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１．18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30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      
中間（当期） 

純  利  益 

    百万円    %     百万円     %     百万円     %    百万円     %

18年9月中間期 506,696 △2.5 7,268 △20.8 8,116 △15.1 3,629 △14.3

17年9月中間期 519,532   3.0 9,181  △6.4 9,562  △6.3 4,235 △14.5

(参考)18年3月期 1,111,121      24,710       25,782       11,313       

 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          

１株当たり中間 

（当期）純利益 

    円   銭     円   銭

18年9月中間期 93  43    －

17年9月中間期     109    01    －

(参考)18年3月期 285    51    －

(注) ①持分法投資損益     18年9月中間期     146百万円  17年9月中間期 △37百万円 

 18年3月期          86百万円 

②期中平均株式数（連結） 18年9月中間期  38,851,472株  17年9月中間期 38,852,958株 

 18年3月期   38,852,361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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

⑤潜在株式調整後1株当たり中間(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。 
        
(2) 連結財政状態 

 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

18年9月中間期 479,065  203,681  42.0  5,169  51 

17年9月中間期 482,734  192,477  39.9   4,954  08  

(参考)18年3月期 518,471 203,592 39.3  5,234   58  

(注) 期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期  38,851,455株  17年9月中間期 38,852,401株 

 18年3月期   38,851,517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 

同等物の期末残高 

    百万円     百万円     百万円     百万円

18年9月中間期 △19,061  △11,696  △1,859   47,208  

17年9月中間期   3,713  △4,997  △1,913   78,466  

(参考)18年3月期 27,533 △25,281 △4,690  79,522  

http://www.hakuhodody-holdings.co.jp/


 

（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   81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  18社 

 

 

（5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規） 5社  （除外）  2社   持分法（新規）  3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

通     期 1,111,000  26,500  12,000  

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 308円87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。上記予想に関する事項につきましては、添 

付資料をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 2 -



 

（添付資料） 

 

１． 企業集団の状況 

 

当社グループは、当社(持株会社)の他、事業会社して㈱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等、子会

社 94 社及び関連会社 31 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、㈱TBWA＼HAKUHODO、㈱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、㈱博報堂ケトル、㈱BrandXing 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 、上海大広貿促広告有限公司、大広(北京)広告有限公司、大広(広州)広告有限公司は中国において、Daiko Vietnam Co.,LTD.

はベトナム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。 

 

(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※1、㈱大広エキスパート※2、㈱読広スタッフサービス※1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※2、㈱大広エキスパート※2,、㈱博報堂アイ･オー※3が、不動産賃貸は㈱大広、㈱大広エキスパート※2、㈱

読売広告社、㈱読広企画が行っております。 

  
※1 ㈱博報堂キャプコは、平成18 年 10 月 1日、㈱読広スタッフサービスを吸収合併し、商号を㈱博報堂DYキャプコに変更しておりま

す。 

※2 ㈱博報堂サービスは、平成18 年 10 月 1日、㈱大広エキスパートを吸収合併し、商号を㈱博報堂DYトータルサポートに変更してお
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ります。 
※3 ㈱博報堂アイ･オーは、平成18年10月1日、商号を㈱博報堂DYアイ・オーに変更しております。 

 
 

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し、決定していく方針であります。 

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

績動向等に不測の事態が発生しない限り、同50円(注)を下限にする方針であります。 

(注) 現在の発行済み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、株価、株主数等を総合的に勘案した上で、１単元の株式数の見直し及び株式分割

等による株式投資単位の引下げを慎重に検討してまいります。 
  
(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 

 

(5) 会社の対処すべき課題及び中期的な経営戦略 

   今年度上半期（平成18年４－９月期）の国内広告市場は、景気の回復と企業業績の堅調さを背景に、期初、前年比プラス３％程度の

拡大が見込めると予測しておりましたが、中核をなすマスメディア広告費（新聞、雑誌、テレビ、ラジオ）、中でもテレビ広告に思

ったほどの力強さはなく、期初予測よりも若干弱含みで推移したものと思われます。 

この傾向は下半期についても継続し、総広告費は拡大するものの、マスメディア広告の先行きについては不透明感が払拭できない

のが現状です。 

これは、企業のマーケティング活動が、マスメディア広告のみならず、マスメディア以外の広告や広告周辺の領域へと拡がり、
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従来以上に多様化・複雑化してきている結果だと認識しております。 

   すなわち、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、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ものと考えられます。 

 当社グループではこうした変化に的確に対応し、マスメディア広告を中心とした「マス・マーケティング」サービス力の更なる強化

に取り組むと共に、「ワン・ツー・ワン・マーケティング」領域の機能拡充、サービス力強化に努め、両者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

課題に対応しております。 

 

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おります。 
 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おります。昨年 10 月に、広告とプロモーション領域における総合制

作事業会社として設立した株式会社博報堂プロダクツはその一環ですが、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、外部流出コストを収益化し、更なる収益性の向上に努めております。 
 
② クロスメディア・ソリューション力の強化 
 インターネットに代表されるデジタルメディアの台頭等メディア環境の大きな変化の中、広告主からは、高度かつ統合的なメディ

アプランニングを求める声が従来以上に高まっております。すなわち、４マスメディア（新聞、雑誌、テレビ、ラジオ）とＰＣイン

ターネットや携帯電話、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”と呼ばれる手法による広告

出稿計画の 適化が広告主のマーケティング課題解決にとって重要となっております。 
 当社グループでは、かねてより、広告主企業やその商品と生活者の接点を“タッチポイントＴＭ”と呼称し、強みであるクリエイ

ティブ力をベースに、あらゆるタッチポイントを統合的にデザインすることにより競合他社に対する競争優位を構築しております。 
 今後も、このような取り組みを積極的に展開し、広告主企業に対する課題解決力の継続的な向上を図ると共に、新興メディアの育

成やマスメディアの更なる付加価値向上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、更に、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）を設立し対応力を強化してお

ります。また、本年６月には、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 BrandXing（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、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社共同出資会社）を設立いたしました。今後、こうした戦略会社群の専門性を活用し当領域の競争力を高めてま

いります。 
 
④ 新たなコミュニケーション環境への対応力強化 
 インターネット技術の進化により、生活者がいつでもどこでもリッチな情報にアクセス可能な環境、すなわち、ユビキタスな環境

が急速に整備されつつあります。このような環境整備が進んだことを背景に、「検索」や「比較」等、より能動的な情報取得や、ブ

ログやＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）に代表される主体的な情報発信など、生活者の情報行動は大きく変化しつつあり

