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平成 19 年 3 月期  第 3 四半期財務・業績の概況（連結） 

 
  平成 19 年 2 月 9 日 

上場会社名  株式会社 博報堂ＤＹホールディングス (コード番号： 2433 東証第 1部)

 (URL   http://www.hakuhodody-holdings.co.jp/ ）   

代  表  者  役職名  代表取締役社長      戸田 裕一  

問合せ先責任者  役職名   ＩＲ室長            清水 瞬一 TEL：（03）6218－9033

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
  
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 有 

（内容） 

連結子会社の増加 6 社、持分法適用関連会社の増加 4 社、連結子会社の減少 5 社 

 

２．平成 19 年 3 月期第 3四半期財務・業績の概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日） 
 
(1) 経営成績（連結）の進捗状況                        （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 

純 利 益       

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

平成 19 年 3 月期第 3四半期   787,654 △1.7 15,842 △5.0 17,155 △1.2 8,960 △0.7 

平成 18 年 3 月期第 3四半期 801,260   2.4 16,684 △6.0 17,364 △5.0 9,024 △6.4 

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

 

 
１株当たり四半期

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

    円   銭     円   銭

平成 19 年 3 月期第 3四半期     230  62 －  －

平成 18 年 3 月期第 3四半期     232  27 －  －

(参考)平成 18 年 3 月期 285    51 －  －

(注) ①潜在株式調整後 1株当たり四半期(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため表示しておりません。 
   ②売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益におけるパーセント表示は、対前年同期増減率 
     

 

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等] 

第 3 四半期における当社連結業績は、売上高 7,876 億 54 百万円（前年同期比 1.7%減少）、営業利益 158 億 42 百

万円（同 5.0％減少）、経常利益 171 億 55 百万円（同 1.2％減少）、四半期純利益 89 億 60 百万円（同 0.7％減

少）と前年同期比減収減益となりました。 

マスメディアの扱いが伸び悩み、中間期同様減収となりましたが、営業利益、経常利益、当期純利益ともに中間

期と比較して前年同期比の落ち込み幅を圧縮しており、売上総利益率、オペレーティング・マージン（営業利益/

売上総利益）ともに改善、2006 年 10 月以降徐々に回復の兆しがみられます。 

 なお、特別損益項目としましては、㈱TBWA＼HAKUHODO 設立に伴う持分変動利益等、特別利益を 11 億円、赤坂移

転に伴う事務所設備早期償却等、特別損失を 28 億 30 百万円計上いたしました。 
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（2）財政状態（連結）の変動状況 
 

 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

 平成 19 年 3 月期第 3 四半期       502,267 209,712 41.1 5,318  90 

 平成 18 年 3 月期第 3 四半期 505,715 200,428 39.6 5,158  80 

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

（注）平成 18 年 3 月期第 3四半期および平成 18 年 3 月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を 

「純資産」の欄に、「１株当たり株主資本」を「１株当たり純資産」の欄に記載しております。 

 

【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

平成 19 年 3 月期第 3四半期 △16,705 △13,110 △3,875  46,249 

平成 18 年 3 月期第 3四半期 12,363 △17,503 △3,221  73,354  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[参  考] 

 

平成 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 

(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、税金等調整前四半期純利益を154億26百万円計上したものの、仕入債務の

減少による支出や法人税等の支払額等により、167億5百万円の減少となりました。 
 (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等の結果、131億10百万円の減少となりま

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、長期借入金の返済による支出、配当金の支払額等

の結果、38億75百万円の減少となりました。 
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 [添付資料] 
 
(注)  当四半期、前四半期、平成 18 年 3 月期（参考）とも、原則、改正後の連結財務諸表規則に基づき作成し

ております。連結貸借対照表における純資産の部の表示につきましては、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準（平成 17 年 12 月 9 日企業会計基準委員会）」に基づいております。 

       なお、前四半期及び平成 18 年 3 月期につきましても、同基準に基づき組替しております。 

    
 

