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（百万円未満切捨て） 
１．20 年３月期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 
(1)連結経営成績                                （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

20 年３月期 723,484    4.2 63,465   26.9 65,088   21.7 35,459   40.2
19 年３月期 694,594    3.5 50,005   28.6 53,465   26.8 25,293   75.2

 

 
１株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

自己資本 

当期純利益率 

総資産 

経常利益率 

売上高 

営業利益率 

  円    銭  円    銭 ％ ％ ％

20 年３月期 
19 年３月期 

86  05 
60    89 

85  74
60    71

9.2
6.6

9.2 
7.6 

8.8
7.2

(参考) 持分法投資損益 20 年３月期 148 百万円  19 年３月期 57 百万円   
 
(2)連結財政状態 

 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

20 年３月期 
19 年３月期 

675,864 
739,832 

399,738
403,796

56.6 
52.5 

946  22
940    79

(参考) 自己資本 20 年３月期 382,469 百万円 19 年３月期 388,386 百万円  
 
(3)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 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年３月期 
19 年３月期 

75,307 
69,431 

△5,802
△18,482

△95,882 
1,836 

120,393
145,259

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） 

  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

19 年３月期 16 00 16 00 32 00 13,205 52.6 3.5

20 年３月期 17 00 17 00 34 00 13,730 39.5 3.6

21 年３月期 
（予想） 

25 00 25 00 50 00 56.9 

（注）20 年３月期の１株当たり期末配当金、１株当たり年間配当金、配当金総額（年間）、配当性向（連結）、並びに純
資産配当率（連結）は、本決算発表日である平成 20 年４月 30 日現在における予定数値に基づくものであります。 

 
３．21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 
 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

第２四半期連結累計期間 364,000  0.3 28,000 △12.7 28,500 △14.2 15,500  19.8 38.35  

通 期 730,000  0.9 65,000    2.4 66,000    1.4 36,000   1.5 89.06  
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   有 
(注)詳細は、21 ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 20 年３月期 410,000,000 株 

 19 年３月期 424,562,353 株 
(注) 平成 19 年 11 月 7 日に自己株式 14,562,353 株（消却前の発行済株式総数に対する割合 3.42％）を消却

しております。 

②期末自己株式数 20 年３月期 5,794,022 株 

 19 年３月期 11,730,235 株 

(注)1 株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27 ページ「１株当たり情報」をご
覧ください。 

 
(参考)個別業績の概要 
 

１. 20 年３月期の個別業績(平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日) 
(1)個別経営成績                             （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円      ％ 百万円      ％

20 年３月期       
19 年３月期 

273,158 △ 3.2 
282,091 11.6  

16,263  4.0
15,637 121.2

31,031    7.4 
28,891   53.7 

23,819     42.2
16,749    104.6

 
 １株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

 円    銭  円    銭

20 年３月期 
19 年３月期 

58    42
40    60

58  21
40    48

 
(2)個別財政状態 

 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

20 年３月期 
19 年３月期 

491,009
559,407

355,244
375,317

72.3 
67.1 

878  49
909   00

(参考) 自己資本 20 年３月期 355,090 百万円  19 年３月期 375,265 百万円 
 
２. 21 年 3 月期の個別業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 
 
個別業績予想数値につきましては、投資情報としての重要性が大きくないと判断されるため記載を省略しておりま
す。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

※ 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。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意事項等については

6ページ「１．経営成績 (１)経営成績に関する分析 ④次期の見通し」をご覧ください。 
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１．経営成績   

（１） 経営成績に関する分析  

  ①当期の業績の概況 

  当期の連結売上高は、前期比４．２％増と順調な実績を確保しました。このうち、国内売上高は下期の消費マイン

ドの冷え込みの影響などを受け、前期実績を下回りましたが、海外売上高は中国を中心として好調に推移しまし

た。 

営業利益は、前期比２６．９％増と大きく増加しました。これは、売上増に伴う差益増に加え、売上原価の低減、

販売管理費の効率運用を進めたことによるものです。売上高営業利益率は８．８％となり、当期を 終年度とする

３ヵ年計画で目標としていた８％以上を達成しました。営業利益の増加に伴い経常利益も前期比２１．７％増と大

きく増加しました。減損損失や特別退職関連費用などによる特別損失がありましたが、資生堂物流サービス株式

会社と資生堂リース株式会社の株式売却益による特別利益等もあり、当期純利益は３５５億円、前期比４０．２％

増となりました。 

  【連結】   （百万円） 

   区   分 2008/3期 構成比 2007/3期 構成比 増  減 増減率  

  売 国内化粧品 439,020 60.7 % 447,557 64.4 % △ 8,536 △ 1.9 % 

  上 海外化粧品 263,703 36.4 % 224,319 32.3 % 39,383  17.6 % 

  高 その他 20,760 2.9 % 22,717 3.3 % △ 1,956 △ 8.6 % 

   合    計 723,484 100.0 % 694,594 100.0 % 28,890  4.2 % 

      

   国内売上高 459,221 63.5 % 469,796 67.6 % △ 10,574 △  2.3 % 

   海外売上高 264,263 36.5 % 224,798 32.4 %  39,465   17.6 % 

      

   区   分 2008/3期 売上比 2007/3期 売上比 増  減 増減率  

   営 業 利 益 63,465 8.8 % 50,005 7.2 % 13,460  26.9 % 

   経 常 利 益 65,088 9.0 % 53,465 7.7 % 11,622  21.7 % 

   当期純利益  35,459 4.9 % 25,293 3.6 % 10,166  40.2 % 

   連 単 倍 率    1.49 倍     1.51 倍   

  

②事業別の状況 

  

        
  ・国内化粧品事業     

     （百万円）   

    区      分 2008/3期 2007/3期 増  減 増減率   

    外部売上高  439,020  447,557 △ 8,536 △ 1.9 %   

   セグ間売上高  6,470  6,231   

    売上高計  445,491  453,788

  

   

    営 業 利 益  43,130  36,870 6,260 17.0 %   

    営業利益率  9.7 %  8.1 % 1.6 %   

   【売上高】           

   国内化粧品事業の売上高は、消費マインドの冷え込みなどの影響で、前期比１．９％の減収となりました。 

化粧品事業の売上高は、カウンセリング化粧品、セルフ化粧品、トイレタリー製品がいずれも前期実績に届か

ず、全体としても前期を下回りました。当期は、“太く･強い”ブランドづくりに引き続き取り組み、「ロングセラーブ

ランドの育成」を図りましたが、消費マインドの冷え込みや競合各社の新製品攻勢などに苦戦しました。ロングセ

ラーブランド育成の具体的な取り組みとしては、以下のような新ライン・新アイテムの追加、主力アイテムのイノベ

ーションなどを実施しました。 

「顧客接点拡大」を図るブランドでは、各カテゴリーでトップシェアを目指すメガブランドの育成･強化に取り組

み、中でもヘアケアブランド「TSUBAKI」は昨年９月に発売した新ライン「TSUBAKIゴールデンリペア」が好調に

推移し、メガブランド戦略を牽引しました。また、顧客との関係性を深める「顧客接点深耕」ブランド群では、 高

級ブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」の高機能クリーム「ラ・クレームS」と、化粧品専門店専用ブランド「ベネフィー

ク」の抗老化ラインのイノベーションを実施しました。 
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   理･美容室向けのプロフェッショナル事業の売上高は前期実績を下回りました。同事業においては、物販領域で

提案の質を重視する営業スタイルへの転換に取り組むなど、営業体制が改革の過渡期にあることが、売上高の

減少につながりました。 

ヘルスケア事業の売上高は前期実績を上回り、増収に転換しました。特に、成長が期待される美容サプリメント

市場において、皮膚賦活食品「コラーゲン」に経営資源を集中的に投入し、育成を図った結果、同ブランドが好

調に推移し、売上高の伸長に貢献しました。 

   【営業利益】      
   売上高は減少しましたが、原価の低減努力に加えて、販売管理費の一層の効率化も進んだことから、営業利益

は前期比１７．０％の増益となりました。 

   ≪主な新製品≫      

   カウンセリング：クレ・ド・ポー ボーテ ラ･クレームS（ 高級ブランド 高機能クリームのリニューアル）、リバイタル

（抗老化スキンケアブランド ベーシックラインと美白ラインのリニューアル） 

セルフ：アクアレーベル（スキンケアブランド 美白ラインのリニューアルとアクネ＆美白新ライン）、ウーノ（男性用

ブランド 新スキンケア） 

トイレタリー：TSUBAKI ゴールデンリペア（ヘアケアブランド 高機能のダメージケア用新ライン） 

  ・海外化粧品事業  

    （百万円）

    区    分 2008/3期 2007/3期 増  減 増減率  

    外部売上高  263,703  224,319 39,383 17.6 %

   セグ間売上高  1,770  1,347

    売上高計  265,473  225,667

 

    営 業 利 益  17,873  10,444 7,429 71.1 %

    営業利益率   6.7 %  4.6 % 2.1 %

   

