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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

22年3月期 644,201 △6.7 50,350 0.9 51,485 △1.1 33,671 73.8
21年3月期 690,256 △4.6 49,914 △21.4 52,061 △20.0 19,373 △45.4

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 ％ ％ ％

22年3月期 84.62 84.53 9.8 7.5 7.8
21年3月期 48.04 47.96 5.4 8.1 7.2

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  61百万円 21年3月期  57百万円

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

22年3月期 775,445 365,207 44.9 875.72
21年3月期 606,568 351,951 55.6 839.89

（参考） 自己資本   22年3月期  348,323百万円 21年3月期  337,224百万円

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

22年3月期 69,431 △204,884 120,359 77,157
21年3月期 42,767 △28,157 △32,283 91,857

2.  配当の状況 

(注)22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22年４月28日現在における予定数値に基づくものであります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00 20,148 104.1 5.6
22年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00 19,881 59.1 5.8
23年3月期 

（予想） ― 25.00 ― 25.00 50.00 64.2

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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)上記業績予想には、平成22年３月に子会社化したベアエッセンシャルの業績は含んでおりません。現在、買収に伴い取得した資産及び引き受けた負
債の特定並びに時価の測定などに関する検討を行っているところであり、これらの影響額を算定次第速やかに当連結業績予想を修正し改めて公表する予
定です。 

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

323,000 1.8 21,500 △5.4 20,500 △13.4 11,500 △35.3 28.91

通期 660,000 2.5 53,000 5.3 51,500 0.0 31,000 △7.9 77.94
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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）  有  

(注)期中における重要な子会社の異動の詳細については、21ページ「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「１．連結の範囲に関
する事項」をご覧ください。 

(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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(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、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 410,000,000株 21年3月期 410,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  12,241,810株 21年3月期  8,489,386株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

22年3月期 244,470 △7.6 14,874 73.3 23,515 △11.5 21,012 29.0
21年3月期 264,511 △3.2 8,583 △47.2 26,564 △14.4 16,294 △31.6

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

22年3月期 52.81 52.75
21年3月期 40.41 40.34

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

22年3月期 612,417 339,108 55.3 851.47
21年3月期 481,137 343,724 71.4 855.44

（参考） 自己資本 22年3月期  338,678百万円 21年3月期  343,468百万円

※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記事項等については6ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析（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  

  （当期の業績の概況） 

  当期の連結売上高は、前期比６．７％の減収となりました。国内売上高は消費マインドの冷え込みが続いたことな

どにより、前期実績を下回りました。一方、海外売上高は現地通貨ベースでは着実に伸長したものの、円高進行

により円換算による目減りが大きく減収となりました。 

営業利益は、前期比０．９％の増益となりました。これは、売上高減少に伴う差益減を販売管理費の効率化でカ

バーしたことによるものです。この結果、売上高営業利益率は７．８％と前期に対して０．６ポイント改善しました。

経常利益は、主に利息収支が前期より悪化したことから前期比１．１％減益となりました。当期純利益は特別損益

の改善に加えて、税金費用が前期に比べ低減したことから、前期比７３．８％の増益となりました。 

  【連結】   （百万円） 

   区   分 2010/3期 構成比 2009/3期 構成比 増  減 増減率  

  売 国内化粧品 397,567 61.7 % 412,337 59.7 % △ 14,770 △ 3.6 % 

  上 海外化粧品 236,600 36.7 % 260,915 37.8 % △ 24,315 △ 9.3 % 

  高 その他 10,033 1.6 % 17,002 2.5 % △ 6,969 △ 41.0 % 

   合    計 644,201 100.0 % 690,256 100.0 % △ 46,054 △ 6.7 % 

      

   国内売上高 406,655 63.1 % 428,251 62.0 % △ 21,596 △ 5.0 % 

   海外売上高 237,546 36.9 % 262,004 38.0 % △ 24,458 △  9.3 % 

      

   区   分 2010/3期 売上比 2009/3期 売上比 増  減 増減率  

   営 業 利 益 50,350 7.8 % 49,914 7.2 % 436  0.9 % 

   経 常 利 益 51,485 8.0 % 52,061 7.5 % △ 576 △ 1.1 % 

   当期純利益  33,671 5.2 % 19,373 2.8 % 14,297  73.8 % 

   連 単 倍 率    1.60 倍      1.19 倍   

  

（事業別の状況） 

  

  ・国内化粧品事業     
     （百万円）   

    区      分 2010/3期 2009/3期 増  減 増減率   

    外部売上高  397,567  412,337 △ 14,770 △ 3.6 %   

   セグ間売上高  2,282  5,600   

    売上高計  399,849  417,938

  

   

    営 業 利 益  39,355  33,004 6,351 19.2 %   

    営業利益率  9.8 %  7.9 % 1.9 %   

   【売上高】           

   国内化粧品事業の売上高は、高価格帯と低価格帯への二極化という市場構造の変化が進むなか、事業活動の

より一層の峻別と集中に努めましたが、消費低迷下におけるお客さまの低価格化志向の進行に十分対応しきれ

ず、前期比３．６％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。当期は二極化が進行する市場構造の変化に対応し、チャネルとブランドをこれま

で以上にきめ細かく組み合わせ、化粧品専門店・デパート・量販店を主力チャネルとする高価格帯のカウンセリ

ング商品と、ドラッグストアを主力チャネルとする低価格帯のセルフ・トイレタリー商品に注力しました。 

高価格帯のカウンセリング商品では、スキンケアを中心とした「リレーショナルブランド」の売上拡大を図り、着実

に成果を生み出しました。化粧品専門店では、専門店専用ブランド「ベネフィーク」に特化した販売施策を実施

するとともに、当社との取り組み強化を望む専門店を強力にバックアップする「ＰＳプログラム＊」を展開しました。

デパートでは、 高級プレステージブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」とのダブルカウンター施策に取り組むととも

に、30代以降のニューラグジュアリー層に向けたブランド「リバイタル グラナス」の育成強化を図りました。量販

店では、ビューティーコンサルタントの店頭応対力をより高めたほか、デパート同様に「リバイタル グラナス」の

育成強化に努めました。 
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低価格帯のセルフ・トイレタリー商品では、ドラッグストア・量販店のセルフ売場において、ヘアケア・スキンケア・
メンズの「メガブランド」の売上拡大に注力しました。より幅広いお客さまのヘアケアニーズに応えるため、「ＴＳＵ
ＢＡＫＩ」に本格地肌ケアの金の「ヘッドスパライン」を発売し、赤ラインと白ラインと合わせて３ライン化しました。ま
た、セルフスキンケアブランド「アクアレーベル」のイノベーションを行ったほか、メンズでは全く新しいジャンルの
霧状スタイリング剤「ウーノ フォグバー」を発売しました。同時に大手系列に対するダイヤモンド営業＊の定着に
努め、同チャネルとの連携を深めました。しかしながら、中価格帯を中心とするプロモーショナル商品が消費マイ
ンドの冷え込みの影響を受けるとともに、セルフ・トイレタリー商品における低価格化の影響が大きく、十分に成
果を上げることができませんでした。 

   
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。直営サロンを展開するサービス領域では、結婚式
場やホテル内の婚礼美容サロンの強化を重点的に進めるとともに、エステティック・スパ領域では、中核サロンの
重点育成と新規サロン契約を推進しました。また理･美容室向け物販領域では、引き続き提案の質を重視する
営業活動を推進しました。 
ヘルスケア事業の売上高は前期実績を上回り、増収を持続させました。美容サプリメント市場において「ザ・コラ
ーゲン」が引き続き成長したほか、４０代の女性を対象に美容食品と化粧品を組み合わせたブランド「インアンド
オン」を発売し話題を集めました。 

*ＰＳプログラム：当社との取り組み強化を望み、成長が期待できる専門店に対し、当社と共通の目標を設定し、個店の特性に合わせ集中的に展開す

る育成策。 

*ダイヤモンド営業：当社と組織小売業の双方が、商品仕入れ・売場・物流などそれぞれの機能・組織を連携して多面的に商談する営業体制。 

   【営業利益】      

   売上高の減少による差益減があったものの、マーケティング費用をはじめとする販売管理費の効率化により、営

業利益は前期比１９.２％の増益となりました。 

   ≪主な新製品≫      

   カウンセリング：エリクシール ホワイト（スキンケアブランド 美白新ライン）、リバイタル グラナス（高価格帯スキン

ケアブランド 高機能集中ケアアイテム等）、マキアージュ（メーキャップブランド 新色・ファンデ

ーション追加、新リップグロス）、エリクシール シュペリエル レチノバイタル（スキンケアブランド 

抗老化の高機能アイテム） 

セルフ：アクアレーベル（スキンケアブランド 美白ライン・保湿ラインのリニューアル）、インテグレート（メーキャッ

プブランド ファンデーション新アイテム追加）、マシェリ（ヘアケアブランド リニューアル）、ウーノ フォグ

バー（男性用ブランド 新ジャンルの霧状ヘアスタイリング剤） 

トイレタリー：TSUBAKI（ヘアケアブランド 新ヘッドスパライン） 

ヘルスケア：インアンドオン（美容食品と化粧品を配置した新ブランド） 

  ・海外化粧品事業  

    （百万円）

    区    分 2010/3期 2009/3期 増  減 増減率  

    外部売上高  236,600  260,915 △ 24,315 △ 9.3 %

   セグ間売上高  1,641  1,734

    売上高計  238,241  262,650

 

