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決算取締役会開催日 平成 18 年 5 月 15 日      

親会社等の名称      －（コード番号： －）      親会社等における当社の議決権所有比率 －％ 

米国会計基準採用の有無  無 
 
１． 18 年 3 月期の連結業績（平成 17 年 4月 1日～平成 18 年 3月 31 日） 
(1)連結経営成績                                                                （百万円未満切捨）    
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

1,111,121 
1,089,524 

2.0
20.2

24,710
22,393

10.3
23.1

25,782 
22,842 

12.9
26.9

 

 当期純利益 
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       

株主資本当 

期純利益率 

総 資 本 

経常利益率 

売 上 高

経常利益率

 百万円   ％  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

11,313 
10,390 

 8.9 
46.0 

285 51
261  71

－
－

5.8 
5.7 

5.0 
4.6 

2.3
2.1

(注) ①持分法投資損益       18 年 3 月期   86 百万円   17 年 3 月期   △849 百万円 
      ②期中平均株式数(連結) 18 年 3 月期  38,852,361 株    17 年 3 月期  38,855,322 株   
     ③会計処理の方法の変更  無 
      ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
       
(2)連結財政状態 

 総 資 産      株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

518,471 
503,170 

203,592
187,330

39.3 
37.2 

5,234 58
4,815  70

(注) 期末発行済株式数(連結) 18 年 3 月期  38,851,517 株    17 年 3 月期  38,853,959 株 
 
(3)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 

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

18 年 3 月期 
17 年 3 月期 

27,533 
 26,687 

△25,281
  3,786

△4,690 
△3,751 

79,522
81,398

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   78 社  持分法適用非連結子会社数  1 社  持分法適用関連会社数  15 社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)    9 社 (除外)    6 社    持分法 (新規)   1 社 (除外)   5 社 

 
２．19 年 3月期の連結業績予想（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3 月 31 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 
通    期 

527,400
1,140,000

9,800
26,500

4,800
12,800

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  329 円 46 銭 

※業績予想につきましては、当社が現時点で合理的と判断する一定の条件に基づき作成しており、実際の業績は、今
後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。上記予想に関連する事項につきましては、添付
資料をご参照ください。 
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１． 企業集団の状況 

 

当社グループは、当社(持株会社)、中核となる事業子会社４社(㈱博報堂、㈱大広、㈱読売広告社及び㈱博報堂 DY

メディアパートナーズ)並びに中核事業子会社の子会社 88 社及び関連会社 26 社により構成されており、総合広告会社

グループとして広告主等に対するマーケティング・コミュニケーションサービス全般の提供を主たる業務としておりま

す。 

当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 

なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

  

(1) 広告業 

当事業においては、当事業の中核会社である㈱博報堂、㈱大広、㈱読売広告社及び㈱博報堂 DY メディアパートナー

ズを中心に、広告主の広告戦略・広告計画の立案、国内外の新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・インターネット・屋外広告

等の広告媒体取扱、広告制作及びセールスプロモーション・パブリックリレーションズ・イベントの実施等、各種コミ

ュニケーション手法を通じたマーケティング・コミュニケーションサービスの提供を国内外において実施しております。 

〔㈱博報堂グループ〕 

㈱博報堂、㈱博報堂ジーワン、㈱北海道博報堂、㈱盛岡博報堂、㈱青森博報堂、㈱福島博報堂、㈱仙台博報堂、㈱新

潟博報堂、㈱北陸博報堂、㈱静岡博報堂、㈱中国博報堂、㈱四国博報堂、㈱中央アド新社、㈱博報堂プロダクツ、㈱博

報堂シーアンドディ、㈱博報堂エルグ、㈱博報堂アドダム、㈱博報堂クリエイティブ・ヴォックス、㈱博報堂ブランド

コンサルティング、㈱博報堂デザイン、㈱博報堂アイ・スタジオ等は国内の各地域を拠点として、博報堂香港有限公司、

上海博報堂広告有限公司は中国において、台湾博報堂媒體股份有限公司、博報廣告股份有限公司は台湾において、

Hakuhodo Cheil Inc.は韓国において、MJW Hakuhodo Pty. Ltd.はオーストラリアにおいて、Thai Hakuhodo Co., Ltd.、

Hakuhodo(Bangkok) Co., Ltd.はタイにおいて、Hakuhodo USA Holdings Inc.はアメリカにおいて、Mustoe Merriman Levy 

Group Holdings Ltd.はイギリスにおいて、Hakuhodo Deutschland GmbH はドイツにおいて、Hakuhodo France S.A.S.

はフランスにおいて広告業を営んでおります。 

〔㈱大広グループ〕 

㈱大広、㈱近畿広告社、㈱アド大広名古屋、㈱大広九州、㈱大広北陸、㈱大広京都、㈱大広神戸、㈱大広西日本、㈱

中部朝日広告、㈱アド大広岐阜、㈱大広三重、㈱朝日エリア・アド、㈱ナップス、㈱大広メディアックス、㈱大広ブラ

ンドデザイン、㈱大広クリエイティブ・アンド・パートナーズ、㈱ディ・エス・ピイ、㈱ディー・クリエイト、㈱Ｄ＆

Ｉパートナーズは国内の各地域を拠点として、大廣亞洲有限公司 、大広太平洋国際広告有限公司、上海大広貿促広告

有限公司は中国において広告業を営んでおります。 

〔㈱読売広告社グループ〕 

㈱読売広告社、㈱読広コムズ、㈱読広アドクレス、㈱読売神奈川広告社、㈱読広アドラインは国内の各地域を拠点と

して広告業を営んでおります。 

〔㈱博報堂DYメディアパートナーズグループ〕 

㈱博報堂 DY メディアパートナーズ、㈱博報堂 DY インターソリューションズ、㈱博報堂スポーツマーケティング、デ

ジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱（注）は国内の各地域を拠点として、広告業を営んでおります。 

  

（注）大阪証券取引所ヘラクレス市場上場会社であります。 

 

（添付資料      ） （添付資料      ） 
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(2) その他の事業 

当事業においては、当社グループ他に対する人材派遣、物品販売、不動産賃貸及びその他業務支援サービスの提供等

を行っております。 

当社グループに対する人材派遣は、㈱博報堂キャプコ、㈱大広エキスパート、㈱読広スタッフサービスが、物品販売

及び各種業務支援サービスは㈱博報堂サービス、㈱大広エキスパートが、不動産賃貸は㈱大広、㈱大広エキスパート、

㈱読売広告社、㈱読広企画が行っております。 

 

事業の系統図は、次のとおりであります。 
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２． 経営方針 

（1） 経営の基本方針 

  当社グループは、持株会社である当社傘下に、株式会社博報堂、株式会社大広、株式会社読売広告社の３つの広告

事業会社と、総合メディア事業会社 株式会社博報堂 DY メディアパートナーズを保有する我が国広告業界では前例の

無いマルチ･エージェンシー･グループであります。 

 当社グループは、業界初のこの枠組みを 大限に活用し、以下の７つの『グループ経営理念』の下、社会環境、事業

環境の変化に率先して対応し、グループ企業価値の継続的な向上に努めてまいる所存であります。 

《グループ経営理念》 

① 広告主に対して、常に 善のサービスを提供し、ビジネス価値の向上に貢献する。 

② メディアの革新と向き合い、メディア価値の向上に貢献する。 

③ 世界的にネットワークを展開し、サービス網の充実をはかる。 

④ 生活者(注)から発想することで、人々の次世代の豊かさを創造し、社会の発展に寄与する。 

⑤ 自由と自律を尊重し、多様な個性とチーム力を価値創造の源泉とする。 

⑥ 競争と協調の精神で、新しい挑戦を続け、世界一級の広告会社グループを目指す。 

⑦ 企業価値の継続的な向上を図り、株主からの信頼と期待に応える。 

(注)「生活者」とは、単に消費する人＝「消費者」ではなく、価値観や欲求が個性化、多様化した様々な生活の

中で行動する人を指す意味で用いております。 

 

（2） 利益配分に関する基本方針 

   利益配分につきましては、安定した配当を継続して実施することを基本としながら、資金需要の状況、業績の動

向及び企業競争力強化のための内部留保の充実等を総合的に勘案の上決定し、業績動向等に不測の事態が発生しな

い限り、１株当たり 50 円(注)を下限にする方針であります。 

  なお、平成 19 年３月期の年間の配当額は１株当たり 60 円(中間配当額同 30 円)を予定しております。 

(注) 現在の発行済株式数を前提にしております。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

    当社は、個人投資家をはじめとする投資家層の拡大並びに株式の流動性向上を資本政策上の重要課題と認識して

おります。投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるために、平成 18 年３月に１単元を 100 株から 10 株に引

き下げました。 

 

(4) 目標とする経営指標 

    当社グループは、グループ総体での継続的シェア拡大による業界ポジションの強化を前提に、中期的な経営目標

として以下の指標を重視しております。 

①  利益創出力の拡大： 連結営業利益 

②  付加価値創出力の向上： 連結売上総利益、連結オペレーティング・マージン 

③  資本効率の向上： 株主資本利益率（ＲＯＥ） 

(注）オペレーティング･マージン＝営業利益／売上総利益 
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(5) 会社の対処すべき課題及び中期的な経営戦略 

 国内広告市場は、平成 17 年に前年比プラス 1.8％と 2 年連続の増加となりました。依然として、原油高、社会保

障負担増など不透明な要素はあるものの、景気回復は継続すると見られ、平成 18 年度の国内広告市場は 2％程度の

成長を予測しております。 

 このような中、広告業界を取り巻く環境は大きく変化しております。デジタル化の進展に伴うメディア環境の変化

は、生活者の情報行動・購買行動を劇的に変化させており、広告主の広告会社に対するニーズは、「広告活動 適化

のパートナー」から「マーケティング活動 適化のパートナー」へと進化しております。その結果、上位広告会社間

での総合力によるシェア争いが益々厳しくなる一方で、インターネット専業広告会社など専門領域に特化した、あら

たなプレイヤーの台頭もみられます。 

 当社グループはこうした変化に対応し、マスメディア広告を中心とした「マス・マーケティング」サービスに加え、

「ワン・ツー・ワン・マーケティング」サービスを連携させた、高質かつ効果的な「統合マーケティングサービス」

を提供し、多くの広告主、媒体社からパートナーとしての信頼を勝ち得るべく、次に挙げる経営課題に対応してまい

ります。 

 