ます。また携帯電話を含めたインタラクティブなメディア上での購買行動、所謂“ｅコマース”も急拡大しています。一方、マスメ

ディアに目を転じると、地上波テレビ放送のデジタル化（所謂、“地デジ”）の全国展開や、本年４月にスタートした“ワンセグ放

送”など、既存メディアのデジタル化・インタラクティブ化も確実に進んでいます。また、ブロードバンドを活用した放送類似サー

ビスも多数立ち上がっています。今後、これらの変化は、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。 
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 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サービスを提供するため、積極的な体制強化に取り組んでおります。

まず、グループ横断で「博報堂ＤＹグループ ｉ-ビジネスセンター」を発足し、中核事業会社各社の対応力強化を図りました。また、

先端的なノウハウや技術の獲得を目的に外部との協働も積極的に進めております。具体的には、ネット専業広告会社 大手 株式会

社サイバーエージェントとの合弁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・エイチの設立、ＷＥＢインテグレ

ーション事業大手の株式会社アイ・エム・ジェイとの共同による企業サイト構築のトータルソリューション提供会社 株式会社博報

堂ネットプリズムの設立、更には、ＳＥＭ（サーチ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との資本・業務提携、

携帯（モバイル）ポータルサイト運営大手の株式会社ゼイヴェルグループのモバイルメディアレップ会社 株式会社Ｆ１メディアへ

の経営参加など、各領域の競争力を有する企業群とのアライアンスを具体化しております。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、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、積極的に展開しております。「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」は当社グループが継続的に対応している代表的コンテンツです。本年は、「FIBA2006 バスケットボール世界選

手権」の運営・放映権・マーケティング権事業に取り組み、成功裡に終了しております。今後も、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み収益拡大に努めてまいります。 

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。本年は、新たに広州市に TBWA＼博報

堂中国（広州天博広告有限公司）の設立をいたしました。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。この他にも、読売広告社と大広が、上海に合弁会社を 2007 年に設立の

予定です。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おります。 

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、本年 10 月に傘下機能会社の再編・統合を行い、基盤整備を完了いたしました。今後は、成果の早期具現化に努

めてまいります。 

 

 

（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 

当中間連結会計期間の日本経済は、引き続き「輸出→生産→設備投資」のサイクルに支えられて堅調に推移しており、景気回復

が続いております。 

しかしながら広告市場におきましては、広告主が広告費に対して慎重な姿勢を崩しておらず、景気回復ほどには拡大していない

状況にあります。このため、広告会社間の競争は一段と激しさを増しております。 

このような環境の下、当社グループは、中核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株式会社博報

堂DYメディアパートナーズを中心に、それぞれの特徴を生かした営業活動を行いましたが、売上高は5,066億96百万円（前年同期比

2.5％減少）、営業利益72億68百万円（同20.8％減少）、経常利益81億16百万円（同15.1％減少）と前年同期を下回る結果となりま

した。 

また、㈱ＴＢＷＡ＼ＨＡＫＵＨＯＤＯを会社分割（共同新設分割）にて設立した際に発生した持分変動利益等、特別利益を10億

79百万円、当社、㈱博報堂及び㈱博報堂DYメディアパートナーズが本社を赤坂へ移転することにともなう事務所設備早期償却等、特

別損失を24億26百万円、それぞれ計上した結果、中間純利益は36億29百万円（同14.3％減少）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、広告市場全体が伸び悩む中、マスメディアの扱いが全体的に低調で、得意先業種別には流通・小売業や飲料・嗜好

品向けの扱いが減少、前年の愛・地球博や選挙関連の影響もあり、売上高は5,059億51百万円（前年同期比2.5％減少）と、減収に

なりました。 

    営業利益につきましては、制作業務の内製化体制拡充などにより収益性向上に努めたものの、減収影響を補うには至らず、77億

99百万円（同18.5％減少）と、前年同期を下回る結果となりました。 

  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5,059億48百万円であります。 

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37億28百万円（前年同期比7.2％減少)）、営業利益４億15百万

円（同26.5％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７億48百万円であります。 

 

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4,916億27百万円（前年同期比2.3％減少）、営業利益82億15百万円（同18.3％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4,913億71百万円であります。 

② 海外 

海外においては、売上高178億90百万円（前年同期比1.4％増加）、営業損失39百万円（前年同期は47百万円の営業利益）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153億25百万円であります。 

 

 
（2）財政状態 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は期首より323億13百万円減少し、472億８百万円となりました。 

 

(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、税金等調整前中間純利益を67億69百万円を計上したものの、仕入債務の減少額（△

373億75百万円）が、売上債権の減少額（177億５百万円）を大きく上回ったことや法人税等の支払額（△76億89百万円）等に

より、190億61百万円の減少となりました。 
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(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（△101億93百万円）等の結果、116億96百万円の減

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、短期借入金の純増減額（△５億９百万円）、長期借入金の返済による支出（△３億

23百万円）、配当金の支払額（△11億61百万円）等の結果、18億59百万円の減少となりました。 

 

(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、本項目及び本文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、将来に関する事項は、当中間期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が、連結売上高全体に占める割合が非常に高いため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、商品の多様化、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
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告の取引慣行に影響を与える可能性があります。当社グ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、出資先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
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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。 

 

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。 

なお、グループ経営基盤の強化、資金運用の効率化、コスト面のシナジー効果追求のための施策を進めておりますが、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。 
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 (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。 

なお、この業績見通しは、平成18年11月2日に公表しました「平成19年3月期業績予想の修正に関するお知らせ」から変更はあ

りません。 

 

    
平成18年3月期 平成19年3月期 増減率 

 

期初予想 

    実績 見通し    (5月15日公表) 

 売 上 高  １兆1,111億円 １兆1,110億円  △0.0%  １兆1,400億円 

 営 業 利 益  247億円 255億円  3.2%  255億円 

 経 常 利 益  257億円 265億円  2.8%  265億円 

 当 期 純 利 益  113億円 120億円    6.1%  128億円 

        

 (オペレーティング・マージン)  15.8% 16.0%    15.9%

 (注) オペレーティング・マージン = 営業利益／売上総利益   

 
通期の連結業績予想につきまして、売上高は、マスマーケティングとワン・ツー・ワンマーケティングを連動させた統合マーケテ

ィングソリューションの提供を基本戦略として、積極的な営業活動を展開してまいりますが、広告市場全体の伸びが期初想定してい

た水準を下回ると思われることから、中間期で期初予想に対して下振れた分をすべてカバーし、かつ期初に想定していた下期の売上

高の伸びを達成することは難しいと思われ、上記の通りといたします。一方、利益面においては、売上総利益率の改善、販管費の一

層のコントロール等に努め、営業利益、経常利益は期初予想通りとしています。しかしながら、オフィス移転に関する特別損失等に

より、当期純利益を上記の通りといたします。 

 