    営 業 利 益  9,121  14,994 △ 5,872 △ 39.2 %

    営業利益率   3.8 %   5.7 % △ 1.9 %

   【売上高】      

   欧州で景気低迷の影響を受けたものの、アメリカでは年度後半にかけて景気に持ち直しの兆しが見られたほ
か、中国を牽引車にアジアでは好調な実績を収めたことから、海外化粧品事業全体の売上高は現地通貨ベー
スでは３．０％の増収となりました。しかし、円高進行の影響により、円換算後の売上高は前期比９．３％の減収と
なりました。 
当期は、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ブランド 
「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」の育成に努めました。新メーキャップラインに続き、プレミアムスキンケアライン「ＳＨＩＳＥＩＤＯ フ
ューチャーソリューション ＬＸ」を発売したほか、デパートカウンターにおいて新たにシンボリックサインを導入す
るなどデザインを一新し、グローバルイメージの刷新に取り組みました。また、国全体への波及効果の高い都市
にマーケティング活動を集中する「シティーコンセプト」戦略を展開しました。 

重点市場である中国では、中国専用ブランドを軸にチャネル別ブランドマーケティングを引き続き積極的に展
開し高成長を維持しました。デパートではスキンケアで築いた販売基盤をベースに、日本のメガブランド「マキア
ージュ」の導入や中国専用ブランド「オプレ」のメーキャップラインをイノベーションするなどメーキャップ領域を強
化しました｡また、専門店では、店舗数の拡大に加え、専用ブランド「ウララ」の販売強化を行うなど既存店売上の
拡大に努めました。 
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 マステージ＊市場において、アジアの中間所得層を対象としたブランド「Ｚａ（ジーエー）」の売上を大きく伸長させ

たほか、セルフ型メーキャップブランド「マジョリカ マジョルカ」の販売地域を東南アジア各国に展開するなど、拡

大する市場に向けての基盤強化を進めました。 
新規市場への事業拡大も順調に進め、当期は初めてのアフリカ進出となるエジプト、モロッコでの展開をはじ

め、ラオス、アゼルバイジャンでもグローバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」を発売しました。これらの取り組みによりグロ

ーバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」は、２００９年１２月末で世界７３の国と地域（日本含む）での展開となりました。 

また、当社の強みである「おもてなし」の心を具現化する行動指標「ＳＨＩＳＥＩＤＯ ＢＣ ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ  

ＣＲＥＤＯ」を海外のビューティーコンサルタントに配付し、店頭応対活動の質の向上につなげました。 

さらに、欧米のフレグランス市場においては、ボーテプレステージインターナショナル社のデザイナーズフレグラ

ンスブランド「イッセイ ミヤケ」に新ライン「ア セント バイ イッセイ ミヤケ」を追加し、「ジャンポール ゴルチエ」

「ナルシソ ロドリゲス」とともにブランド力の強化を図りました。 

プロフェッショナル事業では、北米を中心にサロン向け製品を展開するゾートス社が、主力の「ジョイコ」の育成強

化に加え、新ヘアケアライン「ダイヤモンド・シャイン」の発売など積極的な市場展開を図りました。エステティック・

スパ領域では、デクレオール社が欧州の市場低迷の影響を受け苦戦しました。 

*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。

   【営業利益】    

   現地通貨ベースでは増収に伴い増益となったものの、円高進行の影響が大きく、円換算後の営業利益は前期

比３９．２％の減益となりました。 

   ≪主な新製品≫    

   化粧品：SHISEIDOフューチャーソリューションLX(グローバルブランド スキンケア新ライン)、オプレ(中国専用デ

パート向けブランド メーキャップラインのイノベーション)、ア セント バイ イッセイ ミヤケ（デザイナー

ズフレグランス 女性用新ライン） 

  

・その他の事業 

  

      （百万円）

   区      分 2010/3期 2009/3期 増  減 増減率 

    外部売上高  10,033  17,002 △ 6,969 △ 41.0 %

   セグ間売上高  6,188  11,551

    売上高計  16,221  28,553

 

    営 業 利 益  1,716  1,480 235 15.9 %

    営業利益率  10.6 %  5.2 % 5.4 %

   【売上高】          

   

   

その他の事業の売上高は前期比４１．０％の減収となりました。これは主に、前期末にブティック事業から撤退し

たことによるものです。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（化粧品原料、医療用

医薬品、クロマトグラフィー、美容医療用化粧品など）については、化粧品や医薬品原料のバイオヒアルロン酸が

国内外で堅調に推移したほか、医療機関向け化粧品「ドゥーエ」「ナビジョン」が伸長しました。 

   【営業利益】    

   営業利益は、ブティック事業からの撤退影響により収益性が向上したことにより、前期比１５．９%の増益となりまし

た。 
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  （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、販売管理費の効率化により営業増益となりました。 

海外における現地通貨ベースの売上高は、中国の成長が続くアジアの貢献により伸長しましたが、アメリカ、欧

州は景気減退の影響が残り、減収となりました。為替レートは各通貨に対して円高となり、円換算後の売上高は

欧州が２ケタ減収、アメリカとアジア・オセアニアも前期を下回りました。海外における営業利益は、現地通貨ベ

ースではアジア･オセアニアが前期を大きく上回ったことにより増益となりましたが、円換算後の営業利益は円高

の影響により減益となりました。 

   
  【所在地別売上高】  （百万円） 

  区      分 2010/3期 構成比 2009/3期 構成比 増  減 増減率 

   国   内 408,077 63.3 % 429,963 62.3 % △ 21,885 △ 5.1 % 

   アメリカ 45,720 7.1 % 50,656 7.3 % △ 4,936 △ 9.7 % 

   欧    州 82,393 12.8 % 100,033 14.5 % △ 17,640 △ 17.6 % 

   ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 108,010 16.8 % 109,601 15.9 % △ 1,591 △ 1.5 % 

   在外   計 236,123 36.7 % 260,292 37.7 % △ 24,169 △ 9.3 % 

   合      計 644,201 100.0 % 690,256 100.0 % △ 46,054 △ 6.7 % 

       

  【所在地別営業利益】  （百万円） 

  区       分 2010/3期 売上比 2009/3期 売上比 増  減 増減率 

   国   内 24,042 5.6 % 18,432 4.0 % 5,609  30.4 % 

   アメリカ 3,216 6.0 % 3,275 5.6 % △ 59 △ 1.8 % 

   欧    州 5,647 6.5 % 8,258 7.8 % △ 2,611 △ 31.6 % 

   ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 15,074 13.9 % 16,778 15.3 % △ 1,704 △ 10.2 % 

   在外   計 23,937 9.6 % 28,313 10.3 % △ 4,375 △ 15.5 % 

   消去又は全社 2,370 － 3,168 － △ 797 △ 25.2 % 

   合      計 50,350 7.8 % 49,914 7.2 % 436  0.9 % 

  ※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 2010/3期 構成比 2009/3期 構成比 増  減 増減率 外貨増減率  

   アメリカ 48,504 7.5 % 54,859 8.0 % △ 6,354 △ 11.6 % △ 1.7 %

   欧   州 73,773 11.5 % 88,549 12.8 % △ 14,776 △ 16.7 % △ 2.4 %

   ｱｼﾞｱ･ｵｾｱﾆｱ 115,269 17.9 % 118,595 17.2 % △ 3,326 △ 2.8 % 8.9 %

    合      計 237,546 36.9 % 262,004 38.0 % △ 24,458 △  9.3 % 2.9 %

 
（次期の見通し） 

 ・業績見通し     

  世界的には景気回復の兆しがみられる中、当社グループを取り巻く事業環境は主力の国内において引き続き厳

しい状況にありますが、当社グループは一丸となって３ヵ年計画（２００８～２０１０年度）の推進に取り組み、中長期

的な成長に向けた基盤を構築していきます。 

３ヵ年計画 終年度の２０１０年度は、現３ヵ年計画の総仕上げの年、成長軌道に乗るための次期３ヵ年計画への

足場固めの年と位置づけ、国内での売上拡大に努めるとともに、アジアでの圧倒的な存在感を確立し、グローバ

ル化に向けた基盤づくりに注力していきます。（P.11～12「３．経営方針 （３）会社の対処すべき課題」参照） 

売上については、国内市場における下期以降の底入れ、欧米市場における回復基調、中国を中心とするアジア

市場の売上の伸長などを織り込み、前期を上回る水準を計画しております。営業利益については、売上増による

差益増を主因として、前期を上回る水準を計画しております。経常利益については、営業利益の増加があるもの

の、本年３月に完了した米国の化粧品会社ベアエッセンシャル買収に伴う借入金増加による支払い利息の増加

等を織り込み、前期並みの水準を見込んでおります。当期純利益については、特別損益は改善するものの、前期

における税金費用軽減の特殊要因がなくなることから、減益となることを計画しております。 

次期の業績は、連結売上高６，６００億円（前期比２．５％増）、営業利益５３０億円（同５．３%増）、経常利益５１５億

円（前期並み）、当期純利益３１０億円（同７．９％減）と見通しています。 

なお、本予想には、３月に子会社化したベアエッセンシャルの業績は含んでおりません。現在、買収に伴い取得し

た資産及び引き受けた負債の特定並びに時価の測定などに関する検討を行っているところであり、これらの影響

額を算定次第速やかに当連結業績予想を修正し改めて公表する予定です。 
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  【連結売上高】  （億  円）  