１．（要約）四半期連結貸借対照表  

（単位：百万円、％） 

  
前四半期 

(平成18年3月期 
 第3四半期末） 

当四半期 
(平成19年3月期 
 第3四半期末） 

（参考） 
平成18年3月期 

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  78,631 51,237   84,134

２ 受取手形及び 
売掛金 

※5  268,967 282,625   279,424

３ 有価証券 ※2  636 578   686

４ たな卸資産   17,457 13,503   8,697

５ その他   20,157 17,951   18,371

６ 貸倒引当金   △295 △244   △255

流動資産合計   385,554 76.2 365,651 72.8  391,059 75.4

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※1  18,461 3.7 15,669 3.1  18,201 3.5

２ 無形固定資産     

(1) のれん  2,031 1,535  1,125 

(2) その他  8,670 10,701 2.1 7,209 8,745 1.8 8,516 9,641 1.9

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※2 50,803 59,582  55,102 

(2) その他  42,907 54,769  46,771 

(3) 貸倒引当金  △2,572 △2,151  △2,304 

(4) 投資損失引当金  △141 90,997 18.0 - 112,200 22.3 - 99,569 19.2

固定資産合計   120,161 23.8 136,615 27.2  127,412 24.6

資産合計   505,715 100.0 502,267 100.0  518,471 100.0
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（単位：百万円、％） 

  
前四半期 

(平成18年3月期 
 第3四半期末） 

当四半期 
(平成19年3月期 
 第3四半期末） 

（参考） 
平成18年3月期 

科 目 
注記 
番号 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金  ※5  263,235 255,422   275,606

２ 短期借入金   6,453 3,706   5,216

３ 一年以内返済予定の
長期借入金 

  645 290   660

４ 賞与引当金   8,431 9,346   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 

  14 -   1

７ その他  20,011 18,896  24,527

流動負債合計  

 
 298,841 59.1 287,712 57.3 

 
307,403 59.3

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金   268 -   116

２ 退職給付引当金   2,063 2,196   2,176

３ 役員退職慰労引当金   1,627 1,719   1,706

４ その他  788 927  1,534

固定負債合計  4,748 0.9 4,842 0.9 5,534 1.0

負債合計  

 
 

303,590 60.0 292,554 58.2 

 

312,938 60.3

     

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   10,000 2.0 10,000 2.0  10,000 1.9

２ 資本剰余金   88,894 17.6 88,894 17.7  88,894 17.2

３ 利益剰余金   93,181 18.4 101,974 20.3  95,471 18.4

４ 自己株式   △30 △0.0 △32 △0.0  △31 △0.0

   株主資本合計   192,046 38.0 200,836 40.0  194,334 37.5

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券評価 
差額金 

  8,285 1.6 5,309 1.1  8,974 1.7

２ 為替換算調整勘定   96 0.0 501  0.1  284 0.1

   評価・換算差額等 
合計 

  8,381 1.6 5,810  1.2  9,258 1.8

Ⅲ 少数株主持分   1,697 0.4 3,065 0.6  1,941 0.4

純資産合計   202,125 40.0 209,712 41.8  205,533 39.7

負債及び純資産合計   505,715 100.0 502,267 100.0  518,471 100.0
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２．（要約）四半期連結損益計算書 

                                          （単位：百万円、％） 

  
前四半期 

(平成18年3月期 
第3四半期） 

当四半期 
(平成19年3月期 
第3四半期） 

（参考） 
平成18年3月期 

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   801,260 100.0 787,654 100.0  1,111,121 100.0

Ⅱ 売上原価  689,229 86.0 674,244 85.6 955,168 86.0

売上総利益  
 
112,031 14.0 113,409 14.4 

 
155,953 14.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１ 給与手当  38,089 39,822  51,090 