１．統合マーケティングサービス提供体制の整備 

① マスメディアを中心とするコミュニケーション領域での収益力強化 

 当社グループは、株式会社博報堂、株式会社大広及び株式会社読売広告社という業界で有力なポジションを確

立している３つの広告会社を保有しております。これら３つの会社の異なる個性、独自の強みを先鋭化させてい

くことに加え、総合メディア事業会社株式会社博報堂 DY メディアパートナーズを含めた、グループ内での“強

みの連携”を図り、課題解決力を高めることで、グループ総体として顧客基盤の一層の拡充に取り組んでまいり

ます。 

 収益獲得力強化の面では、グループ内部での対応力を高めてまいります。昨年 10 月に、広告とプロモーション

領域における総合制作事業会社として傘下の子会社の合併により設立した株式会社博報堂プロダクツはその一環

ですが、今後も、グループ内のプロダクション機能を整備・拡充することにより、外部流出コストを取り込み、

更なる収益性の向上に努めてまいります。 

 

② クロスメディア・ソリューション力の強化 

 インターネット広告に代表されるデジタルメディアの台頭により、従来以上に高度なメディアプランへのニー

ズが高まっております。すなわち、マスメディア４媒体（新聞、雑誌、テレビ、ラジオ）とインターネット、屋

外媒体等の多様なメディアを組み合わせた“クロスメディア・プランニング”により、 適な広告出稿計画を設

計することが重要になっております。 

 当社グループは、当領域への積極的な投資を行い、効果的なプランニングツールの開発に取り組んでまいりま

す。 

 また、広告主と生活者の接点（タッチポイントＴＭ）が多様化する中、当社グループは、強みであるクリエイテ

ィブ力をベースに、タッチポイントを統合的にデザインし、従来のアプローチにとらわれない新しい広告キャン

ペーンの提案力強化を図ってまいります。こうした対応の一環として、株式会社東北新社と共同で株式会社博報

堂ケトルを設立いたしました。 

 こうした取組みに加え、４マスメディアの付加価値を更に高めるための積極的提案を行い、メディアビジネス
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の拡大に努めてまいります。 

 

③ ダイレクトマーケティング領域の強化 

 企業における、広告～販売促進～顧客管理といった一連のマーケティング活動をシームレスにとらえることの

重要性が増す中、ダイレクトマーケティングの有効性が高まっております。 

 当社グループは、ダイレクト・レスポンス・アド／ＣＲＭ領域の専門会社である株式会社ディー・クリエイト

を核に、当領域の対応を行っておりますが、更なる対応力強化として、株式会社Ｄ＆Ｉパートナーズ（大広、博

報堂、読売広告社の合弁会社）を設立いたしました。また、ブランディングを機軸としたＣＲＭビジネスの専門

会社として、株式会社博報堂、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社と、凸版印刷株式会社、

アイ・ビ－・エム ビジネスコンサルティング サービス株式会社の４社共同で、株式会社 BrandXing(ブランドク

ロッシング)を設立することで合意しております。今後も、こうした戦略会社群を活用して当領域の競争力を高め

てまいります。 

 

④ ニューメディア環境への対応力強化 

 インターネットは、単に広告媒体としてだけではなく、企業と生活者をつなぐ双方向かつ多機能なコミュニケ

ーションツールとして重要性を増しております。また、地上波デジタル放送や本年 4 月にスタートした携帯・移

動体向け放送サービス、いわゆる「ワンセグ放送」など、インタラクティブ性を装備したニューメディアの整備

が進んでおり、今後、企業のマーケティング・コミュニケーション活動に大きな影響を及ぼすものと考えられま

す。 

 当社グループでは、このような環境においても高い課題解決力を提供するため、対応体制強化に取り組んでお

ります。その一環として、グループ横断的な推進体制「博報堂 DY グループ・ｉ-ビジネスセンター」を発足いた

しました。 

 また、変化の激しい当該領域におけるノウハウや技術の獲得を目的に、外部とのアライアンスも積極的に進め

ております。インターネット専業広告会社 大手の株式会社サイバーエージェントとの共同によるインターネッ

トマーケティング会社、株式会社シーエー・エイチを設立したのをはじめ、次世代メディア事業を展開する株式

会社インデックス、WEB インテグレーション事業大手の株式会社アイ・エム・ジェイ、SEM（検索エンジンマ

ーケティング）事業大手の株式会社アイレップ各社との資本提携および業務提携を進めております。今後も、当

社グループの強みと、外部の高い専門性を組み合わせることにより、当領域での統合的ソリューション力を高め

てまいります。 

 

２．新たな収益機会の開発 

① コンテンツビジネスの展開 

  メディアの変化に対応して、コンテンツの重要性も高まっております。多チャンネル化によるコンテンツ需要

の高まり、スポーツイベントの規模拡大、映画･アニメのマルチユース化など、コンテンツビジネスは拡大してお

ります。 

  当社グループは、これまで広告ビジネスを通じて培ってきたノウハウ、ネットワークを活用し、映画、スポー

ツ、アニメなどのコンテンツビジネスを新たな収益機会としてとらえ、積極的に展開してまいります。「東京箱根

間往復大学駅伝競走」「Ｊリーグ」「世界柔道選手権大会」、映画における「電車男」「県庁の星」は、その代表例
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ですが、これらに続く有望なコンテンツの企画・開発・育成に積極的に取り組んでまいります。 

② アジア市場への展開 

アジアとりわけ中国市場は、日系企業のグローバル展開において益々重要性を増しております。 

 当社グループは、既に北京、上海、広州、香港をはじめとしたアジアの主要都市に複数の拠点網を有しており、

ここ数年本格的な中国展開を進めている自動車業種を中心とした日系企業への対応強化に取り組んでおります。

この一環として、広州市に TBWA＼博報堂中国（広州天博広告有限公司）の設立を進めております。また、大広

（北京）広告有限公司、大広（広州）広告有限公司、大広ベトナムを当社グループの完全子会社として設立いた

しました。   

今後も、これらの豊富なネットワーク力を活用し、アジア市場での収益拡大に取り組んでまいります。 

 

３．グループ経営基盤の強化 

当社グループは、マルチ･エージェンシー･グループという国内同業他社にはない枠組みの優位性、及び経営統

合の相乗効果を 大限活用し、グループ経営基盤の強化に努めてまいります。 

基幹情報システムの統合については、経営統合以来準備を重ねてまいりましたが、本年 4 月に稼動開始いたし

ました。今後は、更なる経営管理面の質、および費用効率の向上への取組みを進めてまいります。また、間接業

務のグループ共有化（シェアドサービス化）については、今期中に傘下機能会社の再編・統合を行い、成果の具

現化を図ってまいります。 
 

（6）親会社等との関係に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（7）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

 

（1）経営成績 

 当連結会計年度の日本経済は、個人消費や企業の設備投資が堅調に推移し、景気回復の足取りに力強さがみら

れました。広告業界におきましても、景気回復が追い風となり、国内の総広告費（暦年ベース）は、前年比 1.8％

増加し、2 年連続の拡大となりました。 

そうした環境下、当社グループは、売上高 1 兆１，１１１億２１百万円（前年同期比 2.0％増加）、営業利益２

４７億１０百万円（同 10.3％増加）と、前年に引き続き増収増益を達成し、オペレーティング・マージン（営業

利益／売上総利益）も 15.8％と前年同期比 1.1 ポイント上昇しました。 

営業外損益につきましては、関連会社の持分法による投資利益が８６百万円と黒字に転じた（前連結会計年度

は６億４２百万円の損失）こと等により、前年同期比６億２３百万円改善し、経常利益は２５７億８２百万円（同

12.9％増加）と、営業利益を上回る増益となりました。 

 特別損益につきましては、投資有価証券売却益等の特別利益を３億４百万円計上した一方、関西地区オフィス

集約による事務所移転費用および固定資産除却損、不要資産処分による固定資産売却損、遊休不動産や処分予定

不動産に対する減損損失、連結調整勘定償却額、貸倒引当金繰入額等の特別損失３４億１６百万円計上いたしま

した。 

    これらの結果、当期純利益は１１３億１３百万円（前年同期比 8.9％増加）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 広告業 

広告業では、国内の景気回復により広告需要が拡大し、金融・保険、化粧品・トイレタリーや飲料・嗜好品な

どの業種で扱い高を伸ばし、売上高は１兆 1，０９９億５７百万円（前年同期比 2.0％増加）となりました。 

利益面につきましては、広告会社間の激しい競争の中、利益を確保するのが難しい環境にありますが、「マス

マーケティングとワン・ツー・ワンマーケティングの統合」によるトータルマーケティングソリューション提供

戦略を進めていく一方、傘下の制作会社３社の合併により㈱博報堂プロダクツを設立し、制作業務の内製化の推

進したこと、及び全グループで経費節減を行う等収益力強化にも努めた結果、営業利益は２５８億５０百万円（同

8.6％増加）と増益になりました。 

なお、売上高にはセグメント間振替高を含んでおり、外部顧客への売上高は１兆１，０９９億５１百万円で

あります。 

② その他の事業 

その他の事業では、人材派遣業、不動産賃貸業等を行い、売上高７７億２０百万円（前年同期比1.0％増加）、

営業利益８億８９百万円（同14.3％減少）でありました。 

なお、売上高にはセグメント間振替高を含んでおり、外部顧客への売上高は１１億７０百万円であります。 

 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

日本においては、売上高１兆７６３億９３百万円（前年同期比1.4％増加）、営業利益２６２億９９百万円（同

7.9％増加）でありました。 
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なお、売上高にはセグメント間振替高を含んでおり、外部顧客への売上高は１兆７５９億１６百万円であり

ます。 

② 海外 

海外においては、売上高３９４億４６百万円（前年同期比10.0％増加）、営業利益３億７８百万円（同24.3％

増加）でありました。 

なお、売上高にはセグメント間振替高を含んでおり、外部顧客への売上高は３５２億５百万円であります。 

 