  区    分 2011/3期（見込） 2010/3期 増 減 増減率  

  国内化粧品 3,900 3,838 62 1.6 %  

  グローバル 2,600 2,504 96 3.8 %  

  その他 100 100 △ 0 △ 0.3 %  

  合    計 6,600 6,442 158 2.5 %  

     
  海外売上高 2,480 2,375 105 4.4 %  

  海外売上高比率 37.6% 36.9 %  

  （注）２０１０年度からの「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の適用に伴い、当社は報告セグメントを「国内化粧品事

業」「グローバル事業」「その他の事業」に区分する予定です。それに伴い、従来「国内化粧品事業」に属していた国内の

「プロフェッショナル事業」は「グローバル事業」に移します。なお、前期実績は簡便的な方法により組み替えております。

 
  【連結利益】   （億  円） 

  区    分 2011/3期（見込） 売上比 2010/3期 売上比  増 減 増減率 

  営業利益 530 8.0 % 504 7.8 % 27  5.3 % 

  経常利益 515 7.8 % 515 8.0 % 0  0.0 % 

  当期純利益  310 4.7 % 337 5.2 % △ 27 △ 7.9 % 

        

  【連結財務指標ほか】     

  区      分 2011/3期(見込) 2010/3期 増減    

  ROE 8.8％ 9.8％ △1.0％    

  （自己資本当期純利益率）    

  １株当たり当期純利益 77.94円 84.62円 △6.68円    

      

  配当性向（連結） 64.2％ 59.1％ 5.1％    

   （予定）    

  １株当たり配当金 円 円 円    

  中  間 25.00 25.00 －    

  期  末 25.00 （予定）  25.00 －    

    

 ・事業区分別の見通し   

 ［国内化粧品事業］      

  

 

 

 

 

 

 

次期の国内化粧品事業は、引き続き「リレーショナルブランド」と「メガブランド」を２本柱に、集中的に育成するブ

ランドとチャネルをこれまで以上にきめ細かく組み合わせ、重点領域を絞り込んで展開していきます。（P.11～12

「３．経営方針 （３）会社の対処すべき課題」参照）あわせて、組織小売業への対応力強化やエリアごとの全体

適視点に立った経営資源の活用にも取り組んでいきます。 

次期の売上高は、厳しい経営環境が継続することを見込んでおりますが、上記取り組みにより増収となることを

見込んでおります。営業利益については、売上に伴う差益の増加を主因として増益を見通しております。 

      

 ［グローバル事業］     

  中国においては、デパートチャネルにおける店舗数拡大と商品ラインアップ強化、化粧品専門店チャネルにお

ける店舗数拡大と既存店売上の拡大策に加え、新たに薬局チャネル、プロフェッショナル事業に参入します。ま

た、中国以外の市場においても、「シティーコンセプト」戦略の展開、グローバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」の刷新、

ビューティーコンサルタントの活動強化、新規市場への事業拡大などを進め、成長性の維持をめざします。

（P.11～12「３．経営方針 （３）会社の対処すべき課題」参照） 

海外においては景気回復基調が続くことを想定し、またアジアは引き続き中国を牽引車とする成長の持続が見

込まれることから、次期も現地通貨ベースでの増収を見込んでおります。また、為替につきましては、前期に比

べ、円高を想定しておりますが、円換算ベースでも増収を確保することができると見通しております。利益面につ

きましても、円高のマイナス影響はありますが、前期実績を上回る営業利益を見込んでおります。 
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 ［その他の事業］     

  その他の事業では、化粧品原料、医療用医薬品、クロマトグラフィー、医療機関向け化粧品などを柱とするフロ

ンティアサイエンス事業の強化に引き続き取り組んでまいります。その他の事業全体としては、売上高、利益とも

に前期並みを見通しております。 

      

 ・海外売上高の見通し     

  次期の海外売上高については、中国が牽引するアジア･オセアニアで成長を維持することに加え、欧米におい

ても景気回復が見込まれることから、海外売上高全体では現地通貨ベースで 9％増を見込み、円高影響を想定

しておりますが円換算ベースでも前期実績を上回る見通しです。 

       

 以上の次期見通しの前提条件は次の通りです。 

  ２０１０年度の日本の実質ＧＤＰは１～２％程度のプラス成長と見ております。化粧品の国内需要動向としては、

経済産業省の化粧品出荷統計ベースで若干のマイナスを想定しております。また、主要為替レートは ９０円／

米ドル、１２０円／ユーロ、１３．５円／中国人民元で計画を策定しております。 
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（２） 財政状態に関する分析  

  ベアエッセンシャルの買収により投資その他の資産が増加したことを主な理由として、総資産は前期末に比べ、 

１，６８９億円増加しました。負債はベアエッセンシャル買収のための借入と第５回無担保普通社債の発行を行った

ことから１，５５６億円増加しました。純資産は１３３億円増加し、この結果、自己資本比率は前期末における５５．６％

から、当期末は４４．９％となり、１０．７ポイント低下しました。 

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、６９４億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 

２，０４９億円のマイナスとなりました。これは主に、ベアエッセンシャル買収に伴う投融資及びベトナム工場建設のた

めの設備投資を実施したことによるものです。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い２００億円

と自己株式の取得による支出６８億円などがあったものの、ベアエッセンシャル買収に伴う借入１，２０８億円の実施

及び社債発行により、１，２０４億円のプラスとなりました。 

以上により、当期末の現金及び現金同等物残高は期首比１４７億円減の７７２億円となりました。 

次期につきましては、期末の資金に大きな変化はないと見通しております。なお、ベアエッセンシャル関連の借入に

ついてはリファイナンスを実施する予定です。 

 
  【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 919   

   営業活動によるキャッシュ･フロー 694  

   投資活動によるキャッシュ･フロー 

(設備投資等) 

△

(△

2,049

255） ※ 【設備投資等】 （億円） 

   財務活動によるキャッシュ･フロー 1,204 区   分 金 額  

  現金・現金同等物純増額 △ 147 有形固定資産 △155 

  現金･現金同等物期末残高 772 無形固定資産 △47 

   長期前払費用 △53  

      

  なお下表の通り、前期までの自己資本比率は簿価ベースが５０％台で推移しておりましたが、当期はベアエッセン

シャルの買収に伴い総資産が大幅に増加したために４０％台に低下しました。時価ベースは前期に９５％へ低下し

ましたが、株式時価総額の増加により１００％台に戻しております。当期の負債関連指標は有利子負債の増加により

悪化してはおりますが、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】 
      

   2006/3期 2007/3期 2008/3期 2009/3期 2010/3期  

  自己資本比率（％） 55.7 52.5 56.6 55.6 44.9  

  時価ベースの自己資本比率（％） 134.4 133.6 157.6 95.0 104.1  

  債務償還年数（年） 3.8 1.8 0.8 1.5 3.1  

  インタレスト･カバレッジﾞ･レシオ（倍） 8.6 30.6 39.1 23.6 45.4  

  （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･カバレッジﾞ･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、株主のみなさまへの直接的な利益還元と中長期的な株価上昇による「株式トータルリターンの実現」をめざ

しております。この考え方に基づき、成長のための戦略投資をドライバーとして利益の拡大と資本効率の向上を図

り、それらを中長期的な配当の増加と株価上昇につなげていくことを基本方針としております。 
利益還元の目標として、当社は中期的に連結配当性向４０％を目安としております。この目標をベースとしつつ、安

定性も重視した現金配当を主体としながら、自己株式取得については機動的に行う方針としております。 
従来の利益還元方針は、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６０％を目処としてまいりました。この方針は、現３ヵ年までがグローバルプレイヤーとしての基盤を確立し質を高

