
  

平成 20 年 10 月 31 日 
各    位 

会 社 名 エステー株式会社 

代 表 者 代表執行役社長 小林 寛三 

(コード番号 ４９５１ 東証一部) 

問合せ先  常務執行役 嶋田 洋秀 

                                                     (TEL 03-5906-0733) 

 
                                                    

（訂正）「平成 21 年３月期（62 期）第 2四半期累計決算説明会資料」の一部訂正について 
   

平成 20 年 10 月 31 日 13 時 30 分に発表いたしました「平成 21 年３月期（62 期）第 2四半期

累計決算説明会資料」につきまして、一部訂正を要する箇所がございましたので、下記のとおり

お知らせいたします。なお、数値データにつきましては、訂正はありません。 

 

記 

 
 

【訂正箇所】 
３ページから９ページ、11 ページから 16 ページ、18 ページから 25 ページ、および 27 ページの

表題箇所 
 
【訂正の理由】 
パソコンの使用環境により文字化けを起こすことが判明した為、訂正いたします。 
 

 
以 上 

zaimu02
東証マーク
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20.3期（61期）の報告・トビラ

１．上期の連結業績

２．上期のハイライト

３．下期の重点戦略

４．通期業績の見通し
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上期・連結PLのハイライト

△20.1△47.1１６8.8２０経常利益

△4.9△04.0８4.1９四半期純利益

12.44.5-４０.６４-３６.１５
1株当たり四半
期純利益（円）

△17.1△38.1１８9.6２１営業利益

２２４

金額（億円）

平成21年3月期　中間

-

売上比（%）

△1.7△3-２２８売上高

増減率（%）金額（億円）売上比（%）金額（億円）

増減平成20年3月期　中間

中間配当　１１円　（年間配当２２円を予定）
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上期・連結PLの主要項目

△3.7%△1.113.3%２９13.6%３０その他販管費

4.7%0.77.5%１６7.0%１６人件費

△1.7%△1.437.2%８３37.2%８４　　販売管理費

1.1%1.354.7%１２２53.2%１２１　　売上原価

△1.7%△3.8100.0%２２４100.0%２２８売上高

-2.7△0.0%△０△1.3%△２　　特別損益

2.0%0.49.1%２０8.8%１９拡販費

△8.0%△1.47.3%１６7.8%１７広告宣伝費

△17.1%△3.78.1%１８9.6%２１営業利益

-△0.2△1.0%△２△0.8%△１　　営業外損益

△20.1%△4.07.1%１６8.8%２０経常利益

四半期純利益

売上総利益

△4.9%△0.44.0%８4.1%９

１０１

金額（億円）

平成21年3月期　中間

45.3%

売上比（%）

△4.9%△5.146.8%１０６

増減率（%）金額（億円）売上比（%）金額（億円）

増減平成20年3月期　中間



5Copyright © S.T.Corporation. All rights reserved.

上期・連結PLの主要項目（旧会計基準：実質ベース）

2.6%0.814.2%３１13.6%３０その他販管費

4.7%0.77.5%１６7.0%１６人件費

0.7%0.538.1%８５37.2%８４　　販売管理費

△1.3%△1.553.4%１１９53.2%１２１　　売上原価

△1.7%△3.8100.0%２２４100.0%２２８売上高

-2.7△0.0%△０△1.3%△２　　特別損益

2.0%0.49.1%２０8.8%１９拡販費

△8.0%△1.47.3%１６7.8%１７広告宣伝費

△12.8%△2.88.5%１９9.6%２１営業利益

-△0.9△1.2%△２△0.8%△１　　営業外損益

△19.0%△3.87.3%１６8.8%２０経常利益

四半期純利益

売上総利益

△2.4%△0.24.1%９4.1%９

１０４

金額（億円）

平成21年3月期　中間

46.6%

売上比（%）

△2.1%△2.246.8%１０６

増減率（%）金額（億円）売上比（%）金額（億円）

増減平成20年3月期　中間
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上期・連結PLのポイント（旧会計基準：実質ベース）

