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１．平成 20 年３月期第１四半期の連結業績 （平成 19 年４月 1日～平成 19 年６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      
四半期（当期） 

純 利 益       

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

平成 20 年３月期第１四半期 256,500     3.4 5,089    75.3 5,695    71.9 3,763    144.2

平成 19 年３月期第１四半期 248,163  △3.6  2,902  △20.2 3,312  △10.8 1,541    △3.7

平成 19 年３月期 1,088,442    24,454    26,928 12,055 

 

 
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 20 年３月期第１四半期 97    00 －  －

平成 19 年３月期第１四半期   39    66 －  －

平成 19 年３月期 310    30 －  －

    

(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

平成 20 年３月期第１四半期    501,258   216,203  42.5 5,502     39

平成 19 年３月期第１四半期 481,081  200,923   41.3 5,112     94

平成 19 年３月期 534,481 215,626 39.8 5,471     13

 

(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

平成 20 年３月期第１四半期  △7,942  △5,073  △3,338 47,566

平成 19 年３月期第１四半期  △4,733  △9,931  △1,384 63,649

平成 19 年３月期 1,230 △13,171 △4,293 63,904
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２．配当の状況 
   該当事項はありません。 
 
 
３．平成 20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月 1日～平成 20 年３月 31 日）  
   業績予想につきましては平成 19 年５月 14 日発表数値から変更ありません。 
 
 

４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 
 
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無              ： 無 
 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無            ： 無 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当四半期における当社グループの業績は、売上高 2,565 億 00 百万円（前年同期比+3.4％）、営業利
益 50 億 89 百万円（前年同期比+75.3％）、経常利益 56 億 95 百万円（前年同期比+71.9％）、四半期純
利益 37 億 63 百万円（前年同期比+144.2％）と、増収増益になりました。 

売上高では、飲料・嗜好品、不動産・住宅設備、官公庁・団体、交通・レジャー向け等の扱い高が増
加しました。また、原価管理の徹底、制作業務内製化進展等により売上総利益率が前年同期比 0.6 ポイ
ント改善するなど収益性も向上し、営業利益および経常利益は前年同期を上回る結果になりました。ま
た、グループ内資本構成の一部見直しによる法人税等の減少効果もあり、四半期純利益は前年同期の２
倍以上の高い伸びとなりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末より 163 億 37 百万円減少して、475 億 66

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、税金等調整前四半期純利益 55 億 50 百万円を計上したものの、

賞与引当金の減少額、法人税等の支払額等により、79 億 42 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、投資有価証券の売却による

収入、連結範囲の変更をともなう連結子会社の取得による支出、債権信託受益権の純増減等により、50

億 73 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、配当金の支払額、自己株式の取得による支出等により、33 億

38 百万円の減少となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

すでに公表しておりますように、博報堂 DY グループ各社の東京地区オフィスを 2008 年中に移転するこ

とを決定しております。 

移転につきましては、現在のオフィスの原状回復費用やその作業期間に発生するオフィス賃借料などの

一時費用やあらたに発生するオフィス設備の減価償却費などの販管費が発生する予定です。 

しかしながら、現時点では、まだ、具体的な移転計画が決定していないため、今回の業績見通しには、

それらの費用を含めておりません。 

本件による連結業績への影響につきましては、あらためてお知らせいたしますが、その点ご承知置きく

ださい。 

 

４．その他 

   (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 

  (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

該当事項はありません。 

 

  (3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更  

該当事項はありません。 
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１．（要約）四半期連結貸借対照表  

（単位：百万円、％） 

  
前四半期 

(平成19年３月期 
  第１四半期末） 

当四半期 
(平成20年３月期 

   第１四半期末） 

（参考） 
平成19年３月期末 

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  68,266 51,776   69,179

２ 受取手形及び 
売掛金 

※5  249,309 276,591   300,319

３ 有価証券 ※2  826 3,158   2,131

４ たな卸資産   11,483 10,931   7,651

５ その他   21,646 22,032   22,105

６ 貸倒引当金   △245 △509   △335

流動資産合計   351,287 73.0 363,981 72.6  401,052 75.0

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※1  18,070 3.8 15,594 3.1  15,560 2.9