める段階であり、大型の成長投資案件が具体化しなかったことから、自己資本利益率の向上も視野に入れ、当期純

利益の過半（６０％）を株主のみなさまに積極的に利益還元することを意図したものでした。しかしながら、成長軌道

に乗る段階と位置づけた次期３ヵ年を目前に控え、ベアエッセンシャル社買収を含め、今後は本格的な成長戦略の

方向へ進んでいくことから、利益還元についても、２０１０年度より方針転換し、当期純利益の過半を成長投資に振り

向けることとしました。また、機動的に随時実施する自己株式取得という不確定要素を外して還元の確実性を高める

ため、利益還元の数値目標を配当性向としました。 

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２５円とし、中間配当２５円と合わせて年間では５０円を

実施する予定です。この結果、当期の連結配当性向は５９．１％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円の配当を維持する予定です。 

（４） 事業等のリスク  

  近の有価証券報告書（平成21年６月24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/corp/ir/syoken/pdf/2008/0903all.pdf 

２.企業集団の状況 

 期中における重要な子会社の異動の詳細については、21ページ「（6）連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項」の「１．連結の範囲に関する事項」に記載されております。それ以外については、最近の

有価証券報告書（平成21年６月24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/corp/ir/syoken/pdf/2008/0903all.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企業価値の 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、“すべての活動の質を高

める” ３ヵ年計画（２００８～２０１０年度）を推進しております。 

この計画では、前３ヵ年計画に引き続き、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”を確立しております。 

３ヵ年計画では２０１０年度までに、海外売上高比率４０％以上、連結売上高営業利益率１０％以上、連結 ROE（自

己資本当期純利益率）を営業利益率の数値＋１～２％の水準にすることを数値目標としました。しかしながら、世界

同時不況の影響により、１年目の２００８年度終了時点で、これらの数値目標は計画どおりの達成が困難と判断し、

次期３ヵ年のできるだけ早い時期に達成していくこととしました。ただし、３ヵ年計画の戦略は変えずに推し進めてま

いります。 
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（３）会社の対処すべき課題 

① ３ヵ年計画 

“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”という経営ビジョンの実現をめざし、“すべての活動の

質を高める”現３ヵ年計画は、２０１０年度に 終年度を迎えます。「リッチ」「ヒューマンサイエンス」「おもてなし」という

「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」ブランドの３つの強み（コアバリュー）を土台に、グループ全体で“世界中のお客さまに愛されるブラン

ドを創り上げる”ことと、“世界に通用する質の高い経営基盤を確立する”ことの２つの課題に引き続き取り組んでまい

ります。 

 

 

 
 
 
 
 
 

② 

［「SHISEIDO」ブランドの強み（コアバリュー）］ 

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 

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

かけるかまでを探求していく 

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 

２０１０年度の戦略 

２００８年下期から始まった世界的な景気低迷により、国内市場は依然不透明な状況ですが、海外では明るさが見

え始めています。３ヵ年計画 終年度となる２０１０年度は、当計画の総仕上げの年、成長軌道に乗るための次期３

ヵ年計画への足場固めの年と位置づけ、アジアでの圧倒的な存在感を確立し、グローバル化に向けた基盤づくり

に注力してまいります。 

 

○「日本をオリジンとし」の実現に向けて 

２０１０年度は引き続き「リレーショナルブランド」と「メガブランド」の重点育成を継続し、これまでのヒット商品を中

心に愛用者の獲得や固定化によりロングセラー化を図るとともに、二極化が進む市場構造の変化への対応の準

備を進めます。 

お客さまの購買行動（買い方）により、チャネルとブランドを掛け合わせ「高付加価値カウンセリング領域」、「スポ

ットカウンセリング領域」、「セルフ領域」に区分し、それぞれの領域において も効果的な販売手法を徹底して追

求していきます。また、専門店における「ＰＳプログラム」の店数拡大やデパートでのダブルカウンター化、量販店

におけるビューティーコンサルタントの応対力強化などを推進するとともに、ドラッグストアではメリハリをつけた系

列対応を図ります。これらの取り組みを一層強化するためにチャネル別営業体制を見直し、この４月よりエリアと

系列の両面から市場適合できる営業体制に再編しました。 

 

領  域 チャネル×ブランド 

高付加価値カウンセリング領域 

価値志向で自分に 適な化粧品を

求めるお客さまを対象に人を介して

価値を伝達する販売方法 

専門店・デパート・量販店×リレーショナルブランドを中心とした

高価格帯のカウンセリング商品 

スポットカウンセリング領域 

化粧品の流行に関心の高いお客さ

まを対象にマス宣伝とワンポイントア

ドバイスで販売する方法 

ドラッグストア×メガブランド(マキアージュ、エリクシール)を中心

とした中価格帯のカウンセリング商品 

セルフ領域 

価格志向で自主選択するお客さま

を対象に売場発の情報発信で販売

する方法 

ドラッグストア・量販店セルフ売場×メガブランド(アクアレーベ

ル、インテグレート、ＴＳＵＢＡＫＩ、ウーノ)を中心とした低価格帯

のセルフ・トイレタリー商品 
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○「アジアを代表する」の実現に向けて 

アジアでの持続的な成長基盤の構築に向け、プレステージ市場での着実な伸長を図るとともに、拡大するマステ

ージ市場においては、「Ｚａ（ジーエー）」や「マジョリカ マジョルカ」などの既存のブランドで販売基盤を強化して

いくとともに、日本の低価格帯市場と一体化した本格展開の準備を進めます。その一環として２０１０年４月にアジ

アにおけるマステージ戦略を支える重要な生産・出荷拠点としてベトナム工場を稼動させました。 

成長の牽引車である中国では引き続き高い伸長をめざします。デパートでは、ビューティーコンサルタントの店頭

応対力の強化を図るとともに、高級デパートを中心に、グローバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」や中国専用ブランド

「オプレ」の売上拡大を図ります。専門店では、専用ブランド「ウララ」を軸にお客さまデータを活用してお客さま対

応力を向上させていきます。そして、２０１０年３月、デパート・専門店に次ぐ第３のチャネルとして薬局に参入し、

同チャネル向けスキンケアブランド「ＤＱ（ディーキュー）」を発売しました。さらに、同じく３月、北京と上海の高級

ヘアサロンを足がかりにプロフェッショナル市場にも参入しました。今後は、ヘアサロン向けブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ

プロフェッショナル」と「ジョイコ」の市場浸透を図ります。 

 

○「グローバルプレイヤーをめざす」の実現に向けて 

グローバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」を中心に、これと同規模の大型ブランドを複数展開するグローバル・マルチブ

ランドカンパニーをめざします。 

グローバルブランド「ＳＨＩＳＥＩＤＯ」については、新グローバルカウンターの導入店拡大や２００９年に発売したプ

レミアムスキンケアライン「ＳＨＩＳＥＩＤＯ フューチャーソリューション ＬＸ」に続き、美白・抗老化ラインなどの商品

強化を図ります。 
「シティーコンセプト」戦略では、欧米においてはこれまでの取り組みを進化させる一方、国全体に対する主要都

市の影響度が高く、今後市場拡大が見込まれるアジアにおいて、集中的に展開してまいります。 

また、今後も市場特性を踏まえ積極的な新規市場への進出を図るとともに、現在、現地代理店に販売委託してい

る市場については、販売子会社による直販化を進めます。 

さらに、買収したベアエッセンシャル社については、両社で協業推進プロジェクトを立ち上げ、シナジー効果を

大限発揮するための具体的な検討を進めています。今後は、資生堂グループの強みであるスキンケアの研究開

発力や日本をはじめアジアでの販売基盤を活かすとともに、欧米においては、テレビショッピングのほか店頭・ウ

ェブ販売のさらなる強化などを図ってまいります。 

 
○環境・ＣＳＲ活動に対する積極的な取り組み 

当社は、「大地の恵みに感謝し、そこから新しい価値を生み出す」という資生堂の社名の由来に基づき、「限りあ

る地球の恵み」に感謝し、これを積極的に守り、次世代に受け渡すことを使命と捉えています。「エコと美が共生

した新しいライフスタイルの提案」の実現をめざし、引き続き全世界の従業員で構成される「資生堂アースケアプ

ロジェクト」を推進し、CO2 削減、省資源、生物多様性の保全の３つの課題に取り組んでまいります。 

また、ＣＳＲ活動の「資生堂ライフクオリティー ビューティープログラム」については、より多くの肌に深い悩みをも

つ方々に対応するための商品開発や医療機関との連携強化を行っていきます。また、高齢者福祉施設等で

２００９年度に約 3,000 回開催してきた美容セミナーをより幅広い施設で開催していくほか、海外においても実施

地域を増やすなど取り組みを拡大してまいります。 

以上のように、資生堂グループは、“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、引き続きすべての活動の質を高め、“世界中のお客さまに愛されるブランド”を創り上げ、“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。２０１０年度は、すべての活動の質を高める現３ヵ年計画を締めくくり、次期３

ヵ年でグローバル化に向けた成長軌道に乗せるための足場固めに全社を挙げて取り組んでまいります。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 57,411 70,101