２ 退職給付費用  2,154 1,141  2,980 

３ 賞与引当金繰入額  8,976 9,153  1,338 

４ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 262 268  376 

５ のれん償却額  390 419  590 

６ 貸倒引当金繰入額  15 -  - 

７ その他  45,458 95,347 11.9 46,763 97,567 12.4 74,866 131,242 11.8

営業利益   16,684 2.1 15,842 2.0  24,710 2.2

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  145 251  193 

２ 受取配当金  307 599  405 

３ 仕入割引  112 -  164 

４ 持分法による投資 
利益 

 63 328  86 

５ その他  311 941 0.1 565 1,745 0.2 595 1,445 0.1

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  93 80  125 

２ 売上割引  28 -  - 

３ 為替差損  - 161  63 

４ 投資事業組合損失  - 68  - 

５ その他  139 261 0.0 121 432 0.0 184 373 0.0

経常利益   17,364 2.2 17,155 2.2  25,782 2.3
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                                       （単位：百万円、％） 

  
前四半期 

(平成18年3月期 
第3四半期） 

当四半期 
(平成19年3月期 
第3四半期） 

（参考） 
平成18年3月期 

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 90 29 90 

２ 投資有価証券売却益  9 7 110 

３ ゴルフ会員権売却益  2 28 4 

４ 貸倒引当金戻入益  34 69 68 

５ 持分変動利益  30 167 0.0 966 1,100 0.1 29 304 0.0

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損 ※2 4 8 26 

２ 固定資産除却損 ※3 273 115 307 

３ 減損損失 ※4 238 29 689 

４ 投資有価証券売却損  20 - 20 

５ 投資有価証券評価損  150 186 590 

６ 貸倒引当金繰入額  693 60 585 

７ 特別退職金  9 - - 

８ のれん償却額  - 182 723 

９ 関係会社事業損失引当
金繰入額 

 14 - - 

10 関係会社整理損  1 6 - 

11 事務所移転費用  224 42 353 

12 事務所設備早期償却  - 2,188 - 

13 その他 
※5, 
  6 

17 1,649 0.2 9 2,830 0.3 119 3,416 0.3

税金等調整前四半期 
(当期)純利益 

  15,882 2.0 15,426 2.0  22,670 2.0

法人税、住民税 
及び事業税 

 9,285 10,308 10,880 

法人税等調整額  △2,478 6,806 0.9 △4,045 6,262 0.8 258 11,139 1.0

少数株主利益   51 0.0 203 0.1  217 0.0

四半期(当期)純利益   9,024 1.1 8,960 1.1  11,313 1.0
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３．四半期連結株主資本等変動計算書 

 

当四半期（平成19年3月期第3四半期） 

（単位：百万円） 

  株主資本 評価・換算差額等 

  資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

その他 

有価証券

評価差額金

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 

 

前期末残高 10,000 88,894 95,471 △31 194,334 8,974 284 9,258 1,941 205,533

当四半期変動額    

剰余金の配当  △2,331 △2,331  0 △2,331

四半期純利益  8,960 8,960  0 8,960

役員賞与  △220 △220  0 △220

連結子会社等の増加 

による増加 
 94 94  0 94

連結子会社等の減少 

による減少 
 △0 △0  0 △0

自己株式の取得  △0 △0  0 △0

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
 0 △3,664 217 △3,447 1,124 △2,323

当四半期変動額合計 - - 6,502 △0 6,502 △3,664 217 △3,447 1,124 4,179

当四半期末残高 10,000 88,894 101,974 △32 200,836 5,309 501 5,810 3,065 209,712

 
 
 
前四半期（平成18年3月期第3四半期） 

（単位：百万円） 

  株主資本 評価・換算差額等 

  資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

その他 

有価証券

評価差額金

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 

 

前期末残高 10,000 88,894 86,448 △12 185,330 2,208 △208 2,000 1,593 188,924

当四半期変動額    

剰余金の配当  △2,136 △2,136   △2,136

四半期純利益  9,024 9,024   9,024

役員賞与  △220 △220   △220

連結子会社等の増加 

による増加 
 66 66   66

自己株式の取得  △17 △17   △17

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
 0 6,076 305 6,381 103 6,485

当四半期変動額合計 - - 6,733 △17 6,715 6,076 305 6,381 103 13,201

当四半期末残高 10,000 88,894 93,181 △30 192,046 8,285 96 8,381 1,697 202,125

 
（注）前四半期及び平成 18 年３月期につきましても「株主資本等変動計算書に関する会計基準（平成 17 年 12 月

27 日企業会計基準委員会）」に基づき作成しております。 
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（参考）平成18年3月期 