２ 無形固定資産     

(1) のれん  1,013 3,972  1,349 

(2) その他  8,103 9,116 1.9 6,502 10,474 2.1 6,901 8,250 1.6

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※2 53,748 59,239  59,348 

(2) その他  51,129 54,165  52,561 

(3) 貸倒引当金  △2,270 102,606 21.3 △2,197 111,207 22.2 △2,291 109,618 20.5

固定資産合計   129,794 27.0 137,276 27.4  133,429 25.0

資産合計   481,081 100.0 501,258 100.0  534,481 100.0
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（単位：百万円、％） 

  
前四半期 

(平成19年３月期 
  第１四半期末） 

当四半期 
(平成20年３月期 
  第１四半期末） 

（参考） 
平成19年３月期末 

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  248,283 253,379   271,879

２ 短期借入金   5,029 2,909   3,778

３ 一年以内返済予定の
長期借入金 

  575 30   116

４ 賞与引当金   3,801 3,473   12,153

５ 債務保証損失引当金   50 50   50

６ その他  17,512 19,978  25,741

流動負債合計  
 

275,253 57.2 279,822 55.8 
 

313,719 58.7

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金   38 -   -

２ 退職給付引当金   2,238 2,790   2,399

３ 役員退職慰労引当金   1,620 1,539   1,758

４ その他  1,007 901  976

固定負債合計  4,905 1.0 5,231 1.1 5,135 1.0

負債合計  

 

280,158 58.2 285,054 56.9 

 

318,854 59.7

     

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   10,000 2.1 10,000 2.0  10,000 1.9

２ 資本剰余金   88,894 18.5 88,894 17.7  88,894 16.6

３ 利益剰余金   95,531 19.8 107,278 21.4  105,069 19.6

４ 自己株式   △32 △0.0 △971 △0.2  △32 △0.0

   株主資本合計   194,394 40.4 205,201 40.9  203,931 38.1

Ⅱ 評価・換算差額等     

１ その他有価証券評価 
差額金 

  3,903 0.8 7,141 1.4  7,882 1.5

２ 為替換算調整勘定   346 0.1 793 0.2  746 0.1

   評価・換算差額等 
合計 

  4,250 0.9 7,935 1.6  8,629 1.6

Ⅲ 少数株主持分   2,277 0.5 3,066 0.6  3,065 0.6

純資産合計   200,923 41.8 216,203 43.1  215,626 40.3

負債及び純資産合計   481,081 100.0 501,258 100.0  534,481 100.0
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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19年３月期 
第１四半期） 

当四半期 
(平成20年３月期 

第１四半期） 

（参考） 
平成19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   248,163 100.0 256,500 100.0  1,088,442 100.0

Ⅱ 売上原価 213,416 86.0 219,045 85.4 929,673 85.4

売上総利益 
 

34,747 14.0 37,454 14.6 

 
 158,769 14.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 給与手当 13,151 13,591  53,584 

２ 退職給付費用 444 222  1,491 

３ 賞与引当金繰入額 2,541 3,072  12,085 

４ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

97 102  371 

５ 役員賞与引当金 
繰入額 

 - -  222 

６ のれん償却額  111 273  581 

７ 貸倒引当金繰入額  - 52  539 

８ その他  15,498 31,844 12.8 15,050 32,365 12.6 65,439 134,315 12.3

営業利益   2,902 1.2 5,089 2.0  24,454 2.3

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息  98 144  349  

２ 受取配当金  211 273  1,085 

３ 仕入割引  36 -  - 

４ 持分法による投資 
利益 

 29 48  721 

５ その他  146 523 0.2 223 690 0.2 839 2,996 0.3

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  31 27  109 

２ 為替差損  43 -  192 

３ 投資事業組合損失  - -  73 

４ その他  38 113 0.1 56 84 0.0 147 522 0.1

経常利益   3,312 1.3 5,695 2.2  26,928 2.5
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                                          （単位：百万円、％） 