受取手形及び売掛金 102,019 111,796

有価証券 47,343 24,723

たな卸資産 68,330 67,342

繰延税金資産 26,228 28,389

その他 16,696 16,939

貸倒引当金 △1,034 △1,050

流動資産合計 316,995 318,241

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 161,018 157,281

減価償却累計額 △92,670 △95,191

建物及び構築物（純額） 68,348 62,089

機械装置及び運搬具 81,888 82,938

減価償却累計額 △70,287 △72,112

機械装置及び運搬具（純額） 11,601 10,826

工具、器具及び備品 47,002 50,434

減価償却累計額 △33,333 △36,061

工具、器具及び備品（純額） 13,668 14,373

土地 38,184 35,274

リース資産 10,839 11,094

減価償却累計額 △5,545 △5,196

リース資産（純額） 5,294 5,898

建設仮勘定 1,136 4,322

有形固定資産合計 138,232 132,784

無形固定資産   

のれん 12,197 11,852

リース資産 208 371

その他 22,999 23,612

無形固定資産合計 35,405 35,837

投資その他の資産   

投資有価証券 33,929 192,142

前払年金費用 34,359 28,740

長期貸付金 － 17,476

長期前払費用 11,313 10,326

繰延税金資産 12,092 14,163

その他 24,466 25,896

貸倒引当金 △227 △164

投資その他の資産合計 115,934 288,581

固定資産合計 289,572 457,203

資産合計 606,568 775,445
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 52,713 44,320

短期借入金 3,709 105,966

コマーシャル・ペーパー 819 －

1年内償還予定の社債 20,000 －

1年内返済予定の長期借入金 800 4,273

リース債務 2,273 2,453

未払金 47,005 46,988

未払法人税等 5,306 10,277

返品調整引当金 11,061 11,821

賞与引当金 9,563 11,320

役員賞与引当金 119 317

危険費用引当金 633 1,025

繰延税金負債 8 21

その他 20,082 22,725

流動負債合計 174,097 261,512

固定負債   

社債 － 50,000

長期借入金 31,110 47,779

リース債務 3,340 3,974

退職給付引当金 39,271 40,130

債務保証損失引当金 350 350

環境対策引当金 － 499

繰延税金負債 3,821 3,381

その他 2,625 2,611

固定負債合計 80,519 148,725

負債合計 254,617 410,237

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 245,544 259,063

自己株式 △16,839 △23,111

株主資本合計 363,469 370,717

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 353 1,054

為替換算調整勘定 △26,599 △23,447

評価・換算差額等合計 △26,245 △22,393

新株予約権 255 430

少数株主持分 14,471 16,453

純資産合計 351,951 365,207

負債純資産合計 606,568 775,445

㈱資生堂(4911)　平成22年３月期　決算短信

14



(2)【連結損益計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 690,256 644,201

売上原価 171,752 160,166

売上総利益 518,503 484,035

販売費及び一般管理費 468,589 433,684

営業利益 49,914 50,350

営業外収益   

受取利息 2,108 831

受取配当金 712 684

持分法による投資利益 57 61

受取家賃 － 717

補助金収入 － 479

その他 2,839 1,575

営業外収益合計 5,718 4,350

営業外費用   

支払利息 1,812 1,569

売上割引 412 －

為替差損 274 3

その他 1,070 1,643

営業外費用合計 3,570 3,215

経常利益 52,061 51,485

特別利益   

固定資産売却益 519 254

投資有価証券売却益 35 198

関係会社株式売却益 71 －

特別利益合計 626 453

特別損失   

減損損失 6,072 3,469

固定資産処分損 1,403 718

投資有価証券売却損 12 36

投資有価証券評価損 186 356

出資金評価損 19 －

構造改革費用 6,073 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 215 －

リース解約損 218 112

環境対策費 － 507

特別損失合計 14,201 5,199

税金等調整前当期純利益 38,486 46,739

法人税、住民税及び事業税 12,027 14,659

法人税等調整額 3,108 △5,166

法人税等合計 15,136 9,492

少数株主利益 3,976 3,575

当期純利益 19,373 33,671
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 64,506 64,506

当期末残高 64,506 64,506

資本剰余金   

前期末残高 70,258 70,258

当期末残高 70,258 70,258

利益剰余金   

前期末残高 248,920 245,544

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △5,385 －

当期変動額   

剰余金の配当 △16,982 △19,975

当期純利益 19,373 33,671

自己株式の処分 △430 △169

連結範囲の変動 49 △6

当期変動額合計 2,009 13,519

当期末残高 245,544 259,063

自己株式   

前期末残高 △11,196 △16,839

当期変動額   

自己株式の取得 △6,546 △6,829

自己株式の処分 903 557

当期変動額合計 △5,643 △6,272

当期末残高 △16,839 △23,111

株主資本合計   

前期末残高 372,488 363,469

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △5,385 －

当期変動額   

剰余金の配当 △16,982 △19,975

当期純利益 19,373 33,671

自己株式の取得 △6,546 △6,829

自己株式の処分 472 388

連結範囲の変動 49 △6

当期変動額合計 △3,633 7,247

当期末残高 363,469 370,717
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 5,274 353

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,920 700

当期変動額合計 △4,920 700

当期末残高 353 1,054

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △57 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 57 －

当期変動額合計 57 －

当期末残高 － －

為替換算調整勘定   

前期末残高 4,763 △26,599

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,363 3,151

当期変動額合計 △31,363 3,151

当期末残高 △26,599 △23,447

評価・換算差額等合計   

前期末残高 9,980 △26,245

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,226 3,852

当期変動額合計 △36,226 3,852

当期末残高 △26,245 △22,393

新株予約権   

前期末残高 153 255

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 102 174

当期変動額合計 102 174

当期末残高 255 430

少数株主持分   

前期末残高 17,115 14,471

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,644 1,982

当期変動額合計 △2,644 1,982

当期末残高 14,471 16,453
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 399,738 351,951

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △5,385 －

当期変動額   

剰余金の配当 △16,982 △19,975

当期純利益 19,373 33,671

自己株式の取得 △6,546 △6,829

自己株式の処分 472 388

連結範囲の変動 49 △6

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,768 6,009

当期変動額合計 △42,401 13,256

当期末残高 351,951 365,207
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 38,486 46,739

減価償却費 28,288 26,349

のれん償却額 1,562 1,041

減損損失 6,072 3,469

固定資産処分損益（△は益） 883 463

関係会社株式売却損益（△は益） △71 －

投資有価証券売却損益（△は益） △23 △162

投資有価証券評価損益（△は益） 186 356

出資金評価損 19 －

構造改革費用 6,073 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 215 －

リース解約損 218 112

環境対策費 － 507

貸倒引当金の増減額（△は減少） △230 △73

返品調整引当金の増減額（△は減少） 2,175 693

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,466 1,735

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 9 198

危険費用引当金の増減額（△は減少） △18 363

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,990 745

前払年金費用の増減額（△は増加） 552 5,619

受取利息及び受取配当金 △2,820 △1,515

支払利息 1,812 1,569

持分法による投資損益（△は益） △57 △61

売上債権の増減額（△は増加） △5,052 △8,471

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,339 2,014

仕入債務の増減額（△は減少） △4,698 △9,085

その他 △3,474 4,288

小計 59,294 76,895

利息及び配当金の受取額 2,823 1,562

利息の支払額 △1,808 △1,528

法人税等の支払額 △17,542 △7,497

営業活動によるキャッシュ・フロー 42,767 69,431
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △31,737 △33,151

定期預金の払戻による収入 27,667 28,668

有価証券の取得による支出 △934 △1,365

有価証券の売却による収入 1,638 1,501

投資有価証券の取得による支出 △3,815 △157,574

投資有価証券の売却による収入 3,926 317

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

342 －

有形固定資産の取得による支出 △16,133 △15,544

有形固定資産の売却による収入 757 818

無形固定資産の取得による支出 △5,670 △4,684

長期前払費用の取得による支出 △6,419 △5,286

長期貸付金の貸付けによる支出 － △20,840

その他 2,219 2,256

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,157 △204,884

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） △260 102,177

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 930 △842

長期借入れによる収入 28,668 20,879

長期借入金の返済による支出 △27,250 △800

社債の発行による収入 － 50,000

社債の償還による支出 △6,206 △20,000

リース債務の返済による支出 △3,166 △3,055

自己株式の取得による支出 △6,546 △6,829

自己株式の処分による収入 472 388

配当金の支払額 △16,972 △19,955

少数株主への配当金の支払額 △2,065 △1,904

その他 110 301

財務活動によるキャッシュ・フロー △32,283 120,359

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,752 393

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △28,425 △14,700

現金及び現金同等物の期首残高 120,393 91,857

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△110 －

現金及び現金同等物の期末残高 91,857 77,157
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（５）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

（６）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 ･･･ 97社 

主要な連結子会社の名称 

下記連結の範囲の変更以外は、最近の有価証券報告書（平成21年６月24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/corp/ir/syoken/pdf/2008/0903all.pdf 