① 売上高： 前年同期比△1.7％

② 売上原価率： 53.2％ ⇒ 53.4％

③ 販売管理費： 37.2％ ⇒ 38.1％

④ 会計基準変更： 2.9億円(当期原価受入額)

(前年同期) (旧基準：実質ベース)

(前年同期) (旧基準：実質ベース)
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上期・連結カテゴリ別の売上高・構成比

2.5125.3５６24.3５５　　衣類ケア（防虫剤）

1.206.9１５6.7１５　　ハンドケア（手袋）

69.723.1６1.8４　　サーモケア（カイロ）

△5.4△864.6１４５67.2１５３【家庭環境関連事業】

14.628.5１９7.3１６　　湿気ケア（除湿剤）

△25.5△68.2１８10.8２４　　ホームケア（クリーナー等）

△1.7△3100.0２２４100.0２２８合　計

△3.9△448.0１０７49.1１１２　　エアケア（消臭芳香剤）

７９

金額（億円）

平成21年3月期　半期

35.4

構成比（%）

5.9432.8７４【防虫・衛生関連事業】

増減率（%）金額（億円）構成比（%）金額（億円）

増減平成20年3月期　半期
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上期・連結カテゴリ別の売上高 前期比トレンド
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2.5

-25.5

14.6
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第1四半期 ～第2四半期 ～第3四半期 通期実績

消臭芳香剤

防虫剤

ホームケア

除湿剤

手袋

カイロ

【手袋】 薄手
ビニールが好調

【防虫剤】ムシューダ
を中心に販売増

【カイロ】 前年は不調
今年は出足好調

％

＜プラス要因＞＜プラス要因＞

＜マイナス要因＞＜マイナス要因＞【ホームケア】食洗機専用洗剤の
業務提携解消(予算に折込済)

【消臭芳香剤】市場の
縮小により販売減

【除湿剤】今年は湿気が多く
ドライペットスキットを中心に好調
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0.5

0.8

3.5

1.9

-1.3

-1.5

-4.3

-3.3

-6 -4 -2 0 2 4

増加要因 減少要因

上期・連結営業利益の増減要因

営業利益営業利益 前年比前年比 △△3.73.7億円億円 ((連結連結))

会計基準変更に伴う影響額

人件費・派遣等の増加

購買・製造原価の低減等

手袋・除湿剤・カイロ等の販売増加

消臭芳香剤等の販売減少等

原材料費等の上昇

【減少要因】

（単位：億円）

マーケティングの費用減少

物流関連費用等の減少

【増加要因】
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20.3期（61期）の報告・トビラ

１．上期の連結業績

２．上期のハイライト

３．下期の重点戦略

４．通期業績の見通し
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上期のハイライト

① 実質売上原価率はほぼ横ばい

② 消臭芳香剤市場が減少

③ 海外売上高が縮小

④ 秋の新商品 出足好調
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① 実質売上原価率はほぼ横ばい

売上原価率（連結）　54.7％ （前年同期53.2％）

平成20年3月期　中間 平成21年3月期　中間
(旧基準)

平成21年3月期　中間
(新基準)

53.2％ 53.4％

54.7％原価低減
活動による
コストダウン

0.8％

原材料の高騰
による

コストアップ

1.5％

カテゴリー
ミックスによる

原価影響

0.4％

会計基準
変更に伴う

影響額

1.3％
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② 消臭芳香剤市場が縮小
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10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
（出典：インテージＳＲＩデータ ）

（単位：％）

消臭芳香剤の市場規模 前年比の推移

消費の冷込みの影響でプロモーション比率が減少し、市場が縮小
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③ 海外売上高が減少

その他
14%

欧州
22%

米国
21%

アジア
43%

上期

11.4億円
（前期比92％）

韓国・初回導入(前期)の影響等により海外売上高が減少

12

25

17
1514
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海外売上高 海外売上高比率

海外売上高の推移（連結） 海外売上高の推移（個別）

前年同期比 92％
・韓国：昨年は初回導入が
　売上に寄与

前年同期比 100％
・不安定な環境の中、健闘
　為替の影響も吸収

前年同期比 72％
・業務用手袋が不調

前年同期比 130％
・ロシアが好調

（単位：億円） （単位：％）

（中間）
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④ 秋の新製品（１）

自動でシュパッと消臭プラグ

【発売】 平成20年8月22日

(お試し品は、7月18日)