（単位：百万円） 

  株主資本 評価・換算差額等 

  資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

その他 

有価証券

評価差額金

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 

 

前期末残高 10,000 88,894 86,448 △12 185,330 2,208 △208 2,000 1,593 188,924

当期変動額    

剰余金の配当  △2,136 △2,136   △2,136

当期純利益  11,313 11,313   11,313

役員賞与  △220 △220   △220

連結子会社等の増加 

による増加 
 66 66   66

自己株式の取得  △18 △18   △18

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
 6,765 492 7,257 347 7,605

当期変動額合計 - - 9,022 △18 9,003 6,765 492 7,257 347 16,608

当期末残高 10,000 88,894 95,471 △31 194,334 8,974 284 9,258 1,941 205,533
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４．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

                                        （単位：百万円） 

  
前四半期 

(平成18年3月期 
第3四半期） 

当四半期 
(平成19年3月期 
第3四半期） 

（参考） 
平成18年3月期 

区 分 
注記
番号

金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

１ 税金等調整前四半期(当期)純利益  15,882 15,426 22,670 

２ 減価償却費  2,401 4,731 3,429 

３ 減損損失  238 29 689 

４ のれん償却額  390 601 1,314 

５ 賞与引当金の増減額  7,191 8,005 100 

６ 退職給付引当金の増減額  △1,062 △143 △955 

７ 役員退職慰労引当金の増減額  △590 12 △510 

８ 貸倒引当金の増減額  614 △173 237 

９ 関係会社事業損失引当金の増減額  14 - 1 

10 受取利息及び受取配当金  △452 △851 △598 

11 支払利息  93 80 125 

12 為替差損益  △1 △1 △44 

13 持分法による投資損益  △63 △328 △86 

14 持分変動損益  △30 △966 △29 

15 投資有価証券売却損益  10 △7 △90 

16 投資有価証券評価損  150 186 590 

17 固定資産売却損益  △86 △21 △64 

18 固定資産除却損  249 112 276 

19 売上債権の増減額  12,665 △1,975 2,704 

20 たな卸資産の増減額  △3,252 △4,638 5,603 

21 仕入債務の増減額  △14,022 △21,358 △2,013 

22 前払年金費用の増減額  992 △1,392 817 

23 その他  △1,519 △2,155 583 

小計  19,816 △4,828 34,751 

24 利息及び配当金の受取額  544 953 698 

25 利息の支払額  △60 △61 △122 

26 法人税等の支払額  △7,937 △12,769 △7,794 

営業活動によるキャッシュ・フロー  12,363 △16,705 27,533 



 

 - 10 -

 
                                          （単位：百万円） 

  
前四半期 

(平成18年3月期 
第3四半期） 

当四半期 
(平成19年3月期 
第3四半期） 

（参考） 
平成18年3月期 

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  △5,220 △1,811 △9,817 

２ 預金の払戻による収入  2,328 890 3,202 

３ 有価証券の取得による支出  △1,266 △1,972 △1,310 

４ 有価証券の売却による収入  6,396 1,781 6,751 

５ 有形固定資産の取得による支出  △1,389 △890 △1,922 

６ 有形固定資産の売却による収入  220 310 229 

７ 無形固定資産の取得による支出  △6,281 △1,074 △6,217 

８ 投資有価証券の取得による支出  △13,008 △11,078 △17,080 

９ 投資有価証券の売却による収入  679 124 934 

10 出資金の払込による支出  △354 △59 △560 

11 出資金の払戻による収入  58 0 3 

12 連結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  175 549 151 

14 長期貸付けによる支出  △113 △37 △18 

15 長期貸付金の回収による収入  127 27 141 

16 債権信託受益権の純増減額  676 2,680 372 

17 その他  △149 △2,551 250 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △17,503 △13,110 △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 △1,363 △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  △1,071 △487 △1,256 