（2）財政状態 

① キャッシュ･フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は期首より１８億７６百万円減少し、７９５億２２百万円とな

りました。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは２７５億３３百万円の増加となりました。主な内訳は、税金等調整前

当期純利益２２６億７０百万円のほか、売上債権の減少、仕入債務の減少、たな卸資産の減少、法人税等の支払

額等であります。 

  

(投資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・フローは、投資有価証券の取得による支出、預金の預入による支出、無形固定

資産の取得による支出、有価証券の売却による収入等の結果、２５２億８１百万円の減少となりました。 

  

(財務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・フローは、短期借入金および長期借入金の返済による支出、配当金の支払等の

結果、４６億９０百万円の減少となりました。 

 

② 資産、負債の主要な増減 

 当連結会計年度末における総資産は前連結会計年度末より１５３億１百万円増加し、５，１８４億７１百万円

となりました。増加の要因としては、当期純利益や株価上昇により投資有価証券が増加したこと等が挙げられま

す。 

 また、負債合計の当連結会計年度末残高は、借入金の返済等により前連結会計年度より１３億７百万円減少し、

３，１２９億３８百万円となりました。 

 

 (3）事業等のリスク 

以下において、当社グループの事業及びその他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項

を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、

重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。  

なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に

努めてまいりますが、当社の株式に関する投資判断は、本項目及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎

重に検討した上で行われる必要があります。また、本項目に記載した予想、見通し、方針等、将来に関する事項
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は、当連結会計年度末現在において判断したものであり、将来実現する実際の結果とは異なる可能性があります

のでご留意ください。 

 

① 経済状況・市場環境の変動 

国内企業の広告費の支出は、企業が景況に応じて広告費を調整する傾向にあるため、国内の景気動向に大き

く影響を受ける傾向にあります。当社グループの国内売上高は、平成18年３月期において連結売上高全体の

96.8％と比重が高く、国内景況が悪化すると当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性が

あります。 

当社グループは、景況の悪化による影響を軽減するため、広範囲の業種にわたる顧客基盤の構築、マーケテ

ィング・コミュニケーションサービスの多様化、海外展開等をはかる所存でありますが、当社グループの対応

が十分ではない場合又は十分にはかかる影響を軽減できない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績

に悪影響を与える可能性があります。 

 

  ② 当社グループの事業活動に関するリスク 

当社グループは、新聞・雑誌・ラジオ・テレビといったマスメディアが今後も引き続き広告主の宣伝活動に

活用され、当社グループの中心的な事業であり続けると認識し、マスメディア広告を事業の主軸に置いた各種

施策をとっております。一方、インターネットやモバイルをはじめとするニューメディアの台頭など、メディ

アの状況は刻々と変化しており、当社グループは、これらの状況に対応した施策を随時導入しております。し

かし、メディアをとりまく環境の変化等により広告主のマスメディア広告に対する需要が大きく変化し、こう

した変化に迅速かつ十分に対応できない場合、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性

があります。 

 

  ③ 広告業界における取引慣行 

マスメディアの広告取引は、広告主からの受注に基づき行いますが、各広告会社は自社の責任で媒体社等と

取引を行うのが一般的です。そのため、広告主の倒産等により、広告料金を回収できなかった場合には、広告

会社が媒体社や制作会社に媒体料金や制作費を負担することとなります。 

また、優良なコンテンツや広告枠を確保する等の目的で事前に広告枠を一定の金額で買取り、自社の裁量に

より販売する取引を行うこともあります。その場合、広告枠の販売状況にかかわらず媒体社等へ媒体料金の支

払いが生じるため、販売状況によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があ

ります。 

また、広告業界では、慣行上、広告計画や内容の変更に柔軟かつ機動的に対応できるよう契約書を締結する

ことは一般的には行われておりません。当社グループにおいても、継続的な取引関係が成立している広告主と

の間であっても、個別取引に関する書面は存在するものの、基本契約書等を締結していないことが一般的であ

ります。そのため、広告主との間で明確な契約書を締結していないことにより、取引関係の内容、条件等につ

いて疑義が生じたり、これをもとに紛争が生じたりする可能性があります。 

なお、欧米では「一業種一社制」(同一業種では一社のみの広告主を広告代理店が担当する取引形態)が一般

的であり、広告会社の報酬構造や報酬決定方法も異なっております。日本においてはこのような取引形態は一

般的ではありませんが、欧米の広告主、広告会社が日本に進出してきている昨今の状況に鑑みると、今後これ

らの取引形態及び報酬構造や報酬決定方法が日本の広告の取引慣行に影響を与える可能性があります。当社グ
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ループにおきましては、こうした動向に対応し、サービス形態の多様化等に努めてきておりますが、今後、取

引慣行の動向・変化に適切に対応できない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える

可能性があります。 

 

④ 法規制等の導入や変更 

広告主の広告活動、メディアにおける広告の掲載・放送方法や内容等、広告会社の事業活動等に関する法令・

規制・制度の導入や強化、法令等の解釈の変更等がなされる場合があります。法規制等の導入や強化等に対し

て当社グループが適切に対応できない場合には当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性

があります。 

 

⑤ 広告主との関係 

当社グループと広告主の間は、継続的な取引関係が成立しておりますが、今後取引関係が解消、縮減等され

ない保証はなく、また、報酬等の水準は当事者間の合意によるものであり、その水準が今後も保証されるもの

ではありません。もし従前の取引関係が継続されない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影

響を与える可能性があります。 

 

⑥ 媒体社との関係 

当社グループの広告事業においては、新聞・雑誌・ラジオ・テレビといったマスメディアの広告に関する事

業が主体であるため、主要媒体社からの仕入れの依存度は高くなっております。 

当社グループと媒体社では、長年の継続的な取引関係が成立しておりますが、媒体社との取引が継続されな

い場合又は取引条件等が変更された場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性

があります。 

 

⑦ 広告業界における競争状況 

我が国の広告業界では、サービスの多様性、対応力、企画力、販売力等の観点から、売上高で上位の広告会

社への集中傾向が高く、また上位広告会社を中心に熾烈な競争が行われております。更には、大手の海外広告

会社も日本市場に参入してきており、競争がますます激しくなる傾向にあります。 

当社グループは、サービスの多様化、企画力、創造的提案力、経験、広告主との長年の継続的な取引関係等

により競争上の優位性を確保していく所存でありますが、今後かかる優位性を確保できる保証はなく、優位性

を逸した場合あるいは競争の激化に伴い報酬が低下した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪

影響を与える可能性があります。 

 

⑧ ニューメディアの進展 

近年、インターネット、モバイル等新たな広告メディアの進展も著しく、かかる分野における広告市場は拡

大傾向にあります。当社グループといたしましても、早期の段階からインターネットメディアレップ会社であ

るデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の設立に関与したことをはじめ、その後も積極的な

取り組みを行い、また新規メディアと既存メディアを組み合わせた広告戦略を広告主に提案してきております。 

しかしながら、インターネット、モバイル等の新しいメディアが、既存のメディアの広告価値を低め、かか

る状況に対して広告主等へ広告戦略の構築、推進等の対応を当社グループが適切に提案、実行できない場合に

は、当社グループのサービスの低下をきたし、もって当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える
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可能性があります。 

 

⑨ 当社グループの事業展開に関するリスク  

当社グループは、総合広告会社である株式会社博報堂、株式会社大広、株式会社読売広告社及び総合メディ

ア・コンテンツ事業会社である株式会社博報堂DYメディアパートナーズの４社並びに４社がそれぞれ所有する

広告関連サービスを提供する子会社群等から形成されており、広告主に対しワンストップでのマーケティン

グ・コミュニケーションサービスを提供すべく事業展開をしております。グループ会社を通じた事業展開、す

なわち特定の事業に特化、注力する会社の設立もしくは買収等により出資を含むグループ会社関係を構築する

ことについては、出資額あるいは場合によっては出資額を超える損失が発生するリスク、グループの信用低下

リスク等を伴う可能性があり、出資会社の事業活動や経営成績によっては、当社グループの財政状態及び経営

成績に悪影響を与える可能性があります。 

 

⑩ 知的財産権 

広告業一般におけると同様、当社グループにおいても、事業活動を行う過程で、当社グループが所有する又

は使用許諾を受けている以外の知的財産権を侵害してしまうおそれ、また逆に当社グループが所有する知的財

産権が侵害されてしまうおそれがあり、当社グループがかかる事態を防止し、あるいは適切な回復をすること

ができない可能性があります。その場合、当社グループの財政状態、経営成績及び社会的信用に悪影響を与え

る可能性があります。 

 

⑪ 人材の確保及び育成 

当社グループの成長性及び競争上の優位性は、優秀な人材の確保に大きく依存します。人材に関しては、新

卒者の安定的採用や即戦力となる中途採用の推進により確保をはかり、各職責、能力、市場環境の変化に対応

した教育研修等による育成に努めておりますが、何らかの理由により優秀な人材が流出する可能性や人材の確

保に支障をきたすおそれもあります。かかる事態が生じた場合、当社グループの競争力に悪影響を与える可能

性があります。 

 

⑫ メディア・コンテンツビジネスに関わるリスク 

当社グループは、今後もスポーツ等イベントの権利取得や興業、映画製作への投資、アニメ・キャラクター

関連番組制作等のコンテンツ関連ビジネスを行ってまいります。しかしながら、メディア・コンテンツビジネ

スの事業展開には、投資リスクを伴うものもあり、計画通りに収益を確保できない場合には当社グループの財

政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

 

