧れ」といった「社会的存在価値」の側面と、
「売上と収益の成長」といった「経済的価値」の側面の双方を向上

コスト構造改革 事業構造改革

グローバル化の加速
技術力・生産力の革新と
ビジネスモデルの進化

人材の強化

この軌道修正は、将来の環境変化に迅速に対応できる体力をつけることを目的としており、グローバルで

戦いながら持続的に成長し、市場の変化に対応してビジネスモデルを進化させ、「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」をめざすことに、何ら変わりはありません。

私たちがめざすのは、こうした持続的な進化を通じて、「社会からの信頼、憧れ」といった

「社会的存在価値」と、「売上と収益の成長」といった「経済的価値」の双方を高めていくことです。

そのためには、「グローバル化の加速」、「技術力・生産力の革新とビジネスモデルの進化」、そして、

これらを実行する「人材の強化」が重要なポイントとなり、この３つのポイントを早期に実現させるべく、

「コスト構造改革」と「事業構造改革」に先行して取り組んでまいります。
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７０億円超 ２００億円超

対象コスト
（２０１１年度）

コスト削減目標（２０１１年度対比）

（２０１３年度） （２０１４年度）

構造改革・・・コスト構造改革

すでに実行段階に入っており
前倒しでの効果の発現につなげる

①原材料チーム

②間接購買チーム

③ロジスティクスチーム

⑦中国事業チーム

④ＩＴチーム

⑤宣伝制作チーム

⑥国内化粧品事業チーム

約２,８００億円

成長投資

収益性改善

はじめに「コスト構造改革」ですが、１０月に申し上げたとおり、２０１１年度対比で、２０１３年度に７０億円、

２０１４年度に累計２００億円を超えるコストを削減し、成長投資と収益性改善の双方に振り向けます。

この改革は既に実行段階に入っており、現在、７つのチーム毎に 終的な打ち手の確定と金額の

コミットメントを行っています。

ＩＴチームの「システム業務委託費用」、間接材購買チームの「オフィス機器調達費用」の低減など、すでに

２０１２年度から効果の一部が表れているものもあり、今後も出来る限り前倒しで効果の発現を

めざします。
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構造改革・・・事業構造改革

グローバルでの持続的成長と収益性向上に向けて「筋肉質な事業構造」に変革

③
｢人件費の低減｣

｢厳しくもやりがいのある
組織風土への変革｣

人材・人件費
マネジメントの強化

生産・研究開発
拠点の再編

グローバル規模の
機能統合

①
｢鎌倉工場の閉鎖｣

｢ベトナム工場への生産移管｣

本日ご案内

米州エリアの構造改革は
昨年６月に発表済

その他エリアへの
拡大(具体的内容)は
決定次第ご案内

②
｢基礎と製品の研究所統合｣

次に、「事業構造改革」です。「事業構造改革」では、グローバルでの持続的成長と収益性向上に向けて、筋肉質な

事業構造に変革することをめざし、３つのプログラムを進めますが、このうち本日は、「生産・研究開発拠点の再編」、

「人材・人件費マネジメントの強化」についてご案内します。

具体的には、少子高齢化が進み、市場が飽和状態にある国内の事業構造の改革に向け、

「生産・研究開発拠点の再編」として、

・国内生産体制の見直しとアジアシフトに対応するための 「鎌倉工場の閉鎖」と「ベトナム工場への生産移管」

・価値創造力を高め、新市場を開拓する商品力を高めるための「基礎と製品の研究所の統合」

また、「人材・人件費マネジメントの強化」として、

・制度の見直しを含めた「人件費の低減」と、信賞必罰の徹底・役割と貢献に基づく公平な処遇による

「厳しくもやりがいのある組織風土への変革」、に取り組みます。
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グローバルでのサプライチェーン改革

