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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 164,107 ― 12,229 ― 14,069 ― 10,255 ―
20年3月期第1四半期 173,446 4.2 15,524 84.8 16,995 65.4 2,025 ―

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

21年3月期第1四半期 25.37 25.30
20年3月期第1四半期 4.88 4.86

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

21年3月期第1四半期 644,956 386,688 57.5 917.58
20年3月期 675,864 399,738 56.6 946.22

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  370,968百万円 20年3月期  382,469百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 17.00 ― 17.00 34.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 25.00 ― 25.00 50.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 360,000 △0.8 28,000 △12.7 30,000 △9.7 16,000 23.7 39.58
通期 730,000 0.9 65,000 2.4 66,000 1.4 36,000 1.5 89.05

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) 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  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」 をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」 をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当連結会計年度より 「四半期財務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 （企
業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日） を適用しております。また、 「四半期連結財務諸表規則」 に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第1四半期  410,000,000株 20年3月期  410,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  5,710,719株 20年3月期  5,794,022株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  404,261,265株 20年3月期第1四半期  412,835,817株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１． 連結経営成績に関する定性的情報 

【業績の概要】                                              （百万円） 

 2009/3 期 

第 1 四半期 

2008/3 期 

第 1 四半期 
増減 増減率 

売上高 164,107 173,446 △9,338 △5.4 %

 国内化粧品 96,172 105,434 △9,261 △8.8 %

 海外化粧品 63,213 62,227 985 1.6 %

 その他 4,721 5,784 △1,063 △18.4 %

営業利益 12,229 15,524 △3,294 △21.2 %

経常利益 14,069 16,995 △2,926 △17.2 %

四半期純利益 10,255 2,025 8,229 406.3 %

 

当第 1 四半期（平成 20 年 4 月 1 日から平成 20 年 6 月 30 日までの 3 ヵ月累計）は、資源価格の高騰やそれ

に伴う物価上昇などにより消費マインドが一層冷え込むなど、国内化粧品の市場環境は厳しいものとなりました。

海外では（海外子会社は平成20 年1 月1 日から平成20 年3 月31 日）、米国での信用力の低い個人向け住宅

融資（サブプライムローン）問題を発端とした景気減速懸念が世界中に波及したものの、中国の化粧品市場が

高成長を続け、新興国市場も拡大するなど、全体としては堅調に推移しました。 

こうした中、当社グループでは前3ヵ年で築いた基盤をベースに「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」をめざして、「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」の確立をめざした新 3 ヵ年計画を推進しています。 

当第1 四半期の連結売上高は、前年同四半期に比べ 5.4％減収の 164,107 百万円となりました。国内化粧品

事業においては、天候不順に加え、消費マインドが冷え込む中での競争激化の影響を受けたことなどから、事

業全体の売上高は前年同四半期を下回りました。海外化粧品事業においては、スキンケアを刷新した中国専用

ブランドの好調などで成長を持続している中国を中心としたアジアに加え、アメリカ、欧州も「SHISEIDO」ブラン

ドを中心に順調に売上を伸ばしました。 

営業利益は、売上減に伴う差益の減少を原価率の改善や費用の効率化では補いきれず、前年同四半期に

比べ21.2％減益の12,229百万円となりました。経常利益は前年同四半期に比べ17.2％減益の14,069百万円と

なりました。 

なお、四半期財務諸表における未実現利益消去に係る税効果の取扱いが当期より変更されたことにより、当

社の四半期決算においては、従来年間の負担に比して過大に計上されていた税負担率を大幅に軽減すること

となっています。この結果、当第 1 四半期の純利益は前年同四半期に比べ約 5 倍の 10,255 百万円となりまし

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 30,908 百万円減少した一方、純資産の減少は 13,050 百万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 56.6％から、57.5％になりました。 

 

(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 13,362 百万円を計上したことにより、賞与

や法人税の支払いなどを吸収し、3,740 百万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、主に既存設備の維持･更新のための固定資産投資があり、6,490 百万

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 6,459 百万円の支払や、社債の償還 6,317 百万円などにより、

