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20102010年度年度
上期上期実績実績および通期見通しおよび通期見通し

㈱㈱資生堂資生堂 代表取締役代表取締役 社長社長

前田前田 新造新造

２０１０年２０１０年1010月月2828日日
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‣海外売上比率 40．4％ ＋5．9ｐｐ
‣営業利益率 6．５％ △0．7ｐｐ

２01０年度 上期実績２01０年度 上期実績
（億円)

△61－△4．3％1,989国内

+7＋27.3％＋23.0％1,347海外

実績 前年比
外貨

前年比

7月末

見通し差

売上高 3,336 ＋5．2％ ＋6．7％ △54

営業利益 218 △3．9％ － +43

経常利益 217 △8．４％ － ＋42

当期純利益 75 △5７.６％ － △15

【ベアエッセンシャル含む】
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２01０年度 上期実績２01０年度 上期実績
（億円)

【ベアエッセンシャル除く】

△6６－△４．５％1,984国内

+７＋12.0％＋８．３％1,187海外

実績 前年比
外貨

前年比

7月末

見通し差

売上高 3,171 △0．0％ ＋１．２％ △５9

営業利益 254 ＋11.7％ － +39

経常利益 253 ＋６．８％ － ＋3８

当期純利益 111 △37.6％ － △４

‣海外売上比率 37．４％ ＋2．９ｐｐ
‣営業利益率 ８．０％ ＋０．８ｐｐ

4

国内化粧品事業国内化粧品事業

1,874

195

80

228

447

924

1,598

実績内訳 売上前年比

化粧品 △6．2%

カウンセリング △6．5%

セルフ △2．5%

トイレタリー △11．5%

ヘルスケア +9．8%

その他 ＋3．9%

合計 △4．6%

（億円)

•営業利益 ＋６．０% 13億円増益

•営業利益率 11．8% 前年対比+1.2PP

（注）今期より国内プロフェッショナルは「グローバル事業」の「プロフェッショナル」へ移管。前年比は前年実績を組み替えた上で算出。
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グローバル事業グローバル事業

1,414

205

1,209

実績

＋２6．0％

＋7．5％

＋２9．7％

外貨前年比内訳 前年比

化粧品 ＋２５．４％

プロフェッショナル ＋4．3％

合計 ＋21．8％

1,347

573

383

391

実績

+8．2％+5．9％アジア・オセアニア

地域別売上 前年比 外貨前年比

アメリカ +76．9％ +84．9％

欧州 +15．1％ +20．2％

合計 +23．0％ +27．3％

（注）今期より国内プロフェッショナルは「グローバル事業」の「プロフェッショナル」へ移管。前年比は前年実績を組み替えた上で算出。

【参考】

・ 営業利益 ２３億円減益 (BE除く ＋１１３．３％ １２億円増益）

営業利益率 △0．9% 前年対比△1．8PP (BE除く 1．8% 前年対比＋０．９PP)

※ベアエッセンシャルを除く外貨前年比 ＋１１．1％
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２01０年度 下期見通し２01０年度 下期見通し （億円)

△29－+0．6％2,001国内

△87＋32％＋20．5％1,543海外

見通し 前年比
外貨

前年比

7月末

見通し差

売上高 3,544 ＋8．4％ ＋13％ △116

営業利益 287 ＋3．8％ － △43

経常利益 288 ＋3．6％ － △42

当期純利益 175 ＋9．9％ － △25

‣海外売上比率 43．5％ ＋4．3ｐｐ

‣営業利益率 8．1％ △０．3ｐｐ

‣下期想定為替レート US$84円、€112円、中国元12．5円
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‣海外売上比率 42．0％ ＋5．1ｐｐ

‣営業利益率 7．3％ △０．5ｐｐ

‣年間想定為替レート US$87．7円、€116．7円、中国元12．9円

7～12月想定ﾚｰﾄ US$84円、€112円、中国元12．5円

２01０年度 通期見通し２01０年度 通期見通し （億円)