４ ファイナンス・リース債務の 
返済による支出 

 △23 △21 △31 

５ 自己株式の取得による支出  △17 △0 △18 

６ 配当金の支払額  △2,078 △2,184 △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  15 228 15 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,221 △3,875 △4,690 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  139 192 373 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △8,222 △33,499 △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 
  現金同等物の増加額 

 200 225 200 

Ⅷ 連結子会社減少による現金及び 
  現金同等物の減少額 

 △22 △1 △11 

Ⅸ 会社分割による現金及び 
現金同等物の増加額 

 - 2 - 

Ⅹ現金及び現金同等物の期末残高 ※1 73,354 46,249 79,522 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前四半期 

(平成18年3月期 第3四半期) 
当四半期 

(平成19年3月期 第3四半期) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 

   77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.及び㈱D&Iパートナーズは

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、当四

半期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、当四半期より連

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、㈱博報堂フォトクリエイティブ

及び㈱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、当四半期より連結範囲から除い

ております。 

(1) 連結子会社の数 

   79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、㈱博報堂

ネットプリズム、大広（広州）広告

有限公司は新規設立のため、㈱博報

堂DYアイ・オー（旧㈱博報堂アイ・

オー）は重要性が増加したため、当

四半期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、当四半期より連

結範囲から除いております。 

また、当四半期中において連結子

会社の再編を行い、㈱博報堂ジーワ

ンは㈱博報堂に、㈱読広スタッフサ

ービスは㈱博報堂DYキャプコ（旧㈱

博報堂キャプコ）に、㈱大広エキス

パートは㈱博報堂DYトータルサポー

ト（旧㈱博報堂サービス）に、それ

ぞれ吸収合併されました。 

 (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. 

(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) 

  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、四半

期純損益及び利益剰余金(持分に見合う

額)等は、いずれも四半期連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないためで

あります。 

(連結の範囲から除いた理由) 

同左 
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項目 
前四半期 

(平成18年3月期 第3四半期) 
当四半期 

(平成19年3月期 第3四半期) 

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 

１社 

 (会社の名称） 

   ㈱ダビック 

 (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 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、広東省広博

報堂広告有限公司、 comON21 Co., 

Ltd.、㈲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四半期より持分法

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、当四半期より持

分法の適用範囲から除いております。 

(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、㈱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㈱

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、広東省広博

報堂広告有限公司、 comON21 Co., 

Ltd.、TBWA＼HAKUHODO China Ltd.、㈲

ペコラインク 

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 、 TBWA ＼ HAKUHODO China 

Ltd.は新規設立のため、当四半期より

持分法の適用対象としております。 

 (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 

㈱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、それぞれ四半

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。 

(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 
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項目 
前四半期 

(平成18年3月期 第3四半期) 
当四半期 

(平成19年3月期 第3四半期) 

 (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) 

   当社の連結子会社である㈱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。 

  
――――――――――――――――― 

 (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、四半期決算

日が異なる会社については、当該会社

の四半期財務諸表を使用しておりま

す。 

  在外持分法適用会社の四半期決算日

は９月30日でありますので、平成17年

１月１日から平成17年９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㈱の四半期決算日
は８月31日でありますので、平成16年
12月１日から平成17年８月31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、四半期決算

日が異なる会社については、当該会社

の四半期財務諸表を使用しておりま

す。 

  在外持分法適用会社の四半期決算日

は９月30日でありますので、平成18年

１月１日から平成18年９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㈱の四半期決算日
は８月31日でありますので、平成17年
12月１日から平成18年８月31日までの
財務諸表を使用しております。 
㈱エビデンスラボの四半期決算日は

３月31日でありますが、平成18年１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。 
㈱シーエー・エイチの四半期決算日

は６月30日でありますが、平成18年４
月１日から平成18年12月31日までの仮
決算数値を使用しております。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 
 連結子会社の四半期決算日は在外連結

