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平成 20 年 3 月期    決算短信 
                                                                      平成 20 年 5 月 13 日 
上 場 会 社 名        株式会社 博報堂 DY ホールディングス                 上場取引所       東証第 1部 
コ ー ド 番 号        2433                               ＵＲＬ http://www.hakuhodody-holdings.co.jp/ 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）戸田 裕一 
問合せ先責任者 （役職名）ＩＲ部長    （氏名）八木 聡          TEL : (03) 6441－9033 
定時株主総会開催予定日  平成 20 年 6 月 27 日             配当支払開始予定日  平成 20 年 6 月 30 日 
有価証券報告書提出予定日 平成 20 年 6 月 30 日                                                      
                                    
                                                                         (百万円未満切捨) 

１． 20 年 3 月期の連結業績（平成 19 年 4月 1日～平成 20 年 3月 31 日）    
                                                           
(1)連結経営成績                                    （％表示は対前期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

20 年 3 月期
19 年 3 月期 

1,118,749     2.8 
1,088,442  △2.0 

25,007     2.3
  24,454   △1.0

   26,864   △0.2 
26,928     4.4 

10,021  △16.9
12,055     6.6

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜 在 株 式調 整後

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益       

自己資本    

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

20 年 3 月期 
19 年 3 月期 

258  76 
310 30 

258  71
－

4.7 
5.8 

4.9  
5.1  

2.2 
2.2 

(注) 持分法投資損益       20 年 3 月期       642 百万円   19 年 3 月期   721 百万円 
        
(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

20 年 3 月期 
19 年 3 月期 

552,697 
534,481 

214,074
215,626

38.2 
39.8 

5,472  83
5,471 13

(参考) 自己資本            20 年 3 月期   211,064 百万円    19 年 3 月期   212,561 百万円 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年 3 月期 
19 年 3 月期 

26,085 
1,230 

△20,390
△13,171

△6,431 
△4,293 

63,358
63,904

 
２. 配当の状況 
 
 

１株当たり配当金 

（基準日） 
第1 

四半期末 
中間期末 第 3 

四半期末
期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

19 年 3 月期 
20 年 3 月期 

－ 
－ 

30  00 
40  00 

－
－

40  00
40  00

70  00
80  00

2,719
3,092

22.6 
30.9 

1.3
1.5

21 年 3 月期 
（予想） － 45 00 － 45 00 90 00

 
28.2 

 

 
３．21 年 3月期の連結業績予想（平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3 月 31 日） 
                   （％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 １株当たり
当期純利益

 百万円  ％ 百万円   ％ 百万円   ％  百万円    ％   円  
第２四半期 
連結累計期間 

525,000 0.2 6,000 △51.8 6,750 △48.8 3,000 △60.0 77.79

通    期 1,135,000 1.5 22,500 △10.0 24,500 △8.8 12,300 22.7 318.93
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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)  連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更      有 

② ①以外の変更             無 

（注）詳細は 15 ページ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧下さい。 

 

(3)  発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）     20 年 3 月期   38,855,810 株    19 年 3 月期  38,855,810 株 

 ② 期末自己株式数                20 年 3 月期      289,934 株     19 年 3 月期      4,384 株 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36 ページ「１株当たり情報」をご覧く

ださい。 

 

（参考）個別業績の概要 
 
１． 20 年 3 月期の業績(平成 19 年 4 月 1日～平成 20 年 3月 31 日) 
 
(1)個別経営成績                                  （百万円未満切捨） 

 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％
20 年 3 月期 
19 年 3 月期 

   8,366    23.4 
6,777   2.6 

    5,335    14.2 
4,671     5.5 

   5,614    17.2 
   4,789     4.6 

5,324    15.0 
4,630    3.6 

 
 1 株 当 た り 

当 期 純 利 益 
潜 在 株 式 調 整 後
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

 円 銭 円 銭

20 年 3 月期 
19 年 3 月期 

137   47 
119  20 

－
－

 
(2)個別財政状態 

 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

20 年 3 月期 
19 年 3 月期 

229,669 
218,745 

171,719 
171,479 

74.8 
78.4 

        4,452  62 
4,413  71 

(参考) 自己資本 20 年 3 月期 171,719 百万円    19 年 3 月期   171,479 百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※業績予想につきましては、当社が現時点で合理的と判断する一定の条件に基づき作成しており、実際の業績は、今

後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。上記予想に関連する事項につきましては、4 ペ

ージをご参照ください。 
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１． 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度の日本経済は、出足こそ堅調でありましたが、資源価格の高騰に加え、サブプライム問題に端を

発した世界的な金融収縮の影響を受け、特に後半から減速傾向が顕著になりました。 

広告市場におきましては、2007年（暦年ベース）の総広告費（※1）が前年比+1.1％と、４年連続前年を上回りま

したが、マスメディア四媒体は同△2.6％と３年連続の前年比減少となるなど、広告会社にとっては厳しい競争環境

にあるといえます。 

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、売上高は1兆1,187

億49百万円（前連結会計年度比2.8％増加）と、広告市場全体の伸び率を上回る増収を果たしました。また、制作業

務において引き続き内製化体制を拡充させるなど中核会社の制作子会社を中心に収益体質を強化したことも奏功し、

営業利益は250億7百万円（同2.3％増加）と、当社設立以来 高益を計上いたしました。 

一方、経常利益は受取配当金が減少した影響もあり268億64百万円（同0.2％減少）と、わずかながら減益となり

ました。 

また、特別利益が前期に計上した子会社に係る持分変動利益の影響等により前連結会計年度より6億40百万円減少

し、4億33百万円となったほか、当社及び中核会社等の本社移転にともなう事務所移転費用、保有株式に係る投資有

価証券評価損等、特別損失を前連結会計年度比14億17百万円増加の84億1百万円計上したため、当期純利益は100億

21百万円（同16.9％減少）と、前年を下回る結果になりました。 

  