海外売上比率の高まり・アジアを中心とした売上拡大

構造改革・・・事業構造改革 ①生産拠点の再編

２０１５年３月末を以って「鎌倉工場」を閉鎖

海外への生産移管の一環としてベトナム工場を増強

為替影響の 小化 原価低減 価値創りの強化

競争力強化に向けた
製造原価の低減

事業継続計画と
震災リスク対応

工場の周辺環境

まず、「生産・研究開発拠点の再編」です。

昨今、海外の売上比率が高まり、今後もアジアを中心に売上の拡大が進む中、為替影響を 小限に留めるとともに原価低減と価値創り強化の

両面を実現すべく、グローバルでサプライチェーン改革に取り組んでいきます。

まず、「生産拠点」ですが、２０１５年３月末を以って「鎌倉工場」を閉鎖し、国内外の工場へ生産移管を行います。主な理由は次の３つ。

１つ目は「製造原価の低減」。グローバル化に向けて、生産拠点についても、競争力強化を第一に、グローバルで再編が必要となる中、当社の

海外工場の技術力が急速に高まり、低コストで高品質の生産が可能となってきました。

２つ目は「事業継続計画・ＢＣＰとリスク対応の観点」。東日本大震災以降、国内から海外への生産移管の検討を進めてきました。

３つ目は「鎌倉工場の周辺環境の問題」。同工場は操業開始から５０年が経過しており、老朽化対応に多くの費用が発生します。また、現在は

周囲をマンションに囲まれ、施設を長期的に維持・拡充していくことは困難との判断に至りました。

なお、この閉鎖により、国内生産拠点は３カ所に減り、今後はベトナム工場での生産を増強してまいります。また、今回の生産拠点の再編により

２０１５年度以降、３０億円を超える原価低減効果を見込んでいます。
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構造改革・・・事業構造改革 ②研究開発拠点の再編

グローバルでのサプライチェーン改革

海外売上比率の高まり・アジアを中心とした売上拡大

２０１３年上期中に「リサーチセンター金沢八景」を閉鎖

「リサーチセンター新横浜」に統合

為替影響の 小化 原価低減 価値創りの強化

基盤技術の
早期市場投入

「基礎」と「製品」
開発の統合

価値創造力の強化

一方、「研究開発拠点」ですが、２０１３年上期中に「リサーチセンター金沢八景」を閉鎖し、

「リサーチセンター新横浜」に統合します。

これまで国内では、基礎研究を「金沢八景」、製品開発研究を｢新横浜｣と、２つのリサーチセンターで

行ってきましたが、当社の強みである基盤技術をより早く市場に投入し、価値創造力を強化することを

目的に、「基礎」と「製品」の研究開発を「リサーチセンター新横浜」に統合・集約します。

この拠点統合により、減価償却費や管理費などが減少し、２０１４年度以降、年間数億円の経営効果が

期待されます。

なお、今回決定した、「鎌倉工場」および「リサーチセンター金沢八景」の閉鎖に伴い、固定資産の

減損損失などで、２０１２年度第４四半期に６０億円の特別損失を引当計上する予定です。
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構造改革・・・事業構造改革 ③人材・人件費マネジメントの強化

これまでの
人材・人件費

マネジメントの強化

グローバル化の進展にあわせて、
● 企業理念に則した行動様式の導入
● グローバルレベルでのジョブグレードの設定
● 世界４地域の人材育成コミッティーの設置
● 海外人材も含めたタレントマネジメントの仕組み構築
● ＳＡＰ導入による業務の標準化

国内に対する人件費比率が年々上昇、今後も大きな売上成長が見込めない環境
人的生産性の向上、体質強化がポイント

「人材・人件費マネジメントの強化」 の具体策の第１弾として、
「早期退職優遇制度の改訂」 と 「非常勤制度の廃止」 を実施

つづいて、「人材・人件費マネジメントの強化」です。

これまで当社では、グローバル化の進展にあわせて、「グローバルレベルでのジョブグレードの設定」

「世界４地域の人材育成コミッティーの設置」「ＳＡＰ導入による業務の標準化」などを行い、人材マネジメント

の強化を進めてきました。

一方で、国内の人件費比率は年々上昇しており、今後も大きな成長が見込めないことから、いかに

人的生産性を高め、体質を強化していくかがポイントとなります。

今回、「人材・人件費マネジメントの強化」の具体策の第１弾として、「早期退職優遇制度の改訂と

非常勤制度の廃止」を実施します。
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構造改革・・・事業構造改革 ③人材・人件費マネジメントの強化

「４５歳以降自由定年制」における
「割増退職金(優遇部分)」の一部廃止

この制度を活用して退職する場合に適用される
「転身準備非常勤制度」の廃止

「保障措置」として１年半の期間限定で「退職割増金」を支給
※保障措置は、４０歳以上の社員も対象

「早期退職優遇制度の改訂」 と 「非常勤制度の廃止」

当社では、現在、早期退職優遇制度として「４５歳以降自由定年制」を設けています。

この制度は、社員が定年前に退職する場合に、割増金が上乗せになる優遇策ですが、この優遇部分を

一部廃止するとともに、この制度を活用して退職する場合に適用される「転身準備非常勤制度」を

廃止します。これにより、２０１３年度以降、年間数億円の人件費削減効果を見込んでいます。

なお、今回の制度廃止にあたり、「保障措置」として１年半の期間限定で、その間に早期退職を選択した

社員に対し「退職割増金」を支給します。この保障措置は、４０歳以上の社員も対象とします。
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構造改革・・・事業構造改革 ③人材・人件費マネジメントの強化