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 

この文書に記載されている、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、当社が当中間期末現在入

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 法規制の改正に関するリスク 

 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 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） 
 ⑤ 市場構造変化を捉えた事業領域の拡充に関するリスク 
 ⑥ グローバルな事業展開に関するリスク 
 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。詳細については、上記「(3)事業等のリスク」の項をご

参照下さい。 
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４．中間連結財務諸表等 

(１) 中間連結財務諸表 

 ①中間連結貸借対照表 
（単位：百万円、％） 

  
前中間連結会計期間末 
(平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年9月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年3月31日) 

科 目 
注記 
番号 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金 ※2  81,049 51,835   84,134

２ 受取手形及び 
  売掛金    

※5  249,218 262,752   279,424

３ 有価証券 ※2  1,798 593   686

４ たな卸資産   16,502 11,866   8,697

５ その他   21,988 17,416   18,371

６ 貸倒引当金   △284 △232   △255

流動資産合計   370,273 76.7 344,232 71.9  391,059 75.4

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※1  18,373 3.8 15,959 3.3  18,201 3.5

２ 無形固定資産     

(1) のれん  - 1,868  - 

(2) 連結調整勘定  2,223 -  1,125 

(3) その他  8,997 11,220 2.3 7,616 9,484 2.0 8,516 9,641 1.9

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※2 36,624 56,264  55,102 

(2) その他  49,045 55,219  46,771 

(3) 貸倒引当金  △2,661 △2,095  △2,304 

(4) 投資損失引当金  △141 82,867 17.2 - 109,388 22.8 - 99,569 19.2

固定資産合計   112,461 23.3 134,833 28.1  127,412 24.6

資産合計   482,734 100.0 479,065 100.0  518,471 100.0
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（単位：百万円、％） 

  
前中間連結会計期間末 
(平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年9月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年3月31日) 

注記 
番号 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 科 目 構成比

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金 ※5  246,705 239,198   275,606

２ 短期借入金   6,375 4,681   5,216

３ 一年以内返済予定の 
  長期借入金 

  857 453   660

４ 賞与引当金   6,221 6,614   1,341

５ 債務保証損失引当金   50 50   50

６ 関係会社事業損失 
  引当金 

  - -   1

７ その他  23,293 19,308  24,527

流動負債合計  
 

283,502 58.7 270,307 56.4 
 

307,403 59.3

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金   423 -   116

２ 退職給付引当金   2,375 2,427   2,176

３ 役員退職慰労引当金   1,558 1,638   1,706

４ その他  767 1,012  1,534

固定負債合計  5,124 1.1 5,077 1.1 5,534

 

1.0

負債合計  

 

288,627 59.8 275,384 57.5 

 

312,938 60.3
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前中間連結会計期間末 
(平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年9月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年3月31日) 

科 目 
注記 
番号 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

(少数株主持分)     

少数株主持分   1,629 0.3 - -  1,941 0.4

     

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   10,000 2.1 - -  10,000 1.9

Ⅱ 資本剰余金   88,894 18.4 - -  88,894 17.2

Ⅲ 利益剰余金   89,363 18.5 - -  95,471 18.4

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

  4,294 0.9 - -  8,974 1.7

Ⅴ 為替換算調整勘定   △50 △0.0 - -  284 0.1

Ⅵ 自己株式   △24 △0.0 - -  △31 △0.0

資本合計   192,477 39.9 - -  203,592 39.3

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  482,734 100.0 - -  518,471 100.0

     

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   - - 10,000 2.1  - -

２ 資本剰余金   - - 88,894 18.5  - -

３ 利益剰余金   - - 97,809 20.4  - -

４ 自己株式   - - △32 △0.0  - -

   株主資本合計   - - 196,671 41.0  - -

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券評価 
差額金 

  - - 3,862 0.8  - -

２ 為替換算調整勘定   - - 309 0.1  - -

   評価・換算差額等 
合計 

  - - 4,171 0.9  - -

Ⅲ 少数株主持分   - - 2,837 0.6  - -

純資産合計   - - 203,681 42.5  - -

負債及び純資産合計   - - 479,065 100.0  - -
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②中間連結損益計算書 

                                               （単位：百万円、％） 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

科 目 
注記 
番号 

金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

Ⅰ 売上高   519,532 100.0 506,696 100.0  1,111,121 100.0

Ⅱ 売上原価  447,752 86.2 434,668 85.8 955,168 86.0

売上総利益  
 

71,779 13.8 72,028 14.2 
 

155,953 14.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１ 給与手当  25,281 26,485  51,090 

２ 退職給付費用  1,414 792  2,980 

３ 賞与引当金繰入額  5,818 6,238  1,338 

４ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 168 177  376 

５ のれん償却額  - 256  - 

６ 連結調整勘定償却額  197 -  590 

７ その他  29,718 62,598 12.0 30,809 64,760 12.8 74,866 131,242 11.8

営業利益   9,181 1.8 7,268 1.4  24,710 2.2

Ⅳ 営業外収益                       

１ 受取利息  97 171  193 

２ 受取配当金  206 463  405 

３ 仕入割引  75 -  164 

４ 持分法による投資利益  - 146  86 

５ その他  199 577 0.1 350 1,131 0.2 595 1,445 0.1

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  61 56  125 

２ 為替差損  - 68  63 

３ 投資事業組合損失  - 81  - 

４ 持分法による投資損失  37 -  - 

５ その他  98 196 0.1 76 282 0.0 184 373 0.0

経常利益   9,562 1.8 8,116 1.6  25,782 2.3
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                                                   （単位：百万円、％） 

前連結会計年度の 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

要約連結損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

科 目 
注記 
番号 

金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

Ⅵ 特別利益     

１ 固定資産売却益 ※1 87 3  90 

２ 投資有価証券売却益  9 3  110 

３ ゴルフ会員権売却益  2 27  4 

４ 持分変動利益  22 966  29 

５ 貸倒引当金戻入益  28 150 0.0 78 1,079 0.2 68 304 0.0

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産売却損 ※2 2 7  26 

２ 固定資産除却損 ※3 71 26  307 

３ 減損損失 ※4 238 29  689 

４ 投資有価証券売却損  - -  20 

５ 投資有価証券評価損  151 158  590 

６ 貸倒引当金繰入額  719 -  585 

７ 連結調整勘定償却額  - -  723 

８ 事務所移転費用  - -  353 

９ 事務所設備早期償却  - 2,188  - 

10 関係会社整理損  - 6  - 

11 その他 ※5,6 12 1,195 0.2 8 2,426 0.5 119 3,416 0.3

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  8,517 1.6 6,769 1.3  22,670 2.0