 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  

広告業における売上高は1兆1,174億26百万円（前連結会計年度比2.8％増加）と増収になりました。 

種目別（※2）には、非マスメディア取引（その他の広告）が大幅に増加したほか、マスメディア取引でも、国

内市場全体で前年比減少（暦年ベース）となるなか、当社グループにおいては前連結会計年度をわずかではあり

ますが上回る実績をあげることができました。 

また、得意先業種別（※2）には、官公庁・団体、飲料・嗜好品向けの扱いが前連結会計年度比大幅に増加しま

した。 

    営業利益につきましては、増収の影響に加え、制作業務の内製化拡充等の収益向上策も奏功し、271億89百万円

（同6.2％増加）と、前連結会計年度を上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1兆1,173億52百万円であります。 

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74億52百万円（前連結会計年度比2.4％増加）、

営業利益7億33百万円（同11.8％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13億97百万円であります。 

 

 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

    日本においては、売上高1兆925億31百万円（前連結会計年度比3.3％増加）、営業利益276億9百万円（同4.8％

増加）でありました。 

  なお、売上高にはセグメント間振替高を含んでおり、外部顧客への売上高は1兆921億77百万円であります。 

② 海外 

海外においては、売上高321億70百万円（前連結会計年度比13.5％減少）、営業利益2億54百万円（同382.2％増

加）でありました。 
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なお、売上高にはセグメント間振替高を含んでおり、外部顧客への売上高は265億72百万円であります。 

 

（※1）「2007年（平成19年）日本の広告費」（電通）によります。 

（※2）当社の社内管理上の区分と集計によります。 

 

（次期の見通し） 

 

通期の連結業績予想につきましては、以下のような考え方で作成しております。 

◎ マクロ環境：2008 年の広告費の伸びは、+1%程度。 

足もとは、マクロ経済や個人消費の動向に厳しさがあるが、下期以降の回復に期待している。 

◎ 売上総利益拡大を意識していく。また、もう一段の制作業務のグループ内製化体制強化などにより、売上総

利益率改善。 

◎ 販管費は、オフィス移転に関わる一時費用（25 億円）に加え、退職給付費用、減価償却費、賃借料等の増加

が見込まれる。 

これらの増加費用や先行投資費用を単年度の売上総利益増と販管費コントロールでカバーするのは難しく、営

業利益は減益。 

◎ 仮にオフィス移転に関わる一時費用（25 億円）がなければ、営業利益は 250 億円程度と前期並みの水準。 

◎ 前期に特別損失で計上したオフィス移転に関わる一時費用などが減少し（今期はオフィス移転関連 9 億円の

み）、当期純利益は前期比+22.7%の増益。 

 

（中期経営計画等の進捗状況） 

当連結会計年度は、 終年度の平成23年3月期に営業利益320億円を目指す中期経営計画の初年度でありますが、

営業利益 250 億 7 百万円と、ほぼ計画通りの利益を計上いたしました。 

 

 

(2)財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末より182億15百万円増加して、5,526億97百万円となりました。 

項目別にみると、流動資産は前連結会計年度末より68億47百万円増加し、4,078億99百万円となりました。科目別

の主要な前連結会計年度末からの増減としては、たな卸資産が大型スポーツコンテンツのスポンサー事業独占販売権

獲得等により73億7百万円増加しました。 

固定資産は前連結会計年度末より113億68百万円増加し、1,447億98百万円となりました。科目別の主要な増減とし

ては、本社移転に関連して、設備投資等により有形固定資産が39億1百万円増加したほか、敷金の差入等により投資

(単位：百万円）

平成 20 年 3月期 平成 21 年 3月期 前期比

実績 見通し 増減額 （％）

売上高 1,118,749 1,135,000 16,251 1.5% 

営業利益 25,007 22,500 △ 2,507 -10.0% 

経常利益 26,864 24,500 △ 2,364 -8.8% 

当期純利益 10,021 12,300 2,279 22.7% 

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) 15.3% 13.1% -2.2%

 (ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) = 営業利益／売上総利益
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その他の資産が72億46百万円増加しました。 

 

負債は前連結会計年度末より197億68百万円増加して、3,386億23百万円となりました。科目別の主要な増減として

は、仕入金額の増加等により支払手形および買掛金が205億30百万円増加しました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末より5億46百万円減少し、633億58百万円となり

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、税金等調整前当期純利益188億96百万円を計上したほか、売上債権の

増減額、たな卸資産の増減額、仕入債務の増減額、法人税等の支払額等により260億85百万円の増加（前連結会

計年度は12億30百万円の増加）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159億1百万円、有形固定資産の取得に

よる支出40億51百万円、差入保証金敷金の差入に伴う支出82億24百万円、投資有価証券の売却による収入33億70

百万円、債権信託受益権の純増減33億88百万円等の結果、203億90百万円の減少（前連結会計年度は131億71百万

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および長期借入金の返済による支出合計12億93

百万円、配当金の支払30億97百万円、自己株式の取得による支出19億39百万円等の結果、64億31百万円の減少（前

連結会計年度は42億93百万円の減少）となりました。 

 

（財政状態関連指標の推移） 

 なお、財政状態及びキャッシュ・フローの主要な指標は次のとおりであります。 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