△90－△1．9％3,990国内

△80＋30％＋21．7％2,890海外

見通し 前年比
外貨

前年比

7月末

見通し差

売上高 6,880 ＋6．8％ ＋１０％ △17０

営業利益 505 ＋０．3％ － ±0

経常利益 505 △1．9％ － ±0

当期純利益 250 △25.８％ － △40
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チャネル×ブランドの取り組み強化チャネル×ブランドの取り組み強化

ヒット商品のロングセラー化ヒット商品のロングセラー化

組織体制の変更による営業力強化組織体制の変更による営業力強化

日本



9

ヒット商品のロングセラー化ヒット商品のロングセラー化

＜エリクシール シュペリエル ＞

＜リバイタル グラナス プラチナムシステム＞

＜アネッサ ＞

＜シーブリーズ＞
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チャネル×ブランドの取り組み強化チャネル×ブランドの取り組み強化

リレーショナルブランドリレーショナルブランド
ブランド

商品領域

店舗 専門店
デパート

ＧＭＳ
ドラッグ

メガブランドメガブランド

クレ・ド・ポー ボーテ
リバイタル グラナス

dプログラム

ベネフィーク ＆フェイス

マキアージュ、ウーノ、アクアレーベル、
ＴＳＵＢＡＫＩ、インテグレート、エリクシール

ｱｼﾞｱﾏｽﾃｰｼﾞｱｼﾞｱﾏｽﾃｰｼﾞ

専科
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チャネル別営業体制チャネル別営業体制
エリア別営業体制

×
重点系列向け営業体制

エリア別営業体制
×

重点系列向け営業体制

ＧＭＳ・ドラッグストア：営業組織再編による対応力強化

組織体制の変更による営業力強化組織体制の変更による営業力強化

＜専科＞

＜アクアレーベル ＞

＜インテグレート ＞
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マステージビジネス本格展開に向けた周到な準備マステージビジネス本格展開に向けた周到な準備

Ｚａ・マジョリカ マジョルカのプレゼンス向上Ｚａ・マジョリカ マジョルカのプレゼンス向上

＜Ｚａ＞

タイ

台湾

＜マジョリカ マジョルカ＞

香港

台湾

アジアマステージおよび中国

PURE SHINE 
LIPS

SKIN BEAUTY
LIQUID FOUNDATION

SKIN BEAUTY
FACE POWDER

SKIN BEAUTY
TWO-WAY FOUNDATION REFILL 

＆ CASE

DRAMATIC EYE
COLOR

New  Makeup Lineup

PURE SHINE 
LIPS

SKIN BEAUTY
LIQUID FOUNDATION

SKIN BEAUTY
FACE POWDER

SKIN BEAUTY
TWO-WAY FOUNDATION REFILL 

＆ CASE

DRAMATIC EYE
COLOR

New  Makeup Lineup
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マステージビジネス本格展開に向けた周到な準備マステージビジネス本格展開に向けた周到な準備

日本発ブランド「専科」上市日本発ブランド「専科」上市 ベトナム工場生産品
出荷スタート

ベトナム工場生産品
出荷スタート

・10月から台湾に上市

・2011年以降にアジア各国に
展開
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プロフェッショナル事業

「資生堂ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ」「ＪＯＩＣＯ」 の展開強化

プロフェッショナル事業

「資生堂ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ」「ＪＯＩＣＯ」 の展開強化

デパートチャネル

グローバルブランド「SHISEIDO」
の好調持続

オプレのラインアップ強化、大型
キャンペーンの実施

デパートチャネル

グローバルブランド「SHISEIDO」
の好調持続

オプレのラインアップ強化、大型
キャンペーンの実施

中国事業の勢い持続中国事業の勢い持続

専門店チャネル

新規店の開拓： １０年度 5,000店契約
（目標）を達成（９月末）

増加する富裕層に向けた高級ブランド
「ディシラ」の配置

専門店チャネル

新規店の開拓： １０年度 5,000店契約
（目標）を達成（９月末）

増加する富裕層に向けた高級ブランド
「ディシラ」の配置

薬局チャネル

新ブランド「ＤＱ」の展開・強化

薬局チャネル

新ブランド「ＤＱ」の展開・強化

＜上海のサロン展開＞
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①シティーコンセプトの展開継続①シティーコンセプトの展開継続