【売上高】 
     

   海外化粧品事業の売上高は、引き続き中国を中心として各地域で売上が好調に伸びたほか、円安の影響もあ

り、前期比１７．６％の増収となりました。 

重点市場の中国では、チャネル別ブランド戦略を引き続き積極的に推進しました。デパートでは、中国専用ブ

ランド「オプレ」とその上級ライン「シュープリーム オプレ」の育成に取り組みました。化粧品専門店では、契約店

数の拡大を進める一方で、専用ブランド「ウララ」を重点的に育成し、既存店売上も大きく増加させました。 

中国以外のアジア、欧米地域でも、強みである抗老化･美白領域を中心にマーケティング活動を強化したほか、

昨年５月には成長著しいロシアに販売子会社を設立しました（本年1月営業開始）。また、デザイナーズ・フレグラ

ンスブランドの育成、トラベルリテールビジネス（空港免税店など）における売場スペースの拡大などにも注力しま

した。 

サロン向けのプロフェッショナル事業も、北米を中心にグローバルにサロン向け製品を展開するゾートス社を中

心に、売上を増やしました。同社においては、「ジョイコ」ブランドのヘアケア製品が好調に推移しました。 

   【営業利益】    

   収益性の高い地域やビジネスの売上が高伸長となったことと費用の効率運用などにより、営業利益は前期比 

７１．１％の大幅増益となりました。 

   ≪主な新製品≫    

   化粧品：ウララ メーキャップ(中国専用化粧品専門店向けブランド 新ライン)、資生堂 BOPインテンシブスキン

コレクティブプログラム（単品高機能型抗老化ライン 抗老化集中美容液）、資生堂 ZEN（フレグランスライン リ

ニューアル） 
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  ・その他の事業   

      （百万円）

     区      分 2008/3期 2007/3期 増  減 増減率 

    外部売上高  20,760  22,717 △ 1,956 △ 8.6 %

   セグ間売上高  19,487  23,112

    売上高計  40,248  45,829

 

    営 業 利 益  1,995  2,245 △ 250 △ 11.1 %

    営業利益率  5.0 %  4.9 % 0.1 %

   【売上高】          

   

   

その他の事業の売上高は前期比８．６％の減収となりました。これは主に、資生堂リース株式会社を期中に売却

したことの影響です。今後の成長分野として力を入れているフロンティアサイエンス事業（医療用医薬品、化粧品

原料、クロマトグラフィー、美容皮膚医療など）については、化粧品・食品用バイオヒアルロン酸の売上が国内外

で引き続き拡大し、売上を伸ばしました。 

   【営業利益】    

   営業利益は、資生堂リース株式会社の売却影響があり前期の水準を１１．１％下回りました。 

   
  ③所在地別の状況及び海外売上高 

  国内は、売上高が前期を下回りましたが、原価の低減やマーケティング費用の効率運用により、営業増益を確

保しました。 

海外における現地通貨ベースの売上は、中国の成長が際立つアジア･オセアニアが2ケタ伸長となり、アメリカ、

欧州も順調に拡大しました。為替レートは各通貨に対して円安となり、円換算後の売上高は各地域で高い伸び

となりました。主に売上増を背景に、営業利益は各地域とも４０％以上の伸長となりました。 

  【所在地別売上高】    （百万円） 

  区      分 2008/3期 構成比 2007/3期 構成比 増  減 増減率 

   国   内 460,714 63.7 % 471,204 67.8 % △ 10,490 △ 2.2 % 

   アメリカ 56,558 7.8 % 51,730 7.5 % 4,827  9.3 % 

   欧    州 103,774 14.3 % 88,364 12.7 % 15,410  17.4 % 

   ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 102,437 14.2 % 83,295 12.0 % 19,142  23.0 % 

   在  外   計 262,770 36.3 % 223,389 32.2 % 39,381  17.6 % 

   合      計 723,484 100.0 % 694,594 100.0 % 28,890  4.2 % 

       

  【所在地別営業利益】  （百万円） 

  区       分 2008/3期 売上比 2007/3期 売上比 増  減 増減率 

   国   内 31,785 6.5 % 27,335 5.5 % 4,449  16.3 % 

   アメリカ 3,993 6.1 % 2,808 4.7 % 1,184  42.2 % 

   欧    州 8,985 8.3 % 6,310 6.8 % 2,674  42.4 % 

   ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 15,879 15.5 % 11,212 13.4 %  4,667  41.6 % 

   在 外   計 28,859 10.4 % 20,332 8.6 % 8,527  41.9 % 

   消去又は全社 2,820 － 2,337 － 482  20.7 % 

   合      計 63,465 8.8 % 50,005 7.2 % 13,460  26.9 % 

  ※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です 

  【海外売上高】   (百万円) 

  区       分 2008/3期 構成比 2007/3期 構成比 増  減 増減率 外貨増減率  

    アメリカ 59,332 8.2 % 53,969 7.8 %  5,363  9.9 %  7.6 %

    欧   州 92,785 12.8 % 79,325 11.4 %  13,459 17.0 %  6.3 %

   ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 112,145 15.5 % 91,503 13.2 %  20,642  22.6 % 16.3 %

    合      計 264,263 36.5 % 224,798 32.4 % 39,465 17.6 % 10.7 %
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 ④次期の見通し 

 ・業績見通し     

  当社グループを取り巻く事業環境は、国内・海外とも依然楽観視できない状況にありますが、当社グループは一丸

となって新３ヵ年計画（２００８～２０１０年度）の推進に取り組み、中長期の持続的な成長に向けた基盤を構築してい

きます。 

新３ヵ年計画の初年度である２００８年度は、国内において、市場全体の伸長を若干でも上回る売上確保を目指す

ととともに、海外ではグローバル事業における新たな取り組み（P.１０～１１「３．経営方針 （３）会社の対処すべき課

題」参照）や中国事業のさらなる拡大により、高い成長の継続を目指します。 

売上については、現地通貨ベースで２ケタ伸長を図る海外が為替レートの円高傾向を織り込み前年並みとなりま

すが、国内売上の上乗せにより全体として前期を上回る売上確保を計画しています。利益については、売上増に

加えて売上原価及び経費の低減などに取り組むことで上乗せを図り、新基幹システム（SAP）の導入コストや積極的

なマーケティング費用投入などの収益圧迫要因を吸収し、前期に対し若干の増益を計画しています。 

次期の業績は、連結売上高７，３００億円（前期比１％増）、営業利益６５０億円（同２％増）、経常利益６６０億円（同

１％増）、当期純利益３６０億円（同２％増）と見通しています。 

     
  【連結売上高】  （億  円）  

  区    分 2009/3期（見込） 2008/3期 増 減 増減率  

  国内化粧品 4,470 4,390 80 2%  

  海外化粧品 2,650 2,637 13 0%  

  その他 180 208 △ 28 △ 13%  

  合    計 7,300 7,235 65 1%  

     
  海外売上高 2,650 2,643 7 0%  

  海外売上高比率 36.3%  36.5%  

   

  【連結利益】   （億  円） 

  区    分 2009/3期（見込） 売上比 2008/3期 売上比  増 減 増減率 

  営業利益 650  8.9% 635 8.8% 15  2%  

  経常利益 660  9.0% 651 9.0% 9  １%  

  当期純利益  360  4.9% 355 4.9% 5  2%  

        

  【連結財務指標ほか】     

  区      分 2009/3期(見込) 2008/3期 増減    

  ROE ％ ％ ％    

  （自己資本当期純利益率） 9.2 9.2 0    

  １株当たり当期純利益 円 円 円    

   89.06 86.05 3.01    

  配当性向（連結） ％ ％ ％    

         56.9 （予定）   39.5 17.4    

  １株当たり配当金 円 円 円    

  中  間 25.00 17.00 8.00    

  期  末 25.00 （予定）  17.00 8.00    
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 ・事業区分別の見通し   

 ［国内化粧品事業］      

  

 

 

 

 

 

 

次期は、化粧品事業、プロフェッショナル事業、ヘルスケア事業ともに前期実績を上回る売上確保を目指しま

す。 

化粧品事業では、育成ブランドをさらに絞り込んで経営資源を集中させ、メガブランドの継続育成とリレーショナ

ルブランド戦略の推進（P.１０～１１「３．経営方針 （３）会社の対処すべき課題」参照）に取り組み、その一環とし

て新ブランド・新ラインの発売や、大型キャンペーンを実施していきます。また、プロフェッショナル事業では営業

改革を軌道に乗せることで売上を回復させ、ヘルスケア事業についても、「コラーゲン」を中心にさらなる売上拡

大を図ります。 

次期の売上高は、種々の取り組みによる化粧品事業の売上拡大とヘルスケア事業の続伸などにより、増収を見

込んでいます。次期の営業利益については、新基幹システムの導入コストなどの負担増はあるものの、売上増

に伴う利益の上乗せ、原価及び販売管理費の低減を見込むことから、増益を見通しています。 

 ［海外化粧品事業］     

  も成長の期待できる中国においては、デパートチャネルでの「オプレ」イノベーションに加え、専門店網のさら

なる拡大を図るなど引き続き積極策を推進していきます。また、中国以外の市場においても、「シティーコンセプ

ト」の導入を契機としたグローバルＳＨＩＳＥＩＤＯブランドの育成強化、トラベルリテールビジネスのさらなる拡大や

新興市場の開拓などを図り、成長性と収益性の向上を目指します。（P.１０～１１「３．経営方針 （３）会社の対処

すべき課題」参照） 

こうした取り組みを背景に、次期についても現地通貨ベースで２ケタの売上伸長を見込みますが、為替を円高で

想定しているため、円換算ベースでは若干の増収に止まると見通しています。利益面では、中国を中心に積極

的なマーケティング費用投入を計画しているうえ、新基幹システムの導入コストなどが収益圧迫要因となり、営業

利益は前期並みの水準と見通しています。 

 ［その他の事業］     

  その他の事業では、医療用医薬品、化粧品原料、クロマトグラフィー、美容皮膚医療などを柱とするフロンティア

サイエンス事業の拡大に引き続き取り組んでいきます。 

その他の事業全体としては、資生堂リース株式会社の売却が通年で影響することから、次期は減収減益を見通

しています。 

      