⑬ アジア等の海外市場展開 

当社グループは、広告主のニーズに応えるため、海外市場（特にアジア）において更なる拠点拡充を含め、

積極展開をはかってまいりますが、これらの事業展開には、海外の事業投資に伴うリスク(為替リスク、カント

リーリスク等)、出資額あるいは出資額を超えるリスク、グループの信用低下リスク等を伴う可能性があり、計

画通りに事業展開ができない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があり

ます。 
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⑭ グループ経営基盤に関わるリスク 

当社グループは、持株会社体制という枠組みの持つ優位性等、経営統合の相乗効果を 大限活用し、グルー

プ経営基盤の強化に努めてまいりますが、持株会社統治等の効果が十分発揮されなかった場合には当社グルー

プの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

また、資金運用面においても、グループ内での資金運用・配分の効率化を進めておりますが、その効果が十

分に発揮されない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

更に、コスト面での統合シナジー実現の施策として、情報システムのグループ内統一化及び間接部門のプロ

セス業務のグループ共有化を実施しておりますが、この施策が計画通りにいかない場合には、当社グループの

財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

なお、グループ経営基盤の強化、資金運用の効率化、システム等のグループ内統一化が当社の計画通りに進

展したとしても、他の不確定要因により当社グループの財政状態及び経営成績が当社の予想している水準に達

する保証はありません。 

 

⑮ 訴訟等に関わるリスク 

当社グループは、現在においてその業績に重大な影響を与え得る訴訟・紛争には関与しておりませんが、様々

な要因により今後直接又は間接的に、何らかの訴訟・紛争に関与することとなる可能性は否定できません。当

社グループが訴訟・紛争に関与した場合、その経過・結果如何によっては、当社グループの財政状態、経営成

績及び社会的信用に悪影響を与える可能性があります。 

 
(4)業績見通し 

平成 19 年３月期の連結業績見通しは以下の通りといたします。 

 

    平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 増減率 

    実績 見通し    

 売 上 高  １兆 1,111 億円 １兆 1,400 億円 2.6%  

 営 業 利 益  247 億円 255 億円 3.2%  

 経 常 利 益  257 億円 265 億円 2.8%  

 当 期 純 利 益  113 億円 128 億円 13.1%  

       

 (オペレーティング・マージン)  15.8% 15.9%    

 (注) オペレーティング・マージン = 営業利益／売上総利益   

広告費のマクロ環境を見てみますと、高水準で推移する企業業績、雇用環境の改善、堅調な個人消費などを受

け、いくつかの不安要因はあるものの、平成 18 年暦年の日本の総広告費については、前年に引き続き堅調に推移

し、伸び率としては、前年比 2%程度は期待できると見ております。 

このような環境の中、得意先からは、マスメディア中心のマーケティングのみならず、インターネット広告、

CRM 等の周辺領域へと広がる“統合型マーケティング”による一貫性の追及や、マーケティング投資効果の 大

化を求められております。そのため、売上高につきましては、これらの得意先のニーズに対して、我々の強みで

ある統合的課題解決力を活かしていくことで、市場成長を上回る伸び（前年同期比 2.6％増加）としております。 
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また、収益面においては、前期から進めてきましたグループ内製化体制拡充の努力を継続的に進め、その効果の

定着をはかり、また、コストマネジメント施策を促進し、売上総利益率の改善を図ります。さらに、販管費につい

ては、引き続き費用コントロールの徹底をはかり、オペレーティング・マージン 15.9％を目指してまいります。 

なお、当連結会計年度末現在では、大きな特別損失は見込まれないため、当期純利益は、前年同期比 13.1％と

二桁の伸びを見ております。 

 

また、平成 19 年 3月期の配当金は、１株当たり年間配当 60 円、うち中間配当 30 円を予定しております。 

 

 

注意事項 

この資料に記載されている、当社又は当社グループに関連する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予

定、将来の数値・数額、事実の認識・評価などといった、将来に関する情報をはじめとする歴史的事実以外のす

べての事実は、当社が当連結会計年度末現在入手している情報に基づく予測、期待、想定、計画、認識、評価等

を基礎としているものであります。また、見通し・予想数値を算定するためには、過去に確定し正確に認識され

た事実以外に、見通し・予想を行うために不可欠となる一定の前提（仮定）を使用しております。これらの事実

又は前提（仮定）については、その性質上、客観的に正確であるという保証も、また将来その通りに実現すると

いう保証もありません。 

 これらの事実又は前提（仮定）が、客観的には不正確であったり将来実現しないこととなりうるリスクや不確

定要因は多数ありますが、以下のものが含まれます。 

 ① 広告業界全般に関するリスク（景気変動や取引慣行の変化など広告業界の動向） 

 ② 競合によるリスク（他の広告会社や新規参入企業等との競合状況） 

 ③ 広告主及びメディア会社に関するリスク（取引先ニーズの変化への的確な対応） 

 ④ 市場構造変化を捉えた事業領域の拡充に関するリスク 

 ⑤ グローバルな事業展開に関するリスク 

 ⑥ 法規制の改正に関するリスク 

 ⑦ 訴訟等に関するリスク 

 なお、かかるリスクや要因はこれらの事項に限られるものではありません。 
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４．連結財務諸表等 

(1) 連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※２ 83,193  84,134 

２ 受取手形及び売掛金  280,671  279,424 

３ 有価証券 ※２ 6,040  686 

４ 債権信託受益権  6,115  5,785 

５ たな卸資産  14,626  8,697 

６ 短期貸付金  1,003  801 

７ 繰延税金資産  2,894  2,334 

８ その他  10,436  9,449 

９ 貸倒引当金  △409  △255 

流動資産合計  404,573 80.4  391,059 75.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物  18,206 18,079  

減価償却累計額  △10,084 8,121 △10,074 8,005 

(2) 土地  8,983  8,835 

(3) その他  4,629 4,645  

減価償却累計額  △3,350 1,279 △3,284 1,360 

有形固定資産合計  18,384 3.6  18,201 3.5

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  3,909  8,320 

(2) 連結調整勘定  1,247  1,125 

(3) その他  189  195 

無形固定資産合計  5,346 1.1  9,641 1.9

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※1,2 29,765  55,102 

(2) 長期貸付金  1,249  1,121 

(3) 前払年金費用  9,399  8,581 

(4) 繰延税金資産  11,467  7,265 

(5) その他 ※１ 25,032  29,802 

(6) 貸倒引当金  △1,906  △2,304 

(7) 投資損失引当金  △141  － 

投資その他の資産合計  74,865 14.9  99,569 19.2

固定資産合計  98,596 19.6  127,412 24.6

資産合計  503,170 100.0  518,471 100.0

        



 

- 16 - 

 
  

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金  276,662  275,606 

２ 短期借入金  6,296  5,216 

３ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

 1,251  660 

４ 未払費用  5,962  5,977 

５ 未払法人税等  5,082  7,950 

６ 賞与引当金  1,238  1,341 

７ 債務保証損失引当金  50  50 

８ 関係会社事業損失引当金  -  1 

９ その他  10,873  10,600 

流動負債合計  307,417 61.1  307,403 59.3

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  733  116 

２ 退職給付引当金  3,118  2,176 

３ 役員退職慰労引当金  2,217  1,706 

４ その他  758  1,534 

固定負債合計  6,827 1.4  5,534 1.0

負債合計  314,245 62.5  312,938 60.3

    

(少数株主持分)    

少数株主持分  1,593 0.3  1,941 0.4

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※５ 10,000 2.0  10,000 1.9

Ⅱ 資本剰余金  88,894 17.6  88,894 17.2

Ⅲ 利益剰余金  86,448 17.2  95,471 18.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金  2,208 0.4  8,974 1.7

Ⅴ 為替換算調整勘定  △208 △0.0  284 0.1

Ⅵ 自己株式 ※６ △12 △0.0  △31 △0.0

資本合計  187,330 37.2  203,592 39.3

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 503,170 100.0  518,471 100.0
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② 連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  1,089,524 100.0  1,111,121 100.0

Ⅱ 売上原価  937,708 86.1  955,168 86.0

売上総利益  151,815 13.9  155,953 14.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 給与手当  49,589 51,090  

２ 賞与  13,055 －  

３ 退職給付費用  3,223 2,980  

４ 賞与引当金繰入額  1,212 1,338  

５ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 379 376  

６ 連結調整勘定償却額  484 590  

７ その他  61,475 129,421 11.8 74,866 131,242 11.8

営業利益  22,393 2.1  24,710 2.2

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  183 193  

２ 受取配当金  364 405  

３ 仕入割引  147 164  

４ 持分法による投資利益  － 86  

５ 消費税免税額  178 －  

６ その他  497 1,372 0.1 595 1,445 0.1

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  131 125  

２ 為替差損  － 63  

３ 持分法による投資損失  642 －  

４ 創立費償却  14 －  

５ その他  135 923 0.1 184 373 0.0

経常利益  22,842 2.1  25,782 2.3
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※１ 8 90  

２ 投資有価証券売却益  12 110  

３ 関係会社株式売却益  3 －  

４ ゴルフ会員権売却益  47 4  

５ 持分変動利益  31 29  

６ 貸倒引当金戻入益  85 68  

７ 過去勤務債務償却益  1,304 1,494 0.1 － 304 0.0

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※２ 38 26  

２ 固定資産除却損 ※３ 257 307  

３ 減損損失 ※４ － 689  

４ 投資有価証券売却損  65 20  

５ 投資有価証券評価損  1,277 590  

６ 貸倒引当金繰入額  － 585  

７ 関係会社株式評価損  70 －  

８ 特別退職金  2,224 －  

９ 関係会社整理損  23 －  

10 投資損失引当金繰入額  141 －  

11 債務保証損失引当金繰入額  50 －  

12 持分法による投資損失  206 －  

13 連結調整勘定償却額  － 723  

14 事務所移転費用  － 353  

15 その他 ※5,6 144 4,499 0.4 119 3,416 0.3

税金等調整前 
当期純利益 

 19,837 1.8  22,670 2.0

法人税、住民税 
及び事業税 

 5,442 10,880  

法人税等調整額  3,865 9,307 0.8 258 11,139 1.0

少数株主利益  139 0.0  217 0.0

当期純利益  10,390 1.0  11,313 1.0
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③ 連結剰余金計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  88,894  88,894

Ⅱ 資本剰余金増加高  －  －

Ⅲ 資本剰余金期末残高  88,894  88,894

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  76,540  86,448

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 当期純利益  10,390 11,313 

２ 連結子会社等の増加に 
  よる増加高 

 － 10,390 66 11,380

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  388 2,136 

２ 役員賞与  93 482 220 2,357

Ⅳ 利益剰余金期末残高  86,448  95,471
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前当期純利益  19,837 22,670 