②グローバルブランド「SHISEIDO」の育成強化②グローバルブランド「SHISEIDO」の育成強化

④新規市場への事業拡大加速④新規市場への事業拡大加速

③BC活動の強化③BC活動の強化

⑤ベアエッセンシャル⑤ベアエッセンシャル

グローバル
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グローバルブランド「SHISEIDO」の育成強化グローバルブランド「SHISEIDO」の育成強化

資生堂フューチャーソリューションーＬＸ
プレミアムカテゴリーを戦略的に攻略

資生堂 バイオパフォーマンス
スターアイテムのコレクティブセラム

を中心に主力４品に注力

資生堂メーキャップ資生堂メーキャップ
スキンケアとの連動を強化

資生堂ホワイトルーセント
引き続きセラムを中心に
美白カテゴリーを攻略

資生堂 ホワイトルーセント
引き続きセラムを中心に
美白カテゴリーを攻略
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グローバルブランドに向けてグローバルブランドに向けて
「クレ・ド・ポー ボーテ」のイノベーション

ブランドバリュー“光り輝く歓喜”

研究開発から店頭に至るまで、一貫したブランド価値の強化

“光彩”をキーワードに
生まれ変わったパッケージ

ブランドのアイデンティティを体現する
新たなモデル「アマンダ・セイフライド」
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新規市場への事業拡大加速新規市場への事業拡大加速

（1０年度実績）

・新規進出：

モンゴル、アルバニア、コソボ、マケドニア、
グルジア、南アフリカ、コロンビア

・子会社による運営等への変更：

ギリシャ、ベトナム、スイス、香港

（ロシアの拡大）

・３００店から８００店（対前年＋５００店）体制に

・有力パフューマリーチェーン「エトワール」

（アルコール社）との取引強化
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ベアエッセンシャル：
２０１０年度 上期実績

ベアエッセンシャル：
２０１０年度 上期実績

＜上期実績＞

• 売上高 165億円

• 営業による利益 ４２億円

• 買収に伴う費用 △７８億円

（うち、当年度のみ発生△48億円）

• 営業利益再計 △３６億円

＜上期実績＞

• 売上高 165億円

• 営業による利益 ４２億円

• 買収に伴う費用 △７８億円

（うち、当年度のみ発生△48億円）

• 営業利益再計 △３６億円 ＜Allure ベストオブコスメ受賞＞
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ベアエッセンシャル： 協業推進ベアエッセンシャル： 協業推進

「スキンケアラインの強化」：
高いポテンシャル、取り組みをスピードアップ

「スキンケアラインの強化」：
高いポテンシャル、取り組みをスピードアップ

「取り組みのスタート」：
アメリカ工場での生産、カナダの倉庫共用、
日本での営業協働など

「取り組みのスタート」：
アメリカ工場での生産、カナダの倉庫共用、
日本での営業協働など
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上期 下期

（予定）

（円）

中期的に連結配当性向４０％
を目安

利益還元
目標

２０10年度：１株あたり

中間・期末ともに２５円

年間５０円を継続予定

利益還元利益還元

年度

配当金推移
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〔補足データ〕

446

147

121

180

301

148

219

366

11/3期

（見込）

+10

+2

+32

+6

+38

+45

+35

+80

増減

+2％

+2％

+36％

+4％

+14％

+44％

+19％

+28％

増減率 増減率増減

△5％△11206広告費

△1％△171研究開発費

+26％+1155無形固定資産他

+1％+186有形固定資産

+10％+13141減価償却費

△18％△835無形固定資産他

△15％△1583有形固定資産

△16％△22118設備投資等（注）

10/9期

（億円）

（注）資本的支出。有形固定資産、無形固定資産（のれん、商標権等を除く。）及び長期前払費用への投資。