 

 

                                       

  
前四半期 

(平成19年３月期 
第１四半期） 

当四半期 
(平成20年３月期 

第１四半期） 

（参考） 
平成19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    3 1  30 

２ 投資有価証券売却益  3 11  18 

３ ゴルフ会員権売却益  - 3  30 

４ 貸倒引当金戻入益  20 -  28 

５ 持分変動利益  7 35 0.0 312 329 0.2 965 1,074 0.1

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産売却損 ※2 6 12  80 

２ 固定資産除却損 ※3 15 1  218 

３ 減損損失  29 2  29 

４ 投資有価証券売却損  - 85  2 

５ 関係会社株式売却損  - -  171 

６ 投資有価証券評価損  140 201  3,906 

７ 事務所設備早期償却  - -  2,335 

８ 事務所移転費用  - -  219 

９ 退職給付費用  - 171  - 

10 その他  - 193 0.0 - 474 0.2 19 6,983 0.7

税金等調整前四半期 
(当期)純利益 

  3,154 1.3 5,550 2.2  21,018 1.9

法人税、住民税 
及び事業税 

 2,248 647  15,264 

法人税等調整額  △642 1,605 0.7 1,082 1,730 0.7 △6,443 8,821 0.8

少数株主利益又は 
損失(△) 

  7 0.0 57 0.0  141 0.0

四半期(当期)純利益   1,541 0.6 3,763 1.5  12,055 1.1
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３．四半期連結株主資本等変動計算書 

 

前四半期（平成19年３月期第１四半期） 

（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 

 

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

当四半期中の変動額    

剰余金の配当  △1,165 △1,165   △1,165

役員賞与  △220 △220   △220

四半期純利益  1,541 1,541   1,541

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 
 △188 △188   △188

自己株式の取得  △0 △0   △0

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額) 
 △5,070 62 △5,007 336 △4,670

当四半期中の変動額合計 - - 60 △0 60 △5,070 62 △5,007 336 △4,610

平成 18 年６月 30 日残高 10,000 88,894 95,531 △32 194,394 3,903 346 4,250 2,277 200,923

 

 

 

当四半期（平成20年３月期第１四半期） 

（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 

 

平成 19 年３月 31 日残高 10,000 88,894 105,069 △32 203,931 7,882 746 8,629 3,065 215,626

当四半期中の変動額    

剰余金の配当  △1,554 △1,554   △1,554

四半期純利益  3,763 3,763   3,763

自己株式の取得  △939 △939   △939

株主資本以外の項目の

当期変動額(純額) 
 △740 46 △693 0 △692

当四半期中の変動額合計 - - 2,208 △939 1,269 △740 46 △693 0 576

平成 19 年６月 30 日残高 10,000 88,894 107,278 △971 205,201 7,141 793 7,935 3,066 216,203
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（参考）平成19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 

 

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

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当  △2,331 △2,331   △2,331

役員賞与  △220 △220   △220

当期純利益  12,055 12,055   12,055

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連結 

会計年度中の変動額(純額) 
 △1,091 462 △628 1,124 495

連結会計年度中の変動額合計 - - 9,598 △0 9,597 △1,091 462 △628 1,124 10,093

平成 19 年３月 31 日残高 10,000 88,894 105,069 △32 203,931 7,882 746 8,629 3,065 215,626
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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19年３月期 
第１四半期）

当四半期 
(平成20年３月期 

第１四半期） 

（参考） 
平成19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 3,154 5,550 21,018 