２ 減価償却費  3,649 3,429 

３ 減損損失  － 689 

４ 連結調整勘定償却額  484 1,314 

５ 賞与引当金の増減額  211 100 

６ 退職給付引当金の増減額  △7,416 △955 

７ 役員退職慰労引当金の増減額  △203 △510 

８ 貸倒引当金の増減額  △234 237 

９ 投資損失引当金の増減額  141 － 

10 債務保証損失引当金の増減額  50 － 

11 関係会社事業損失引当金の増減額  － 1 

12 受取利息及び受取配当金  △547 △598 

13 支払利息  131 125 

14 為替差損益  △17 △44 

15 持分法による投資損益  849 △86 

16 持分変動損益  △31 △29 

17 投資有価証券売却損益  52 △90 

18 関係会社株式評価損  70 58 

19 関係会社株式売却損益  △3 － 

20 投資有価証券評価損  1,277 590 

21 固定資産売却損益  30 △64 

22 固定資産除却損  246 276 

23 売上債権の増減額  △2,920 2,704 

24 たな卸資産の増減額  △7,905 5,603 

25 仕入債務の増減額  15,380 △2,013 

26 前払年金費用の増減額  5,255 817 

27 その他  84 525 

小計  28,471 34,751 

28 利息及び配当金の受取額  603 698 

29 利息の支払額  △129 △122 

30 法人税等の支払額  △2,257 △7,794 

営業活動によるキャッシュ・フロー  26,687 27,533 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 預金の預入による支出  △9,250 △9,817 

２ 預金の払戻による収入  4,406 3,202 

３ 有価証券の取得による支出  △772 △1,310 

４ 有価証券の売却による収入  8,893 6,751 

５ 有形固定資産の取得による支出  △792 △1,922 

６ 有形固定資産の売却による収入  60 229 

７ 無形固定資産の取得による支出  △1,872 △6,217 

８ 投資有価証券の取得による支出  △3,106 △17,080 

９ 投資有価証券の売却による収入  437 934 

10 出資金の払込による支出  △145 △560 

11 出資金の払戻による収入  279 3 
12 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 

取得による収入 
※２ 582 － 

13 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
取得による支出 

※３ － △393 

14 短期貸付金の純増減額  △25 151 

15 長期貸付けによる支出  △1,128 △18 

16 長期貸付金の回収による収入  66 141 

17 債権信託受益権の純増減額  3,297 372 

18 金銭信託受益権の売却による収入  3,000 － 

19 その他  △145 250 

投資活動によるキャッシュ・フロー  3,786 △25,281 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増減額  △1,847 △1,279 

２ 長期借入れによる収入  30 50 

３ 長期借入金の返済による支出  △1,393 △1,256 
４ ファイナンス・リース債務の 

返済による支出 
 △33 △31 

５ 自己株式の取得による支出  △12 △18 

６ 配当金の支払額  △388 △2,118 

７ 少数株主への配当金の支払額  △109 △50 

８ 少数株主への株式の発行による収入  4 15 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,751 △4,690 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  13 373 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  26,736 △2,064 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  54,244 81,398 

Ⅶ 連結子会社増加による現金及び 
  現金同等物の増加額 

 417 200 

Ⅷ 連結子会社減少による現金及び 
  現金同等物の減少額 

 － △11 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 81,398 79,522 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 

 75社 

 主要な連結子会社名 「１．企業

集団の状況」に記載しているため省

略しております。 

 なお、HDD GmbH、㈱北海道博報堂

及び㈱北陸博報堂は新規設立のた

め、㈱中央アド新社は株式取得のた

め、大広太平洋国際広告有限公司及

び上海大広貿促広告有限公司は会社

を実質的に支配しているため、当連

結会計年度より連結の範囲に含めて

おります。 

 台北國際博報堂股分有限公司及び

㈱レタス・コーポレーションは会社

清算のため、㈱大広四国は連結子会

社である㈱大広ウエスト（現㈱大広

西日本）と合併したため、当連結会

計年度より連結範囲から除いており

ます。 

(1) 連結子会社の数 

 78社 

 主要な連結子会社名 「１．企業

集団の状況」に記載しているため省

略しております。 

なお、Hakuhodo G1(Thailand) Co., 

Ltd.、㈱D&Iパートナーズ、Daiko 

Vietnam Co.,LTD及び大広(北京)広

告有限公司は新規設立のため、㈱博

報堂アイ・スタジオは重要性が増し

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。また、Mustoe 

Merriman Levy Group Holdings Ltd.、

Mustoes Ltd.、Mustoe Merriman Levy 

Holdings Ltd.、The Oven Ltd.は持

分追加取得により、当連結会計年度

より連結子会社としております。

（当中間連結会計期間末までは持分

法適用関連会社）      

㈱博報堂リンタス及び㈱ワイエス

アールは会社清算のため、㈱博報堂

フォトクリエイティブ、㈱博報堂イ

ンセンティブプロモーションズは連

結子会社である㈱博報堂プロマーク

（現 ㈱博報堂プロダクツ）と合併

したため、また、㈱朝日エリア・ア

ド奈良、㈱朝日エリア・アド和歌山

は連結子会社である㈱朝日エリア・

アドと合併したため、当連結会計年

度より連結範囲から除いておりま

す。 

 (2) 主要な非連結子会社名 

 ㈱博報堂ハナ 

 ㈱博報堂アイ・オー 

 ㈱ダビック 

 Hakuhodo Malaysia Sdn. Bhd. 

 Hakuhodo (Singapore) Pte. Ltd.

 (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

会社であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金(持

分に見合う額)等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 

(2) 主要な非連結子会社名 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

 １社 

 (会社の名称) 

 ㈱ダビック 

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

同左 

 (2) 持分法を適用した関連会社数 

 19社 

 (主要な会社等の名称) 

 デジタル・アドバタイジング・コ

ンソーシアム㈱、㈱スーパーネット

ワーク、ジー・プラン㈱、㈱関西ど

っとコム、㈱広告イーディーアイセ

ンター、㈱mediba（㈱エイワンアド

ネットから商号変更）、 Mustoe 

Merriman Levy Group Holdings Ltd.、

Mustoes Ltd.、Mustoe Merriman Levy 

Holdings Ltd.、The Oven Ltd.、 

Mendelsohn | Zien Advertising, 

LLC、McCaffery Ratner Gottlieb & 

Lane, LLC 、 Damm Agentur fur 

Marketing und Kommunikation GmbH、

Group Nexus/H Ltd.、Percept/H Pvt. 

Ltd.、上海広告有限公司、comON21 

Co.,Ltd.、広東省広博報堂広告有限

公司、㈲ペコラインク 

 なお、広東省広博報堂広告有限公

司は新規設立のため、当連結会計年

度より持分法の適用対象としており

ます。 

 大広太平洋国際広告有限公司及び

上海大広貿促広告有限公司は、当連

結会計年度より連結子会社となった

ため、持分法の適用対象から除いて

おります。 

(2) 持分法を適用した関連会社数 

 15社 

 (主要な会社等の名称) 

 デジタル・アドバタイジング・コ

ンソーシアム㈱、㈱スーパーネット

ワーク、㈱アドスタッフ博報堂、ジ

ー・プラン㈱、㈱関西どっとコム、

㈱広告イーディーアイセンター、㈱

mediba 、 Mendelsohn | Zien 

Advertising, LLC、Damm Agentur fur 

Marketing und Kommunikation GmbH、

Group Nexus/H Ltd.、Percept/H Pvt. 

Ltd.、上海広告有限公司、comON21 

Co.,Ltd.、広東省広博報堂広告有限

公司、㈲ペコラインク 

なお、㈱アドスタッフ博報堂は持

分追加取得したため当連結会計年度

より持分法の適用対象としておりま

す。 

Mustoe Merriman Levy Group 

Holdings Ltd.、Mustoes Ltd.、Mustoe 

Merriman Levy Holdings Ltd.、The 

Oven Ltd.は連結子会社となったた

め、McCaffery Ratner Gottlieb & 

Lane, LLCは持分譲渡により、当連結

会計年度より持分法の適用対象から

除いております。 

 (3) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等の

名称 

 ㈱博報堂ハナ 

 ㈱博報堂アイ・オー 

 Hakuhodo Malaysia Sdn. Bhd. 

 Hakuhodo (Singapore) Pte. Ltd. 

 (持分法を適用しない理由) 

 持分法非適用会社は、それぞれ当期

純損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適用対

象から除いております。 

(3) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等の

名称 

         同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) 他の会社等の議決権の100分の20
以上、100分の50以下を自己の計算に
おいて所有しているにもかかわらず
関連会社としなかった当該他の会社
等の名称 
 日本スポーツ振興くじ㈱ 
 (関連会社としなかった理由) 

 当社連結子会社である㈱博報堂
は上記会社の議決権の20％を所有
しておりますが、上記会社は独立
行政法人日本スポーツ振興センタ
ーよりスポーツ振興投票業務に関
する委託を受けた㈱りそな銀行が
当該業務を運営するために、㈱り
そな銀行及び㈱博報堂を含めた業
務再委託先企業中核７社の協力に
より設立された会社であり、㈱博
報堂が単独で財務及び営業又は事
業の方針の決定に重要な影響を与
えることはできないと認められる
ため、関連会社としておりません。

(4) 他の会社等の議決権の100分の20
以上、100分の50以下を自己の計算に
おいて所有しているにもかかわらず
関連会社としなかった当該他の会社
等の名称 

      同左 

 (5) 持分法の適用の手続について特に
記載する必要があると認められる事
項 
 持分法適用会社のうち、決算日が
異なる会社については、当該会社の
事業年度に係る財務諸表を使用して
おります。 
 在外持分法適用会社の決算日は12
月31日でありますので、平成16年１
月１日から平成16年12月31日までの
財務諸表を使用しております。 
 また、デジタル・アドバタイジン
グ・コンソーシアム㈱の決算日は11
月30日でありますので、平成15年12
月１日から平成16年11月30日までの
財務諸表を使用しております。 