【価格】 本体： 1,470円（税込）

つけかえ： 462円（税込）

★初年度販売目標 本体： 100万個

つけかえ： 120万個

本体：出荷実績 36.1万個（～9月）

つけかえ：出荷実績 21.1万個（～9月）

本体：出荷実績本体：出荷実績 36.136.1万個万個（～（～99月）月）

つけかえ：出荷実績つけかえ：出荷実績 21.121.1万個万個（～（～99月）月）

お部屋の消臭力/トイレの消臭力
（ホワイトブーケ/ブラックローズ）

【発売】 平成20年9月26日

【価格】 441円（税込）

お部屋用：出荷実績 39.0万個（～9月）

トイレ用：出荷実績 40.7万個（～9月）

お部屋用：出荷実績お部屋用：出荷実績 39.039.0万個万個（～（～99月）月）

トイレ用：出荷実績トイレ用：出荷実績 40.740.7万個万個（～（～99月）月）
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④ 秋の新製品（２）

立体着圧ソックス５本指タイプ 熱ブロックグローブ

【発売】 平成20年10月3日

【価格】 オープンプライス

（実勢価格1,980円前後・税込）

★初年度販売目標 5万個

【発売】 平成20年10月6日

【価格】 オープンプライス

（実勢価格980円前後・税込）

★初年度販売目標 5万個
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20.3期（61期）の報告・トビラ

１．上期の連結業績

２．上期のハイライト

３．下期の重点戦略

４．通期業績の見通し
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H21.３期（62期）の方向性

背景： ①原材料費の高騰　②消費の冷込み　③低価格品の台頭

利益重視

AA：： コスト削減コスト削減 （効率的な仕組み）（効率的な仕組み） BB：： 利益創出利益創出 （成長への仕掛け）（成長への仕掛け）

① 原材料費の削減

② 品種の削減

③ 返品率の改善

④ マーケティング費の効率化

① パワーブランドをより強く

② 高付加価値商品の創出

③ グローバル展開の強化

④ カテゴリーミックスの効率化

株主価値の増大
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Ａ：コスト削減（１）

① 原材料費の削減

② 品種の削減

③ 返品率の改善

④

流通在庫のコントロール
販売情報の共有化

マーケティング費の
効率化

　　店頭ロスの削減　　店頭ロスの削減

宣伝費・拡販費・販売促進費の
配分を 適化

２９１品種 (平成２０年９月末)
（期末目標：２８０品種)

VA / VE
(資材の共有化など)
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Ａ：コスト削減（２）

宣伝費宣伝費

拡販費拡販費

販売促進費販売促進費

④マーケティング費の効率化（配分と連動）：

フィールドスタッフ 50名体制
効果的な販売促進ツール

CM好感度ランキング　 　第39位
広告宣伝費ランキング 第229位
出典：ＣＭ好感度企業別ランキング（平成20年4～9月度）
　　　　広告宣伝費上位500社（平成19年度順位）

売上・利益の 大化を目指す

効果的な効果的なCMCM

店頭プロモーションを強化店頭プロモーションを強化

配

分

連連 動動

マーケティング費用
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Ｂ：利益創出（１）

① パワーブランドをより強く 　　

② 高付加価値商品の創出 　　自動でシュパッと消臭プラグ

③ 　　消臭芳香剤市場の購買を喚起する

④ グローバル展開の強化

カテゴリーミックスの
効率化

アジア：市場深耕によるプレゼンスの確立
欧米：アライアンスで拡充

消臭力 (４～９月：３.５％増)
消臭プラグ (４～９月：３４.２％増)
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Ｂ：利益創出（２）