自己資本比率 (注１) 39.8％ 38.2％

流動比率 (注２) 127.8％ 122.6％

有利子負債期末残高 (注３) (百万円) 3,895 2,615

フリー・キャッシュ・フロー (注４) (百万円) △11,940 5,695

(注１) 自己資本比率＝（純資産－少数株主持分）／総資産×100 

(注２) 流動比率＝流動資産／流動負債×100 

(注３) 有利子負債＝短期借入金＋長期借入金(１年以内返済予定を含む) 

(注４) フリー・キャッシュ・フロー＝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 

 

（利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当） 

配当につきましては、安定かつ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、業績の動向及び内

部留保の充実等を総合的に勘案の上決定し、業績動向等に不測の事態が発生しない限り、１株当たり50円(注1)を

下限にする方針であります。 

毎事業年度における配当の回数については、中間、期末の年２回を基本方針としており、これらの配当の決定

機関は、中間配当においては取締役会、期末配当においては株主総会であります。 また、内部留保資金につきま
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しては、企業競争力強化のための支出に対する備えとしております。 

 

平成20年3月期の年間配当額は、１株当たり80円(うち中間配当40円)とし、翌平成21年3月期の年間配当額は同

90円（うち中間配当45円）を予定しております。 

 

また、安定した配当に加え、自己株式取得による株主還元についても、適宜検討の上、取り組みを行ってまいり

ます。なお、当連結会計期間に取締役会決議により買い受けた自己株式は285,510株で、取得金額は19億39百万円

でありました。 

(注1)現在の発行済株式数を前提にしております。  

(注2)当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めております。 

 

なお、平成20年3月期の剰余金の配当は以下のとおりであります。 

決議年月日 配当金の総額（百万円） 1株当たり配当金(円）

平成19年11月14日 取締役会決議 1,549 40

平成20年6月27日 定時株主総会決議（予定） 1,542 40

 

 

２． 企業集団の状況 

近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略します。 

 

 

３． 経営方針 

平成19年３月期決算短信（平成19年５月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

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

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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４． 連結財務諸表 

(1)連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 ※２ 69,179  71,476 

 ２ 受取手形及び売掛金 ※５ 300,319  294,706 

 ３ 有価証券 ※２ 2,131  1,002 

 ４ 債権信託受益権  3,344  － 

 ５ たな卸資産  7,651  14,959 

 ６ 短期貸付金  1,699  970 

 ７ 繰延税金資産  6,935  8,578 

 ８ その他  10,125  16,634 

 ９ 貸倒引当金  △335  △429 

   流動資産合計  401,052 75.0  407,899 73.8

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物及び構築物  17,943 18,844  

    減価償却累計額  △12,244 5,698 △11,914 6,929 

  (2) 土地  8,643  8,642 

  (3) その他  4,614 6,903  

    減価償却累計額  △3,396 1,218 △3,013 3,890 

   有形固定資産合計  15,560 2.9  19,462 3.5

 ２ 無形固定資産    

  (1) ソフトウェア  6,700  5,250 

  (2) のれん  1,349  3,153 

  (3) その他  201  67 

   無形固定資産合計  8,250 1.6  8,471 1.6

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※1,2 59,348  58,468 

  (2) 長期貸付金  1,021  918 

  (3) 前払年金費用  10,628  13,187 

  (4) 繰延税金資産  9,839  11,834 

  (5) その他 ※１ 31,072  35,896 

  (6) 貸倒引当金  △2,291  △3,439 

   投資その他の資産合計  109,618 20.5  116,864 21.1

   固定資産合計  133,429 25.0  144,798 26.2

   資産合計  534,481 100.0  552,697 100.0
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前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び買掛金 ※５ 271,879  292,409 

 ２ 短期借入金  3,778  2,615 

 ３ 一年以内返済予定の 
   長期借入金 

 116  － 

 ４ 未払費用  5,922  9,818 

 ５ 未払法人税等  10,177  2,259 

 ６ 賞与引当金  12,153  13,896 

 ７ 役員賞与引当金  222  317 

 ８ 債務保証損失引当金  50  50 

 ９ その他  9,419  11,376 

   流動負債合計  313,719 58.7  332,743 60.2

Ⅱ 固定負債    

 １ 退職給付引当金  2,399  3,058 

 ２ 役員退職慰労引当金  1,758  1,735 

 ３ その他  976  1,084 

   固定負債合計  5,135 1.0  5,879 1.1

   負債合計  318,854 59.7  338,623 61.3

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  10,000 1.9  10,000 1.8

 ２ 資本剰余金  88,894 16.6  88,894 16.1

 ３ 利益剰余金  105,069 19.6  111,987 20.3

 ４ 自己株式  △32 △0.0  △1,972 △0.4

   株主資本合計  203,931 38.1  208,910 37.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券 
評価差額金 

 7,882 1.5  1,416 0.3

 ２ 為替換算調整勘定  746 0.1  737 0.1

   評価・換算差額等合計  8,629 1.6  2,153 0.4

Ⅲ 少数株主持分  3,065 0.6  3,009 0.5

   純資産合計  215,626 40.3  214,074 38.7

   負債純資産合計  534,481 100.0  552,697 100.0
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(2)連結損益計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  1,088,442 100.0  1,118,749 100.0

Ⅱ 売上原価  929,673 85.4  954,852 85.3

   売上総利益  158,769 14.6  163,897 14.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 給与手当  53,584 54,238  