 

〔新規〕 15社 
資生堂ヘラス、資生堂コスメティクスベトナム及びブラッシュホールディングスエルエルシーの３
社は、新たに設立したことにより、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。 
ベアエッセンシャルインコーポレーテッド及びそのグループ会社11社の計12社は、ベアエッセン
シャルインコーポレーテッドの発行済株式を取得したため、当連結会計年度より連結の範囲に含
めております。 
詳細は28ページの「企業結合等」をご参照ください。 
 

〔除外〕 ４社 

㈱ビューティーテクノロジー、㈱資生堂ビューテック及び資生堂大昌行化粧品(広州)有限公司の３

社は清算したため、当連結会計年度より連結の範囲から除いております。 
カリタインターナショナルは、当社の連結子会社であるカリタ(現商号、カリタインターナショナル)

に吸収合併され消滅したため、当連結会計年度より連結の範囲から除いております。 

 

(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。 

 

 

（７）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 

 （「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）） 

当連結会計年度より「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平

成20年７月31日）を適用しております。これによる退職給付債務並びに営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。 

 

 

（８）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投資その他の資産の「その他」に含めて表示していた「長期貸付金」（282

百万円）は、資産の総額の100分の1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。 

 

 （連結損益計算書） 

①前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含めて表示していた「受取家賃」（533百万

円）は、営業外収益の総額の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。 

②前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含めて表示していた「補助金収入」（258百

万円）は、営業外収益の総額の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。 
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③前連結会計年度において区分掲記していた「売上割引」（192百万円）は、営業外費用の総額の

100分の10以下となったため、当連結会計年度より営業外費用の「その他」に含めて表示してお

ります。 
 

なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月24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） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21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 
412,337 260,915 17,002 690,256  ― 690,256

  (2) セグメント間の内部 

    売上高又は振替高 
5,600 1,734 11,551 18,886 (18,886) ―

計 417,938 262,650 28,553 709,142 (18,886) 690,256

  営業費用 384,934 247,656 27,073 659,664 (19,321) 640,342

  営業利益 33,004 14,994 1,480 49,478 435 49,914

Ⅱ 資産、減価償却費、 

  減損損失及び資本的支出 
  

  資産 251,743 224,090 53,358 529,192 77,376 606,568

  減価償却費 17,390 9,240 1,621 28,252 36 28,288

  減損損失 750 5,071 251 6,072  ― 6,072

  資本的支出 15,545 13,222 621 29,389 72 29,462

(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、飲食業等) 

３ 当連結会計年度より「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、当連結会計年度の営業利益は、海外化粧

品事業において1,094百万円減少しております。 

４ 当連結会計年度より「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、当連結会計年度の営業利益は、国内

化粧品事業において206百万円増加、海外化粧品事業において64百万円増加及びその他の事業において

13百万円増加しております。 

５ 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79,411百万円であり、その主なものは、

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

６ 従来、繰延税金資産は全社資産としておりましたが、各セグメントにおいて管理すべき資産をより明

確にするため、当連結会計年度より各セグメントの資産としております。この変更に伴い、従来の方

法に比較して、当連結会計年度の各セグメントの資産は、国内化粧品事業において30,680百万円、海

外化粧品事業において5,640百万円、その他の事業において1,805百万円増加し、消去又は全社の項目

が38,126百万円減少しております。 

７ 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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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 
397,567 236,600 10,033 644,201  ― 644,201

  (2) セグメント間の内部 

    売上高又は振替高 
2,282 1,641 6,188 10,111 (10,111) ―

計 399,849 238,241 16,221 654,312 (10,111) 644,201

  営業費用 360,494 229,119 14,505 604,119 (10,269) 593,850

  営業利益 39,355 9,121 1,716 50,193 157 50,350

Ⅱ 資産、減価償却費、 

  減損損失及び資本的支出 
  

  資産 237,847 423,934 47,895 709,678 65,767 775,445

  減価償却費 16,730 8,259 1,308 26,298 51 26,349

  減損損失 3,395 53 20 3,469  ― 3,469

  資本的支出 14,960 13,411 232 28,603 54 28,657

(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(国内ノン資生堂、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(飲食業等) 

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66,887百万円であり、その主なものは、

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

４ 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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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21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 
429,963 50,656 100,033 109,601 690,256 ― 690,256

  (2) セグメント間の内部 

    売上高又は振替高 
25,325 8,296 6,150 181 39,954 (39,954) ―

計 455,288 58,953 106,184 109,783 730,210 (39,954) 690,256

  営業費用 436,856 55,678 97,926 93,004 683,465 (43,123) 640,342

  営業利益 18,432 3,275 8,258 16,778 46,745 3,168 49,914

Ⅱ 資産 337,163 44,388 80,641 80,647 542,841 63,727 606,568

(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 

 （アメリカ）     ：米国、カナダ、ブラジル  
 （欧州）       ：フランス、イタリア、ドイツ、スペイン 
 （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 当連結会計年度より「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、当連結会計年度の営業利益は、アメリカにお
いて733百万円減少、アジア・オセアニアにおいて361百万円減少しております。 

４ 当連結会計年度より「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、当連結会計年度の営業利益は、日本に
おいて284百万円増加しております。 

５ 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79,411百万円であり、その主なものは、当
社の金融資産(現金及び預金、有価証券、投資有価証券等)及び管理部門に係る資産であります。 

６ 従来、繰延税金資産は全社資産としておりましたが、各セグメントにおいて管理すべき資産をより明確
にするため、当連結会計年度より各セグメントの資産としております。この変更に伴い、従来の方法に
比較して、当連結会計年度の各セグメントの資産は、日本において32,552百万円、アメリカにおいて2,631
百万円、欧州において1,778百万円、アジア・オセアニアにおいて854百万円増加し、消去又は全社の項
目が37,817百万円減少しております。 
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 
408,077 45,720 82,393 108,010 644,201 ― 644,201

  (2) セグメント間の内部 

    売上高又は振替高 
25,020 7,747 4,599 187 37,554 (37,554) ―

計 433,097 53,467 86,992 108,198 681,756 (37,554) 644,201

  営業費用 409,055 50,251 81,345 93,123 633,776 (39,925) 593,850

  営業利益 24,042 3,216 5,647 15,074 47,979 2,370 50,350

Ⅱ 資産 321,922 244,885 84,510 95,447 726,766 48,678 775,445

(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 

 （アメリカ）     ：米国、カナダ、ブラジル  
 （欧州）       ：フランス、イタリア、ドイツ、スペイン 
 （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 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66,887百万円であり、その主なものは、当
社の金融資産(現金及び預金、有価証券、投資有価証券等)及び管理部門に係る資産であります。 
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【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21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) 54,859 88,549 118,595 262,004

Ⅱ 連結売上高(百万円)  690,256

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
8.0 12.8 17.2 38.0

 
当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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) 48,504 73,773 115,269 237,546

Ⅱ 連結売上高(百万円)  644,201

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％) 
7.5 11.5 17.9 36.9

(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 

 （アメリカ）     ：米国、カナダ、ブラジル 

 （欧州）       ：フランス、イタリア、ドイツ、スペイン 

 （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。 
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（企業結合等） 

当社は、平成22年３月８日、買収子会社であるBlush Acquisition Corporation(以下「BAC」)を通じて

Bare Escentuals, Inc.(ベアエッセンシャルインコーポレーテッド 以下「ベアエッセンシャル」)の発

行済株式を現金による公開買付けにより取得し、ベアエッセンシャルを子会社としました。ベアエッセ

ンシャル取得に続き、BACは、BACを消滅会社、ベアエッセンシャルを存続会社とするデラウェア州法に

基づく簡易合併を行いました。 

１. 被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式

並びに結合後企業の名称及び取得した議決権比率 

①被取得企業の名称及び事業の内容 

被取得企業の名称  Bare Escentuals, Inc. 