子会社を除き、四半期連結決算日と一致

しております。 

 在外連結子会社の四半期決算日は９月

30日でありますので、平成17年１月１日

から平成17年９月30日までの財務諸表を

使用しております。 

 なお、四半期決算日の翌日から四半期

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。 

 連結子会社の四半期決算日は在外連結

子会社を除き、四半期連結決算日と一致

しております。 

 在外連結子会社の四半期決算日は９月

30日でありますので、平成18年１月１日

から平成18年９月30日までの財務諸表を

使用しております。 

 なお、四半期決算日の翌日から四半期

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 
前四半期 

(平成18年3月期 第3四半期) 
当四半期 

(平成19年3月期 第3四半期) 

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 

    四半期連結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 

同左 

 

 

 

  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 

 (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 

  当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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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、当四半期におい

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89百万円減

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、税金等調整前四半純利益は2,099

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。 
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項目 
前四半期 

(平成18年3月期 第3四半期) 
当四半期 

(平成19年3月期 第3四半期) 

 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

四半期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 
前四半期 

(平成18年3月期 第3四半期) 
当四半期 

(平成19年3月期 第3四半期) 

 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、当四半期に見合

う額を計上しております。 

  （会計方針の変更） 

 当四半期より「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、当四半期において、損益に与

える影響はありません。 

 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、当四

半期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 

 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 

――――――――――― 

 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。 

⑥ 関係会社事業損失引当金 

――――――――――― 

 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

基づく四半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 

 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、当四半期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 
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項目 
前四半期 

(平成18年3月期 第3四半期) 
当四半期 

(平成19年3月期 第3四半期) 

 (4) 重要なリース取引の

処理方法 

 当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 

 

 

 

 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予定

取引 

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。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

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 

(6) その他四半期連結財務 

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（その他流動負債

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。 

(四半期に係る納付税額及び法人税等調

整額の計算方法) 

当四半期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、当四半期に係る金額

を計算しております。 

(消費税等の会計処理) 

同左 

 

 

 

 

(四半期に係る納付税額及び法人税等調

整額の計算方法) 

同左 

５ 四半期連結キャッシ

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 



 

 - 18 -

注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

前四半期 
(平成18年3月期 第3四半期末) 

当四半期 
(平成19年3月期 第3四半期末) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

13,265百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

15,349百万円

※２ 担保資産及び担保付債務 

   定期預金1,059百万円及び有価証券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1,388百万円及び有価証券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1,058百万円あります。 

  (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。

comON21 Co., Ltd. 
(KRW 5,400,000千) 631百万円

上海広告有限公司 
(CNY 5,000千) 73百万円

Media Intelligence Co., Ltd. 
(THB 30,000千) 82百万円

Yonhap TV News 
(KRW 45,000千) 4百万円

Hakuhodo Percept Pvt. Ltd. 
(INR 18,232千) 47百万円

合計 840百万円
 

 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743百万円あります。 

  (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。

comON21 Co., Ltd. 
(KRW 6,500,000千) 833百万円

上海広告有限公司 
(CNY 2,000千) 30百万円

Media Intelligence Co., Ltd. 
(THB 30,000千) 94百万円

Yonhap TV News 
(KRW 45,000千) 5百万円

Hakuhodo Percept Pvt. Ltd. 
(INR 36,992千) 100百万円

Hakuhodo Malaysia Sdn.Bhd. 

(MYR 825千) 27百万円

合計 1,092百万円
 

４ 受取手形割引高・裏書譲渡高 

受取手形割引高 5 百万円

受取手形裏書譲渡高 151 百万円
 

 ４ 受取手形割引高・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 146 百万円
 

※５ 期末日満期手形 

期末日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、当四半期末日が金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が期末残高に含まれておりま

す。 

受取手形 1,901 百万円

支払手形 785 百万円
 

※５ 期末日満期手形 

   期末日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、当四半期末日が金融機関の休日であったた

め、次の期末日満期手形が期末残高に含まれておりま

す。 

受取手形 2,180 百万円

支払手形 1,078 百万円
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(四半期連結損益計算書関係) 

 

前四半期 
(平成18年3月期 第3四半期末) 

当四半期 
(平成19年3月期 第3四半期末) 