 ２ 退職給付費用  1,491 954  

 ３ 賞与引当金繰入額  12,085 13,761  

 ４ 役員退職慰労引当金 
   繰入額 

 371 415  

 ５ 役員賞与引当金繰入額  222 317  

 ６ のれん償却額  581 1,093  

 ７ 貸倒引当金繰入額  539 1,563  

 ８ その他  65,439 134,315 12.3 66,545 138,889 12.5

   営業利益  24,454 2.3  25,007 2.2

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  349 466  

 ２ 受取配当金  1,085 526  

 ３ 持分法による投資利益  721 642  

 ４ その他  839 2,996 0.3 741 2,377 0.2

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  109 92  

  ２ 為替差損  192 152  

 ３ 投資事業組合損失  73 －  

 ４ その他  147 522 0.1 274 519 0.0

   経常利益  26,928 2.5  26,864 2.4
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前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※１ 30 7  

 ２ 投資有価証券売却益  18 30  

 ３ ゴルフ会員権売却益  30 12  

 ４ 持分変動利益  965 336  

 ５ 貸倒引当金戻入益  28 －  

６  関係会社清算益  － 1,074 0.1 45 433 0.0

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※２ 80 22  

 ２ 固定資産除却損 ※３ 218 396  

 ３ 減損損失 ※４ 29 2  

 ４ 投資有価証券売却損  2 85  

 ５ 関係会社株式売却損  171 0  

 ６ 投資有価証券評価損  3,906 2,202  

 ７ 貸倒引当金繰入額  － 128  

 ８ 事務所設備早期償却  2,335 －  

 ９ 事務所移転費用  219 4,633  

 10 特別退職金  － 561  

 11 退職給付費用  － 171  

 12 関係会社整理損  6 －  

 13 その他 ※5,6 13 6,983 0.7 195 8,401 0.7

   税金等調整前 
   当期純利益 

 21,018 1.9  18,896 1.7

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 15,264 7,658  

   法人税等調整額  △6,443 8,821 0.8 980 8,639 0.8

   少数株主利益  141 0.0  235 0.0

   当期純利益  12,055 1.1  10,021 0.9
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(2) 連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 
 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 10,000 88,894 95,471 △31 194,334

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △2,331  △2,331

 役員賞与 △220  △220

 当期純利益 12,055  12,055

 連結子会社等の増加による増加 94  94

 連結子会社等の減少による減少 △0  △0

 自己株式の取得 △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)  

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) － － 9,598 △0 9,597

平成19年３月31日残高(百万円) 10,000 88,894 105,069 △32 203,931

 

評価・換算差額等 
 

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(百万円) 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

 役員賞与  △220

 当期純利益  12,055

 連結子会社等の増加による増加  94

 連結子会社等の減少による減少  △0

 自己株式の取得  △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 
(百万円) △1,091 462 △628 1,124 10,093

平成19年３月31日残高(百万円) 7,882 746 8,629 3,065 215,626
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当連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 
 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 10,000 88,894 105,069 △32 203,931

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △3,103  △3,103

 当期純利益 10,021  10,021

 自己株式の取得 △1,939 △1,939

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)  

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) － － 6,918 △1,939 4,978

平成20年３月31日残高(百万円) 10,000 88,894 111,987 △1,972 208,910

 

評価・換算差額等 
 

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(百万円) 7,882 746 8,629 3,065 215,626

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当  △3,103

 当期純利益  10,021

 自己株式の取得  △1,939

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) △6,465 △9 △6,475 △56 △6,531

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) △6,465 △9 △6,475 △56 △1,552

平成20年３月31日残高(百万円) 1,416 737 2,153 3,009 214,074
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 税金等調整前当期純利益  21,018 18,896 

 ２ 減価償却費  5,832 2,979 

 ３ 減損損失  29 2 

 ４ のれん償却額  581 1,093 

 ５ 賞与引当金の増減額  10,811 1,743 

 ６ 役員賞与引当金の増減額  222 94 

 ７ 退職給付引当金の増減額  56 618 

 ８ 役員退職慰労引当金の増減額  51 △22 

 ９ 貸倒引当金の増減額  54 1,246 

 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  △1,434 △993 

 12 支払利息  109 92 

 13 為替差損益  △1 △44 

 14 持分法による投資損益  △721 △642 

 15 持分変動損益  △965 △336 

 16 関係会社株式売却損益  171 0 

 17 投資有価証券売却損益  △16 54 

 18 投資有価証券評価損  3,906 2,202 

 19 固定資産売却損益  49 14 

 20 固定資産除却損  208 374 

 21 売上債権の増減額  △19,904 5,018 

 22 たな卸資産の増減額  1,229 △6,312 

 23 仕入債務の増減額  △5,476 19,135 

 24 前払年金費用の増減額  △2,046 △2,558 

 25 その他  △1,096 △702 

    小計  12,666 41,955 

 28 利息及び配当金の受取額  1,723 1,535 

 29 利息の支払額  △110 △138 

 30 法人税等の支払額  △13,049 △17,267 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  1,230 26,085 
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前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 預金の預入による支出  △2,842 △3,296 

 ２ 預金の払戻による収入  4,380 4,824 

 ３ 有価証券の取得による支出  △4,268 △1,746 

 ４ 有価証券の売却による収入  2,530 3,396 

 ５ 有形固定資産の取得による支出  △1,018 △4,051 

 ６ 有形固定資産の売却による収入  317 93 

 ７ 無形固定資産の取得による支出  △1,278 △649 

 ８ 投資有価証券の取得による支出  △10,524 △15,901 

 ９ 投資有価証券の売却による収入  412 3,370 

 10 出資金の払込による支出  △60 △40 

 11 出資金の払戻による収入  2 14 

 12 連結の範囲の変更を伴う子会社の 
   取得による支出 

※２ － △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 

※３ △7 － 

 14 差入保証金敷金の差入に伴う支出  △3,475 △8,224 

 15 差入保証金敷金の返還による収入  169 288 

 16 短期貸付金の純増減額  △166 728 

 17 長期貸付けによる支出  △42 △53 

 18 長期貸付金の回収による収入  142 156 

 19 債権信託受益権の純増減額  2,477 3,388 

 20 その他  81 △276 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △13,171 △20,390 