２ 減価償却費 877 720 5,832 

３ 減損損失 29 2 29 

４ のれん償却額 111 273 581 

５ 賞与引当金の増減額 2,460 △8,680 10,811 

６ 役員賞与引当金の増減額 - △222 222 

７ 退職給付引当金の増減額 61 348 56 

８ 役員退職慰労引当金の増減額 △86 △218 51 

９ 貸倒引当金の増減額  △44 49 54 

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  △310 △417 △1,434 

12 支払利息  31 27 109 

13 為替差損益  9 △6 △1 

14 持分法による投資損益  △29 △48 △721 

15 持分変動損益  △7 △312 △965 

16 関係会社株式売却損益  - - 171 

17 投資有価証券売却損益  △3 73 △16 

18 投資有価証券評価損  140 201 3,906 

19 固定資産売却損益  3 10 49 

20 固定資産除却損  17 3 208 

21 売上債権の増減額  30,233 24,763 △19,904 

22 たな卸資産の増減額  △2,774 △2,321 1,229 

23 仕入債務の増減額  △27,446 △20,387 △5,476 

24 前払年金費用の増減額  △744 △572 △2,046 

25 その他  △3,357 2,528 △1,096 

小計  2,327 1,365 12,666 

26 利息及び配当金の受取額  266 1,360 1,723 

27 利息の支払額  △53 △23 △110 

28 法人税等の支払額  △7,273 △10,644 △13,049 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △4,733 △7,942 1,230 
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                                          （単位：百万円） 

  
前四半期 

(平成19年３月期 
第１四半期）

当四半期 
(平成20年３月期 

第１四半期） 

（参考） 
平成19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  △204 △337 △2,842 

２ 預金の払戻による収入  193 334 4,380 

３ 有価証券の取得による支出  △530 △522 △4,268 

４ 有価証券の売却による収入  390 493 2,530 

５ 有形固定資産の取得による支出  △225 △297 △1,018 

６ 有形固定資産の売却による収入  8 18 317 

７ 無形固定資産の取得による支出  △775 △139 △1,278 

８ 投資有価証券の取得による支出  △7,385 △4,216 △10,524 

９ 投資有価証券の売却による収入  23 3,108 412 

10 出資金の払込による支出  △28 - △60 

11 出資金の払戻による収入  140 0 2 

12 連結の範囲の変更を伴う子会社の 
取得による支出 

 - △2,410 - 

13 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
売却による支出 

 - - △7 

14 差入保証金敷金の差入に伴う支出  - △361 △3,475 

15 差入保証金敷金の返還による収入  - 168 169 

16 短期貸付金の純増減額  20 865 △166 

17 長期貸付けによる支出  △17 △13 △42 

18 長期貸付金の回収による収入  16 6 142 

19 債権信託受益権の純増減額  △1,251 △1,663 2,477 

20 その他  △306 △107 81 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △9,931 △5,073 △13,171 

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  △342 △872 △1,461 

２ 長期借入金の返済による支出  △163 △86 △660 

３ ファイナンス・リース債務の 
返済による支出 

 △7 △5 △29 

４ 自己株式の取得による支出  △0 △939 △0 

５ 配当金の支払額  △1,021 △1,406 △2,324 

６ 少数株主への配当金の支払額  △45 △26 △46 

７ 少数株主への株式の発行による収入  196 - - 

８ 少数株主からの資本払込による収入  - - 230 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,384 △3,338 △4,293 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  238 16 390 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △15,811 △16,337 △15,844 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  79,522 63,904 79,522 

Ⅶ 連結子会社増加による現金及び 
  現金同等物の増加額 

 225 - 225 

Ⅷ 連結子会社減少による現金及び 
  現金同等物の減少額 

 △286 - △1 

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 63,649 47,566 63,904 
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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19年３月期 第１四半期) 
当四半期 

(平成20年３月期 第１四半期) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 

 80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 、 ㈱ 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、当連結会

計年度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） 

㈱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、㈱ショウゲートは持分取得に

よ り 子 会 社 と な っ た た め 、 MJW 

Advertising Brisbane Pty.Ltd.は新

規設立のため、当連結会計年度より連

結の範囲に含めております。 

また、読広大広（上海）広告有限公

司は新規設立のため、当四半期末より

連結の範囲に含めております。 

 