 ・海外売上高の見通し     

  次期の海外売上高については、成長を続ける中国が牽引するアジア･オセアニアを筆頭に、各地域とも売上を

伸長させていきます。売上高は現地通貨ベースで１０％を見込みますが、円高により円換算ベースでは前期比

横ばいに止まる見通しです。 

       

 以上の次期見通しの前提条件は次のとおりです。 

  ２００８年度の日本の実質ＧＤＰは１％台の成長と見ております。化粧品の需要動向としては、経済産業省の化粧

品出荷統計ベースで横ばい圏を想定しています。また、主要為替レートは １００円／米ドル、１５５円／ユーロ、

１４．５円／中国人民元で計画を策定しています。 
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（２） 財政状態に関する分析  

  前期末に比べ、総資産は普通社債の償還、自己株式取得、資生堂物流サービス株式会社の売却などにより６４０億

円減少した一方、純資産の減少は４１億円にとどまりました。この結果、自己資本比率は前期末における５２．５％か

ら、当期末は５６．６％に４．１ポイント上昇しました。 

 

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、７５３億円のプラスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは５８

億円のマイナスに止まりました。国内における既存設備の改修・更新、中国での生産能力の増強を中心に２７７億円

の設備投資等を実施しましたが、一方で物流･商品センターの売却などがあったためです。また、財務活動によるキ

ャッシュ・フローは、第３回国内普通社債５００億円の償還と自己株式取得２４５億円（単元未満株式の買取りによるも

のを除く。）などにより、９５９億円のマイナスとなりました。 

以上により、当期末の現金及び現金同等物残高は期首比２４９億円減の１，２０４億円となりました。次期につきまし

ては、社債償還の一巡などもあり全体キャッシュ・フローがプラスとなり、期末の資金が増加すると見通しております。

 
  【連結キャッシュ･フロー計算書（要約）】            （億円）   

  区       分 金  額   

  現金・現金同等物期首残高 1,453   

   営業活動によるキャッシュ･フロー 753  

   投資活動によるキャッシュ･フロー 

(設備投資等) 

△

(△

58

277） ※ 【設備投資等】 （億円） 

   財務活動によるキャッシュ･フロー △ 959 区   分 金 額  

  現金・現金同等物純増額 △ 249 有形固定資産 △174 

  現金･現金同等物期末残高 1,204 無形固定資産 △54 

   長期前払費用 △49  

      

  なお下表の通り、過去数年の自己資本比率は簿価ベースが５０％台、時価ベースは３年間１３０％以上で推移して

おります。負債関連指標も概ね安全な水準で推移しております。 

  
【キャッシュ・フロー関連指標の推移】 

      

   2004/3期 2005/3期 2006/3期 2007/3期 2008/3期  

  自己資本比率（％） 59.8 51.2 55.7 52.5 56.6  

  時価ベースの自己資本比率（％） 89.6 83.6 134.4 133.6 157.6  

  債務償還年数（年） 1.4 1.8 3.8 1.8 0.8  

  ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ（倍） 18.2 22.1 8.6 30.6 39.1  

  （注） 1 自己資本比率：(純資産の部合計-新株予約権-少数株主持分)/総資産 

      時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

      債務償還年数：有利子負債/営業活動によるキャッシュ・フロー 

      ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ：営業活動によるキャッシュ・フロー/利払い 

    2 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

3 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

4 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 
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（３） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

 当社は、株主の皆さまへの直接的な利益還元に、中長期的な株価上昇をプラスした「株式トータルリターンの実現」

を目指しております。この考え方に基づき、内部留保金の使途については、①新たな成長につながる戦略投資、②

安定的な配当と機動的な自己株式取得、などへ優先的に充当することを基本方針としております。 

利益還元の目安として、当社では配当と自己株式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、中期的におよそ６０％を目処とし、現金配当を主体としながら機動的な自己株式取得・消却を行っていく方針で

す。 

当期の期末配当につきましては、当初の予定通り１株当たり１円増配の１７円とし、中間配当１７円と合わせて年間で

は２円増配の３４円を実施する予定です。この結果、当期の連結配当性向は３９.５％となります。 

次期につきましては、中間･期末とも1株当たり２５円とし、年間５０円への増配を実施する予定です。 

（４） 事業等のリスク  

  近の有価証券報告書（平成19年6月26日提出）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

（当社ホームページ） 

http://www.shiseido.co.jp/ir/library/syoken_arch_img/0703all.pdf 

 

２.企業集団の状況 

 近の有価証券報告書（平成19年6月26日提出）における「事業の系統図（事業の内容）」及び「関係会社

の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

（当社ホームページ） 

http://www.shiseido.co.jp/ir/library/syoken_arch_img/0703all.pdf 

 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

 当社は１８７２年の創業以来、一貫して「多くのお客さまの美と健康に貢献することで、お客さまのお役に立ち、ひい

ては社会のお役に立つ」という精神で企業経営を続けてまいりました。当社は今後もこの精神のもと、「世界のお客さ

まのお役に立つ企業であり続けること」を基本方針としてまいります。 

当社は「お客さま」「お取引先」「株主」「社員」「社会」という全てのステークホルダーから「価値ある企業」として支持さ

れ、共に価値を創造することこそが長期的な株主価値の 大化を実現する道と考えております。 

同時に、２１世紀において資生堂グループ全体の価値をさらに高めていくためには、経済的価値の向上とともに、企

業の社会的責任や環境対応も欠かせない要素であると認識しております。 

（２）中長期的な会社の経営戦略と目標とする経営指標 

 当社は、「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」となることをめざし、さらなる成長を果たしてい

きます。 

２００８年度からスタートした新３ヵ年計画（２００８～２０１０年度）では、引き続き「成長性の拡大と収益性の向上」を図

るとともに、「グローバル化」「峻別と集中」「社外の知恵とリソースの活用」を徹底して追求し、“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”を確立していきます。 

これにより、売上高は年平均４～５％成長を実現し、 終年度までに海外売上高比率４０％以上、売上高営業利益

率 １０％以上、ROE（自己資本当期純利益率）を同利益率＋１～２％の水準とすることを目指していきます。 
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（３）会社の対処すべき課題 

 当社が「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」となるためには、当社ならではの存在意義を明

確に打ち出し、これをさらに高めていくことが不可欠です。この存在意義とは、「一人ひとりのお客さまの『 高の美し

さ』を実現し、外見の美しさだけでなく『心』まで豊かにすること」です。この存在意義を世界中のお客さまに認めてい

ただくために、以下の３つの強みに磨きをかけていきます。 

［資生堂の強み］ 

リッチ モノやサービスの質の高さを細部にわたって徹底してこだわり実現していくこと 

ヒューマンサイエンス 
研究開発分野において、肌表面を美しくするだけでなく、ヒトの心にいかに働きかける

かまでを探求していくこと 

おもてなし ヒトやモノを介した触れ合いを通じ、心まで豊かに導いていくこと 

これらの強みを土台とし、２００８年度からスタートする３ヵ年計画では、“国･組織を越えた資生堂グループの結束力”

を高め、 “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”を確

立していきます。その実現に向けて、以下の戦略を推進します。 

［“世界中のお客さまに愛されるブランド”を創り上げる］ 

○グローバルSHISEIDOブランドの育成強化 

資生堂グループの象徴的なプレステージブランドとして、世界各国で販売しているグローバルSHISEIDOブランド

の育成強化を図っていきます。 

まず、ブランドの一貫した強みを発揮できるよう、ラインを順次集約して商品体系を刷新していきます。また、広大

な世界市場を、国（面）単位ではなく、都市（点）単位で捉え、都市ごとに集中的に原資を投下する「シティーコンセ

プト」を導入し、効率良く、攻めのマーケティングを展開していきます。さらに、中国、ロシアに次ぐ新興市場として、

中東やインドなど、すでに代理店を通じたビジネスを展開しているエリアについても、将来に向けた事業モデルの

構築に取り組んでいきます。 

○アジアでの圧倒的な存在感の確立 

アジアの人々の肌を熟知しているという強みや日本におけるビジネスノウハウを活かし、アジア全域を対象にマス

テージ（注）１マーケティングを開始していきます。まずは、日本のメガブランドをアジア全域に順次拡大し、アジアの

メガブランドに進化させます。これに併せ、生産子会社「資生堂ベトナム」を設立し、マステージビジネスの主力工

場としていきます。 

中国では、中国専用ブランド「オプレ」を１４年ぶりにイノベーションするとともに、化粧品専門店事業の拡大や、デ

パート、専門店に次ぐ第３のチャネル開拓などを図り、年平均２０％の売上伸長を持続します。 

ホームマーケットである日本においては、当社の得意領域であるお客さまとの強い絆づくりをベースに展開するリ

レーショナルブランド（注）２戦略に取り組みます。さらに、メガブランドとリレーショナルブランドを中心とした２１の育成

ブランドに絞り込みを進め、これらに経営資源を集中しマーケティング効率を高めていきます。また、１００％お客さ

ま志向の徹底を図るため、これまで取り組んできたビューティーコンサルタントの活動革新や新取引制度への移行

に続き、営業担当の売上予算を撤廃しプロセスを重視した新たな評価指標を設けるなど、営業活動のさらなる革

新に取り組みます。 
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○資生堂グループの価値向上に向けた基盤強化 