法人税、住民税 
及び事業税 

 5,748 5,792  10,880 

法人税等調整額  △1,471 4,276 0.8 △2,708 3,084 0.6 258 11,139 1.0

少数株主利益   5 0.0 55 0.0  217 0.0

中間(当期)純利益   4,235 0.8 3,629 0.7  11,313 1.0
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③中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）                （単位：百万円） 

  株主資本 評価・換算差額等 

その他 

有価証券

評価差額金
  資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主

持分 

 

純資産合

計 

 

平成18年3月31日残高 10,000 88,894 95,471 △31 194,334 8,974 284 9,258 1,941 205,533

当中間連結会計期間中の 

変動額 
    

剰余金の配当   △1,165 △1,165   △1,165

役員賞与   △220 △220   △220

中間純利益   3,629 3,629   3,629

連結子会社等の増加 

による増加 
  94 94   94

連結子会社等の減少 

による減少 
  △0 △0   △0

自己株式の取得   △0 △0   △0

株主資本以外の項目の

当中間連結会計期間中

の変動額(純額) 

  △5,111 25 △5,086 896 △4,189

当中間連結会計期間中の 

変動額合計 
  2,338 △0 2,337 △5,111 25 △5,086 896 △1,852

平成18年9月30日残高 10,000 88,894 97,809 △32 196,671 3,862 309 4,171 2,837 203,681
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④中間連結剰余金計算書  
（単位：百万円） 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31日) 

科 目 
注記 
番号 

金 額 金 額 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  88,894  88,894

Ⅱ 資本剰余金中間期末 
（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  86,448  86,448

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 中間(当期)純利益  4,235 11,313 

２ 連結子会社等の増加に 
  よる増加高 

 66 4,301 66 11,380

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  1,165 2,136 

２ 役員賞与  220 1,386 220 2,357

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
（期末）残高 

 89,363  95,471
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⑤中間連結キャッシュ・フロー計算書 

                                                （単位：百万円） 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成17年４月１日
  至 平成18年３月31日)

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日
  至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

注記
区 分 金 額 金 額 金 額 

番号

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

１ 税金等調整前中間(当期)純利益  8,517 6,769 22,670 

２ 減価償却費  1,508 3,958 3,429 

３ 減損損失  238 29 689 

４ のれん償却額  - 256 - 

５ 連結調整勘定償却額  197 - 1,314 

６ 賞与引当金の増減額  4,982 5,273 100 

７ 退職給付引当金の増減額  △749 91 △955 

８ 役員退職慰労引当金の増減額  △659 △68 △510 

９ 貸倒引当金の増減額  646 △237 237 

10 関係会社事業損失引当金の増減額  - - 1 

11 受取利息及び受取配当金  △303 △635 △598 

12 支払利息  61 56 125 

13 為替差損益  △15 △19 △44 

14 持分法による投資損益  37 △146 △86 

15 持分変動損益  △22 △966 △29 

16 投資有価証券売却損益  △9 △3 △90 

17 投資有価証券評価損  151 158 590 

18 関係会社株式評価損  - - 58 

19 固定資産売却損益  △85 3 △64 

20 固定資産除却損  63 20 276 

21 売上債権の増減額  32,265 17,705 2,704 

22 たな卸資産の増減額  △2,322 △3,049 5,603 

23 仕入債務の増減額  △30,415 △37,375 △2,013 

24 前払年金費用の増減額  677 △1,260 817 

25 その他  △6,580 △2,629 525 

小計  8,183 △12,066 34,751 

26 利息及び配当金の受取額  409 748 698 

27 利息の支払額  △44 △53 △122 

28 法人税等の支払額  △4,834 △7,689 △7,794 

営業活動によるキャッシュ・フロー  3,713 △19,061 27,533 
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                                                  （単位：百万円） 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日
  至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成17年４月１日
  至 平成18年３月31日)

  至 平成18年９月30日) 

区 分 
注記
番号

金 額 金 額 金 額 

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  △4,798 △1,377 △9,817 

２ 預金の払戻による収入  1,312 763 3,202 

３ 有価証券の取得による支出  △1,143 △1,334 △1,310 

４ 有価証券の売却による収入  5,460 1,125 6,751 

５ 有形固定資産の取得による支出  △886 △558 △1,922 

６ 有形固定資産の売却による収入  208 12 229 

７ 無形固定資産の取得による支出  △266 △935 △6,217 

８ 投資有価証券の取得による支出  △5,088 △10,193 △17,080 

９ 投資有価証券の売却による収入  79 61 934 

10 出資金の払込による支出  △206 △36 △560 

11 出資金の払戻による収入  2 0 3 

12  連結の範囲の変更を伴う子会社 
株式の取得による支出 

 △383 - △393 

13 短期貸付金の純増減額  145 751 151 

14 長期貸付けによる支出  △12 △22 △18 

15 長期貸付金の回収による収入  20 22 141 

16 債権信託受益権の純増減額  799 2,542 372 

17 その他  △240 △2,517 250 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,997 △11,696 △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  △2 △509 △1,279 

２ 長期借入れによる収入  - - 50 

３ 長期借入金の返済による支出  △703 △323 △1,256 

４ ファイナンス・リース債務の 
返済による支出 

 △16 △14 △31 

５ 自己株式の取得による支出  △11 △0 △18 

６ 配当金の支払額  △1,149 △1,161 △2,118 

７ 少数株主への配当金の支払額  △43 △46 △50 

８ 少数株主への株式の発行による収入  15 196 15 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,913 △1,859 △4,690 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  86 78 373 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △3,110 △32,539 △2,064 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  81,398 79,522 81,398 

Ⅶ 連結子会社増加による現金及び 
 200 225 200 

  現金同等物の増加額 

Ⅷ 連結子会社減少による現金及び 
 △22 △1 △11 

  現金同等物の減少額 

Ⅸ 会社分割による現金及び現金同等物 
 - 2 - 

  の増加額 
Ⅹ 現金及び現金同等物の 

※1
中間期末（期末）残高 

78,466 47,208 79,522 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

  78社 

  (主要な連結子会社名) 