(5) 持分法の適用の手続について特に
記載する必要があると認められる事
項 
 持分法適用会社のうち、決算日が
異なる会社については、当該会社の
事業年度に係る財務諸表を使用して
おります。 
 在外持分法適用会社の決算日は12
月31日でありますので、平成17年１
月１日から平成17年12月31日までの
財務諸表を使用しております。 
 また、デジタル・アドバタイジン
グ・コンソーシアム㈱の決算日は11
月30日でありますので、平成16年12
月１日から平成17年11月30日までの
財務諸表を使用しております。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は在外連結子会

社を除き、連結決算日と一致しており

ます。 

 在外連結子会社の決算日は12月31日

でありますので、平成16年１月１日か

ら平成16年12月31日までの財務諸表を

使用しております。 

 なお、決算日の翌日から連結決算日

までに生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

 また、平成17年１月に株式取得した

㈱中央アド新社については平成17年１

月１日より平成17年３月31日までの財

務諸表を使用しております。 

 連結子会社の決算日は在外連結子会

社を除き、連結決算日と一致しており

ます。 

 在外連結子会社の決算日は12月31日

でありますので、平成17年１月１日か

ら平成17年12月31日までの財務諸表を

使用しております。 

 なお、決算日の翌日から連結決算日

までに生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。

  

４ 会計処理基準に関する事

項 

  

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券の評価基準及び評価方法

 ⅰ 満期保有目的の債券 

   償却原価法 

① 有価証券の評価基準及び評価方法

 ⅰ 満期保有目的の債券 

同左 

  ⅱ その他有価証券 

  ａ 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定) 

 ⅱ その他有価証券 

  ａ 時価のあるもの 

同左 

   ｂ 時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

  ｂ 時価のないもの 

同左 

 ② デリバティブ取引の評価基準 

  時価法 

② デリバティブ取引の評価基準 

同左 

 ③ たな卸資産の評価基準及び評価方

法 

  主として個別法による原価法 

③ たな卸資産の評価基準及び評価方

法 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 連結財務諸表提出会社及び国内連

結子会社は、主として定率法によっ

ております。 

 なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(附属設備を除く)につ

いては、定額法によっております。

 在外連結子会社は主として定額法

を採用しております。 

① 有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。 

 ただし、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法を採用

しております。 

② 無形固定資産 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、回収不能見込額を計上してお

ります。 

ⅰ 一般債権 

  貸倒実績率によっております。

ⅱ 貸倒懸念債権及び破産更生債権

  財務内容評価法によっておりま

す。 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き当連結会計年度に見合う額を計上

しております。 

② 賞与引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 ③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度末に発生してい

ると認められる額を計上しておりま

す。 

数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数(７年～16年)による定率法

(一部の連結子会社では定額法)によ

り翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

年数(５年～７年)による定額法によ

り発生時から費用処理することとし

ております。なお、一部の連結子会

社では発生時に一括して費用処理し

ております。 

③ 退職給付引当金 

      同左 

 ④ 投資損失引当金 

関係会社への投資に係る損失に備

えるため、当該会社の財政状態を勘

案して関係会社株式について必要額

を計上しております。 

④ 投資損失引当金 

 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員及び執行役員(退職給付制度

上従業員とみなされる者を除く。)

の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

 ⑥ 債務保証損失引当金 

保証債務に係る損失に備えるた

め、当連結会計年度末における損失

発生見込額を計上しております。 

⑥ 債務保証損失引当金 

      同左 

 ⑦ 関係会社事業損失引当金 

   

⑦ 関係会社事業損失引当金 

関係会社の事業損失に備えるた

め、関係会社に対する投資金額及び

貸付金額等を超えて負担することに

なる損失見込額を計上しておりま

す。 

 (4) 重要なリース取引の処

理方法 

 連結財務諸表提出会社及び国内連結

子会社は、リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引については、

通常の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す。 

同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。ただし、振当処理の要

件を満たす為替予約については振当

処理によっております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   (ヘッジ手段) 

為替予約取引 

   (ヘッジ対象) 

外貨建金銭債権債務及び外

貨建予定取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

 外貨建取引における為替変動リス

クを回避しリスク管理を効率的に行

うことを目的として、社内ルールに

基づき為替予約取引を行っておりま

す。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性の評価方法 

 為替予約取引については、ヘッジ

対象とヘッジ手段に関する重要な条

件が同一であり、高い相関関係があ

ると考えられるため、有効性の判定

を省略しております。 

④ ヘッジ有効性の評価方法 

同左 

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

① 繰延資産の処理方法 

 創立費 

 支出時に全額費用として処理し

ております。 

① 繰延資産の処理方法 

 創立費 

同左 

 

 ② 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

② 消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却に関しては、そ

の個別案件ごとに投資効果の発現する

期間を判断し、20年以内の合理的な年

数で均等償却しております。その他合

理的な年数の見積りが困難なものにつ

いては５年間で均等償却し、金額が僅

少なものについては発生年度に一括償

却しております。 

 なお、期末日時点において発生時の

投資効果の発現が期待できないものに

ついては、残存金額を一括償却してお

ります。 

 連結調整勘定の償却に関しては、そ

の個別案件ごとに投資効果の発現する

期間を判断し、20年以内の合理的な年

数で均等償却しております。その他合

理的な年数の見積りが困難なものにつ

いては原則５年間で均等償却しており

ます。 

 

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結会計年度中に確定した利益処分

又は損失処理に基づいております。 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資からなって

おります。 

同左 
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 会計処理の変更 

 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

 

――――――――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）を適用して

おります。 

これにより税金等調整前当期純利益が689百万円減少して

おります。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表

規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しております。
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表示方法の変更 

 
前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において、株式移転に係る資本連結手続

上、被取得会社と識別された子会社にて計上している前払年

金費用とパーチェス法の適用により増加した退職給付引当

金をそれぞれ固定資産及び固定負債に計上しておりました

が、当連結会計年度より退職給付債務の状況をより明瞭に表

示するため、相殺することといたしました。  

 なお、前連結会計年度に総額にて計上した退職給付引当金

及び前払年金費用は4,383百万円であります。 

 

（連結貸借対照表） 

 

（連結損益計算書） 

１ 前連結会計年度において販売費及び一般管理費の「その

他」に含めておりました「賞与」は、販売費及び一般管理

費の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲

記することといたしました。 

  なお、前連結会計年度の「賞与」は7,980百万円であり

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

ておりました「消費税免税額」は、営業外収益の100分の

10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記することと

いたしました。 

  なお、前連結会計年度の「消費税免税額」は67百万円で

あります。 

 

３ 前連結会計年度において特別損失の「その他」に含めて

おりました「投資損失引当金繰入額」は、重要性が増した

ため、当連結会計年度より区分掲記することといたしまし

た。 

   なお、前連結会計年度の「投資損失引当金繰入額」は5

百万円であります。 

 

（連結損益計算書） 

１ 前連結会計年度において区分掲記しておりました「賞

与」は、当連結会計年度において、販売費及び一般管理費

の100分の10以下であるため、「その他」に含めて記載して

おります。 

  なお、当連結会計年度の「賞与」は12,210百万円であり

ます。 

 

２ 前連結会計年度において区分掲記しておりました「創立

費償却」は、当連結会計年度において、重要性が減少した

ため、「その他」に含めて記載しております。 

  なお、当連結会計年度の「創立費償却」は3百万円であ

ります。 

 

３ 前連結会計年度において区分掲記しておりました「関係

会社株式評価損」は、当連結会計年度において、特別損失

の100分の10以下であるため、「その他」に含めて記載して

おります。 

  なお、当連結会計年度の「関係会社株式評価損」は58

百万円であります。 

 

４ 前連結会計年度において区分掲記しておりました「関係

会社整理損」は、当連結会計年度において、特別損失の100

分の10以下であるため、「その他」に含めて記載しており

ます。 

  なお、当連結会計年度の「関係会社整理損」は1百万円

であります。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含めておりました「長期貸付けによる支出」

及び「長期貸付金の回収による収入」は、重要性が増したた

め、当連結会計年度より区分掲記することといたしました。

 なお、前連結会計年度の「長期貸付けによる支出」は△44

百万円、「長期貸付金の回収による収入」は127百万円であり

ます。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 
前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券(株式)               8,053百万円
投資その他の資産 
 その他(出資金)                 1,624百万円

  

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券(株式)               6,660百万円
投資その他の資産 
 その他(出資金)                2,037百万円

  

※２ 担保資産及び担保付債務 

   定期預金1,147百万円及び有価証券１百万円を取

引保証金の代用として差し入れております。また、

投資有価証券15百万円を営業保証金等として差し入

れております。 

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   定期預金1,099百万円及び有価証券２百万円を取

引保証金の代用として差し入れております。また、

投資有価証券13百万円を営業保証金等として差し入

れております。 

 

 ３ 偶発債務 

(1) 従業員の住宅融資制度による銀行からの借入金

に対する保証債務が1,268百万円あります。 

 ３ 偶発債務 

(1) 従業員の住宅融資制度による銀行からの借入金

に対する保証債務が1,190百万円あります。 

(2) 連結子会社以外の会社の金融機関からの借入等

に対して、以下のとおり債務保証を行っておりま

す。 

Hakuhodo Malaysia Sdn.Bhd. 
(MYR 825千) 23百万円
comON21 Co., Ltd. 
(KRW 6,000,000千) 633百万円
Media Intelligence Co.,Ltd. 
(THB 30,000千) 82百万円
上海広告有限公司 
(CNY 3,307千) 42百万円
McCaffery Ratner Gottlieb & Lane, LLC 
(USD 49千) 5百万円
Hakuhodo Percept Pvt.Ltd. 
(INR 25,077千) 61百万円
 合計 849百万円

  

(2) 連結子会社以外の会社の金融機関からの借入等

に対して、以下のとおり債務保証を行っておりま

す。 

Hakuhodo Malaysia Sdn.Bhd. 
(MYR 825千) 26百万円
comON21 Co., Ltd. 
(KRW 2,500,000千) 301百万円
Media Intelligence Co.,Ltd. 
(THB 30,000千) 86百万円
上海広告有限公司 
(CNY 1,750千) 25百万円
Hakuhodo Percept Pvt.Ltd. 
(INR 34,894千) 92百万円
Yonhap TV News 
(KRW 45,000千) 5百万円
 合計 537百万円
 