ビューティーコンサルタントの活動においては、当社の強みである「おもてなし」の心をベースとした応対ノウハウを

「SHISEIDO BEAUTY WAY」として体系化し、グローバルに展開します。 

研究開発においては、従来力を入れてきた美白や抗老化の研究に加え、肌あれや毛穴対策など肌質改善に向

けた研究や、お客さまがはっきりと実感できる効果感についての研究を充実していきます。さらに、ヘルス＆ビュー

ティーケアや美容皮膚医療、皮膚に疾患や傷跡を抱えた方々に対するメーキャップアドバイスなどの新領域にお

ける研究活動にも注力するとともに、自前主義にこだわらず他企業との提携やオープンイノベーション（注）３を積極

的に進め、美しい肌の実現はもちろんのこと、心まで豊かにする研究を強化していきます。 

［“世界に通用する質の高い経営基盤”を確立する］ 

○収益構造改革の推進と、組織、人材やコーポレートガバナンス体制の強化 

生産効率の向上とコスト低減への取り組みとして、育成ブランドの絞り込みに加え、グループ全体で、約３割の品

種数削減を図ります。 

また、２００８年度から導入する新基幹システム（SAP）を軸に業務の標準化を行うとともに、本社スタッフ部門の機

能や業務を見直し仕事の質と専門能力の向上を図り、グローバル企業としてふさわしい組織能力を構築していき

ます。 

国内外の垣根を取り払ったグローバルな人事制度の構築や、中国における研修教育拠点の設置などを通じて、

グローバルに通用する人材の育成を図ります。 

コーポレートガバナンス改革についても、これまで様々な仕組みを導入してきましたが、さらに、取締役のダイバー

シティー（注）４を進めることで取締役会の監督機能を強化し、併せて、執行役員の少数精鋭化･若手の登用により、

執行能力を向上させていきます。 

○CSR 活動に対する積極的な取り組み 

当社ならではの社会貢献活動として、あざや白斑など深刻な肌悩みに対して化粧法や商品を開発･提供し、心ま

で元気になっていただく「ソーシャルビューティーケア活動」を全国各地に拡大するとともに海外にも展開していき

ます。また、環境対応については、地球市民として重要な責務の一つと認識し、取締役会直轄のCSR委員会（注）５

に新たに環境委員会を設置します。この環境委員会を軸に、生産工場における省電力化や中国における植林活

動の推進など、グローバルでの取り組みを強化していきます。 

以上に加えて、“国･組織を越えた資生堂グループの結束力”を高めること。これは、今後、「アジアを代表するグロ

ーバルプレイヤー」を目指し、厳しいグローバル市場での競争において独自の存在を築き、発展を遂げていく上

で、 も大切なことです。 

全世界に広がる資生堂のグループの全従業員が、それぞれの国･地域で資生堂人としての 高のパフォーマンス

を発揮し、さらに、国･組織を越えて、強く結束していくことで、“世界中のお客さまに愛されるブランド”を創り上げ、

“世界に通用する質の高い経営基盤”を確立してまいります。 

 

（注）１ マステージ：通常のマス商品よりも高級感はあるがプレステージ商品に比べるとかなり値ごろ感がある商品領域。「マス」と

「プレステージ」をもとにした造語。 

２ リレーショナルブランド：カウンセリングを通じてお客さまとの関係性を深めていくブランド群。 

３ オープンイノベーション：自らの技術で足りない部分について、ニーズをオープンにして全世界からアイデアを募る研究

開発手法。 

４ ダイバーシティー：異なるバックグラウンドや専門領域、幅広い視野･見識など多様性に富むこと。 

５ CSR委員会：企業価値創造とコンプライアンスの二つの全社的テーマを推進する取締役会直轄の委員会。男女共同参

画、社会貢献、企業文化、企業倫理、環境問題を推進。 
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４．連結財務諸表 

（１） 連結貸借対照表 

    
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

 １ 現金及び預金   82,453    67,413  

 ２ 受取手形及び売掛金   104,603    111,115  

 ３ 有価証券    68,544     65,075  

 ４ たな卸資産    73,890     68,486  

 ５ 繰延税金資産    32,344     29,454  

 ６ その他の流動資産    12,676     17,657  

   貸倒引当金    △1,303     △1,494  

   流動資産合計    373,208 50.4    357,707 52.9

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産           

  (1) 建物及び構築物  186,341    168,342    

    減価償却累計額   104,475 81,865   92,783  75,559  

  (2) 機械装置及び運搬具   106,347    85,927    

    減価償却累計額   89,815 16,532   73,485  12,441  

  (3) 工具器具備品   68,505    50,047    

    減価償却累計額   50,206 18,298   35,354  14,692  

  (4) 土地    52,370     40,290  

  (5) 建設仮勘定    2,568     1,374  

   有形固定資産合計    171,635 (23.2)    144,357 (21.4)

 ２ 無形固定資産           

  (1) のれん    23,103     22,194  

  (2) その他の無形固定資産    26,639     28,743  

   無形固定資産合計    49,742 (6.7)    50,938 (7.5)

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券    63,601     39,781  

  (2) 前払年金費用    32,629     35,158  

  (3) 長期前払費用    10,240     10,418  

  (4) 繰延税金資産    11,836     10,944  

  (5) その他の投資   27,150     26,836  

    貸倒引当金    △212     △278  

   投資その他の資産合計    145,246 (19.7)    122,861 (18.2)

   固定資産合計    366,624 49.6    318,157  47.1

   資産合計    739,832 100.0    675,864 100.0
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前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び買掛金   57,697     58,333  

２ 短期借入金    4,456     4,704  

３ 一年以内に償還予定の 

  社債 
   57,868     6,849  

４ 一年以内に返済予定の 

  長期借入金 
  3,819     27,100  

５ 未払金    53,016     56,108  

６ 未払法人税等    10,026     9,029  

７ 返品調整引当金    8,685     7,945  

８ 賞与引当金    11,702     12,416  

９ 役員賞与引当金    122     110  

10 危険費用引当金    1,377     888  

11 繰延税金負債   ―  3 

12 その他の流動負債    19,068     22,499  

流動負債合計    227,840 30.8    205,989  30.5

Ⅱ 固定負債           

１ 社債    27,147     20,000  

２ 長期借入金   34,546     4,566  

３ 退職給付引当金    38,643     38,301  

４ 役員退職慰労引当金    71    ―  

５ 債務保証損失引当金    350     350  

６ 繰延税金負債    4,144     3,796  

７ その他の固定負債    3,291     3,121  

固定負債合計    108,195 14.6    70,136  10.4

負債合計    336,036 45.4    276,125  40.9
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前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金    64,506 8.7    64,506  9.5

２ 資本剰余金    70,293 9.5    70,258  10.4

３ 利益剰余金    255,410 34.5    248,920  36.8

４ 自己株式    △16,896 △2.2    △11,196  △1.6

株主資本合計    373,314 50.5    372,488  55.1

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評価 

  差額金 
   13,743 1.8    5,274  0.8

２ 繰延ヘッジ損益    △233 △0.0    △57  △0.0

３ 為替換算調整勘定    1,561 0.2    4,763  0.7

評価・換算差額等合計    15,071 2.0    9,980  1.5

Ⅲ 新株予約権    52 0.0    153  0.0

Ⅳ 少数株主持分    15,358 2.1    17,115  2.5

純資産合計    403,796 54.6    399,738  59.1

負債純資産合計    739,832 100.0    675,864 100.0
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（２） 連結損益計算書 

    

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

百分比

(％)
金額(百万円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高    694,594 100.0    723,484 100.0

Ⅱ 売上原価    185,532 26.7    186,466  25.8

    売上総利益    509,061 73.3    537,018  74.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   459,056 66.1    473,553  65.4

    営業利益    50,005 7.2    63,465  8.8

Ⅳ 営業外収益           

 １ 受取利息   1,435    2,158    

 ２ 受取配当金   740    818    

 ３ 有価証券売却益   310    ―    

 ４ 固定資産売却益   1,986    ―    

 ５ 持分法投資利益   57    148    

 ６ その他の営業外収益   3,593 8,123 1.2  3,552  6,677  0.9

Ⅴ 営業外費用           

 １ 支払利息   2,394    1,881    

 ２ 売上割引   ― 485  

 ３ 為替差損   ― 1,648  

 ４ 有価証券売却損   166     ―    

 ５ 固定資産処分損   1,253     ―    

 ６ その他の営業外費用   849 4,663 0.7  1,039  5,055  0.7

    経常利益    53,465 7.7    65,088  9.0

Ⅵ 特別利益           

 １ 固定資産売却益   ― 948  

 ２ 投資有価証券売却益   ―  2,109  

 ３ 関係会社株式売却益   ― ― ― 3,102  6,160  0.9

Ⅶ 特別損失           

 １ 減損損失  4,597    1,151    

 ２ 固定資産処分損  ― 1,102  

 ３ 投資有価証券売却損  ― 1,677  

 ４ 投資有価証券評価損  ― 86  

 ５ 関係会社株式売却損  ― 5  

 ６ 出資金評価損  ― 19  

 ７ 特別退職関連費用  ― 1,083  

 ８ 構造改革費用  1,101 5,699 0.8  597  5,724  0.8

   税金等調整前当期純利益    47,765 6.9    65,524  9.1

   法人税、住民税 

   及び事業税 
  13,660    16,507    

   法人税等調整額   5,514 19,174 2.8 9,062  25,569  3.6

   少数株主利益    3,297 0.5    4,495  0.6

   当期純利益    25,293 3.6    35,459  4.9
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（３） 連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（自 平成 18 年４月１日  至 平成 19 年３月 31 日） 