   ㈱博報堂 

   ㈱大広 

   ㈱読売広告社 

   ㈱博報堂DYメディアパー

トナーズ 

な お 、 Hakuhodo G1 

(Thailand) Co., Ltd.は

新規設立のため、㈱博報

堂アイ・スタジオは重要

性が増加したため、当中

間連結会計期間より連結

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、当中間連結会計

期間末より連結子会社と

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。）   

㈱ワイエスアールは会社

清算のため、㈱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、当中間

連結会計期間より連結範囲

から除いております。 

 

(1) 連結子会社の数 

  81社 

  (主要な連結子会社名) 

   ㈱博報堂 

   ㈱大広 

   ㈱読売広告社 

   ㈱博報堂DYメディアパー

トナーズ 

な お 、 ㈱ TBWA ＼

HAKUHODOは会社分割（共

同新設分割）のため、㈱

博 報 堂 ケ ト ル 、 ㈱

BrandXing、大広（広州）

広告有限公司は新規設立

のため、㈱博報堂アイ・

オーは重要性が増加した

ため、当中間連結会計期

間より連結の範囲に含め

ております。 

㈱博報堂イン・プログ

レ ス 、 Hakuhodo G1 

(Thailand) Co., Ltd.は会

社清算のため、当中間連結

会計期間より連結範囲から

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） 

㈱博報堂 

㈱大広 

㈱読売広告社 

㈱博報堂DYメディアパ

ートナーズ 

な お 、 Hakuhodo G1 

(Thailand) Co., Ltd.、

㈱D&Iパートナーズ、

Daiko Vietnam Co.,LTD、

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

要性が増加したため、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、㈱ワ

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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 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、中間純損

益及び利益剰余金(持分に見

合う額)等は、いずれも中間

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 

Hakuhodo Malaysia  

Sdn. Bhd. 

Hakuhodo (Singapore)  

Pte. Ltd.  

    ㈱ダビック 

 

 

(連結の範囲から除いた理由) 

同左 

(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 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 

(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 

  16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 Advertisi

ng, LLC、Damm Agentur fur 

Marketing und Kommunikati

on GmbH 、 Group Nexus/H 

Ltd.、Percept/H Pvt.Ltd.､

McCaffery, Ratner,  

Gottlieb & Lane, LLC、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

め当中間連結会計期間より

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  

(2) 持分法を適用した関連会

社数 

  18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、㈱

シーエー・エイチ、㈱エビデ

ンスラボ、㈱広告ＥＤＩセン

ター、㈱Ｆ１メディア、㈲ペ

コラインク、㈱mediba、

Mendelsohn|Zien Advertisi 

ng, LLC、Damm Agentur fur 

Marketing und Kommunikati 

on 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 

なお、㈱Ｆ１メディアは株

式取得のため、㈱シーエー・

エイチ、㈱エビデンスラボは

新規設立のため、当中間連結

会計期間より持分法の適用対

象としております。 

(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 Advertisi

ng, LLC、Damm Agentur fur 

Marketing und Kommunikati

on 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 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 Holdings Ltd. 、 The Oven 

Ltd.は当中間連結会計期間

末に連結子会社となったた

め、当中間連結会計期間末

より持分法の適用範囲から

除いております。 

 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

ぞれ中間純損益及び利益剰

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

の適用から除外しておりま

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 

Hakuhodo Malaysia  

Sdn. Bhd. 

Hakuhodo(Singapore) 

Pte. Ltd. 

  

 

(持分法を適用しない理由) 

同左 

(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

の適用から除外しておりま

す。 

 (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)

(4)    ――――― (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 

   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(旧日本体育・学校健康セ

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。 

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(旧日本体育・学校健康セ

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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (5) 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、中

間決算日が異なる会社につ

いては、当該会社の中間会

計期間に係る中間財務諸表

を使用しております。 

  在外持分法適用会社の中間

決算日は６月30日でありま

すので平成17年１月１日か

ら平成17年６月30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

㈱の中間決算日は５月31日

でありますので平成16年12

月１日から平成17年５月31

日までの中間財務諸表を使

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、中

間決算日が異なる会社につ

いては、当該会社の中間会

計期間に係る中間財務諸表

を使用しております。 

  在外持分法適用会社の中間

決算日は６月30日でありま

すので平成18年１月１日か

ら平成18年６月30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

㈱の中間決算日は５月31日

でありますので平成17年12

月１日から平成18年５月31

日までの中間財務諸表を使

用しております。 

    ㈱エビデンスラボの中間決

算日は12月31日であります

ので平成18年１月１日から

平成18年６月30日までの仮

決算数値を使用しておりま

す。 

  ㈱シーエー・エイチの中間

決算日は３月31日でありま

すので平成18年４月１日か

ら平成18年９月30日までの

仮決算数値を使用しており

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。 

３ 連結子会社の中間決

算日（決算日）等

に関する事項 

 連結子会社の中間決算日は在

外連結子会社を除き、中間連結

決算日と一致しております。 

 在外連結子会社の中間決算日

は６月30日でありますので、平

成17年１月１日から平成17年６

月30日までの中間財務諸表を使

用しております。 

 なお、中間決算日の翌日から

中間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。 

 連結子会社の中間決算日は在

外連結子会社を除き、中間連結

決算日と一致しております。 

 在外連結子会社の中間決算日

は６月30日でありますので、平

成18年１月１日から平成18年６

月30日までの中間財務諸表を使

用しております。 

 なお、中間決算日の翌日から

中間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。 

 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。  
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 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 

 ⅱ その他有価証券 

  ａ 時価のあるもの 

    中間決算日の市場価格

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) 

 

  ｂ 時価のないもの 

    移動平均法による原価

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 

    中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定) 

  ｂ 時価のないもの 

同左 

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) 

 

  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 

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 

③ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

同左 

 (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 

  中間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 ① 有形固定資産 

同左   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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   （追加情報） 

  当社及び㈱博報堂、㈱博報

堂DYメディアパートナーズ

が本社移転を決定したこと

にともない、当中間連結会

計期間において、処分予定

資産の耐用年数を残存利用

期間まで短縮いたしまし

た。 

この結果、減価償却費は

22百万円減少し、営業利益

及び経常利益は同額増加し

ております。また、特別損

失に事務所設備早期償却

2,188百万円計上しており、

税金等調整前中間純利益は

2,165百万円減少しておりま

す。 

なお、セグメント情報に

与える影響は、（セグメン

ト情報）に記載しておりま

す。 

 

 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 

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 

 

 

 ⅰ 一般債権 

同左 

 

 ⅱ 貸倒懸念債権及び破産更

生債権 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

 

 

 ⅰ 一般債権 

同左 

 

 ⅱ 貸倒懸念債権及び破産更

生債権 

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中間連

結会計期間に見合う額を計

上しております。 

② 賞与引当金 

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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 ③ 役員賞与引当金 