8,577 百万円の支出となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は前期末に比べ 14,720 百万円減少し、105,673 百

万円となりました。 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

当第 1 四半期における連結売上高、営業外収益の実績などを鑑み、前回予想（平成 20 年 4 月 30 日発表）よ
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り第 2 四半期連結累計期間の業績予想を変更しています。 

連結売上高は 360,000 百万円（前回予想 364,000 百万円）、経常利益は 30,000 百万円（前回予想 28,500 百

万円）、第二四半期累計の純利益は 16,000 百万円（前回予想 15,500 百万円）としています。営業利益は変更し

ておりません。 

通期の業績予想については、前回予想から変更しておりません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

（２）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 

（簡便な会計処理） 

①たな卸資産の評価方法 

当第１四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、簿価切下げを行っております。 

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 該当事項はありません。 

 

（３）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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

   当連結会計年度より 「四半期財務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第１２号 平成19 年３月14 日）

及び 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指針第１４号 平成19 年３月14

日） を適用しております。また、 「四半期連結財務諸表規則」 に従い四半期連結財務諸表を作成しておりま

す。 

 

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、当社は総平均法による原価法、連結子会社は

主として最終仕入原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日）が適用されたこと、並びに当社と連結子会社の会計処理

の統一を進めたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取

扱い」（実務対応報告第 18 号 平成 18 年５月 17 日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は 266 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。 

 

④「リース取引に関する会計基準」等の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19 年３月30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16 号（平成６年１月18 日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19 年３月30 日改正））が

平成 20 年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができるようにな

ったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計
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処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法に

ついては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

これにより、営業利益は 76 百万円増加、経常利益は７百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は 208

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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５． 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１四半期連結会計期間末

(平成20 年 6 月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20 年 3 月 31 日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 64,235 67,413

  受取手形及び売掛金 93,655 111,115

  有価証券 56,108 65,075

  たな卸資産 71,344 68,486

   商品及び製品 44,874 41,364

   原材料 14,139 15,421

   仕掛品 4,062 4,304

   貯蔵品 8,268 7,395

  繰延税金資産 29,906 29,454

  その他 14,511 17,657

  貸倒引当金 △ 1,174 △ 1,494

  流動資産合計 328,588 357,707

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物 165,504 168,342

    減価償却累計額 △ 92,641 △ 92,783

    建物及び構築物（純額） 72,862 75,559

   機械装置及び運搬具 84,440 85,927

    減価償却累計額 △ 72,836 △ 73,485

    機械装置及び運搬具（純額） 11,604 12,441

   工具、器具及び備品 48,751 50,047

    減価償却累計額 △ 34,852 △ 35,354

    工具、器具及び備品（純額） 13,898 14,692

   土地 40,425 40,290

   リース資産（純額） 6,256 －

   建設仮勘定 1,290 1,374

   有形固定資産合計 146,338 144,357

  無形固定資産 

   のれん 17,012 22,194

   その他 27,471 28,743

   無形固定資産合計 44,483 50,938

  投資その他の資産 

   投資有価証券 42,817 39,781

   前払年金費用 34,942 35,158

   長期前払費用 9,798 10,418

   繰延税金資産 12,684 10,944

   その他 25,556 26,836

   貸倒引当金 △ 255 △ 278

   投資その他の資産合計 125,544 122,861

  固定資産合計 316,367 318,157

 資産合計 644,956 675,864
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 （単位：百万円）

  
当第１四半期連結会計期間末

(平成20 年 6 月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20 年 3 月 31 日) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 56,054 58,333