社員それぞれの役割や成果に基づいた
適正な人事考課の徹底

グローバルレベルでの適材適所の人材配置

厳しくもやりがいのある組織風土

当社では、今回の退職優遇制度の見直しをはじめとした人件費削減策に加え、社員それぞれの役割や

成果に基づいた適正な人事考課の徹底や、グローバルレベルでの適材適所の人材配置など、

「人材・人件費マネジメント」をさらに強化していきます。

こうした取組みは、社員が各自のキャリアについて改めて真剣に考える機会になると捉えており、厳しい

市場環境の中で、当社が持続的な成長を果たすために、難局に果敢にチャレンジできる社員が力を発揮

し、成果を生み出せる「厳しくもやりがいのある組織風土」にしていきたいと考えています。

なお、国内の人員数は、自然減と採用抑制により、２０１５年度までに１，０００名程度の減少が

見込まれます。また、今回の事業構造改革に伴い、その人数は数百名規模で増加することが

予想されます。
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今後の方針

２０１２年度期末配当は「２５円」
年間では「５０円」を継続

２０１３年度は、
市場と同程度の売上成長でも、着実に利益を拡大できる

高収益構造を目指して業績を回復させるとともに、
持続的な成長への基盤構築を進める

後に、２０１３年度計画については、現在詰めているところですが、売上は、国内外ともに厳しめに見る

一方で、通常のコスト削減や、「コスト構造改革」「事業構造改革」を前倒しで進め、「市場と同程度の

売上成長でも、着実に利益を拡大できる高収益構造」をめざしてまいります。

２０１２年度は、中国のマイナス影響と事業構造改革に伴う特別損失の発生により減収減益を余儀なく

されますが、２０１３年度は業績の回復が見込まれること、また、投資原資を捻出し、将来の成長の柱となる

エリア、ビジネスに投入して、持続的な成長への基盤構築を進めていくことから、２０１２年度の期末配当に

ついては２５円・年間では５０円の配当を継続します。
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２０１２年度の見通しは大変厳しいものとなりましたが、２０１３年度は、成長戦略と構造改革にスピードを

上げて取り組み、全てのステークホルダーの皆さまから「感謝」と「信頼」がいただけるよう、経営陣一同、

背水の陣で挑む一年としてまいりますので、どうか、よろしくお願いいたします。

私からの説明は以上です。 ありがとうございました。
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売上高 報告セグメント別

△3.2%△3.2%53.1%2,60352.0%2,521国内化粧品

+4.5%+0.8%45.6%2,23946.5%2,256グローバル

+9.9%+9.9%1.3%651.5%71そ の 他

+0.5%△1.2%100.0%4,907100.0%4,848合 計

（億円）

１３／３期
第３四半期 累計

１２／３期
第３四半期 累計 前年比

外貨
前年比

構成比 構成比
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売上高 報告セグメント別 国内化粧品

構成比

2,603

256

110

2,237

332

570

1,336

１２／３期
第３四半期 累計

53.1%

5.2%

2.3%

45.6%

6.8%

11.6%

27.2%

△3.2%△8352.0%2,521国 内 化 粧 品

+0.0%+05.3%256そ の 他

+1.7%+22.3%112ヘ ル ス ケ ア

△3.8%△8544.4%2,153化 粧 品

△13.9%△465.9%286ト イ レ タ リ ー

△0.0%△011.7%569セ ル フ

△2.9%△3826.8%1,298カウンセリング

構成比

前年比前年差
１３／３期
第３四半期 累計

（億円）

国内店販化粧品市場は、上期から引き続き弱い回復。 前年＋０～１％と推定。
当社店頭売上前年比（カウンセリング+セルフ）は、＋０～１％。
市場在庫水準は、前年同月より大幅に減少。
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売上高 報告セグメント別 グローバル

