
         

                                   平成２０年４月３０日 

各   位 

会 社 名  株 式 会 社    資  生  堂 

代表者名 代表取締役社長  前 田  新 造 

（コード番号 ４９１１  東証第１部） 

問合せ先  財務部 IR 室長  斉 藤  幸 博 

（ＴＥＬ．03－3572－5111） 

  

（訂正）｢2007 年度実績と 2008 年度計画｣の一部修正について 

 

平成 20 年 4 月 30 日付で発表した｢2007 年度実績と 2008 年度計画｣について、8 ページと 12 ページの

一部に文字が重複して読みにくい部分がありましたので、修正後の資料を添付いたします。 

  

以  上 



20072007年度実績と年度実績と20082008年度計画年度計画

㈱㈱資生堂　代表取締役資生堂　代表取締役 社長　社長　

前田前田 新造新造

　2008年4月30日



２００７年度 決算実績２００７年度 決算実績

（億円)

実績 前年差 前年比 外貨前年比

売上高 7,235 +289 +4.2% +1.9%

営業利益 635 +135 +26.9% +21.4%

経常利益 651 +116 +21.7% －

当期純利益 355 +102 +40.2% －

‣海外売上比率　３６．５％　＋４．１p

‣営業利益率　８．８％　＋１．６p

‣ ROE　９．２％　＋２．６p

1



内訳 前年比

化粧品 ▲2.5%

　
　
　

‣ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ ▲1.2%

‣ｾﾙﾌ ▲6.1%

‣ﾄｲﾚﾀﾘｰ ▲1.4%

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ ▲8.9%

ﾍﾙｽｹｱ +15.8%

その他 +2.2%

売上合計 ▲1.9%
※アネッサ移管（カウンセリング→セルフへ）影響を除く実質ベース

国内化粧品事業国内化粧品事業

‣営業利益率　９．７％　＋１．６p
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内訳 前年比 外貨前年比

化粧品 +18.0% +10.8%

‣うち中国　
　（香港含む）

+36.6% +29.9%

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ +14.8% +9.6%

合計 +17.6% +10.7%

海外化粧品事業海外化粧品事業

‣営業利益率　６．７％　＋２．１p
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内訳 前年比 外貨

国内 ▲2.3% －

海外 +17.6% +10.7%

‣アメリカ +9.9% +7.6%

‣欧州 +17.0% +6.3%

‣ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ +22.6% +16.3%

合計 +4.2% +1.9%

地域別売上地域別売上
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コミットメントコミットメント
営業利益率営業利益率88％以上⇒％以上⇒8.88.8％で達成％で達成

3ヵ年計画の推移3ヵ年計画の推移

営業利益率：実績

営業利益率：期初計画営業利益率：期初計画

売上売上

期初計画　実績 期初計画　実績 期初計画　実績

（億円）
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33年間ともに期初の計画を上回る実績年間ともに期初の計画を上回る実績



成長性の拡大と収益性の向上

グローバル化

グローバルSHISEIDOブランド育成

ブランドづくり

キ
ー
ワ
ー
ド

日本をｵﾘｼﾞﾝとしｱｼﾞｱを代表するｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰを目指し、全ての活動の質を高める

峻別と集中 外部の知恵とリソース活用

戦
略
の
方
向
性

アジアでの圧倒的存在感の確立に向けて

ﾏｽﾃｰｼﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの本格展開
中国事業のさらなる拡大
日本でNo.1のﾎﾟｼﾞｼｮﾝを磐石なものへ

資生堂ｸﾞﾙｰﾌﾟの価値向上に向けた取組み強化

ﾋﾞｭｰﾃｨｰｺﾝｻﾙﾀﾝﾄの活動革新進化
価値創造力の強化
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産体制の整備

グローバル人材の育成

質の高い経営基盤確立

組織能力の向上

ガバナンス体制の進化

構造改革

CSRへの積極取り組み

グループ結束力強化

2010年度営業利益率10％以上、ROE=OPM+1～2ﾎﾟｲﾝﾄ、海外売上比率40％超

数
値
目
標

資生堂2008～2010年度3ヵ年計画全体像
日本をｵﾘｼﾞﾝとしｱｼﾞｱを代表するｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰを目指し、全ての活動の質を高める

2010年度営業利益率10％以上、ROE=OPM+1～2ﾎﾟｲﾝﾄ、海外売上比率40％超
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拠点市場日本で、“売上の質”を高め、
育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを中心に市場以上の伸長を確保

今後10年の持続的成長に向けた基盤を構築

課題１

ガバナンスの強化など、
グローバル企業としての経営基盤の確立課題３

中国を中心とする海外で、高い成長を
持続（現地通貨ﾍﾞｰｽで+10％程度）課題２

2008年度の主な課題2008年度の主な課題
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2008年度の主な課題【国内】2008年度の主な課題【国内】

リレーショナルブランド戦略の重点展開下期

メガブランドを中心とした既存ブランドの育成

　　　　　‣大型のサマーキャンペーン展開

　　　　　‣営業担当の売上予算撤廃⇒プロセス重視へ

　　　　　‣専門店チャネルの活性化

上期

課題１
拠点市場日本で、“売上の質”を高め、

育成ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを中心に市場以上の伸長を確保
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６メガブランド ５リレーショナルブランド

新ブランド新ブランド

プレステージ

チャネル専用

スペシャリティ

リレーショナルブランド戦略の重点展開下期

2008年度の主な課題【国内】2008年度の主な課題【国内】

２１育成ブランド２１育成ブランド

新ブランド新ブランド
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中国での高成長の持続（＋20％程度）

シティーコンセプトの展開

フレグランス、トラベルリテール事業強化

課題２
中国を中心とする海外で、高い成長を
持続（現地通貨ﾍﾞｰｽで+10％程度）

2008年度の主な課題【海外】2008年度の主な課題【海外】
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　 取締役・執行役員の監督・執行機能を強化

　 役員報酬制度見直し：業績連動強化

課題３
ガバナンスの強化など、

グローバル企業としての経営基盤の確立

2008年度の主な課題2008年度の主な課題
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買収防衛策の非継続



（億円)（億円)

2008年度　見通し2008年度　見通し

‣営業利益率　８．９％
‣ROE　　　　　　 ９．２％
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見通し 前年差 前年比 外貨前年比

売上高 7,300 +65 +0.9% +4%

‣国内 4,650 +58 +1.3% －

‣海外 2,650 +7 +0.3% +10%

営業利益 650 +15 +2.4% －

経常利益 660 +9 +1.4% －

当期純利益 360 +5 +1.5% －



０８/３
営業利益

６３５

０９/３
営業利益（予）

（億円）

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ投資 間接費用
低減

粗利増

特殊要因▲
　・年金運用損
　・会計基準変更

原価低減

利益増　＋

投資▲

営業利益増減要因（対前年）営業利益増減要因（対前年）

SAP

６５０
（+１５）
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7,235億円
連結売上

8.８%

10%以上 営業利益率

2010年までの売上・営業利益率目標2010年までの売上・営業利益率目標
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売上：年平均+4～5％
（国内+1～2％、海外〈外貨〉+10％以上、海外売上比率40％超）
　　営業利益率：10％以上、ROE：営業利益率＋1～2p　　　　　　　　　　



配当金を主体に、機動的な自社株取得・消却
⇒連結総還元性向：中期的に60％

（円）

株主還元株主還元

配当金推移配当金推移

7期連続増配
年間50円（＋16円）
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(予定)　　　　　　　（予定）