※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 45百万円

土地 39百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 4百万円

計 90百万円
 

※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 23百万円

車両運搬具 1百万円

工具器具備品 0百万円

無形固定資産  

ソフトウェア 5百万円

計 29百万円 
※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 3百万円

計 4百万円
 

※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

車両運搬具 1百万円

工具器具備品 0百万円

土地 3百万円

計 8百万円
 

※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 223百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 38百万円

   無形固定資産 

ソフトウェア 11百万円

計 273百万円
 

※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 24百万円

工具器具備品 91百万円

計 115百万円
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前四半期 

(平成18年3月期 第3四半期末) 
当四半期 

(平成19年3月期 第3四半期末) 

※４ 減損損失 

  当四半期において、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

（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） 

※４ 減損損失 

  当四半期において、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

    

（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） 

なお、当資産グループの回収可能価格は、正味売却価

格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格は、正味売却価

格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   8百万円 

ゴルフ会員権売却損   6百万円 

出資金評価損      1百万円 

計       17百万円 

※６ ゴルフ会員権評価損には、貸倒引当金繰入額４百

万円が含まれて下ります。 

※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   4百万円 

計       9百万円 

 

※６ ゴルフ会員権評価損には、貸倒引当金繰入額１百

万円が含まれて下ります。 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前四半期 
（平成 18 年 3 月期 第 3四半期） 

当四半期 
（平成 19 年 3 月期 第 3四半期） 

※１ 現金及び現金同等物の当四半期末残高と当四半

期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 78,631百万円

有価証券 636百万円

計 79,268百万円

 

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

5,565百万円

MMF、FFF及び公社債投信 
以外の有価証券 

348百万円
 

現金及び現金同等物 73,354百万円
 

※１ 現金及び現金同等物の当四半期末残高と当四半

期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 51,237百万円

有価証券 578百万円

計 51,815百万円

 

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

5,276百万円

MMF、FFF及び公社債投信 
以外の有価証券 

289百万円
 

現金及び現金同等物 46,249百万円
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 (セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当四半期 (平成19年3月期 第3四半期) 

（単位：百万円） 

 広告業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

786,389 1,265 787,654 - 787,654

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

8 4,264 4,272 (4,272) -

計 786,397 5,529 791,927 (4,272) 787,654

営業費用 769,861 4,896 774,757 (2,944) 771,812

営業利益 16,536 633 17,170 (1,327) 15,842

(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、当四半期は1,380百万円であります。 

（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、当四半期において、

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 80 百万円減少し、営業利益は同額増加しており、消去又は全社において、

営業費用が９百万円減少し、営業利益は同額増加しております。 
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前四半期 (平成18年3月期 第3四半期) 

（単位：百万円） 

 広告業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

800,318 942 801,260 - 801,260

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 11 4,964 4,976 (4,976) -

計 800,330 5,906 806,236 (4,976) 801,260

営業費用 782,986 5,149 788,136 (3,559) 784,576

営業利益 17,343 757 18,100 (1,416) 16,684

(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、当四半期は1,430百万円であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

当四半期 (平成19年3月期 第3四半期) 

（単位：百万円） 

 日本 海外 計 消去又は全社 連結 

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

764,728 22,926 787,654 - 787,654

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

449 3,731 4,181 (4,181) -

計 765,177 26,658 791,835 (4,181) 787,654

営業費用 748,213 26,490 774,703 (2,890) 771,812

営業利益 16,964 168 17,132 (1,290) 15,842

(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、当四半期は1,380百万円であります。 

（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、当四半期において、

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 80 百万円減少し、営業利益は同額増加しており、消去又は全社において、営

業費用が９百万円減少し、営業利益は同額増加しております。 
  

前四半期 (平成18年3月期 第3四半期) 

（単位：百万円） 

 日本 海外 計 消去又は全社 連結 

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

776,378 24,882 801,260 - 801,260

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

303 2,477 2,781 (2,781) -

計 776,682 27,359 804,042 (2,781) 801,260

営業費用 758,749 27,227 785,976 (1,399) 784,576

営業利益 17,933 132 18,066 (1,382) 16,684

(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、当四半期は1,430百万円であります。 

 

 