  短期借入金 5,137 4,704

  １年内償還予定の社債 － 6,849

  １年内返済予定の長期借入金 27,100 27,100

  リース債務 2,985 －

  未払金 47,769 56,108

  未払法人税等 8,700 9,029

  返品調整引当金 6,368 7,945

  賞与引当金 3,719 12,416

  役員賞与引当金 58 110

  危険費用引当金 836 888

  繰延税金負債 6 3

  その他 22,530 22,499

  流動負債合計 181,267 205,989

 固定負債 

  社債 20,000 20,000

  長期借入金 6,012 4,566

  リース債務 3,867 －

  退職給付引当金 38,513 38,301

  債務保証損失引当金 350 350

  繰延税金負債 5,236 3,796

  その他 3,020 3,121

  固定負債合計 77,000 70,136

 負債合計 258,267 276,125

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 246,372 248,920

  自己株式 △ 11,061 △ 11,196

  株主資本合計 370,076 372,488

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 7,067 5,274

  繰延ヘッジ損益 △ 131 △ 57

  為替換算調整勘定 △ 6,043 4,763

  評価・換算差額等合計 892 9,980

 新株予約権 165 153

 少数株主持分 15,553 17,115

 純資産合計 386,688 399,738

負債純資産合計 644,956 675,864
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（２）四半期連結損益計算書 

          （単位：百万円） 

  

当第１四半期連結累計期間

(自 平成 20 年 4 月 1 日 

 至 平成 20 年 6 月 30 日)

売上高 164,107

売上原価 37,894

売上総利益 126,213

販売費及び一般管理費 113,984

営業利益 12,229

営業外収益 

 受取利息 572

 受取配当金 584

 持分法による投資利益 9

 為替差益 924

 その他 616

 営業外収益合計 2,707

営業外費用 

 支払利息 541

 売上割引 112

 その他 213

 営業外費用合計 867

経常利益 14,069

特別利益 

 固定資産売却益 93

 特別利益合計 93

特別損失 

 減損損失 266

 固定資産処分損 131

 投資有価証券評価損 9

 出資金評価損 14

 構造改革費用 158

 リース会計基準の適用に伴う影響額 215

 リース解約損 3

 特別損失合計 800

税金等調整前四半期純利益 13,362

法人税、住民税及び事業税 5,499

法人税等調整額 △ 3,389

法人税等合計 2,109

少数株主利益 997

四半期純利益 10,255
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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） 

  

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年 4 月 1 日 

 至 平成 20 年 6 月 30 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 13,362 

 減価償却費 7,242 

 のれん償却額 400 

 減損損失 266 

 固定資産処分損益（△は益） 37 

 投資有価証券評価損益（△は益） 9 

 出資金評価損 14 

 構造改革費用 158 

 リース会計基準の適用に伴う影響額 215 

 リース解約損 3 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 236 

 返品調整引当金の増減額（△は減少） △ 1,300 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △ 8,566 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 51 

 危険費用引当金の増減額（△は減少） △ 6 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 272 

 前払年金費用の増減額（△は増加） 215 

 受取利息及び受取配当金 △ 1,156 

 支払利息 541 

 持分法による投資損益（△は益） △ 9 

 売上債権の増減額（△は増加） 13,013 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 6,400 

 仕入債務の増減額（△は減少） △ 6,091 

 その他 △ 3,934 

 小計 8,002 

 利息及び配当金の受取額 1,166 

 利息の支払額 △ 386 

 法人税等の支払額 △ 5,042 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,740 

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 △ 3,010 

 定期預金の払戻による収入 10 

 有価証券の取得による支出 △ 442 

 投資有価証券の取得による支出 △ 4 

 投資有価証券の売却による収入 3,045 

 有形固定資産の取得による支出 △ 4,982 

 有形固定資産の売却による収入 79 

 無形固定資産の取得による支出 △ 994 

 長期前払費用の取得による支出 △ 715 

 その他 523 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,490 
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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） 879 

 コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 2,632 

 長期借入れによる収入 2,105 

 社債の償還による支出 △ 6,317 

 リース債務の返済による支出 △ 934 

 自己株式の取得による支出 △ 109 

 自己株式の処分による収入 207 

 配当金の支払額 △ 6,459 

 少数株主への配当金の支払額 △ 601 

 その他 20 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,577 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 3,392 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 14,720 

現金及び現金同等物の期首残高 120,393 

現金及び現金同等物の四半期末残高 105,673 

 

 

当連結会計年度より 「四半期財務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第１２号 平成19年３月14日）及び 