事業の内容     化粧品等の販売 

②企業結合を行った主な理由 

新たなブランド価値の獲得、流通・販売・研究開発面での強力な補完関係、北米における事業基盤の

強化のため。 

③企業結合日 

現金を対価とする株式取得 平成22年３月８日 

吸収合併         平成22年３月12日 

④企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称 

企業結合の法的形式 現金を対価とする株式取得及び吸収合併（BACを消滅企業、ベアエッセンシャ

ルを存続企業とする吸収合併） 

結合後企業の名称  名称の変更はありません。 

⑤取得した議決権比率 

100.0％ 

２. 被取得企業の取得原価及びその内訳 

被取得企業の取得原価のうち、現金を対価とする公開買付け等による株式取得額及びベアエッセンシ

ャル従業員に対するストックオプションの買取費用等は約17.4億米ドルであります。なお取得原価の

一部に条件付取得対価もありますが、米国会計基準に基づき条件付取得対価の公正価値は測定中であ

ります。 

３．契約に規定される条件付取得対価の内容及びそれらの今後の会計方針 

①条件付取得対価の内容 

旧経営陣へ2011年度より3年間にわたり、契約書に定められた計算式に基づき、EBITDAが一定基準を

超過した場合に追加の支払いが発生することとなっております。 

②会計方針 

上記条件付取得対価の変動部分につきましては、米国会計基準に基づき認識する予定であります。 

４. 発生したのれんの金額、企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額等 

当連結会計年度末において、ベアエッセンシャル取得及び合併に伴い取得した資産及び引き受けた負

債のうち、企業結合日において識別可能な資産及び負債の特定並びに時価の測定が未了であるため、

取得原価の配分は完了しておりません。従って、暫定的な会計処理を行っており、当該子会社への投

資額17.4億米ドルを投資有価証券に含めて連結貸借対照表に計上しております。なお、ベアエッセン

シャルの損益は連結損益計算書には含めておりません。 

 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、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、賃貸等不動産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20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 839.89円 １株当たり純資産額 875.72円 
１株当たり当期純利益 48.04円 １株当たり当期純利益 84.62円 
潜在株式調整後１株当たり当期純利益 47.96円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 84.53円 
(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 
前連結会計年度末 

(平成21年３月31日) 

当連結会計年度末 

(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 351,951 365,207

純資産の部の合計額から控除する金額 

(百万円) 
14,727 16,884

(うち新株予約権(百万円)) (255) (430)

(うち少数株主持分(百万円)) (14,471) (16,453)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 337,224 348,323

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) 
401,510 397,758

 
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20年４月１日 

至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益  

当期純利益(百万円) 19,373 33,671

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 19,373 33,671

普通株式の期中平均株式数(千株) 403,240 397,886

 

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) 695 458

(うち新株予約権方式による 

ストックオプション(千株)) 
(695) (458)

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386個) 

普通株式386千株 

新株予約権方式によるス

トックオプション 

(新株予約権902個) 

普通株式902千株 
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（重要な後発事象） 

   当社は、平成22年４月28日開催の取締役会において、以下の項目について決議しました。 

 

(1)自己株式の消却 

会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議しました。概要は以下のとおりであり

ます。 
(1) 消却する株式 当社普通株式 

(2) 消却する株式の数 
10,000,000株 

（消却前の発行済株式総数に対する割合 2.43％） 

(3) 消却予定日 平成22年５月21日 

なお、消却後の当社発行済株式の総数は400,000,000株となります。 
 
(2)国内無担保普通社債の発行 

国内無担保普通社債に関する包括決議を行いました。概要は以下のとおりであります。 

(1) 発行総額 
400億円以内 

（但し、範囲内で複数回の発行ができる） 

(2) 払込金額 各社債の金額100円につき金100円 

(3) 利率 償還期限とほぼ同じ残存年数を持つ国債流通利回り＋0.5％以下 

(4) 年限 ５年以内 

(5) 償還方法 満期一括償還 

(6) 発行時期 取締役会決議後から平成22年９月末日までの間 

(7) 資金使途 借入金返済資金等 

なお、ベアエッセンシャル買収のために当社が行った銀行借入1,000億円については、本社債発行により

その一部を返済し、その残額については、あらためて銀行からの長期借入への借換を実施する予定です。 
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,454 12,519

受取手形 123 108

売掛金 93,854 93,996

有価証券 40,094 21,053

商品及び製品 4,807 5,360

仕掛品 2,456 1,810

原材料及び貯蔵品 6,498 6,829

前渡金 3 3

前払費用 2,137 2,002

繰延税金資産 12,807 10,492

関係会社短期貸付金 3,300 668

未収入金 7,671 8,683

その他 4,718 674

流動資産合計 184,926 164,203

固定資産   

有形固定資産   

建物 72,624 70,779

減価償却累計額 △48,957 △49,837

建物（純額） 23,667 20,941

構築物 5,950 5,743

減価償却累計額 △4,983 △4,909

構築物（純額） 967 834

機械及び装置 50,783 49,808

減価償却累計額 △44,287 △44,524

機械及び装置（純額） 6,496 5,283

車両運搬具 448 456

減価償却累計額 △421 △434

車両運搬具（純額） 27 22

工具、器具及び備品 22,006 22,123

減価償却累計額 △17,281 △17,780

工具、器具及び備品（純額） 4,725 4,342

土地 26,097 24,042

リース資産 8,953 7,911

減価償却累計額 △4,195 △3,954

リース資産（純額） 4,757 3,957

建設仮勘定 198 203

有形固定資産合計 66,937 59,628
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産   

特許権 9 10

借地権 90 90

商標権 11 －

電話加入権 124 124

ソフトウエア 8,961 8,256

ソフトウエア仮勘定 1,874 1,643

リース資産 74 112

その他 － 17

無形固定資産合計 11,146 10,255

投資その他の資産   

投資有価証券 30,612 31,466

関係会社株式 127,064 284,778

その他の関係会社有価証券 16,223 17,462

出資金 875 870

関係会社出資金 11,241 11,241

長期貸付金 235 97

従業員に対する長期貸付金 1 1

関係会社長期貸付金 6,742 7,191

前払年金費用 13,501 11,497

長期前払費用 401 366

繰延税金資産 6,944 7,048

その他 6,345 8,162

貸倒引当金 △2,062 △1,853

投資その他の資産合計 218,126 378,330

固定資産合計 296,210 448,214

資産合計 481,137 612,417
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,556 1,146

買掛金 31,623 28,996

短期借入金 － 100,000

1年内償還予定の社債 20,000 －

リース債務 2,014 1,840

未払金 25,430 23,712

未払費用 311 494

未払法人税等 － 3,897

預り金 270 259

関係会社預り金 23,960 31,356

返品調整引当金 11,164 8,763

賞与引当金 2,825 3,387

役員賞与引当金 115 307

その他 232 893

流動負債合計 119,505 205,057

固定負債   

社債 － 50,000

リース債務 2,910 2,344

退職給付引当金 13,360 13,771

債務保証損失引当金 350 350

環境対策引当金 － 335

その他 1,286 1,451

固定負債合計 17,907 68,251

負債合計 137,413 273,308

純資産の部   

株主資本   

資本金 64,506 64,506

資本剰余金   

資本準備金 70,258 70,258

資本剰余金合計 70,258 70,258

利益剰余金   

利益準備金 16,230 16,230

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 208,992 209,860

利益剰余金合計 225,223 226,091

自己株式 △16,839 △23,111

株主資本合計 343,148 337,744
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 319 934

評価・換算差額等合計 319 934

新株予約権 255 430

純資産合計 343,724 339,108

負債純資産合計 481,137 612,417
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(2)【損益計算書】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 231,647 217,286

商品売上高 32,863 27,184

売上高合計 264,511 244,470

売上原価   

製品期首たな卸高 2,032 2,349

当期製品製造原価 105,942 101,067

製品他勘定振替高 15,602 12,087

製品期末たな卸高 2,349 3,150

差引 90,022 88,178

商品期首たな卸高 2,856 2,457

当期商品仕入高 26,365 16,667

商品期末たな卸高 2,457 2,210

差引 26,763 16,914

売上原価 116,785 105,093

売上総利益 147,726 139,377

販売費及び一般管理費 139,142 124,502

営業利益 8,583 14,874

営業外収益   

受取利息 386 245

有価証券利息 276 141

受取配当金 12,396 4,216

投資事業組合運用益 1,448 1,476

受取ロイヤリティー 2,683 2,657

その他 1,994 1,797

営業外収益合計 19,185 10,536

営業外費用   

支払利息 457 363

社債利息 224 311

為替差損 69 185

投資事業組合運用損 190 88

その他 262 945

営業外費用合計 1,204 1,894

経常利益 26,564 23,515
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 195 29

投資有価証券売却益 35 198

関係会社株式売却益 31 1,165

関係会社清算益 － 3,916

貸倒引当金戻入額 － 209

債務保証損失引当金戻入額 230 －

リース解約益 52 8

特別利益合計 545 5,527

特別損失   

減損損失 555 568

固定資産処分損 680 310

投資有価証券売却損 － 20

投資有価証券評価損 173 327

関係会社株式売却損 12 －

関係会社株式評価損 227 －

出資金評価損 14 6

貸倒引当金繰入額 73 －

構造改革費用 3,784 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 143 －

リース解約損 199 109

環境対策費 － 335

特別損失合計 5,863 1,677

税引前当期純利益 21,247 27,366

法人税、住民税及び事業税 2,390 4,570

法人税等調整額 2,562 1,783

法人税等合計 4,952 6,353

当期純利益 16,294 21,012
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(3)【株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 64,506 64,506