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  △1,461 △1,176 

 ２ 長期借入金の返済による支出  △660 △116 

 ３ ファイナンス・リース債務の 
   返済による支出 

 △29 △21 

 ４ 自己株式の取得による支出  △0 △1,939 

 ５ 配当金の支払額  △2,324 △3,097 

 ６ 少数株主への配当金の支払額  △46 △80 

 ７ 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  △4,293 △6,431 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  390 190 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △15,844 △546 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  79,522 63,904 

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 － 

Ⅷ 連結子会社減少による現金及び 
  現金同等物の減少額 

 △1 － 

Ⅸ 会社分割による現金及び 
  現金同等物の増加額 

※４ 2 － 

Ⅹ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 63,904 63,358 
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 (5)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 

 75社 

 主要な連結子会社名  

 ㈱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、Mustoe  

Merriman Levy Group Holdings Ltd.、

Mustoes Ltd.、Mustoe  

Merriman Levy Holdings Ltd.、The 

Oven Ltd.は持分譲渡により当連結

会計年度より連結範囲から除いてお

ります。 

 また、当連結会計年度において連

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。  

(1) 連結子会社の数 

   76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、㈱博報

堂 DY ア ド ス テ ー シ ョ ン 、 MJW 

Advertising Brisbane Pty.Ltd.、

Hakuhodo Asia Pacific Co.,Ltd.、

読広大広(上海)広告有限公司は新規

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。 

大広太平洋国際広告有限公司は会

社清算のため、当連結会計年度末に

連結範囲から除いております。 

また、㈱大広三重および㈱アド大

広岐阜は連結子会社である㈱中部朝

日広告に、㈱読広アドクレスは連結

子会社である㈱読広クロスコム（旧

㈱読広コムズ）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 

㈱ダビック 

 Hakuhodo Malaysia Sdn. Bhd. 

 Hakuhodo (Singapore) Pte. Ltd.

(2) 主要な非連結子会社名 

同左 

 

 (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。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

 １社 

(会社の名称) 

 ㈱ダビック 

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

同左 

 (2) 持分法を適用した関連会社数 

 19社 

(主要な会社等の名称) 

 デジタル・アドバタイジング・コ

ンソーシアム㈱、㈱スーパーネット

ワーク、㈱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 & BIERBAUM 

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) 

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 ＆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 Ltd.、 ㈲ペコライ

ンク、㈱スパイスボックス 

 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 

 Hakuhodo Malaysia Sdn. Bhd. 

 Hakuhodo (Singapore) Pte. Ltd. 

(3) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等の

名称 

同左 

 (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。 

        

 



㈱博報堂 DY ホールディングス（2433） 平成 20 年 3 月期決算短信 

- 17 - 

  

項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 (4) 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18年１
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。 
 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17年12
月１日から平成18年11月30日までの
財務諸表を使用しております。 
 ㈱エビデンスラボの決算日は６月
30日でありますが、平成18年１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。 
 ㈱シーエー・エイチの決算日は９
月30日でありますが、平成18年４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。 

(4) 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19年１
月１日から平成19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18年12
月１日から平成19年11月30日までの
財務諸表を使用しております。 
 ㈱エビデンスラボの決算日は６月
30日でありますが、平成19年１月１
日から平成19年12月31日までの仮決
算数値を使用しております。 
 ㈱シーエー・エイチの決算日は９
月30日でありますが、平成19年４月
１日から平成20年３月31日までの仮
決算数値を使用しております。 
 ㈱スパイスボックスの決算日は９
月30日でありますので、平成18年10
月１日から平成19年９月30日までの
財務諸表を使用しております。 

３ 連結子会社の事業年

度等に関する事項 

 連結子会社の決算日は在外連結

子会社を除き、連結決算日と一致し

ております。 

 在外連結子会社の決算日は12月

31日でありますので、平成18年１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。 

 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。 

 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19年１月

１日から平成19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 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 

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) 

 ⅱ その他有価証券 

  ａ 時価のあるもの 

 同左 

   ｂ 時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

 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。 

  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

（金融商品取引法第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。 

 ② デリバティブ取引の評価基準 

  時価法 

② デリバティブ取引の評価基準 

同左 

 ③ たな卸資産の評価基準及び評価方

法 

  主として個別法による原価法 

③ たな卸資産の評価基準及び評価方

法 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 

 連結財務諸表提出会社及び国内連

結子会社は、主として定率法によっ

ております。 

 なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(附属設備を除く)につ

いては、定額法によっております。

 在外連結子会社は主として定額法

を採用しております。 

① 有形固定資産 

同左 

 （追加情報） 

  当社、㈱博報堂、㈱博報堂DYメデ

ィアパートナーズ、㈱大広及び㈱読

売広告社が本社移転を決定したこと

にともない、当連結会計年度におい

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132百万円

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2,335百万

円計上しており、税金等調整前当期

純利益は2,202百万円減少しており

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。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度から、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

び税金等調整前当期純利益に与える

影響額は軽微であります。 

（追加情報） 

当連結会計年度から、法人税法の

改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、償却可

能限度額まで償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却を行う方法を採

用しております。 

これに伴う営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益に与える

影響額は軽微であります。 

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 

 (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 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き当連結会計年度に見合う額を計上