株主資本 
  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 64,506 70,258 244,767 △17,158 362,373

連結会計年度中の変動額       

 利益処分による剰余金の配当   △6,186   △6,186

 利益処分による役員賞与   △133   △133

 剰余金の配当   △6,600   △6,600

 当期純利益   25,293   25,293

 自己株式の取得    △696 △696

 自己株式の処分  35  959 995

 連結範囲の変動   △1,556   △1,556

 その他の利益剰余金減少高(注)   △173   △173

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

      

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

― 35 10,642 262 10,941

平成19年３月31日残高(百万円) 64,506 70,293 255,410 △16,896 373,314

 

 

評価・換算差額等 

  その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 
為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

新株予約権 
少数株主 
持分 純資産合計

平成18年３月31日残高(百万円) 18,279 ― △6,754 11,525 ― 13,713 387,612

連結会計年度中の変動額           

 利益処分による剰余金の配当          △6,186

 利益処分による役員賞与          △133

 剰余金の配当          △6,600

 当期純利益          25,293

 自己株式の取得          △696

 自己株式の処分          995

 連結範囲の変動          △1,556

 その他の利益剰余金減少高(注)          △173

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△4,535 △233 8,315 3,546 52 1,644 5,242

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△4,535 △233 8,315 3,546 52 1,644 16,183

平成19年３月31日残高(百万円) 13,743 △233 1,561 15,071 52 15,358 403,796

(注) その他の利益剰余金減少高は、中国の会計制度に基づく中国子会社の利益処分による積立金繰入額であります。 
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当連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 

株主資本 
  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 64,506 70,293 255,410 △16,896 373,314

連結会計年度中の変動額       

 剰余金の配当    △13,464    △13,464

 当期純利益    35,459    35,459

 自己株式の取得     △25,078  △25,078

 自己株式の処分   90  2,771  2,862

 自己株式の消却 
△126 △27,879 28,006 －

 連結範囲の変動    △113    △113

 その他の利益剰余金減少高(注)    △491    △491

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

      

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

 ―  △35  △6,489  5,699  △826

平成20年３月31日残高(百万円)  64,506  70,258  248,920  △11,196  372,488

 

評価・換算差額等 

  その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ

損益 
為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

新株予約権
少数株主 
持分 純資産合計

平成19年３月31日残高(百万円) 13,743 △233 1,561 15,071 52 15,358 403,796

連結会計年度中の変動額          

 剰余金の配当          △13,464

 当期純利益          35,459

 自己株式の取得          △25,078

 自己株式の処分          2,862

 自己株式の消却 
  －

 連結範囲の変動          △113

 その他の利益剰余金減少高(注)          △491

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

 △8,469  175  3,202  △5.090  101  1,757  △3,231

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

 △8,469  175  3,202  △5,090  101  1,757  △4,057

平成20年３月31日残高(百万円)  5,274  △57  4,763  9,980  153  17,115  399,738

(注) その他の利益剰余金減少高は、中国の会計制度に基づく中国子会社の利益処分による積立金繰入額及び台湾退職金 

会計制度に基づく台湾子会社の追加 小負債計上額等であります。 
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（４） 連結キャッシュ・フロー計算書 

    

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

１ 税金等調整前当期純利益   47,765 65,524 

２ 減価償却費   27,875 27,067 

３ のれん償却額   740 784 

４ 減損損失   4,597 1,151 

５ 固定資産処分損益   △733 153 

６ 投資有価証券売却損益  － △432 

７ 投資有価証券評価損  － 86 

８ 関係会社株式売却損益  － △3,096 

９ 出資金評価損  － 19 

10 特別退職関連費用  － 1,083 

11 構造改革費用   1,101 597 

12 貸倒引当金の増減額（減少：△）   △500 245 

13 返品調整引当金の増減額（減少：△）   3,733 △778 

14 賞与引当金の増減額（減少：△）  － 946 

15 役員賞与引当金の増減額（減少：△）   122 △12 

16 危険費用引当金の増減額（減少：△）   △31 △558 

17 退職給付引当金の増減額（減少：△）   2,506 284 

18 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）   △212 － 

19 受取利息及び受取配当金   △2,176 △2,976 

20 支払利息   2,394 1,881 

21 持分法投資利益   △57 △148 

22 有価証券売却損益   △143 － 

23 売上債権の増減額(増加：△)   1,542 △7,588 

24 たな卸資産の増減額(増加：△)   216 3,954 

25 仕入債務の増減額(減少：△)   △3,755 6,179 

26 前払年金費用の増減額(増加：△)   △2,018 △2,940 

27 確定拠出年金過去分移管額の支払   △2,361 △1,841 

28 その他   2,901 1,735 

小計   83,506 91,321 

29 利息及び配当金の受取額   2,151  2,896 

30 利息の支払額   △2,268  △1,925 

31 法人税等の支払額   △13,958  △16,985 

営業活動によるキャッシュ・フロー   69,431  75,307 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

１ 定期預金の預入れによる支出   △4,519  △7,092 

２ 定期預金の払出しによる収入   1,668  1,515 

３ 有価証券の取得による支出   △1,354  △1,525 

４ 有価証券の売却等による収入   369  895 

５ 投資有価証券の取得による支出   △1,725  △3,348 

６ 投資有価証券の売却等による収入   9,842  9,741 

７ 有形固定資産の取得による支出   △20,557  △17,449 

８ 有形固定資産の売却による収入   4,161  18,710 

９ 無形固定資産の取得による支出   △2,877  △5,399 

10 長期前払費用の取得による支出   △5,122  △4,899 

11 連結範囲の変更を伴う子会社株式の 

  取得による収入 
 － 92 

12 連結範囲の変更を伴う子会社株式の 

売却による収入 
 132  2,411 

13 その他   1,499  545 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △18,482  △5,802 
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前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

区分 
注記

番号
金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

１ 短期借入金の純増減額(減少：△)   853  259 

２ 長期借入による収入   5,927  2,656 

３ 長期借入金の返済による支出   △3,777  △3,381 

４ 社債の発行による収入   20,000  － 

５ 社債の償還による支出   △7,199  △57,837 

６ 自己株式の売却又は処分による収入・ 

取得による支出 
 298 － 

７ 自己株式の取得による支出   －  △25,078 

８ 自己株式の処分による収入  － 2,862 

９ 配当金の支払額   △12,794  △13,461 

10 少数株主への配当金の支払額   △1,672  △1,982 

11 その他   200  79 

財務活動によるキャッシュ・フロー   1,836  △95,882 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   1,929  1,535 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)   54,715  △24,841 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高   89,014  145,259 

Ⅶ 新規連結・連結除外に伴う現金及び 

現金同等物の増減額(減少：△) 
  1,529  △24 

Ⅷ 現金及び現金同等物期末残高  145,259  120,393 
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（５） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

1.連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数 ･･･ 91社 

主要な連結子会社の名称 

 

近の有価証券報告書（平成19年6月26日提出）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

（当社ホームページ） 

http://www.shiseido.co.jp/ir/library/syoken_arch_img/0703all.pdf 

 

〔新規〕 ･･･ 3社 

資生堂ロシアは、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。 

また、台資控股有限公司及び上海華妮透明美容香皀有限公司の2社については、当連結会計年度より持分

法適用関連会社から連結子会社へ変更となり、連結の範囲に含めております。 

〔除外〕 ･･･ 4社 

資生堂物流サービス㈱及び資生堂リース㈱の2社については、保有株式を売却したことにより、当連結会

計年度より連結の範囲から除いております。 

㈱フルキャストは、清算手続中であり、重要性が乏しいため、当連結会計年度より連結の範囲から除いて

おります。 

また、資生堂ハワイは当社の連結子会社である資生堂コスメティックス (アメリカ) に吸収合併された

ことにより、当連結会計年度より連結の範囲から除いております。 

 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社：ボーテプレステージインターナショナル(UK) 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小規模あるいは本格的な営業を行っておらず、総資産、売上高、当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は僅少で、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性が乏しいため、連結の範囲から除いております。 

 

2.持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用の関連会社数 ･･･ 3社 

主要な会社名：㈱ピエールファーブルジャポン 

〔除外〕 ･･･ 2社 

台資控股有限公司及び上海華妮透明美容香皀有限公司の2社については、当連結会計年度より連結子会社

へ変更となり、持分法適用の範囲から除いております。 

 

(2)持分法を適用していない非連結子会社(ボーテプレステージインターナショナル(UK) 他)及び関連会社は、

いずれも小規模あるいは本格的な営業を行っておらず、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は僅少で、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性が乏しいた

め、持分法適用の範囲から除いております。 
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（６） 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法