+0.8%

△1.9%

+1.2%

前年比

構成比

2,239

307

1,932

１２／３期
第３四半期累計

45.6%

6.2%

39.4%

+4.5%+1746.5%2,256グ ロ ー バ ル

+0.9%△66.2%301プロフェッショナル

+5.1%+2340.3%1,955化 粧 品

構成比

外貨
前年比

前年差
１３／３期
第３四半期累計

（億円）

欧米の化粧品市場は、米州が比較的堅調な水準だったものの、欧州は先行き不安を背景に弱い動き。
中国市場は拡大テンポが減速。 また、日本企業には尖閣問題影響による売上のマイナスリスクが発生。
その他アジアは、国・地域により強弱はあるものの、全体として緩やかに成長。
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売上高 地域別

+7.6%+6.2%+5317.3%85118.7%904ア ジ ア ・
オセアニア

（億円）

１３／３期
第３四半期累計

１２／３期
第３四半期累計 前年差 前年比

外貨

前年比
構成比 構成比

日 本 2,727 56.2% 2,801 57.1% △74 △2.6% △2.6%

米 州 670 13.8% 664 13.5% +7 +1.0% +3.5%

欧 州 547 11.3% 592 12.1% △45 △7.5% +1.9%

海 外 計 2,121 43.8% 2,106 42.9% +15 +0.7% +4.7%

合 計 4,848 100.0% 4,907 100.0% △59 △1.2% +0.5%
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売上原価、販売費及び一般管理費

( 海 外 )

( 国 内 )

△1.9% +1 1.4% 69 +0.0% 1.4% 68 M&A関連償却費

1,080 

1,219 

1,103 

1,397 

2,074 

3,471 

1,168 

１２／３期
第３四半期累計

22.0% 

24.8% 

22.5% 

65.8% 

74.5% 

70.7% 

23.8% 

売上比

+0.9% △19 △2.7% 77.2% 2,093 

+3.3% △116 △3.3% 74.0% 3,587 販 管 費

+6.9% △97 △4.1% 69.9% 1,494 

経 費

人 件 費

M コ ス ト +4.2% △46 △1.2% 23.7% 1,150 

+2.0% △21 △0.7% 22.7% 1,102 

+4.1% △50 △1.4% 26.2% 1,268 

+0.1% △1 △0.3% 24.1% 1,169 売 上 原 価

率差（+低下）売上比

前年比
増減

（＋：コスト減）

１３／３期
第３四半期累計

（億円）
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営業利益 報告セグメント別

※各報告セグメントの営業利益には、本社部門等の費用を含んでおります。

－△1 0 △1 営業利益全社・消去

1.9% 

92 

12.7% 

14 

△4.2% 

△96 

6.9% 

175 

１３／３期
第３四半期累計

△65.8%

△3.6 ポイント5.5% 利 益 率

△176 267 営業利益
合 計

+2.6 ポイント10.1% 利 益 率

+34.8% +4 10 営業利益
そ の 他

△4.8 ポイント0.6% 利 益 率

－△109 13 営業利益
グローバル

△2.4 ポイント9.3% 利 益 率

△28.4% △69 244 営業利益
国内化粧品

前年比前年差
１２／３期
第３四半期累計（億円）
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貸借対照表

使用為替レート（2012/12末）： US$77.6円、€100.2円、中国元12.3円

（2012/3末）： US$77.7円、€100.7円、中国元12.3円
（注）主要な勘定科目のみ

自己資本比率40.7%

+0△86△8664賞 与 引 当 金+1+141+142861た な 卸 資 産

+3

－

－

－

+3

+0

+0

△0

+0

為替

+3

+1

△2

+1

△0

+1

+2

+3

為替

△438

+10

+5

△152

△137

+5

△128

△39

△301

増減

△438

△2

△73

△12

△87

△183

△322

△351

増減
（億円）

12/12末
(対12/3末）

（億円）
12/12末

(対12/3末）

為替除く 為替除く

流 動 資 産 2,802 △354 負 債 3,869 △301

現預金・有価証券 617 △323 支払手形・買掛金 444 △39

受取手形・売掛金 946 △184 未 払 金 315 △128

有 利 子 負 債 1,856 +5

固 定 資 産 3,967 △87 純 資 産 2,900 △140

有 形 固 定 資 産 1,286 △13 株 主 資 本 3,413 －

無 形 固 定 資 産 1,663 △71 その他包括利益 △656 －

投 資 そ の 他 1,018 △3 少 数 株 主 持 分 135 －

資 産 計 6,769 △441 負 債 ・ 純 資 産 計 6,769 △441

28