しております。 

② 賞与引当金 

同左 

 ③ 退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備えるため、
当連結会計年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づ
き、当連結会計年度末に発生してい
ると認められる額を計上しておりま
す。 
数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定年数(７年～16年)による定率法
(一部の連結子会社では定額法)によ
り翌連結会計年度から費用処理する
こととしております。 
 過去勤務債務は、その発生時の従
業員の平均残存勤務期間以内の一定
年数(５年～７年)による定額法によ
り発生時から費用処理することとし
ております。なお、一部の連結子会
社では発生時に一括して費用処理し
ております。 

③ 退職給付引当金 
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～17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。 

（追加情報） 

一部の連結子会社において、数理
計算上の差異の費用処理年数につい
て、従業員の平均残存勤務期間が短
くなったことに伴い、平均残存勤務
期間以内の一定の年数を16年から14
年に変更しております。なお、この
変更に伴う損益に与える影響は軽微
であります。 
また、一部の連結子会社において、

従業員の増加に伴い退職給付に係る
会計処理をより適正に行うため、退
職給付債務の計算方法を簡便法から
原則法に変更しております。 
この変更に伴い、当期首における

退職給付債務について計算した簡便
法と原則法の差額171百万円を特別
損失に計上しております。 
この結果、従来の方法によった場

合と比較して、営業利益および経常
利益は42百万円、税金等調整前当期
純利益は214百万円それぞれ減少し
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 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 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、当連結会計年度にお
ける支給見込額を計上しておりま
す。 
（会計方針の変更） 
 当連結会計年度より「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。
 この結果、営業利益、経常利益、
税金等調整前当期純利益は222百万
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。 

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、当連結会計年度にお
ける支給見込額を計上しておりま
す。 

 ⑤ 役員退職慰労引当金 
 役員及び執行役員(退職給付制度
上従業員とみなされる者を除く。)
の退職慰労金の支給に備えるため、
内規に基づく期末要支給額を計上し
ております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 
同左 

 ⑥ 債務保証損失引当金 
保証債務に係る損失に備えるた

め、当連結会計年度末における損失
発生見込額を計上しております。 

⑥ 債務保証損失引当金 
同左 

 (4) 重要なリース取引の処
理方法 

 連結財務諸表提出会社及び国内連結
子会社は、リース物件の所有権が借主
に移転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた
会計処理によっております。 

同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方
法 

① ヘッジ会計の方法 
 原則として繰延ヘッジ処理によって
おります。ただし、振当処理の要件を
満たす為替予約については振当処理に
よっております。 

① ヘッジ会計の方法 
同左 

 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 



㈱博報堂 DY ホールディングス（2433） 平成 20 年 3 月期決算短信 

- 22 - 

  

項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

① 繰延資産の処理方法 

 創立費 

 支出時に全額費用として処理し

ております。 

① 繰延資産の処理方法 

 創立費 

同左 

 

 ② 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

② 消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれんの償却に関しては、その個別

案件ごとに投資効果の発現する期間を

判断し、20年以内の合理的な年数で均

等償却しております。その他合理的な

年数の見積りが困難なものについては

原則５年間で均等償却しております。

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資からなって

おります。 

同左 
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会計処理の変更 

 
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

（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） 

 当連結会計年度から「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、212,561百

万円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 

 

────────── 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当連結会計年度から「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

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準委員会 終改正 平成18年12月22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 

 
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲記

されていたものは、当連結会計年度から「のれん」と表

示しております。 

 

（連結貸借対照表） 

────────── 

（連結損益計算書） 

１ 前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から、「の

れん償却額」として表示しております。 

 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において区分掲記しておりました

「投資事業組合損失」は、当連結会計年度において、

重要性が減少したため、「その他」に含めて記載してお

ります。 

 なお、当連結会計年度の「投資事業組合損失」は26

百万円であります。 

２ 前連結会計年度において区分掲記しておりました

「仕入割引」は、当連結会計年度において、重要性が

減少したため、「その他」に含めて記載しております。

 なお、当連結会計年度の「仕入割引」は158百万円で

あります。 

 

 

３ 前連結会計年度において特別損失の「その他」に含

めて記載しておりました「関係会社整理損」は、当連

結会計年度において、重要性が増したため、区分掲記

することといたしました。 

 なお、前連結会計年度の「関係会社整理損」は１百

万円であります。 

 

 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

１ 前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」と

して区分掲記されていたものは、当連結会計年度から

「のれん償却額」として表示しております。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

────────── 

２ 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて記載しておりました

「差入保証金敷金による支出」及び「差入保証金敷金

の返還による収入」は、当連結会計年度において、重

要性が増したため、区分掲記することといたしました。

 なお、前連結会計年度の「差入保証金敷金による支

出」は△900百万円、「差入保証金敷金の返還による収

入」は916百万円であります。 
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 (7)連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券(株式)        7,241百万円
投資その他の資産 
 その他(出資金)         2,359百万円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券(株式)          7,814百万円
投資その他の資産 

その他(出資金)          2,203百万円

※２ 担保資産及び担保付債務 

   定期預金1,540百万円及び有価証券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1,973百万円及び投資有価証券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756百万円あります。  

 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586百万円あります。 

(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) 816百万円
Media Intelligence Co.,Ltd. 
(THB 30,000千) 102百万円
Hakuhodo Percept Pvt.Ltd. 
(INR 13,623千) 37百万円
Yonhap TV News 
(KRW 45,000千) 5百万円
 合計 962百万円

 

(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。 

Percept/H Private Ltd. 
(INR 99,000千) 

250百万円

comON21 Co., Ltd. 
(KRW 2,000,000千) 

202百万円

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

115百万円

Hakuhodo Percept Pvt.Ltd. 
(INR 29,961千) 