律第６号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、平

成19年４月１日以降に取得した有形固定資産の減価償却の方法については、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

なお、この変更により営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益及び当期純利益に与える影響は軽微

であります。 

（投資有価証券売却損益の計上区分の変更） 

前連結会計年度において、「有価証券売却益」に含めて営業外収益に計上していた「投資有価証券売却益」、

「有価証券売却損」に含めて営業外費用に計上していた「投資有価証券売却損」は、当社グループの経常

損益をより適切に表示するため、当連結会計年度より「投資有価証券売却益」を特別利益、「投資有価証

券売却損」を特別損失として計上しております。 

この結果、従来の方法と同一の方法によった場合と比べ、経常利益は432百万円少なく計上されておりま

すが、税金等調整前当期純利益及び当期純利益に与える影響はありません。 

 

（７） 表示方法の変更 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度において、「現金及び預金」に含めて表示していた内国法人の発行する譲渡性預金(17,000

百万円)は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項につい

て( 終改正 平成19年10月2日)、「金融商品会計に関する実務指針」の改正(日本公認会計士協会 平成

19年7月4日 会計制度委員会報告第14号)及び「金融商品に関するQ&A」の改正(日本公認会計士協会 平

成19年11月6日)に伴い、当連結会計年度より、「有価証券」に含めて表示しております。 

（連結損益計算書） 

1.前連結会計年度において、「支払利息」に含めて表示していた「売上割引」（513百万円）は、当社グ

ループの営業外費用の状況をより明瞭に表示するため、当連結会計年度より区分掲記しております。 

2.前連結会計年度において、営業外収益の「その他の営業外収益」に含めて表示していた「為替差益」(86

百万円)は、当連結会計年度においては「為替差損」となり、営業外費用の総額の100分の10超となった

ため、当連結会計年度より区分掲記しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

1.会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度において、投資有価証券売却損益の計上区分の変更を

行なっております。この変更にあわせ、前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの

「有価証券売却損益」に含めて表示していた「投資有価証券売却損益」（△143百万円）を区分掲記し

ております。 

2.前連結会計年度において、純額表示していた「自己株式の売却又は処分による収入（995百万円）・取

得による支出（△696百万円）」は、当社グループの取引実態をより適切に反映させるため、当連結会

計年度より、「自己株式の取得による支出」及び「自己株式の処分による収入」という総額表示に変更

しております。 

 

（８） 追加情報 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が687百万円並び

に当期純利益が405百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 
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（退職給付引当金） 

従来、執行役員に対する退職慰労引当金（第104期までの在任期間中の職務遂行の対価部分相当額）を含

んでおりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引

当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第42号 改正 平成19

年４月13日）が公表されたこと、並びに１年以内に支給されることが確実であることにより、当連結会計

年度から「未払金」に含めて表示しております。 

（役員退職慰労引当金） 

従来、第104期までの在任期間中の職務遂行の対価部分相当を、「役員退職慰労引当金」として表示して

おりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金

等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第42号 改正 平成19年４

月13日）が公表されたことにより、当連結会計年度から「その他の固定負債」に含めて表示しております。 

（固定資産売却益及び固定資産処分損） 

前連結会計年度において、「固定資産売却益」を営業外収益として、「固定資産処分損」を営業外費用と

して表示しておりましたが、当社グループの経常損益をより適切に表示するため、当連結会計年度より「固

定資産売却益」を特別利益、「固定資産処分損」を特別損失として計上しております。 

この結果、従来の方法と同一の方法によった場合と比べ、経常利益は153百万円多く計上されております

が、税金等調整前当期純利益及び当期純利益に与える影響はありません。 

（投資有価証券評価損及び出資金評価損） 

前連結会計年度において、「投資有価証券評価損」及び「出資金評価損」を営業外費用の「その他の営業

外費用」として表示しておりましたが、当社グループの経常損益をより適切に表示するため、当連結会計

年度より特別損失として計上しております。 

この結果、従来の方法と同一の方法によった場合と比べ、経常利益は106百万円多く計上されております

が、税金等調整前当期純利益及び当期純利益に与える影響はありません。 

また、この変更にあわせ、前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含

めて表示していた「投資有価証券評価損」(15百万円)及び「出資金評価損」(12百万円)を区分掲記してお

ります。 

 

なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成19年６月26日提出）における記載から重要な変更がないため

開示を省略しております。 
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（９）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報） 

a. 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３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) 

Ⅰ 売上高及び営業損益         

  売上高         

  (1) 外部顧客に 

    対する売上高 
447,557 224,319 22,717 694,594 ― 694,594

  (2) セグメント間の内部

    売上高又は振替高 
6,231 1,347 23,112 30,691 (30,691) ―

計 453,788 225,667 45,829 725,285 (30,691) 694,594

  営業費用 416,918 215,222 43,584 675,725 (31,136) 644,589

  営業利益 36,870 10,444 2,245 49,559 445 50,005

Ⅱ 資産、減価償却費、 

  減損損失及び資本的支出
        

  資産 243,310 229,568 77,965 550,844 188,988 739,832

  減価償却費 14,361 7,617 6,518 28,497 (23) 28,474

  減損損失 2,114 1,255 1,228 4,597 ― 4,597

  資本的支出 12,149 8,739 5,462 26,352 14 26,366

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

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。 

(国内化粧品事業) 主要な事業の内容： 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) 

ヘルスケア事業(食品、一般用医薬品の製造・販売) 

(海外化粧品事業) 主要な事業の内容： 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) 

(その他の事業) 主要な事業の内容： フロンティアサイエンス事業(医療用医薬品等の製造・販売) 

その他(衣料品、服飾雑貨等の販売、飲食業、不動産の賃貸 等)

２ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は193,040百万円であり、その主なものは、繰延税

金資産、当社の金融資産(現金及び預金、有価証券、投資有価証券)、管理部門に係る資産と建設仮勘定であ

ります。 

３ 減価償却費、減損損失及び資本的支出には、長期前払費用が含まれております。 

  



㈱資生堂 (4911)  平成 20 年３月期 決算短信 

 24

 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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) 

Ⅰ 売上高及び営業損益         

  売上高         

  (1) 外部顧客に 

    対する売上高 
 439,020  263,703  20,760  723,484  ―  723,484

  (2) セグメント間の内部

    売上高又は振替高 
 6,470  1,770  19,487  27,729 (27,729)  ―

計  445,491  265,473  40,248  751,213 (27,729)  723,484

  営業費用  402,361  247,600  38,253  688,214 (28,195)  660,019

  営業利益  43,130  17,873  1,995  62,999  466  63,465

Ⅱ 資産、減価償却費、 

  減損損失及び資本的支出
        

  資産  229,201  248,443 58,821  536,466  139,397  675,864

  減価償却費  14,133  8,944  4,629  27,706           3  27,710

  減損損失  1,080 50  20 1,151  －  1,151

  資本的支出  14,755  12,261  2,649  29,665  72  29,738

 (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) 

(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、 

不動産の賃貸 等) 

３  21ページの追加情報の（有形固定資産の減価償却の方法）に記載のとおり、当連結会計年度より、当社及び

国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しており

ます。これにより、当連結会計年度の営業費用は、国内化粧品事業が622百万円、海外化粧品事業が55百万円

及びその他の事業が9百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

４   資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は142,340百万円であり、その主なものは、繰延税

金資産、当社の金融資産(現金及び預金、有価証券、投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。 

５  減価償却費、減損損失及び資本的支出には、長期前払費用が含まれております。 
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b. 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３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)

Ⅰ 売上高及び営業損益           

  売上高           

  (1) 外部顧客に 

    対する売上高 
471,204 51,730 88,364 83,295 694,594 ― 694,594

  (2) セグメント間の内部

    売上高又は振替高 
22,115 8,138 4,335 111 34,701 (34,701) ―

計 493,320 59,869 92,699 83,406 729,296 (34,701) 694,594

  営業費用 465,985 57,060 86,388 72,194 681,628 (37,039) 644,589

  営業利益 27,335 2,808 6,310 11,212 47,667 2,337 50,005

Ⅱ 資産 337,144 59,427 95,801 74,131 566,505 173,327 739,832

(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、ドイツ等 

 (3) アジア・オセアニア：中国、台湾、オーストラリア等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は193,040百万円であり、その主なものは、繰延税

金資産、当社の金融資産(現金及び預金、有価証券、投資有価証券)、管理部門に係る資産と建設仮勘定であ

ります。 

 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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)

Ⅰ 売上高及び営業損益           

  売上高           

  (1) 外部顧客に 

    対する売上高 
 460,714  56,558  103,774  102,437  723,484  ―  723,484

  (2) セグメント間の内部

    売上高又は振替高 
 25,897  9,007  5,091  153  40,150 (40,150)  ―

計  486,612  65,565  108,866  102,590  763,635 (40,150)  723,484

  営業費用  454,827  61,571  99,880  86,710  702,990 (42,970)  660,019

  営業利益  31,785  3,993  8,985  15,879  60,644  2,820  63,465

Ⅱ 資産  306,575  56,764  105,719  86,557  555,617  120,246  675,864

 (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 21ページの追加情報の（有形固定資産の減価償却の方法）に記載のとおり、当連結会計年度より、当社及び

国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しており

ます。これにより、当連結会計年度の営業費用は、日本において687百万円増加し、営業利益が同額減少して

おります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は142,340百万円であり、その主なものは、繰延税