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指針第１４号 平成 19 年３月 14 日） を適

用しております。また、 「四半期連結財務諸表規則」 に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  当第１四半期連結累計期間 (自 平成20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 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） 

売上高   

(1)外部顧客に 

  対する売上高 
 96,172  63,213  4,721  164,107 ―  164,107 

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 1,187  565  3,565  5,318  (5,318) ― 

計  97,359  63,779  8,287  169,426  (5,318)  164,107 

営業利益  6,613  4,946  580  12,140  89  12,229 

(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) 

その他(国内アウトオブ資生堂、通販化粧品の製造・販売等) 

(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 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会

計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を適用しております。この

変更に伴い、従来の方法に比較して、当第１四半期連結会計期間の営業利益は、海外化粧品事業において266百

万円減少しております。 

４ 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会

計期間より「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」を適用しております。こ

の変更に伴い、従来の方法に比較して、当第１四半期連結会計期間の営業利益は、国内化粧品事業において56百

万円増加、海外化粧品事業において17百万円増加及びその他の事業において３百万円増加しております。 
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〔所在地別セグメント情報〕 

 当第１四半期連結累計期間 (自 平成20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 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）

売上高   

(1)外部顧客に 

  対する売上高 
 101,041  12,667  28,287  22,111  164,107  ―  164,107 

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 6,511  2,182  1,567  18  10,278 (10,278)  ― 

計  107,552  14,849  29,854  22,129  174,386 (10,278)  164,107 

営業利益  3,677  682  4,204  2,525  11,090  1,139  12,229 

(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 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計

期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法に比較して、当第１四半期連結会計期間の営業利益は、アメリカにおいて188百万円減少、アジ

ア・オセアニアにおいて78百万円減少しております。 

４ 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のとおり、当第１四半期連結会計

期間より「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」を適用しております。この変

更に伴い、従来の方法に比較して、当第１四半期連結会計期間の営業利益は、日本において76百万円増加しており

ます。 

 

 

〔海外売上高〕 

 当第１四半期連結累計期間 (自 平成20 年４月１日 至 平成 20 年６月 30 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）  13,853  24,594  24,980  63,429 

Ⅱ 連結売上高（百万円）        164,107 

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合（％） 
 8.5  15.0  15.2  38.7 

(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。 

 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

 

11



㈱資生堂 (4911) 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

  

 

  【参考】 

 

○前年同四半期連結損益計算書 

（単位：百万円） 

 

前年同四半期 

連結累計期間 

(自 平成 19 年 4 月 1 日

 至 平成19年6月30日)

売上高   173,446

売上原価 42,845

売上総利益 130,600

販売費及び一般管理費 115,075

営業利益 15,524

営業外収益 2,319

営業外費用 848

経常利益 16,995

特別利益 2,832

特別損失 370

税金等調整前四半期純利益 19,457

法人税、住民税及び事業税 

法人税等調整額 

少数株主利益 

2,426

13,856

1,148

四半期純利益 2,025
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○前年同四半期セグメント情報 

 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前年同四半期連結累計期間 (自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 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） 

売上高    

(1)外部顧客に 

  対する売上高 

105,434  62,227 5,784 173,446  -  173,446 

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 

1,731  306 5,099 7,137  （7,137）  - 

計 107,165  62,533 10,884 180,583  （7,137）  173,446 

営業利益 10,798  4,246 554 15,599  （75）  15,524 

 

 

〔所在地別セグメント情報〕 

前年同四半期連結累計期間 (自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 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）

売上高    

(1)外部顧客に 

  対する売上高 

111,440  13,579 27,951 20,474 173,446  -  173,446 

(2)セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 

6,425  2,214 1,379 51 10,071  (10,071)  - 

計 117,865  15,794 29,331 20,526 183,517  (10,071)  173,446 

営業利益 8,461  411 3,343 2,571 14,787  736  15,524 

 

 

〔海外売上高〕 

前年同四半期連結累計期間 (自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年６月 30 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） 14,525 24,219 23,650 62,394  

Ⅱ 連結売上高（百万円） 173,446  

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合（％） 

8.4 14.0 13.6 36.0  

 

 

以 上 
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