75百万円

Yonhap TV News 
(KRW 45,000千) 

5百万円

合計 649百万円
 

 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         224百万円

  

 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
 受取手形裏書譲渡高         187百万円

  

※５ 期末日満期手形 

連結会計年度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、連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計

年度末残高に含まれております。 

   受取手形             2,161百万円

   支払手形             1,093百万円

※５     ────────── 
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 (連結損益計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 
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 30百万円

  

※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 0百万円

 土地 2百万円
車両運搬具 3百万円
工具器具備品 1百万円

 計 7百万円

  

※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
有形固定資産 
建物及び構築物 2百万円
土地 3百万円
車両運搬具 0百万円
工具器具備品 72百万円

 計 80百万円

  

※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
有形固定資産 
建物及び構築物 14百万円
土地 0百万円
車両運搬具 0百万円
工具器具備品 6百万円

 計 22百万円

  

※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 154百万円
機械装置 0百万円
車両運搬具 1百万円
工具器具備品 47百万円

無形固定資産 
ソフトウェア 15百万円

 計 218百万円

  

※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 288百万円
機械装置 0百万円
車両運搬具 0百万円
工具器具備品 70百万円

無形固定資産 
ソフトウェア 11百万円

 その他 25百万円
 計 396百万円

  

※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減損損失を計上してお

りますが重要性が乏しいため、記載を省略しており
ます。 

   

 （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、建物及び借地権 
 については、主として固定資産税評価額を基礎に評 
 価しております。 
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前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※５ 特別損失「その他」の内容は次のとおりでありま

す。 

 
ゴルフ会員権評価損 8百万円
ゴルフ会員権売却損 4百万円
 計 13百万円 

※５ 特別損失「その他」の内容は次のとおりでありま

す。 

 
たな卸資産評価損 180百万円
ゴルフ会員権評価損 14百万円
ゴルフ会員権売却損 0百万円
 計 195百万円
  

※６ ゴルフ会員権評価損には、貸倒引当金繰入額６百

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８

百万円が含まれております。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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) 
当連結会計年度 
増加株式数(株) 

当連結会計年度 
減少株式数(株) 

当連結会計年度末 
株式数(株) 

発行済株式数   

 普通株式 38,855,810 － － 38,855,810

自己株式   

 普通株式 4,293 91 － 4,384

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加91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。 

 

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株当たり配当額 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

 

    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 １株当たり配当額 30円

③ 基準日 平成18年９月30日

④ 効力発生日 平成18年12月８日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの 

    平成19年６月28日開催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 配当の総額 1,554百万円

② 配当の原資 利益剰余金

③ １株当たり配当額 40円

④ 基準日 平成19年３月31日

⑤ 効力発生日 平成19年６月29日
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当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31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) 
当連結会計年度 
増加株式数(株) 

当連結会計年度 
減少株式数(株) 

当連結会計年度末 
株式数(株) 

発行済株式数   

 普通株式 38,855,810 － － 38,855,810

自己株式   

 普通株式 4,384 285,550 － 289,934

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加285,550株は、取締役会決議に基づく取得による増加285,510株、及び単元未

満株式の買取りによる増加40株であります。 

 

２ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

    平成19年６月28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 1,554百万円

② １株当たり配当額 40円

③ 基準日 平成19年３月31日

④ 効力発生日 平成19年６月29日

 

    平成19年11月14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 1,549百万円

② １株当たり配当額 40円

③ 基準日 平成19年９月30日

④ 効力発生日 平成19年12月７日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの 

平成20年６月27日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり、提案して

おります。 

   ・普通株式の配当に関する事項 

① 配当の総額 1,542百万円

② 配当の原資 利益剰余金

③ １株当たり配当額 40円

④ 基準日 平成20年３月31日

⑤ 効力発生日 平成20年６月30日

 



㈱博報堂 DY ホールディングス（2433） 平成 20 年 3 月期決算短信 

- 30 - 

 (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 69,179百万円
有価証券 2,131百万円
 計 71,310百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

5,564百万円

MMF、FFF、及び公社債投信 
以外の有価証券 

1,842百万円

現金及び現金同等物 63,904百万円

  

※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 71,476百万円
有価証券 1,002百万円
 計 72,479百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

8,303百万円

MMF、FFF、及び公社債投信 
以外の有価証券 

817百万円

現金及び現金同等物 63,358百万円

  

※２     ────────── ※２ 株式の取得により連結子会社となった会社の資産

及び負債の主な内訳 

   （㈱ショウゲート） 

流動資産 3,961百万円
固定資産 124百万円
 資産合計 4,086百万円

 
流動負債 6,196百万円
固定負債 43百万円
 負債合計 6,240百万円

なお、取得による支出の金額は、株式取得代金の

ほか、上記流動負債に含まれる短期借入金の返済額

2,200百万円を含み、現金及び現金同等物411百万円

を控除して表示しております。 

※３ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳 

   （Mustoe Merriman Levy Group Holdings Ltd.）

流動資産 362百万円
固定資産 16百万円
 資産合計 378百万円

 
流動負債 332百万円
固定負債 8百万円
 負債合計 341百万円

    

※３     ────────── 

※４ 重要な非資金取引の内容 

   当社の連結子会社である㈱博報堂ジーワンは、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。当該会社分割（共同新設分割）

により受け入れた資産及び負債の主な内訳は以下の

とおりであります。 

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

  

※４     ────────── 
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 (セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