――――― 

③ 役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、当連

結会計年度における支給見

込額に基づき、当中間連結

会計期間に見合う額を計上

しております。 

  （会計方針の変更） 

 当中間連結会計期間より

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基

準第4号）を適用しておりま

す。 

 なお、当中間連結会計年度

において、損益に与える影響

はありません。 

③ 役員賞与引当金 

――――― 

 ④ 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、

当中間連結会計期間末に発

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。 

④ 退職給付引当金 

同左 

④ 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。 

 ⑤ 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。 

⑤ 投資損失引当金 

――――― 

⑤ 投資損失引当金 

――――― 

 ⑥ 関係会社事業損失引当金 

――――― 

⑥ 関係会社事業損失引当金 

――――― 

⑥ 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。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 ⑦ 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

に基づく中間期末要支給額

を計上しております。 

⑦ 役員退職慰労引当金 

同左 

⑦ 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。 

 ⑧ 債務保証損失引当金 

 保証債務に係る損失に備

えるため、当中間連結会計

期間における損失発生見込

額を計上しております。 

⑧ 債務保証損失引当金 

同左 

⑧ 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。 

 (4) 重要なリース取引

の処理方法 

 中間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  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。 

 (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 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 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 

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 

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 

④ ヘッジ有効性の評価方法 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (6) その他中間連結財

務諸表(連結財務

諸表)作成のため

の重要な事項 

(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。 

 なお、未払消費税等（流動負

債の「その他」に含めて表示）

は仮受消費税から仮払消費税を

控除した金額としております。

(中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額の計算

方法) 

 中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額は当期

において予定している利益処分

による特別償却準備金の取崩し

を前提として、当中間連結会計

期間に係る金額を計算しており

ます。 

(消費税等の会計処理) 

同左 

 

 

 

 

 

 

(中間連結会計期間に係る納付

税額及び法人税等調整額の計算

方法) 

同左 

 

 

 

 

 

(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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(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 同左 
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 会計処理の変更 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間から「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中間純利益が

238百万円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改

正後の中間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。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

（自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準等の一部改正） 

 当中間連結会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９

日企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）並びに改正後の「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 終改正

平成18年８月11日 企業会計基準第１

号）及び「自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 終改正 平成18年

８月11日 企業会計基準適用指針第２

号）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額

は、200,843百万円であります。 

なお、当中間連結会計期間における中

間連結貸借対照表の純資産の部について

は、中間連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の中間連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

（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。 

 （企業結合に係る会計基準等） 

当中間連結会計期間から「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会 平成

15年10月31日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準第7号）並

びに「企業結合会計基準及び事業分離会

計基準に関する適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用しておりま

す。 
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表示方法の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間において、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、当中間連結会計期間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、前中間連結会計期間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5,109百万円であります。 

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として掲

記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん」と

表示しております。 

 

 （中間連結損益計算書） 

1. 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当中間連結会計期間から、「の

れん償却額」として表示しております。 

 2. 前中間連結会計期間において区分掲記しておりました、

「仕入割引」は、当中間連結会計期間において、営業外収益

の100分の10以下であるため、「その他」含めて記載してお

ります。 

  なお、当中間連結会計期間の「仕入割引」は92百万円であ

ります。 

 3. 前中間連結会計期間において営業外費用の「その他」に含

めておりました「為替差損」は営業外費用の100分の10を超

えたため、当中間連結会計期間より区分掲記することといた

しました。 

   なお、前中間連結会計期間の「為替差損」は0百万円であり

ます。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

   前中間連結会計期間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、当中間連結会計期間より区分掲記することといた

しました。 

 なお、前中間連結会計期間の「長期貸付けによる支出」は 

△87百万円、「長期貸付金の回収による収入」は122百万円で

あります。 

前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」とし

て区分掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「の

れん償却額」として表示しております。 
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注記事項 
(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

13,771百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

16,025百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

13,359百万円

※２ 担保資産及び担保付債務 

   定期預金1,053百万円及び有価証

券３百万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。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   定期預金1,239百万円及び有価証券

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。 

※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995百万円あります。 

  (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) 24百万円

comON21 Co., Ltd. 
(KRW  6,600,000千) 720百万円

上海広告有限公司 
(CNY  3,099千) 43百万円

Media Intelligence  
Co., Ltd. 
(THB  30,000千) 80百万円

Yonhap TV News 
(KRW  45,000千) 4百万円

Hakuhodo Percept Pvt. Ltd. 
(INR  19,637千) 50百万円

合計 924百万円
 

 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806百万円あります。 

  (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)  26百万円

comON21 Co., Ltd. 
(KRW  2,000,000千)  249百万円

上海広告有限公司 
(CNY  2,500千)  37百万円

Media Intelligence  
Co., Ltd. 
(THB  30,000千)  90百万円

Yonhap TV News 
(KRW  45,000千)  5百万円

Hakuhodo Percept Pvt. Ltd. 
(INR  61,775千)   159百万円

合計 568百万円
 

 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)  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 6百万円
 

 ４ 受取手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 6百万円

受取手形裏書譲渡高 36百万円
 

 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      ――――― ※５ 期末日満期手形 

中間連結会計期間末日の満期手形

の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。 

      なお、当中間会計期間末日は金融

機関の休業日であったため、次の満

期手形が中間連結会計期間末日の残

高に含まれております。 

受取手形 2,176百万円

支払手形 2,579百万円
 

※５      ――――― 
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(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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。 

   有形固定資産 

建物及び構築物 43百万円

土地 38百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 4百万円

計 87百万円
 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとお

りであります。 

   有形固定資産 

土地 2百万円

車両運搬具 1百万円

工具器具備品 0百万円

計 3百万円
 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとお

りであります。 

   有形固定資産 

建物及び構築物 43百万円

土地 41百万円

車両運搬具 0百万円

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訳は次のとお

りであります。 

   有形固定資産 

建物及び構築物 0百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 1百万円

計 2百万円
 

※２ 固定資産売却損の内訳は次のとお

りであります。 

   有形固定資産 

建物及び構築物 2百万円

土地 3百万円

工具器具備品 0百万円

計 7百万円
 

※２ 固定資産売却損の内訳は次のとお

りであります。 

   有形固定資産 

建物及び構築物 21百万円

車両運搬具 0百万円

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。 

   有形固定資産 

建物及び構築物 50百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 9百万円

   無形固定資産 

ソフトウェア 10百万円

計 71百万円
 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとお

りであります。 

   有形固定資産 

建物及び構築物 11百万円

工具器具備品 7百万円

その他 7百万円

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。 

   有形固定資産 

建物及び構築物 235百万円

機械装置 3百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 56百万円

   無形固定資産 

ソフトウェア 11百万円

計 307百万円
 

※４ 減損損失 

  当中間連結会計期間において、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34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（238百万円）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６件 