金資産、当社の金融資産(現金及び預金、有価証券、投資有価証券)及び管理部門に係る資産であります。 
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c. 海外売上高 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３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) 53,969 79,325 91,503 224,798

Ⅱ 連結売上高(百万円)     694,594

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
7.8 11.4 13.2 32.4

(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、ドイツ等 

 (3) アジア・オセアニア：中国、台湾、オーストラリア等 

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。 

 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３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)  59,332  92,785  112,145  264,263

Ⅱ 連結売上高(百万円)      723,484

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
 8.2  12.8  15.5  36.5

(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。 

 

 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、

企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略し

ております。 
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(１株当たり情報) 
  

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 940.79円 １株当たり純資産額 946.22円 

１株当たり当期純利益 60.89円 １株当たり当期純利益 86.05円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 60.71円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 85.74円 
(追加情報) 

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第４号)が平成18年１月31日付

けで改正されたことに伴い、当連結会計年度から繰延ヘ

ッジ損益(税効果調整後)の金額を普通株式に係る当連

結会計年度末の純資産額に含めております。 

なお、前連結会計年度末において採用していた方法によ

り算定した当連結会計年度末の１株当たり純資産額は

941.35円であります。 

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

項目 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 403,796 399,738

純資産の部の合計額から控除する金額 

(百万円) 
15,410  17,269

（うち新株予約権(百万円)) (52) (153)

（うち少数株主持分(百万円)) (15,358) (17,115)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 388,386  382,469

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数(千株) 
412,832  404,205

 ２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

項目 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

１株当たり当期純利益    

当期純利益(百万円) 25,293  35,459

普通株主に帰属しない金額(百万円) 173  378

(うち中国子会社の利益処分による 

積立金繰入額等(百万円)) 
(173) (378)

普通株式に係る当期純利益(百万円) 25,120  35,081

普通株式の期中平均株式数(千株) 412,572 407,696

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(千株) 1,223  1,478

(うち新株予約権方式による 

ストックオプション(千株)) 
(1,223) (1,478)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要 

新株予約権方式によるストッ

クオプション 

(新株予約権429個) 

普通株式429千株 

新株予約権方式によるストッ

クオプション 

(新株予約権159個) 

普通株式159千株 
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（重要な後発事象） 

 

（子会社の設立について） 

１ その旨及び目的 

当社は、平成19年12月26日開催の取締役会において、拡大するアジア市場に向けたマステージビジネスの

主力工場の建設を目的として、ベトナムに当社全額出資の「資生堂ベトナム」を設立することを決議し、

平成20年４月24日に設立いたしました。 

２ 当該子会社の概要 

(1)会社名 資生堂ベトナム 

(2)所在地 ベトナム ドンナイ省ビエンホア市 

(3)事業内容 化粧品等の製造 

(4)資本金 約40億円（38,000千米ドル）（予定） 

(5)出資比率 当社100％ 

３ 設備投資の概要（予定） 

(1)規模 敷地面積100,000㎡、 建築面積21,400㎡ 

(2)投資額 約40億円（38,000千米ドル） 

(3)時期 2008年12月着工、2009年10月竣工、同年12月稼動 
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５．個別財務諸表 

（１） 貸借対照表 

    
前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

 １ 現金及び預金    32,202         12,726   

 ２ 受取手形   219    144   

 ３ 売掛金   101,313    96,932   

 ４ 有価証券    54,217    48,736   

 ５ 商品    2,759    2,856  

 ６ 製品    1,568     2,032  

 ７ 原材料    4,768     4,706  

 ８ 仕掛品    2,216    2,588   

 ９ 貯蔵品    294    347   

 10 前渡金    3    3   

 11 前払費用    606    1,941   

 12 繰延税金資産    10,461    9,760   

 13 関係会社短期貸付金    6,754    3,916  

 14 未収入金   6,618    9,036   

 15 その他の流動資産    1,223    2,010  

   貸倒引当金    △36    ―  

   流動資産合計    225,193 40.3   197,739   40.3

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産           

  (1) 建物   89,890   71,632     

    減価償却累計額   59,612 30,278   47,240  24,391   

  (2) 構築物   6,970   5,986     

    減価償却累計額   5,711 1,259  4,931  1,055   

  (3) 機械及び装置   62,387   50,648     

    減価償却累計額   53,389 8,998  43,887 6,760   

  (4) 車両運搬具   1,516   453     

    減価償却累計額   1,330 185  420  33   

  (5) 工具器具備品   24,630   21,853     

    減価償却累計額   19,205 5,425  16,932  4,921   

  (6) 土地    34,039    23,770   

  (7) 建設仮勘定    825    678   

   有形固定資産合計    81,012 (14.5)   61,611  (12.5)
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

 ２ 無形固定資産           

  (1) 借地権    90    90   

  (2) 商標権    46    28   

  (3) ソフトウェア    6,858    5,532  

(4) ソフトウェア仮勘定  ―        4,599 

  (5) 電話加入権    133            124  

   無形固定資産合計    7,129 (1.2)   10,375  (2.1)

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券    59,427    35,891   

  (2) 関係会社株式    126,167    125,974   

  (3) その他の関係会社 

    有価証券 
   11,600    12,120   

  (4) 出資金    924    890   

  (5) 関係会社出資金    7,852    7,852   

  (6) 長期貸付金  ―          726 

  (7) 従業員長期貸付金    1    1  

  (8) 関係会社長期貸付金    17,597    10,192  

    (9) 破産更生債権等  ―  652 

  (10) 長期前払費用    5    226   

  (11) 前払年金費用    10,191    12,890   

  (12) 繰延税金資産    8,103    9,602   

  (13) その他の投資    7,353    6,902  

    貸倒引当金    △3,153    △2,641   

   投資その他の資産合計    246,071 (44.0)   221,282  (45.1)

   固定資産合計    334,213 59.7   293,269  59.7

   資産合計    559,407 100.0   491,009  100.0

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

 １ 支払手形    1,736    1,308   

 ２ 買掛金   31,794    30,101   

 ３ 一年以内に償還予定の 

   社債 
   50,000    ―   

 ４ 未払金   26,416    29,660   

 ５ 未払法人税等    3,882          3,378  

 ６ 未払費用    432    667   

 ７ 預り金    290    285   

 ８ 関係会社預り金    22,184    23,980   

 ９ 返品調整引当金    7,430    6,360   

 10 賞与引当金    3,312    3,683   

 11 役員賞与引当金    113    99   

 12 その他の流動負債   1,407    738   

   流動負債合計    149,000 26.6   100,264  20.4
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

Ⅱ 固定負債           

 １ 社債    20,000      20,000   

 ２ 退職給付引当金    13,256    13,423   

 ３ 役員退職慰労引当金    64    ―   

 ４ 債務保証損失引当金    486    580   

 ５ その他の固定負債    1,281    1,496   

   固定負債合計    35,089 6.3   35,500  7.3

   負債合計    184,089 32.9   135,764   27.7

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金    64,506 11.5   64,506  13.2

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金   70,258     70,258   

(2) その他資本剰余金   35   ―    

資本剰余金合計    70,293 12.6   70,258  14.3

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金   16,230   16,230     

(2) その他利益剰余金           

別途積立金   217,044   217,044     

繰越利益剰余金   10,592   △6,932     

利益剰余金合計    243,866 43.6   226,341  46.1

４ 自己株式    △16,896 △3.0   △11,196  △2.3

株主資本合計    361,771 64.7   349,910  71.3

Ⅱ 評価・換算差額等           

  その他有価証券評価 

  差額金 
   13,494    5,180  

評価・換算差額等合計    13,494 2.4   5,180  1.0

Ⅲ 新株予約権    52 0.0   153  0.0

純資産合計    375,317 67.1   355,244  72.3

負債純資産合計    559,407 100.0   491,009  100.0
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（２） 損益計算書 

    

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

百分比

(％)
金額(百万円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高           

 １ 製品売上高  250,795   240,182    

 ２ 商品売上高  31,296 282,091 100.0 32,976 273,158  100.0

Ⅱ 売上原価           

 １ 製品期首棚卸高   1,860   1,568    

 ２ 当期製品製造原価   105,873   104,400    

 ３ 製品振替高  19,632   18,912    

 ４ 製品期末棚卸高   1,568   2,032    

   差引計   86,532   85,024    

 ５ 商品期首棚卸高   1,827   2,759    

 ６ 当期商品仕入高  37,048    31,222    

 ７ 商品期末棚卸高   2,759    2,856    

   差引計   36,117   31,125    

   売上原価計    122,649 43.5   116,149  42.5

   売上総利益    159,442 56.5   157,008  57.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   143,804 51.0   140,745  51.5

   営業利益    15,637 5.5   16,263  6.0

Ⅳ 営業外収益           

 １ 受取利息   559   687     

 ２ 有価証券利息   129   161     

 ３ 受取配当金  6,786   10,416     

 ４ 有形固定資産賃貸料  3,670   ―     

 ５ 投資事業組合等運用益   1,619   1,316     

 ６ ロイヤリティー収入  2,300   2,859     

 ７ 雑収入   1,391 16,456 5.8 1,870  17,311  6.3

Ⅴ 営業外費用           

 １ 支払利息   309   460     

 ２ 有形固定資産賃貸費用   1,602   ―     

 ３ 固定資産処分損   664   ―     

  ４ 為替差損  ―    1,611  

 ５ 雑損失   625 3,202 1.1 472  2,544  0.9

   経常利益    28,891 10.2   31,031  11.4
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前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