 ４ 受取手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高                     9百万円
受取手形裏書譲渡高                53百万円

  

 ４ 受取手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高                     8百万円
受取手形裏書譲渡高                57百万円

  

※５ 発行済株式総数 

普通株式                      38,855,810株

  

※５ 発行済株式総数 

普通株式                      38,855,810株

  

※６ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は以下のとおりであります。 

普通株式                           1,851株

 

※６ 自己株式の保有数 

   連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は以下のとおりであります。 

普通株式                           4,293株
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(連結損益計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

土地 3百万円
その他(車両運搬具) 4百万円
その他(工具器具備品) 0百万円
 計 8百万円

  

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 43百万円
土地 41百万円
その他(車両運搬具) 0百万円
その他(工具器具備品) 4百万円
 計 90百万円

  
※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 37百万円
土地 0百万円
その他(車両運搬具) 0百万円
その他(工具器具備品) 0百万円
 計 38百万円

  

※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 21百万円
その他(車両運搬具) 0百万円
その他(工具器具備品) 4百万円
 計 26百万円

  

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 27百万円
その他(機械装置) 0百万円
その他(車両運搬具) 0百万円
その他(工具器具備品) 198百万円
ソフトウェア 30百万円
 計 257百万円

  

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 235百万円
その他(機械装置) 3百万円
その他(車両運搬具) 0百万円
その他(工具器具備品) 56百万円
ソフトウェア 11百万円
 計 307百万円

  

※４  

―――――――――― 

 

※４ 減損損失 

  当連結会計年度において、当社グループは収益性の

著しく低下した以下の賃貸用不動産等33件の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（689百万円）として特別損失に計上いたしました。

地

域
主な用途 種類 減損損失 

首

都

圏

主に賃貸用 

マンション 

計５件 

土地及び建物 498百万円

近

畿

圏

主に賃貸用 

マンション 

計５件 

土地及び建物 32百万円

そ

の

他

主に賃貸用 

マンション 

計23件 

土地、建物 

及びその他 

 158百万円

 

（地域ごとの減損金額の内訳） 

首都圏 498百万円 

（土地19百万円、建物479百万円） 

近畿圏 32百万円 

（土地1百万円、建物30百万円） 

その他 158百万円 
（土地20百万円、建物126百万円、その他11百万円）

計  689百万円 
（土地41百万円、建物636百万円、その他11百万円）

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額

により測定しており、土地、建物及び借地権については、

主として固定資産税評価額を基礎に評価しています。 
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前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※５ 特別損失「その他」の内容は次のとおりでありま

す。 

ゴルフ会員権評価損 137百万円
ゴルフ会員権売却損 6百万円
 計 144百万円

  

※５ 特別損失「その他」の内容は次のとおりでありま

す。 

ゴルフ会員権評価損 20百万円
ゴルフ会員権売却損 34百万円
関係会社株式評価損 58百万円
その他 6百万円
 計 119百万円

  
※６ ゴルフ会員権評価損には、貸倒引当金繰入額81百

万円が含まれております。 

※６ ゴルフ会員権評価損には、貸倒引当金繰入額17百

万円が含まれております。 

 

 

 
 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)  
 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 83,193百万円
有価証券 6,040百万円
 計 89,234百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 2,379百万円
MMF、FFF、及び公社債投信 
以外の有価証券 5,456百万円
現金及び現金同等物 81,398百万円

  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 84,134百万円
有価証券 686百万円
 計 84,820百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

5,199百万円

MMF、FFF、及び公社債投信 
以外の有価証券 99百万円
現金及び現金同等物 79,522百万円

  

※２ 株式の取得により連結子会社となった会社の資産

及び負債の主な内訳 

   (㈱中央アド新社) 

流動資産 1,671百万円
固定資産 168百万円
 資産合計 1,840百万円

 
流動負債 1,203百万円
固定負債 78百万円
 負債合計 1,282百万円

  

※２  

―――――――――― 

 

※３ 

―――――――――― 

 

※３ 株式の取得により連結子会社となった会社の資産

及び負債の主な内訳 

   (Mustoe Merriman Levy Group Holdings Ltd.) 

流動資産 766百万円
固定資産 96百万円
 資産合計 863百万円

 
流動負債 642百万円
固定負債 7百万円
 負債合計 650百万円
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(リース取引関係) 

 

  
当連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

   (借主側) 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 

 

取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円) 

期末残高

相当額 

(百万円)

建物及び構築物 58 35 23

その他 

(車両運搬具) 
102 53 48

その他 

(工具器具備品) 
4,460 2,256 2,204

ソフトウェア 725 360 365

合計 5,347 2,706 2,641

  

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

   (借主側) 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  

  

取得価額

相当額 

(百万円)

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円) 

期末残高

相当額 

(百万円)

建物及び構築物 58 41 16

その他 

(車両運搬具) 
97 58 39

その他 

(工具器具備品)
4,070 2,167 1,902

ソフトウェア 1,021 503 518

合計 5,248 2,771 2,477

  

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,031 百万円

１年超 1,755 百万円

合計 2,787 百万円 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,009百万円

１年超 1,652百万円

合計 2,662百万円 
 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 1,339 百万円

減価償却費相当額 1,244 百万円

支払利息相当額 75 百万円 

 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 1,224百万円

減価償却費相当額 1,120百万円

支払利息相当額 68百万円 
 (4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

① 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

② 利息相当額の算定方法 
 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては利息法によっております。 
 

 (4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

① 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

② 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては利息法によっております。 

  

２ オペレーティング・リース取引 

   (借主側) 

１年内 138百万円

１年超 119百万円

合計 257百万円 

２ オペレーティング・リース取引 

   (借主側) 

１年内 135百万円

１年超 295百万円

合計 431百万円 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 

区分 
連結決算日における 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

連結決算日に 
おける時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額を 
超えるもの 

13 13 0

合計 13 13 0

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

① 株式 7,260 11,146 3,886

② 債券 82 82 0

③ その他 649 726 77

小計 7,992 11,955 3,963

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

① 株式 1,840 1,573 △267

② その他 1,000 975 △24

小計 2,840 2,549 △291

合計 10,833 14,505 3,671

 

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
売却額 
(百万円) 

売却益の合計額 
(百万円) 

売却損の合計額 
(百万円) 

340 12 65

 

４ 時価評価されていない有価証券 

(1) その他有価証券 

 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

① 非上場株式(店頭売買株式を除く) 7,021

② 貸付信託の受益証券 5,000

③ その他 1,212

合計 13,233
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５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

① 債券  

  国債・地方債等 1 5 10 －

  社債 10 20 － －

② その他 5,400 － 1,000 －

合計 5,411 25 1,010 －
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当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 

区分 
連結決算日における 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

連結決算日に 
おける時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額を 
超えるもの 

13 13 0

合計 13 13 0

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

 

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結決算日における 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの 

① 株式 23,421 38,233 14,812

② 債券 20 21 0

③ その他 707 1,012 305

小計 24,149 39,266 15,117

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

① 株式 792 761 △30

② その他 1,000 954 △45

小計 1,792 1,716 △75

合計 25,941 40,983 15,042

 

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
売却額 
(百万円) 

売却益の合計額 
(百万円) 

売却損の合計額 
(百万円) 

279 110 20

 

４ 時価評価されていない有価証券 

 

内容 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

 コーラブル債 600

合計 600

(2) その他有価証券 

① 非上場株式(店頭売買株式を除く) 6,303

② その他 1,228

合計 7,532
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５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

 

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内 
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

① 債券  

  国債・地方債等 － 5 10 －

  社債 20 － － －

  その他 － － 600 －

② その他 － － 1,000 －

合計 20 5 1,610 －
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(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

取引の内容 

 当社グループは、通常の営業過程における外貨建取引

の為替相場の変動によるリスクを軽減するため、外貨建

取引高の範囲において為替予約取引を利用しておりま

す。 

 

取引の内容 

同左 

取引に対する取組方針 

 当社グループは、実需が伴う取引をヘッジ対象として、

かつその元本・期間の範囲内に限って、デリバティブ取

引を行っております。将来の予定取引をヘッジ対象とし

て、デリバティブ取引を行う場合には、事前に対象取引

の予測可能性と実行可能性について充分に検討を行って

おります。 

 

取引に対する取組方針 

同左 

取引の利用目的 

 当社グループは、外貨建取引における為替変動リスク

をヘッジしリスク管理を効率的に行うことを目的とし

て、デリバティブ取引を利用しております。投機的な取

引及び短期的な売買損益を得る取引の利用は行っており

ません。 

(1) ① ヘッジ手段 

為替予約取引 

② ヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引 

取引の利用目的 

同左 

(2) ヘッジ方針 

 外貨建取引における為替変動リスクを回避しリスク

管理を効率的に行うことを目的として、社内ルールに

基づき為替予約取引を行っております。 

 

(3) ヘッジ有効性の評価方法 

 為替予約取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段

に関する重要な条件が同一であり、高い相関関係があ

ると考えられるため、有効性の判定を省略しておりま

す。 

 

 

取引に係わるリスクの内容 

 当社グループが利用しているデリバティブ取引は、為

替相場の変動によるリスクを有しておりますが、ヘッジ

対象の資産負債から生じる損益により、そのリスクは原

則として減殺されております。 

 また、当社グループは、当該取引の潜在リスクを慎重

且つ充分に検討した上で、取引金融機関又は他の優良な

金融機関を相手先としてデリバティブ取引を行っている

ため、相手先の契約不履行による信用リスクはほとんど

ないものと認識しております。 

 

取引に係わるリスクの内容 

同左 

取引に係わるリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、社内ルー

ルに基づき、資金担当部署において行っております。 

取引に係わるリスク管理体制 

同左 

 



 

- 40 - 

２ 取引の時価等に関する事項 

 

前連結会計年度(平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象

から除いております。 

 

当連結会計年度(平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象

から除いております。 
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(退職給付関係) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、確定給付型の制度として、確定給

付企業年金制度、適格退職年金制度、新規約型企業年

金制度及び退職一時金制度を設けております。また、

従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があ

ります。 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 

           同左           

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日） 

① 退職給付債務 △80,352百万円

② 年金資産(退職給付信託を含む) 83,157百万円

③ 未積立退職給付債務(①+②) 2,804百万円

④ 未認識数理計算上の差異 5,709百万円

⑤ 未認識過去勤務債務 △2,232百万円

⑥ 連結貸借対照表計上額純額 
  (③+④+⑤) 