土地及び建物 47百万円 

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 

 
 

※４ 減損損失 

  当中間連結会計期間において、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３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（29百万円）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 

賃貸用施設

 

計１件 

土地及び建物 27百万円

そ

の

他 

遊休地 

 

計２件 

土地   2百万円

 

※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 

土地、建物 

計23件 

及びその他 

 158百万円
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（地域ごとの減損金額の内訳） 

首都圏  47百万円 

（土地0百万円、建物47百万円） 

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  238百万円 

（土地21百万円、建物205百万
円、その他11百万円） 

（地域ごとの減損金額の内訳） 

首都圏 27百万円 

（土地17百万円、建物9百万円） 

その他  2百万円 
（土地2百万円） 

計  29百万円 
（土地20百万円、建物9百万円） 

 

 

（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、借地権及び建物については､ 

主として固定資産税評価額を基礎に評

価しております。 

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、借地権及び建物については､

主として固定資産税評価額を基礎に評

価しております。 

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、借地権及び建物については､

主として固定資産税評価額を基礎に評

価しております。 

※５ 特別損失「その他」の内容 

ゴルフ会員権評価損 5百万円

ゴルフ会員権売却損 5百万円

出資金評価損 1百万円

計 12百万円
 

※５ 特別損失「その他」の内容 

ゴルフ会員権評価損 5百万円

ゴルフ会員権売却損 3百万円

計 8百万円
 

※５ 特別損失「その他」の内容 

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４百万円が含まれており

ます。 

※６ ゴルフ会員権評価損には、貸倒引

当金繰入額１百万円が含まれており

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。 
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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中間期末残

高と中間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 81,049百万円

有価証券 1,798百万円

計 82,848百万円

 

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 3,169百万円

MMF、FFF及び 
公社債投信以外の 
有価証券 1,212百万円 
現金及び 
現金同等物 78,466百万円

  

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間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 51,835百万円

有価証券 593百万円

計 52,428百万円

 

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金 4,914百万円

MMF、FFF及び 
公社債投信以外の
有価証券 305百万円 
現金及び 
現金同等物 47,208百万円

  

※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

  

 
 
  （中間連結株主資本等変動計算書関係） 
 
 当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当中間連結会計期間 
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 
減少株式数（株） 

当中間連結会計 
期間末株式数（株） 

発行済株式数     

 普通株式 38,855,810       －      － 38,855,810 

  合計 38,855,810       －      － 38,855,810 

自己株式     

普通株式   4,293 62      －     4,355 

合計   4,293      62      －     4,355 

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加62株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 
２．新株予約権等に関する事項 
 
  該当事項はありません。 
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３．配当に関する事項 
 

(1) 配当金支払額 
    
   平成18年６月29日の定時株主総会において次の通り決議しております。 
 

・普通株式の配当に関する事項 
 
   ① 配当金の総額           1,165百万円（※） 
   ② １株当たり配当金                      30円 
   ③ 基準日                   平成18年３月31日 
   ④ 効力発生日          平成18年６月30日 
   ※ 上記の他、平成17年12月９日に971百万円(１株当たり25円)の中間配当を実施しております。 
 
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 
 
   平成18年11月15日開催当社取締役会において、次の通り決議しております。 

  
・普通株式の配当に関する事項 

 
   ① 配当の総額           1,165百万円 
   ② 配当の原資                  利益剰余金 
      ③ １株当たり配当金           30円 
   ④ 基準日          平成18年９月30日 
   ⑤ 効力発生日         平成18年12月８日 
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 (リース取引関係) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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中間期末残

高相当額 

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中間期末残

高相当額 

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) 

中間期末 
残高 
相当額 
(百万円) 

有形固定 
資産 
(建物及
び 構 築
物) 

 

58 

 

38 

 

20 

(車両運
搬具) 

94 50 44 

(工具器
具備品) 

3,886 2,032 1,854 

無形固定 
資産 
(ソフト 
ウェア) 

 

1,075 

 

522 

 

553 

合計 5,115 2,644 2,471 
 

 
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期末
残高 
相当額
(百万円)

有形固定 
資産 
(建物及
び 構 築
物) 

58 45 13

(車両運
搬具) 

82 51 30

(工具器
具備品)

3,897 2,034 1,863

無形固定 
資産 
(ソフト
ウェア)

1,086 618 468

合計 5,125 2,749 2,375
 

 
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)

有形固定 
資産 
(建物及
び 構 築
物) 

 

58 41 16

(車両運
搬具) 

97 58 39

(工具器
具備品)

4,070 2,167 1,902

無形固定 
資産 
(ソフト
ウェア)

 

1,021 503 518

合計 5,248 2,771 2,477
 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 1,009百万円

１年超 1,680百万円

合計 2,689百万円
 

 (2) 未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年内 975百万円

１年超 1,533百万円

合計 2,509百万円
 

(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 641百万円

減価償却費相当額 578百万円

支払利息相当額 37百万円
 

 (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 615百万円

減価償却費相当額 552百万円

支払利息相当額 33百万円
 

 (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。 

 (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 

同左 

 (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 

同左 

  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利息相当額の算定方法 

同左 

  ②利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

  (借主側) 

１年内 124百万円

１年超 88百万円

合計 213百万円
 

２ オペレーティング・リース取引 

  (借主側) 

１年内 139百万円

１年超 290百万円

合計 429百万円
 

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) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 
中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

① 債券 13 13 0

計 13 13 0

区分 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(2) その他有価証券 

① 株式 13,692 20,699 7,006

② 債券 21 22 0

③ その他 1,707 1,870 162

計 15,422 22,591 7,169

(注) その他有価証券で時価のある株式について43百万円減損処理をおこなっております。 

 
 
２ 時価評価されていない有価証券 

(1) その他有価証券 

 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

① 非上場株式 6,983

② マネー・マネジメント・ファンド 124

③ その他 1,858

合計 8,965
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当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 
中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

① 債券 3,397 3,410 12

計 3,397 3,410 12

区分 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

(2) その他有価証券 

① 株式 27,507 33,712 6,205

② 債券 151 151 0

③ その他 2,836 3,062 226

計 30,494 36,926 6,431

 
２ 時価評価されていない有価証券 

 

 