百分比

(％)
金額(百万円) 

百分比

(％)

Ⅵ 特別利益          

 １ 固定資産売却益   ―   6     

２ 投資有価証券売却益  ―      2,038   

 ３ 関係会社株式売却益     ― 4,126   

４ 貸倒引当金戻入益  ―        547  

５ 構造改革利益  1,026 1,026 0.4         ― 6,718 2.4

Ⅶ 特別損失          

 １ 減損損失  2,547   ―     

 ２ 金融資産評価損  2,143   ―     

  ３ 固定資産処分損  ―     464  

４ 投資有価証券売却損  ―      1,687  

５ 投資有価証券評価損  ―      75  

 ６ 関係会社株式売却損  ―      5  

７ 出資金評価損  ―     10  

８ 債務保証損失引当金 

繰入額 
 ―     94  

９ 特別退職関連費用  ―         150  

１０ 構造改革費用   ― 4,690 1.7          22 2,510 0.9

   税引前当期純利益    25,228 8.9  35,238  12.9

   法人税、住民税 

   及び事業税 
  5,660   6,440     

   法人税等調整額   2,819 8,479 3.0 4,979  11,419  4.2

   当期純利益    16,749 5.9  23,819  8.7
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（３） 株主資本等変動計算書 

前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

  

株主資本 

資本剰余金   
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 64,506 70,258 ― 70,258

事業年度中の変動額      

 利益処分による剰余金の配当      

 利益処分による役員賞与      

 剰余金の配当      

 当期純利益      

 自己株式の取得      

 自己株式の処分   35 35

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)      

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― 35 35

平成19年３月31日残高(百万円) 64,506 70,258 35 70,293

  

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
  

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 16,230 217,044 6,751 240,025 △17,158 357,631

事業年度中の変動額         

 利益処分による剰余金の配当    △6,186 △6,186   △6,186

 利益処分による役員賞与    △121 △121   △121

 剰余金の配当    △6,600 △6,600   △6,600

 当期純利益    16,749 16,749   16,749

 自己株式の取得      △696 △696

 自己株式の処分      959 995

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)         

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― 3,840 3,840 262 4,139

平成19年３月31日残高(百万円) 16,230 217,044 10,592 243,866 △16,896 361,771
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評価・換算差額等 
  その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 18,006 18,006 ― 375,638

事業年度中の変動額      

 利益処分による剰余金の配当     △6,186

 利益処分による役員賞与     △121

 剰余金の配当     △6,600

 当期純利益     16,749

 自己株式の取得     △696

 自己株式の処分     995

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △4,512 △4,512 52 △4,459

事業年度中の変動額合計(百万円) △4,512 △4,512 52 △320

平成19年３月31日残高(百万円) 13,494 13,494 52 375,317
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当事業年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 

 

株主資本 

資本剰余金   
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 64,506 70,258 35    70,293

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当      

 当期純利益      

 自己株式の取得      

 自己株式の処分   90 90

自己株式の消却 △126 △126

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)      

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― △35 △35

平成20年３月31日残高(百万円) 64,506 70,258 ― 70,258 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
  

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 16,230 217,044 10,592 243,866 △16,896 361,771

事業年度中の変動額         

 剰余金の配当    △13,464 △13,464   △13,464

 当期純利益    23,819 23,819   23,819

 自己株式の取得      △25,078 △25,078

 自己株式の処分    2,771 2,862

自己株式の消却  △27,879 △27,879 28,006 ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)       

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― △17,524 △17,524 5,699 △11,861

平成20年３月31日残高(百万円) 16,230  217,044 △6,932 226,341 △11,196 349,910
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評価・換算差額等 
  その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 13,494 13,494 52 375,317

事業年度中の変動額      

 剰余金の配当     △13,464

 当期純利益     23,819

 自己株式の取得     △25,078

 自己株式の処分     2,862

自己株式の消却  ―
 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △8,313 △8,313 101 △8,211

事業年度中の変動額合計(百万円) △8,313 △8,313 101 △20,073

平成20年３月31日残高(百万円) 5,180 5,180 153 355,244
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６．その他 

役員の異動 

１ 代表者の異動 

該当事項はありません。 

２ その他の役員の異動 

(1)取締役 

①昇 任（平成20年4月1日付） 

氏 名 平成20年3月31日まで 平成20年4月1日以降 

岩田喜美枝 
取締役執行役員常務 

人事・お客さま情報担当 

取締役執行役員副社長 

お客さま情報・企業文化・広報担当 

風土改革・取締役会直轄委員会担当 

原田 康彦 
取締役執行役員常務 

財務担当 

取締役執行役員専務 

高財務責任者 

財務・ＩＲ・情報企画・ロジスティクス担当 

業務改革・内部統制担当 

川崎  清 
取締役執行役員 

経営企画部長 

取締役執行役員常務 

国内アウトオブ資生堂事業・ブティック事業・

宣伝制作担当 

 (2)監査役 

①新任候補（平成20年6月開催の第108回定時株主総会で選任予定） 

地 位 氏 名 現在の役職 

社外監査役 黒田 玲子 東京大学大学院総合文化研究科教授 

 

②退 任（平成20年6月開催の第108回定時株主総会終結の時をもって退任） 

地 位 氏 名 

社外監査役（非常勤） 大宅 映子 

 

(3)執行役員 

①新 任（平成20年4月1日付） 

地 位 氏 名 担当または主な職業 

執行役員 岩井 恒彦 
技術企画・技術担当 

技術部長 

執行役員 西山 聖二 化粧品研究開発・ソフト開発担当 

執行役員 末川 久幸 経営企画部長 

執行役員 高橋 祥二 米州担当 

執行役員 矢吹 隆一 
国内化粧品事業 専門店担当 

資生堂販売株式会社 取締役副社長 
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②退 任（平成20年3月31日付） 

地 位 氏 名 担当または主な職業 

執行役員常務 森 光平 情報企画・ロジスティクス担当 

執行役員 池田 敏秀 技術企画担当 

執行役員 中村  淳 技術担当 

執行役員 佐竹 一利 国内アウトオブ資生堂事業・ブティック事業担当 

執行役員 山中 健正 

ヘルスケア事業・フロンティアサイエンス事業担当 

ヘルスケア事業部長 

資生堂ビューティーフーズ株式会社 代表取締役社長 

執行役員 山内  豊 資生堂アメニティグッズ株式会社 代表取締役社長 

 

〔ご参考〕平成20年6月開催の第108回定時株主総会終了後の役員体制 

(1)取締役 

地 位 氏 名 担当または主な職業 

代表取締役 

執行役員社長 
前田 新造 CEO兼COO 

代表取締役 

執行役員副社長 
岩田喜美枝 

お客さま情報・企業文化・広報担当 

風土改革・取締役会直轄委員会担当 

取締役 

執行役員専務 
原田 康彦 

高財務責任者 

財務・ＩＲ・情報企画・ロジスティクス担当 

業務改革・内部統制担当 

取締役 

執行役員専務 
小林 敏光 

国内化粧品事業 営業領域担当 

資生堂販売株式会社 代表取締役社長 

取締役 

執行役員常務 

カーステン･ 

フィッシャー 

グローバル事業(国際事業・中国事業・プロフェッショナル事業)

担当 

国際事業部長、プロフェッショナル事業部長 

取締役 

執行役員常務 
小松 正明 研究開発・生産・技術総括担当 

社外取締役 岩田彰一郎 アスクル株式会社 代表取締役社長兼 CEO 

社外取締役 上村 達男 
早稲田大学 法学学術院長・法学部長、法学部教授・大学院

法務研究科教授 

 (2)監査役 

地 位 氏 名 担当または主な職業 

監査役（常勤） 生駒 清治 － 

監査役（常勤） 大矢 和子 － 

社外監査役（非常勤） 原田 明夫 弁護士 

社外監査役（非常勤） 黒田 玲子 東京大学大学院総合文化研究科教授 

社外監査役（非常勤） 大塚 宣夫 医療法人社団慶成会 理事長 
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(3)執行役員 

地 位 氏 名 担当または主な職業 

執行役員常務 川崎  清 国内アウトオブ資生堂事業・ブティック事業・宣伝制作担当 

執行役員 花田 浩三 
国内化粧品事業 組織流通担当 

組織流通部長 

執行役員 稲葉 民生 国内化粧品事業 事業戦略・マーケティング領域担当 

執行役員 岩井 恒彦 
技術企画・技術担当 

技術部長 

執行役員 西山 聖二 化粧品研究開発・ソフト開発担当 

執行役員 末川 久幸 経営企画部長 

執行役員 高橋 祥二 米州担当 

執行役員 高森 竜臣 中国事業部長 

執行役員 高重 三雄 
人事担当 

人事部長 

執行役員 東久保和雄 食品研究開発・新成長領域研究開発・特許担当 

執行役員 内田 隆文 
総務・法務・秘書担当 

総務部長 

執行役員 矢吹 隆一 
国内化粧品事業 専門店担当 

資生堂販売株式会社 取締役副社長 

執行役員 米山 俊夫 

ヘルスケア事業・フロンティアサイエンス事業担当 

ヘルスケア事業部長 

資生堂ビューティーフーズ株式会社 代表取締役社長 

 

 

以 上 

 

 

 

 