基本機能にデザインや環境、

新機能などのプレミアムを付加した

高付加価値商品に生み出す。

②高付加価値商品の創出　≪高くても売れる商品≫≪高くても売れる商品≫

基本機能基本機能

プレミアムプレミアム

着圧ソックス着圧ソックス

　　　　足先の開放感・　　　　足先の開放感・
　　　　ムレを軽減　　　　ムレを軽減

消　臭消　臭

　　　　一定間隔で自動噴霧　　　　一定間隔で自動噴霧
　　　　目・耳で　　　　目・耳で効果が効果が分かる分かる

自動でシュパッと消臭プラグ自動でシュパッと消臭プラグ

立体着圧ソックス立体着圧ソックス55本指タイプ本指タイプ
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Ｂ：利益創出（３）

③カテゴリーミックスの効率化　≪消臭芳香剤市場の活性化≫≪消臭芳香剤市場の活性化≫

消臭芳香剤市場の購買を喚起する

【企画品】

①消臭力・消臭ポット

『ハッピーウィンターシリーズ』

『ハロウィンシリーズ』

51.7

17.9 16.4

0

20

40
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80
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120

当該商品 A品 B品

本体 つけかえ （出典：エステー調べによる）

【新製品】

①自動でシュパッと消臭プラグ

②消臭力（ホワイト/ブラック）

発売約3ヶ月のリピート率が高い
(単位：％)
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Ｂ：利益創出（４）

④グローバル展開の強化

アジア：市場深耕によるプレゼンスの確立・欧米：アライアンスで拡充

≪アジア≫
【戦略】
　市場深耕によるプレゼンス確立
　・愛敬ST運営円滑化
　・新規市場開拓
　・新製品投入
【注力カテゴリー】
　・消臭芳香剤・防虫剤・除湿剤

　

≪米国≫
【戦略】
　アライアンス強化
　・Willert向け製品拡充
【注力カテゴリー】
　・消臭芳香剤・除湿剤

≪欧州≫
【戦略】
　新規チャンネル開拓
【注力カテゴリー】
　・手袋・消臭芳香剤・ムシューダ
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意識改革（業務改革委員会）

“個人と組織の力”を 大限に発揮

社　長

１．各工場の
　　生産品目の再配置

２．品質保証・
　　管理体制の強化

３．業務分担・
　　連携の強化

1．訪問活動の
　　効率化

２．提案力・
　　商談力の強化

３．モバイルによる
　　タイム・マネジメント

１．製品開発モデルの
　　構築

２．ブランドの整備統合

３．品種コントロール

１．グループ間連携の
　　強化

２．情報の整理統合・
　　共有化

３．業務の見える化
　　・業務フローの作成
　　・マニュアルの作成

業務改革委員会（現場力強化・業務改革推進）業務改革委員会（現場力強化・業務改革推進）

製造部門 営業部門
マーケティング

部門
コーポレート
スタッフ部門
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20.3期（61期）の報告・トビラ

１．上期の連結業績

２．上期のハイライト

３．下期の重点戦略

４．通期業績の見通し
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通期・連結PLの見通し

△ 9.8△2.75.3２５5.9２７経常利益

0.302.8１３2.8１２当期純利益

10.25.5-５９.５８-５４.０８
1株当たり当期

純利益（円）

△6.8△2.16.4３０6.8３２営業利益

４７２

金額（億円）

平成21年3月期

-

売上比（%）

0.41.9-４７０売上高

増減率（%）金額（億円）売上比（%）金額（億円）

増減平成20年3月期

年間配当 22円　（配当性向 36.9％）

【利益に影響する要因】（営業利益ベース）

（1）原材料費の上昇分（コスト削減分相殺）・・・△1.2億円

（2）消費の冷え込み懸念

（3）資産評価に係る会計基準の変更（営業外費用⇒売上原価）・・・△1.3億円　
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ありがとう・免責文

変わり続ける！勝ち続ける！



29Copyright © S.T.Corporation. All rights reserved.

ありがとう・免責文

本日はありがとうございました。

http://www.st-c.co.jp/

【見通しに関する注意事項】

当資料に記載されている内容は、種々の前提に基づいたものであり、記載された

将来の計画数値、施策の実現を確約したり、保障するものではありません。