区分 
中間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

計 600

区分 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

(2) その他有価証券 

① 非上場株式 8,123

② その他 565

計 8,688
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前連結会計年度(平成18年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

① 債券 13 13 0

計 13 13 0

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(2) その他有価証券 

① 株式 24,213 38,995 14,782

② 債券 20 21 0

③ その他 1,707 1,967 260

計 25,941 40,983 15,042

 
２ 時価評価されていない有価証券 

 

区分 
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

計 600

(2) その他有価証券 

① 非上場株式 6,303

② その他 1,228

計 7,532
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(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30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。 

 
当中間連結会計期間末(平成18年９月30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。 

 
前連結会計年度(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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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30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) 

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

518,884 647 519,532 － 519,532

(2) セグメント間の内部 
10 3,370 3,381 (3,381) －

売上高又は振替高 

計 518,895 4,017 522,913 (3,381) 519,532

営業費用 509,326 3,452 512,778 (2,427) 510,351

営業利益 9,569 565 10,134 (953) 9,181

(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、当中間連結会計期間は986百万円であります。 

 
当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30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) 

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

505,948 748 506,696 - 506,696

(2) セグメント間の内部 
3 2,980 2,983 (2,983) -

売上高又は振替高 

計 505,951 3,728 509,680 (2,983) 506,696

営業費用 498,152 3,313 501,465 (2,036) 499,428

営業利益 7,799 415 8,215 (946) 7,268

(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、当中間連結会計期間は956百万円であります。 

（追加情報） 

当社及び㈱博報堂、㈱博報堂DYメディアパートナーズが本社移転を決定したことにともない、当中間連結会計期間において、処分予定

資産の耐用年数を残存利用期間まで短縮いたしました。 

この結果、広告業において、営業費用が22百万円減少し、営業利益及び経常利益は同額増加しております。 
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前連結会計年度(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) 

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 
6 6,549 6,556 (6,556) -

売上高又は振替高 

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

(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。 
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【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 

 
日本 

(百万円) 
海外 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

計(百万円) 

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

502,885 16,646 519,532 － 519,532

(2) セグメント間の内部 
219 994 1,213 (1,213) －

売上高又は振替高 

計 503,104 17,641 520,745 (1,213) 519,532

営業費用 493,048 17,593 510,642 (290) 510,351

営業利益 10,056 47 10,103 (922) 9,181

(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、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、当中間連結会計期間は986百万円であります。 

 
当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

 
日本 

(百万円) 
海外 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

計(百万円) 

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

491,371 15,325 506,696 - 506,696

(2) セグメント間の内部 
256 2,565 2,821 (2,821) -

売上高又は振替高 

計 491,627 17,890 509,518 (2,821) 506,696

営業費用 483,412 17,930 501,343 (1,914) 499,428

営業利益 8,215 △39 8,175 (907) 7,268

(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、ベトナム、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、当中間連結会計期間は956百万円であります。 

 
（追加情報） 
当社及び㈱博報堂、㈱博報堂DYメディアパートナーズが本社移転を決定したことにともない、当中間連結会計期間において、 

処分予定資産の耐用年数を残存利用期間まで短縮いたしました。 
この結果、日本において、営業費用が22百万円減少し、営業利益及び経常利益は同額増加しております。 
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前連結会計年度(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) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

計(百万円) 

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 
477 4,241 4,718 (4,718) -

売上高又は振替高 

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

(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。 
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【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 

Ⅰ 海外売上高                 (百万円) 16,971

Ⅱ 連結売上高                 (百万円) 519,532

Ⅲ 連結売上高に占める 
3.3

海外売上高の割合            (％) 

(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、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。 

 
当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

Ⅰ 海外売上高                 (百万円) 15,963

Ⅱ 連結売上高                 (百万円) 506,696

Ⅲ 連結売上高に占める 
3.2

海外売上高の割合            (％) 

(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、ベトナム、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。 

 
前連結会計年度(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 
3.2

海外売上高の割合            (％) 

(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。 
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（企業結合関係） 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

――――― （㈱TBWA＼HAKUHODO設立に関するパーチェス法の適用） 

当社の連結子会社である㈱博報堂ジーワンは、クライアント

へのサービス高度化及び間接業務の効率化を図り、同社の全事

業と㈱ティービーダブリューエー・ジャパンの一部事業を分

割、統合し、㈱TBWA＼HAKUHODOを新規設立しました。当該企業

結合について、以下の通りパーチェス法を適用しております。 

① 相手企業の名称 

㈱ティービーダブリューエー・ジャパン 

② 取得した事業の内容 

広告業 

③ 企業結合日 

平成18年8月1日 

④ 企業結合の法的形式 

会社分割（共同新設分割） 

⑤ 結合後企業の名称 

㈱TBWA＼HAKUHODO 

⑥ 取得した議決権比率 

60％ 

⑦ 中間連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期

間 

平成18年8月1日から平成18年9月30日 

⑧ 取得した事業の取得原価及びその内訳 

960百万円 

結合後企業が設立時に相手先に対して割り当てた普通株

式400株の評価額であります。なお、㈱博報堂ジーワンと㈱

ティービーダブリューエー・ジャパンに対する割当比率は

6：4であり、比率および割当株式の評価額は、第三者の算

定した分割事業の価値に基づいております。 

⑨ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

（のれんの金額）1,000百万円 

（発生原因）取得原価の算定において取得事業の第三者

評価額を使用した結果、取得原価と取得資産・負債に差

額が発生したため。 

（償却方法及び償却期間）5年間均等償却 

⑩ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並び

にその主な内訳 

流動資産   1,600百万円 

固定資産     93百万円 

 資産合計  1,693百万円 

流動負債    935百万円 

固定負債    157百万円 

 負債合計  1,093百万円 

(注)⑨にて記載した、のれん計上前の数値であります。 
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(１株当たり情報) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 4,954円08銭
 

１株当たり純資産額 5,169円51銭
 

１株当たり純資産額 5,234円58銭
 

１株当たり中間純利益 109円01銭
 

１株当たり中間純利益 93円43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株当たり中

間純利益については、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株当たり中

間純利益については、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株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間連結損益計算書上の 
中間(当期)純利益 (百万円) 

4,235 3,269 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 ― ― 220

普通株主に帰属しない金額
(百万円) 

― ― 220

普通株式に係る中間(当期) 
純利益            (百万円) 

4,235 3,269 11,092

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

38,852 38,851 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 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前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 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

広告業       (百万円) 518,884 505,948 1,109,951

その他の事業    (百万円) 647 748 1,170

合計 1,111,121519,532 506,696

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 

 

 

【その他】 

該当事項はありません。 
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