 (2) 主要な非連結子会社名 

  ㈱博報堂ハナ 

  ㈱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。 

(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 
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項目 
前四半期 

(平成19年３月期 第１四半期) 
当四半期 

(平成20年３月期 第１四半期) 

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) 

 ㈱アドスタッフ博報堂、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、㈱シーエ

ー・エイチ、㈱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、㈱シーエー・エイチは新規設

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。 

(2) 持分法を適用した関連会社数 

  20社 

(主要な会社等の名称) 

㈱アドスタッフ博報堂、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

EDIセンター、㈱シーエー・エイチ、㈱

エビデンスラボ、㈱Ｆ１メディア、㈱

ス パ イ ス ボ ッ ク ス 、 ㈱ mediba 、

Mendelsohn | Zien Advertising, 

LLC、Damm ＆BIERBAUM 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、TBWA＼HAKUHODO China、 ㈲ペコ

ラインク 

  なお、㈱スパイスボックスは株式取

得による持分増加のため、当連結会計

年度より持分法の適用対象としており

ます。 

 (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 

  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19年３月期 第１四半期) 
当四半期 

(平成20年３月期 第１四半期) 

 (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 

―――――――――― 

 (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３月31日でありますので、平成18年
１月１日から平成18年３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㈱の四半期決算日
は２月28日でありますので、平成17年
12月１日から平成18年２月28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３月31日でありますので、平成19年
１月１日から平成19年３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㈱の四半期決算日
は２月28日でありますので、平成18年
12月１日から平成19年２月28日までの
財務諸表を使用しております。 

  ㈱スパイスボックスの四半期決算日
は12月31日でありますので、平成18年
10月１日から平成18年12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
９月30日でありますが、平成19年１月
１日から平成19年３月31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
12月31日でありますが、平成19年４月
１日から平成19年６月30日までの仮決
算数値を使用しております。 



㈱博報堂 DY ホールディングス（2433）平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況 

 - 15 -

 

項目 
前四半期 

(平成19年３月期 第１四半期) 
当四半期 

(平成20年３月期 第１四半期) 

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３月

31日でありますので、平成18年１月１日

から平成18年３月31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３月

31日でありますので、平成19年１月１日

から平成19年３月31日までの財務諸表を

使用しております。 

  ㈱ショウゲートは、新規に持分を取得

したため平成19年５月１日から平成19年

６月30日までの仮決算数値を使用してお

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。 

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 

         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 

       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 

移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な 近の決

算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっておりま

す。 

  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 
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項目 
前四半期 

(平成19年３月期 第１四半期) 
当四半期 

(平成20年３月期 第１四半期) 

 (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 

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。 

（会計方針の変更） 

当四半期連結会計期間から、法人税

法の改正に伴い、平成19年４月１日以

降取得の有形固定資産については、改

正後の法人税法に規定する償却方法に

変更しております。これに伴う営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益に与える影響額は軽微でありま

す。 

（追加情報） 

当四半期連結会計期間から、法人税

法の改正に伴い、従前より所有してい

る有形固定資産の残存価額について

は、５年間の均等償却を行う方法を採

用しております。 

 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 
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項目 
前四半期 

(平成19年３月期 第１四半期) 

当四半期 

(平成20年３月期 第１四半期) 

 (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。 

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 

同左 

 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。 

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

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 

 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。 

③ 退職給付引当金 

同左 

 ④ 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、当四半期における支給見

込額を計上しております。 

④ 役員賞与引当金 

同左 

 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

基づく四半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、

当四半期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 
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項目 
前四半期 

(平成19年３月期 第１四半期) 

当四半期 

(平成20年３月期 第１四半期) 

 (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（流動負債「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。 

(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) 

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。 

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 
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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

前四半期 
(平成19年３月期 第１四半期末) 