6,281百万円

⑦ 前払年金費用 9,399百万円

⑧ 退職給付引当金(⑥－⑦) △3,118百万円

(注) １ 一部の国内連結子会社は退職給付債務の算
定にあたり、簡便法を使用しております。

２ 上記退職給付債務には早期退職優遇制度の
年金引当額131百万円を含んでおります。 

３ 平成16年８月１日、大広厚生年金基金が確
定給付企業年金制度へ移行したことにとも
なう支給加算部分の減額の影響により過去
勤務債務△699百万円が発生しております。
なお、当該過去勤務債務は発生時より７年
間(定額法)にて償却しております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日） 

① 退職給付債務 △81,048百万円

② 年金資産(退職給付信託を含む) 92,984百万円

③ 未積立退職給付債務(①+②) 11,935百万円

④ 未認識数理計算上の差異 △3,077百万円

⑤ 未認識過去勤務債務 △2,451百万円

⑥ 連結貸借対照表計上額純額 
  (③+④+⑤) 

6,405百万円

⑦ 前払年金費用 8,581百万円

⑧ 退職給付引当金(⑥－⑦) △2,176百万円

(注) １ 一部の国内連結子会社は退職給付債務の算
定にあたり、簡便法を使用しております。

２ 上記退職給付債務には早期退職優遇制度の
年金引当額91百万円を含んでおります。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

  (自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

① 勤務費用 2,846百万円

② 利息費用 1,965百万円

③ 期待運用収益 △1,963百万円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 870百万円

⑤ 過去勤務債務の費用処理額 △466百万円

⑥ 退職給付費用 
(①＋②＋③＋④＋⑤) 

3,252百万円

(注) １ 簡便法を採用している国内連結子会社の退
職給付費用は、「①勤務費用」に計上してお
ります。 

２ 確定給付企業年金基金に対する従業員拠出
額を控除しております。 

３ 上記退職給付費用のほかに特別損失として
特別退職金2,224百万円を計上しておりま
す。また、特別利益として過去勤務債務償
却益1,304百万円を計上しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

  (自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

① 勤務費用 2,844百万円

② 利息費用 1,947百万円

③ 期待運用収益 △1,981百万円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 708百万円

⑤ 過去勤務債務の費用処理額 △499百万円

⑥ 退職給付費用 
(①＋②＋③＋④＋⑤) 

3,020百万円

(注) １ 簡便法を採用している国内連結子会社の退
職給付費用は、「①勤務費用」に計上してお
ります。 

２ 確定給付企業年金基金に対する従業員拠出
額を控除しております。 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 ① 退職給付見込額の期間配分方法 
    期間定額基準 
 ② 割引率 
    2.0％～2.5％ 
 ③ 期待運用収益率 
    ０％～2.5％ 
 ④ 数理計算上の差異の処理年数 
    ７年～16年 

 (注) 発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定率法(一部の連結子会社は定額

法)により、翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。 

 ⑤ 過去勤務債務の処理年数 
    ５年～７年 

 (注) 発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数による定額法により、発生時より処理す

ることとしております。なお、一部の連結子会

社では発生時に一括して費用処理しておりま

す。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

同左 
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(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 

退職給付引当金 9,398百万円

投資有価証券評価損 2,395百万円

税務上の繰越欠損金 2,628百万円

役員退職慰労引当金 897百万円

未払事業税 560百万円

減価償却費の繰入超過額 520百万円

賞与引当金 644百万円

貸倒引当金 279百万円

その他 2,104百万円

(小計) 19,427百万円

評価性引当額 △2,202百万円

(合計) 17,225百万円

(繰延税金負債) 

有価証券評価差額等 2,506百万円

特別償却準備金等 329百万円

その他 171百万円

(合計) 3,007百万円

繰延税金資産の純額 14,217百万円

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産) 

退職給付引当金 9,932百万円

投資有価証券評価損 2,458百万円

税務上の繰越欠損金 1,564百万円

役員退職慰労引当金 689百万円

未払事業税 647百万円

減価償却費の繰入超過額 267百万円

賞与引当金 623百万円

貸倒引当金 396百万円

その他 3,550百万円

(小計) 20,130百万円

評価性引当額 △2,382百万円

(合計) 17,747百万円

(繰延税金負債) 

有価証券評価差額等 7,111百万円

特別償却準備金等 275百万円

その他 1,016百万円

(合計) 8,403百万円

繰延税金資産の純額 9,343百万円

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.69％

(調整) 

交際費等永久差異項目 5.35％

持分法損益 1.69％

連結調整勘定償却 0.99％

子会社の繰越欠損金による影響 △1.98％

その他 0.18％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.92％
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.69％

(調整) 

交際費等永久差異項目 4.92％

連結調整勘定償却 2.35％

子会社の繰越欠損金等による影響 0.47％

税務更正等の影響 0.53％

その他 0.18％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.14％
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(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16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

 
広告業 
(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 

1,088,659 864 1,089,524 － 1,089,524

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

29 6,779 6,809 (6,809) －

計 1,088,688 7,644 1,096,333 (6,809) 1,089,524

営業費用 1,064,890 6,605 1,071,496 (4,366) 1,067,130

営業利益 23,798 1,038 24,836 (2,442) 22,393

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

 

資産 485,031 12,119 497,150 6,019 503,170

減価償却費 3,462 137 3,599 49 3,649

資本的支出 2,043 15 2,059 3 2,062

(注) １ 事業区分の方法 

  当社グループの経営の実態を具体的かつ適切に開示できるよう、本業である広告業及びその周辺領域事業と

その他の事業に区分しております。 

２ 各事業区分の主な内容 

広告業    ：新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、デジタルメディア等各種媒体における広告業務取り扱い及

び広告表現に関する企画、制作並びにマーケティング、PR等のサービス活動の一切 

その他の事業 ：不動産賃貸、物品販売、ビルサービス、人材派遣等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の管理部門にか

かる費用であり、当連結会計年度は2,385百万円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での現金及び預金、管理部門に係

る資産等であり、当連結会計年度は7,755百万円であります。 
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当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 
広告業 
(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 

1,109,951 1,170 1,111,121 － 1,111,121

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

6 6,549 6,556 (6,556) －

計 1,109,957 7,720 1,117,678 (6,556) 1,111,121

営業費用 1,084,107 6,830 1,090,938 (4,526) 1,086,411

営業利益 25,850 889 26,739 (2,029) 24,710

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

 

資産 495,159 15,666 510,825 7,645 518,471

減価償却費 3,259 129 3,388 40 3,429

資本的支出 8,314 232 8,546 40 8,586

(注) １ 事業区分の方法 

  当社グループの経営の実態を具体的かつ適切に開示できるよう、本業である広告業及びその周辺領域事業と

その他の事業に区分しております。 

２ 各事業区分の主な内容 

広告業    ：新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、デジタルメディア等各種媒体における広告業務取り扱い及

び広告表現に関する企画、制作並びにマーケティング、PR等のサービス活動の一切 

その他の事業 ：不動産賃貸、物品販売、ビルサービス、人材派遣等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の管理部門にか

かる費用であり、当連結会計年度は2,079百万円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での現金及び預金、管理部門に係

る資産等であり、当連結会計年度は10,319百万円であります。 
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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16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

 
日本 

(百万円) 
海外 

(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 

1,060,533 28,990 1,089,524 － 1,089,524

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

538 6,882 7,420 (7,420) －

計 1,061,071 35,872 1,096,944 (7,420) 1,089,524

営業費用 1,036,703 35,568 1,072,271 (5,141) 1,067,130

営業利益 24,368 304 24,673 (2,279) 22,393

Ⅱ 資産 480,405 17,250 497,655 5,515 503,170

(注) １ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  海外：アメリカ、ドイツ、フランス、中国、韓国、タイ 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の管理部門にか

かる費用であり、当連結会計年度は2,385百万円であります。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での現金及び預金、管理部門に係

る資産等であり、当連結会計年度は7,755百万円であります。 

 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 
日本 

(百万円) 
海外 

(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 

1,075,916 35,205 1,111,121 － 1,111,121

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

477 4,241 4,718 (4,718) －

計 1,076,393 39,446 1,115,840 (4,718) 1,111,121

営業費用 1,050,093 39,067 1,089,161 (2,749) 1,086,411

営業利益 26,299 378 26,678 (1,968) 24,710

Ⅱ 資産 489,868 20,519 510,388 8,082 518,471

(注) １ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  海外：アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、韓国、タイ、オーストラリア 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の管理部門にか

かる費用であり、当連結会計年度は2,079百万円であります。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での現金及び預金、管理部門に係

る資産等であり、当連結会計年度は10,319百万円であります。 
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【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 29,440

Ⅱ 連結売上高(百万円) 1,089,524

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

2.7

(注) １ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  海外：アメリカ、ドイツ、フランス、中国、韓国、タイ 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 35,435

Ⅱ 連結売上高(百万円) 1,111,121

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

3.2

(注) １ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  海外：アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、中国、韓国、タイ、オーストラリア 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額                      4,815円70銭

 

１株当たり純資産額                      5,234円58銭

 

１株当たり当期純利益                      261円71銭

 

１株当たり当期純利益                      285円51銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 10,390 11,313

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円) 

 利益処分による役員賞与金 221 220

普通株主に帰属しない金額(百万円) 221 220

普通株式に係る当期純利益(百万円) 10,168 11,092

普通株式の期中平均株式数(千株) 38,855 38,852

 
 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績及び受注実績 

当社グループは、広範囲かつ多種多様にわたる広告業務サービスの提供を主たる事業としております。事業の

種類別セグメントごとの生産及び受注実績については、広告業務サービスの内容、構造、形式等が必ずしも一様

でないため、その金額あるいは数量を記載しておりません。 

  

(2) 販売実績 

前連結会計年度及び当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 

前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

広告業(百万円) 1,088,659 1,109,951

その他の事業(百万円) 864 1,170

合計 1,089,524 1,111,121

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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