当期末残高 64,506 64,506

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 70,258 70,258

当期末残高 70,258 70,258

資本剰余金合計   

前期末残高 70,258 70,258

当期末残高 70,258 70,258

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 16,230 16,230

当期末残高 16,230 16,230

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 217,044 －

当期変動額   

別途積立金の取崩 △217,044 －

当期変動額合計 △217,044 －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金   

前期末残高 △6,932 208,992

当期変動額   

剰余金の配当 △16,982 △19,975

別途積立金の取崩 217,044 －

当期純利益 16,294 21,012

自己株式の処分 △430 △169

当期変動額合計 215,925 867

当期末残高 208,992 209,860

利益剰余金合計   

前期末残高 226,341 225,223

当期変動額   

剰余金の配当 △16,982 △19,975

当期純利益 16,294 21,012

自己株式の処分 △430 △169

当期変動額合計 △1,118 867

当期末残高 225,223 226,091
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △11,196 △16,839

当期変動額   

自己株式の取得 △6,546 △6,829

自己株式の処分 903 557

当期変動額合計 △5,643 △6,272

当期末残高 △16,839 △23,111

株主資本合計   

前期末残高 349,910 343,148

当期変動額   

剰余金の配当 △16,982 △19,975

当期純利益 16,294 21,012

自己株式の取得 △6,546 △6,829

自己株式の処分 472 388

当期変動額合計 △6,761 △5,404

当期末残高 343,148 337,744

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 5,180 319

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,860 614

当期変動額合計 △4,860 614

当期末残高 319 934

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,180 319

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,860 614

当期変動額合計 △4,860 614

当期末残高 319 934

新株予約権   

前期末残高 153 255

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 102 174

当期変動額合計 102 174

当期末残高 255 430
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 355,244 343,724

当期変動額   

剰余金の配当 △16,982 △19,975

当期純利益 16,294 21,012

自己株式の取得 △6,546 △6,829

自己株式の処分 472 388

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,758 789

当期変動額合計 △11,520 △4,615

当期末残高 343,724 339,108
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）個別財務諸表に関する注記事項 

（重要な後発事象） 

    当社は、平成22年４月28日開催の取締役会において、以下の項目について決議しました。 

 

(1)自己株式の消却 

会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしました。概要は以下のと

おりであります。 
(1) 消却する株式 当社普通株式 

(2) 消却する株式の数 
10,000,000 株 

（消却前の発行済株式総数に対する割合 2.43％） 

(3) 消却予定日 平成 22 年５月 21 日 

なお、消却後の当社発行済株式の総数は400,000,000株となります。 
 

(2)国内無担保普通社債の発行 

国内無担保普通社債に関する包括決議を行いました。概要は以下のとおりであります。 

(1) 発行総額 
400 億円以内 

（但し、範囲内で複数回の発行ができる） 

(2) 払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 

(3) 利率 償還期限とほぼ同じ残存年数を持つ国債流通利回り＋0.5％以下 

(4) 年限 ５年以内 

(5) 償還方法 満期一括償還 

(6) 発行時期 取締役会決議後から平成 22 年９月末日までの間 

(7) 資金使途 借入金返済資金等 

なお、ベアエッセンシャル買収のために当社が行った銀行借入1,000億円については、本社債発行に

よりその一部を返済し、その残額については、あらためて銀行からの長期借入への借換を実施する

予定です。 

㈱資生堂(4911)　平成22年３月期　決算短信

40



 

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 格（平成22年４月1日付） 

氏 名 平成22年３月31日まで 平成22年４月１日以降 

カーステン･ 

フィッシャー 

取締役執行役員常務 

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 

取締役執行役員専務 

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 

末 川  久 幸 
取締役執行役員 

経営企画部長 

取締役執行役員常務 

経営企画部長 

高 森  竜 臣 

取締役執行役員 

国内化粧品事業 事業戦略・マーケテ

ィング領域担当 

取締役執行役員常務 

国内化粧品事業・ヘルスケア事業・ 

クレ・ド・ポー ボーテ グローバルユニ

ット担当 

国内化粧品事業部長 

 

②退 任(平成22年６月開催の第110回定時株主総会終結の時をもって退任) 

地 位 氏 名 

取締役 小林 敏光

取締役 小松 正明

 

(2)監査役 

①新任候補（平成22年６月開催の第110回定時株主総会で選任予定） 

地 位 氏 名 担当または主な職業 

監査役 米山 俊夫 常勤顧問 

 

②退 任(平成22年６月開催の第110回定時株主総会終結の時をもって退任) 

地 位 氏 名 

監査役（常勤） 生駒 清治

 

(3)執行役員 

①新 任（平成22年４月１日付） 

地 位 氏 名 担当または主な職業 

執行役員 木 村  朝 化粧品研究開発・ソフト開発担当 

執行役員 岡 澤  雄

国際営業部長 

資生堂ヨーロッパ 取締役社長 

資生堂インターナショナルヨーロッパ 取締役社長 

台資商事株式会社 代表取締役 

執行役員 坂 井  透 生産・購買・ロジスティクス担当 

執行役員 島 谷 庸 一
国内化粧品事業部マーケティング領域・国内ノン資生堂事

業担当 
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②退 任（平成22年３月31日付） 

地 位 氏 名 担当または主な職業 

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 

株式会社エフティ資生堂 代表取締役社長 

取締役 

執行役員専務 
小松 正明 研究開発・生産・技術・ロジスティクス総括担当 

執行役員常務 川 崎  清
宣伝制作・ビューティーソリューション・国内ノン資生堂

事業担当 

執行役員 東久保和雄 食品・新成長領域研究開発・特許担当 

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 

注1.小林敏光氏および小松正明氏の両氏は、平成22年３月31日付けで執行役員専務を退任しました。

同氏は取締役であり、任期は同年6月下旬開催予定の第110回定時株主総会終結のときまで継続し

ます。 

2. 米山俊夫氏は、平成22年３月31日付けで執行役員を退任し、同年４月１日付けで常勤顧問に就任

しました。同氏は、同年６月下旬開催予定の第110回定時株主総会における新任監査役候補とな

る予定です。 

 

〔ご参考〕平成22年６月下旬開催の第110回定時株主総会終了後の役員体制（予定） 

(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 

代表取締役 

執行役員副社長 
岩 田 喜 美 枝

広報・お客さま情報・企業文化・宣伝制作・ビューティー

ソリューション・環境対策・ＣＳＲ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 

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 

取締役 

執行役員専務 
原 田  康 彦

最高財務責任者 

財務・ＩＲ・情報企画担当 

内部統制担当 

取締役 

執行役員常務 
末 川  久 幸 経営企画部長 

取締役 

執行役員常務 
高 森  竜 臣

国内化粧品事業・ヘルスケア事業・クレ・ド・ポー ボー

テ グローバルユニット担当 

国内化粧品事業部長 

社外取締役<独立> 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<独立> 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 

注 1. 代表取締役は、第 110 回定時株主総会終了後の取締役会で決定される予定です。 

  2. ＜独立＞：東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の２に定める独立役員に指定しており、定

時株主総会における選任後、再度独立役員に指定する予定です。 
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 (2)監査役 

地 位 氏 名 担当または主な職業 

監査役（常勤） 大矢  和子 － 

監査役（常勤） 米山 俊夫 － 

社外監査役<独立> 

（非常勤） 
原田  明夫

セイコーホールディングス株式会社 社外取締役 

日本郵政株式会社 社外取締役 

住友商事株式会社 社外監査役 

株式会社企業再生支援機構 社外監査役 

学校法人東京女子大学 理事長 

財団法人国際民商事法センター 理事長 

財団法人日本刑事政策研究会 理事長 

社外監査役<独立> 

（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<独立> 

（非常勤） 
大塚  宣夫 医療法人社団慶成会 会長 

注 1. 常勤監査役は、第 110 回定時株主総会終了後の監査役会で決定される予定です。 

  2. ＜独立＞：東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の２に定める独立役員に指定しておりま

す。 

 

(3)取締役を兼務しない執行役員 

地 位 氏 名 担当または主な職業 

執行役員 花田 浩三 プロフェッショナル事業部長 

執行役員 岩井 恒彦 技術企画・品質保証・フロンティアサイエンス事業担当 

執行役員 木 村  朝 化粧品研究開発・ソフト開発担当 

執行役員 宮 川  勝

中国事業部長 

中国総代表 

資生堂（中国）投資有限公司 董事長 

執行役員 西山 聖二
食品研究開発・新成長領域研究開発・研究管理・技術アラ

イアンス担当 

執行役員 岡 澤  雄

国際営業部長 

資生堂ヨーロッパ 取締役社長 

資生堂インターナショナルヨーロッパ 取締役社長 

台資商事株式会社 代表取締役 

執行役員 坂 井  透 生産・購買・ロジスティクス担当 

執行役員 島 谷 庸 一
国内化粧品事業部マーケティング領域・国内ノン資生堂事

業担当 

執行役員 高橋 祥二
米州担当 

資生堂アメリカズコーポレーション 会長兼ＣＥＯ 

執行役員 高重 三雄
人事担当 

人事部長 

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

国内化粧品事業部営業領域担当 

資生堂販売株式会社 代表取締役社長 

株式会社エフティ資生堂 代表取締役社長 

 

以上 
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