当四半期 
(平成20年３月期 第１四半期末) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額    

                                        13,574百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

                                       15,787百万円

※２ 担保資産及び担保付債務 

   定期預金1,237百万円及び有価証券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1,519百万円及び有価証券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916百万円あります。 

 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725百万円あります。 

(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) 25百万円
comON21 Co., Ltd. 
(KRW 2,000,000千) 241百万円
Media Intelligence Co.,Ltd. 
(THB 30,000千) 90百万円
上海広告有限公司 
(CNY 2,500千) 36百万円
Hakuhodo Percept Pvt.Ltd. 
(INR 61,775千) 154百万円
Yonhap TV News 
(KRW 45,000千) 5百万円

 合計 554百万円
 

(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。

TBWA＼HAKUHODO China 
(RMB  3,000千) 48百万円
comON21 Co., Ltd. 
(KRW  2,000,000千) 266百万円
Media Intelligence Co.,Ltd. 
(THB  30,000千) 109百万円
Hakuhodo Percept Pvt.Ltd. 
(INR  24,539千) 74百万円

 合計 499百万円
 

４ 受取手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高                 7百万円 
 

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            74百万円 

５ 期末日満期手形 

―――――――――― 

※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                       271百万円 

   支払手形           1,157百万円 
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(四半期連結損益計算書関係) 

前四半期 
(平成19年３月期 第１四半期) 

当四半期 
(平成20年３月期 第１四半期) 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

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。 

車両運搬具 1百万円
工具器具備品 0百万円
 計 1百万円 

※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 2百万円
土地 3百万円
工具器具備品 0百万円
 計 6百万円

  

※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 6百万円
工具器具備品 5百万円
 計 12百万円

 

※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 11百万円
工具器具備品 4百万円
 計 15百万円

  

※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 0百万円
工具器具備品 0百万円
 計 1百万円
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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 19 年３月期 第１四半期） 

当四半期 
（平成 20 年３月期 第１四半期） 

※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            68,266百万円 

有価証券                     826百万円 
計                    69,093百万円 
 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金       
5,203百万円 

MMF、FFF、及び公社債投信以外の有価証券 
239百万円 

 
現金及び現金同等物         63,649百万円 

  
 

※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            51,776百万円 

有価証券                 3,158百万円 
計                 54,935百万円 
 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金       
5,499百万円 

MMF、FFF、及び公社債投信以外の有価証券 
1,869百万円 
  

現金及び現金同等物         47,566百万円 
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 (セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前四半期 (平成19年３月期 第１四半期) 

（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 

247,793  370 248,163 -   248,163 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1  1,515 1,517 (1,517)  - 

計 247,794  1,886 249,681 (1,517)  248,163 

営業費用 244,667  1,658 246,325 (1,064)  245,261 

営業利益 3,127  227 3,355 (452)  2,902 

(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459百万円であります。 

 

当四半期 (平成20年３月期 第１四半期) 

（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 

256,147  352 256,500 -   256,500 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 55  1,512 1,568 (1,568)  - 

計 256,203  1,865 258,068 (1,568)  256,500 

営業費用 250,658  1,622 252,280 (869)  251,410 

営業利益 5,545  242 5,788 (698)  5,089 

(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651百万円であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前四半期 (平成19年３月期 第１四半期) 

（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 

240,641  7,522 248,163 -   248,163  

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

166  769 935 (935)  -  

計 240,807  8,292 249,099 (935)  248,163  

営業費用 237,257  8,498 245,756 (495)  245,261  

営業利益 3,549  △206 3,343 (440)  2,902 

(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、ベトナム 

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459百万円であります。 

 

当四半期 (平成20年３月期 第１四半期) 

（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 

249,439  7,060 256,500 -  256,500 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

147  619 766 (766)  - 

計 249,586  7,680 257,266 (766)  256,500 

営業費用 243,905  7,606 251,512 (101)  251,410 

営業利益 5,680  73 5,754 (664)  5,089 

(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、ベトナム 

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651百万円であります。 

 

 


