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買収後の売上・利益の概況①買収後の売上・利益の概況①
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※ 円換算は当社09/3期換算レート（08/1～08/12
平均） ＄１=103.44円 を使用

「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」
に向けての新たなステージへ

(注）上記合算数値はあくまでも単純合算であり、各種連結調整は含まれておりません。

買収後の売上・利益の概況②買収後の売上・利益の概況②
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１．合算数値はあくまでも単純合算であり、各種連結調整は含まれておりません。

２．買収後（単純合算）の日本にはベアエッセンシャルのアメリカ以外の数値が含まれます。
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ベアエッセンシャルの概要ベアエッセンシャルの概要
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２，７７９名（２００８年１２月２８日現在）従業員数

①テレビショッピングなどのダイレクトマーケティング
②店舗販売（デパート、直営ブティック）

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ

ミネラルファンデーション「bareMinerals」主要ブランド

化粧品の製造及び販売事業内容

1976年創業

米国カリフォルニア州本社所在地

Bare Escentuals, Inc.会社名
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ベアエッセンシャルの製品ベアエッセンシャルの製品
メーキャップ スキンケア

Buxom and bareVitamins

RareMinerals

md formulations

bareMinerals

8

ビジネスモデルビジネスモデル

テレビショッピングなどのダイレクトマーケティングを積極的に
展開しながらデパートや直営ブティックでの販売を通じて顧客

の固定化を図るという新しいビジネスモデルを構築

テレビショッピング 直営ブティック

直営ブティック
画像

（SFCentre_pic.jpg)
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Leslie Blodgett氏（ＣＥＯ）Leslie Blodgett氏（ＣＥＯ）

テレビショッピングに自ら出演し

ベアエッセンシャルの顔とも言える存在

であり、同社の成長、発展を主導

公開買付成立後も引き続き

ベアエッセンシャルの経営にあたる予定

テレビショッピングに自ら出演し

ベアエッセンシャルの顔とも言える存在

であり、同社の成長、発展を主導

公開買付成立後も引き続き

ベアエッセンシャルの経営にあたる予定

レズリー

写真

（主な経歴）

入社前はNeutrogena、P&G、Max Factorに勤務

1995年 化粧品ラインbareMinerals立ち上げ

1997年 ＱＶＣでベアエッセンシャルを紹介

2006年 ベアエッセンシャル上場
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ベアエッセンシャルの業績推移ベアエッセンシャルの業績推移
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売上高 営業利益 当期純利益

（百万ドル)

※右軸は営業利益率 ※右軸は当期純利益率

順調に売上と利益を拡大
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当社の長期的ビジョン当社の長期的ビジョン
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「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」の実現

世界中の市場で成長性を高め、少なくとも世界の化

粧品市場の成長率を上回ること

グローバルコンペティターに匹敵するＲＯＥと営業利

益率をきちんと出し続ける経営体質に変革すること

グローバルプ
レイヤーとし
てのハードル



本買収のメリット①本買収のメリット①
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ミネラル系メーキャップの草

分けとして自然派志向の消

費者を中心に高い支持

ミネラルファンデーション市

場で高いシェア

新たなブランド価値の獲得

お客さまのより広範囲にわたるニーズに的確に応えることが可能な、

競争力のあるブランド・ポートフォリオを構築

日本国内でメガブランドと
リレーショナルブランドという
２本柱を確立

海外ではグローバルブランド
「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」やＢＰＩのデ
ザイナーズフレグランスブラ
ンドを軸にブランド戦略を強
化

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

ベアエッセンシャル 資生堂

本買収のメリット②本買収のメリット②

14

流通・販売・研究開発面での強力な補完関係

14

ダイレクトマーケティングを
積極的に展開

デパートや直営ブティックな
ど店舗での販売を通じて顧
客を固定化

北米に流通・販売インフラを
保有

■幅広いお客さまとの接点拡大
■流通・販売インフラの活用効率の向上
■当社の得意分野であるスキンケアを中心とした研究開発力の活用

国内最大のプレステージ化

粧品販売網を構築

中国市場にも販路拡大

最先端の研究開発力

流
通
・
販
売
イ
ン
フ
ラ

の
相
互
活
用

ベアエッセンシャル 資生堂



本買収のメリット③本買収のメリット③
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北米における事業基盤の強化

ベアエッセンシャルの北米における強固な市場基盤

■積極的なダイレクトマーケティングによる高いブランド知名度

■米国内 約８００の小売店舗、約１，５００のスパ･サロン店舗

当社グループの北米でのプレゼンスが大幅に向上

1  買収後の売上・利益の概況

２ ベアエッセンシャルの概要

３ 本買収のメリット

4 買収の概要と財務インパクト４ 買収の概要と財務インパクト
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買収の概要買収の概要
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・１株あたり１８．２ドル

（３ヵ月平均株価に対して４０．８％のプレミアム）

・株式取得費用（１００％取得の場合）

約１７億ドル（約１，６００億円）

・債務引継を含む買収総額

約１９億ドル（約１，８００億円）

買収価格

当社子会社「資生堂アメリカズコーポレーション」の
下に設立される買収目的会社による公開買付

買収方法

ベアエッセンシャルの取締役会は本件買収に賛同備考

発表日より10営業日以内（ 1月下旬）の開始日
から30営業日（期間延長の可能性あり）

買付期間

買収のための資金調達買収のための資金調達
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手元資金（約３００億円）およびブリッジローンとして

銀行借入（約1,500億円）を充当

経営状況、財務状況、市場動向などを勘案しつつ、デット
を基本として、幅広い選択肢の中から最適な資金調達を

検討・実行



資生堂の連結業績に与える影響資生堂の連結業績に与える影響
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■2011年3月期から売上利益を連結業績に加算

■公開買付成立後速やかに両社で検討チームを組成

買収効果の早期最大化に向け、具体的な取組

方針・実行計画について検討

■詳細が固まり次第、しかるべき時期に開示

従来の株主還元方針従来の株主還元方針
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■新たな成長につながる戦略投資、安定的な配当と

機動的な自己株式の取得、などに優先的に充当

■具体的なＭ＆Ａ案件がない状況下では、株主還元

を最優先

中期的な総還元性向60%を目安に、配当を主体

としながら機動的に自己株式を取得・消却



本買収実施後の株主還元方針本買収実施後の株主還元方針
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（本買収実施後の株主還元）

■自己株式取得も含めた「中期的な総還元性向

60%」の方針については、買収による状況変化も

勘案し、今後見直しを検討する必要あり

■安定配当の重視と利益成長に応じた増配という

基本的な考え方は継続

ベアエッセンシャルへの投資により

株主還元に関する状況が変化

２０１７年 ⇒ 売上1兆円超（海外比率5割超）、
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝﾍﾟﾃｨﾀｰ並みのROE（１５％以上）・

営業利益率（１２％以上）をｺﾝｽﾀﾝﾄに確保できる会社になる

２０１７年 ⇒ 売上1兆円超（海外比率5割超）、
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾝﾍﾟﾃｨﾀｰ並みのROE（１５％以上）・

営業利益率（１２％以上）をｺﾝｽﾀﾝﾄに確保できる会社になる

２００５年度２００５年度 ２０１１年２０１１年 ２０１７年２０１７年２０１４年２０１４年２００８年２００８年

第３フェーズ第３フェーズ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚｲﾔｰ
としての基盤確立としての基盤確立

第２フェーズ第２フェーズ

第１フェーズ第１フェーズ

アジアで圧倒的な存在確立アジアで圧倒的な存在確立
グローバルグローバル

プレイヤーへプレイヤーへ

『全ての質を
高める』

『成長軌道に乗る』

『躍進を果たす』
現３カ年計画

前３カ年計画

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

としての成長実現

基盤確立基盤確立

資生堂のめざす姿資生堂のめざす姿
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海外における取り組み海外における取り組み
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① グローバル市場でのさらなる成長に向けた戦略

■グローバルブランドの革新

■中国をはじめとする成長市場への積極投資

■未進出国への進出

② グローバル化の加速に対応する経営環境の整備

■既進出国の事業基盤強化

■グローバルレベルでの人事・人材育成制度刷新

■基幹情報システムの導入

アジアを代表する真のグローバルプレイヤーへアジアを代表する真のグローバルプレイヤーへアジアを代表する真のグローバルプレイヤーへ

アジア発
グローバルブランド

「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」

欧州発
ＢＰＩのデザイナーズ
フレグランスブランド

当社がめざす姿へのステップアップ当社がめざす姿へのステップアップ
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・成長エンジンが中国をはじめとするアジアでの事業拡大であることは不変
・世界で展開する複数の大きなグローバルブランドを保有
・欧米でのプレゼンス向上

北米発
ベアエッセンシャル



本資料に記載されている本公開買付けはまだ開始されていません。本資料は情
報を提供するためだけのものであり、ベアエッセンシャルの普通株式の買付けの応
募、又は売付けの募集を勧誘するものではありません。公開買付けは、本公開買
付け実施者の Blush Acquisition Corporationが米国証券取引委員会（以下「SEC」
）に届け出るSchedule TOによる公開買付説明書（買収提案、送達状、その他の関
連公開買付け文書を含む。）に基づいて実施されます。随時修正される可能性の
あるこれらの資料には、買付けの条件などの重要な情報が含まれることから、入手
可能となった際には、公開買付けに関する決定をされる前に熟読されるようお願い
します。投資家および株主は、Blush Acquisition Corporationが届け出るこれらの
資料（入手可能となった以降）およびその他の文書を、SECのウェブサイト
http://www.sec.govまたは当社のウェブサイト
http://www.shiseido.co.jp/e/ir/ir_news/index.htmから入手することができます。