 
広告業 
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計(百万円) 
消去又は 

全社(百万円) 
連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

1,086,899 1,543 1,088,442 － 1,088,442

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

59 5,735 5,794 (5,794) －

計 1,086,958 7,278 1,094,236 (5,794) 1,088,442

営業費用 1,061,352 6,446 1,067,799 (3,811) 1,063,988

営業利益 25,605 832 26,437 (1,983) 24,454

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

 

資産 506,006 15,029 521,035 13,445 534,481

減価償却費 5,545 175 5,720 111 5,832

資本的支出 2,073 23 2,097 40 2,138

(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係

る費用であり、当連結会計年度は1,950百万円であります。 

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

る資産等であり、当連結会計年度は16,444百万円であります。 

５ 会計方針の変更 

当連結会計年度より「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。 

この結果、広告業において営業費用が179百万円増加し、営業利益は同額減少しており、その他の事業におい

て営業費用が１百万円増加し、営業利益は同額減少しており、消去又は全社において、営業費用が41百万円

増加し、営業利益は同額増加しております。 

６ 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、㈱大広及び㈱読売広告社が本社移転を決定したこと

にともない、当連結会計年度において、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122百万円減少し、営業利益は同額増加、減価償却費が2,124百万円増

加し、資産が同額減少しており、消去又は全社において、営業費用が10百万円減少し、営業利益は同額増加、

減価償却費が77百万円増加し、資産が同額減少しております。 
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当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

 
広告業 
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計(百万円) 
消去又は 

全社(百万円) 
連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

1,117,352 1,397 1,118,749 － 1,118,749

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

74 6,055 6,129 (6,129) －

計 1,117,426 7,452 1,124,878 (6,129) 1,118,749

営業費用 1,090,236 6,718 1,096,955 (3,213) 1,093,742

営業利益 27,189 733 27,923 (2,916) 25,007

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出 

 

資産 522,409 15,117 537,527 15,170 552,697

減価償却費 2,799 164 2,964 15 2,979

資本的支出 5,859 34 5,893 2 5,895

(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係

る費用であり、当連結会計年度は2,888百万円であります。 

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

る資産等であり、当連結会計年度は18,064百万円であります。 

５ 会計方針の変更 

当連結会計年度から、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。これに伴う営業費用、営業利益に与える影響額は軽

微であります。 

６ 追加情報 

当連結会計年度から、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却を行う方法を採用しております。これに伴う営業費用、

営業利益に与える影響額は軽微であります。 

一部の連結子会社において、数理計算上の差異の費用処理年数について、従業員の平均残存勤務期間が短く

なったことに伴い、平均残存勤務期間以内の一定の年数を16年から14年に変更しております。これに伴う営

業費用、営業利益に与える影響額は軽微であります。 

また、一部の連結子会社において、従業員の増加に伴い退職給付に係る会計処理をより適正に行うため、退

職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。この結果、広告業において営業費用が42百

万円増加し、営業利益は同額減少しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

 
日本 

(百万円) 
海外 

(百万円) 
計(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

1,057,157 31,285 1,088,442 － 1,088,442

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

547 5,892 6,439 (6,439) －

計 1,057,704 37,177 1,094,882 (6,439) 1,088,442

営業費用 1,031,370 37,124 1,068,495 (4,506) 1,063,988

営業利益 26,334 52 26,387 (1,932) 24,454

Ⅱ 資産 498,554 20,067 518,621 15,859 534,481

(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係

る費用であり、当連結会計年度は1,950百万円であります。 

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

る資産等であり、当連結会計年度は16,444百万円であります。 

４ 会計方針の変更 

当連結会計年度より「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。 

この結果、日本において営業費用が180百万円増加し、営業利益は同額減少しており、消去又は全社において、

営業費用が41百万円増加し、営業利益は同額増加しております。 

５ 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、㈱大広及び㈱読売広告社が本社移転を決定したこと

にともない、当連結会計年度において、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122百万円減少し、営業利益は同額増加し、資産は2,124百万円減少して

おり、消去又は全社において、営業費用が10百万円減少し、営業利益は同額増加し、資産は77百万円減少し

ております。 
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 当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

 
日本 

(百万円) 
海外 

(百万円) 
計(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

1,092,177 26,572 1,118,749 － 1,118,749

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

354 5,597 5,952 (5,952) －

計 1,092,531 32,170 1,124,701 (5,952) 1,118,749

営業費用 1,064,922 31,915 1,096,838 (3,095) 1,093,742

営業利益 27,609 254 27,863 (2,856) 25,007

Ⅱ 資産 515,651 21,086 536,738 15,959 552,697

(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係

る費用であり、当連結会計年度は2,888百万円であります。 

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

る資産等であり、当連結会計年度は18,064百万円であります。 

４ 会計方針の変更 

当連結会計年度から、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。これに伴う営業費用、営業利益に与える影響額は軽

微であります。 

５ 追加情報 

当連結会計年度から、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却を行う方法を採用しております。これに伴う営業費用、

営業利益に与える影響額は軽微であります。 

一部の連結子会社において、数理計算上の差異の費用処理年数について、従業員の平均残存勤務期間が短く

なったことに伴い、平均残存勤務期間以内の一定の年数を16年から14年に変更しております。これに伴う営

業費用、営業利益に与える影響額は軽微であります。 

また、一部の連結子会社において、従業員の増加に伴い退職給付に係る会計処理をより適正に行うため、退

職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。この結果、日本において営業費用が42百万

円増加し、営業利益は同額減少しております。 
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【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 32,935

Ⅱ 連結売上高(百万円) 1,088,442

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

3.0

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

 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 28,666

Ⅱ 連結売上高(百万円) 1,118,749

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

2.6

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

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 
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 (１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額             5,471円13銭

 

１株当たり純資産額              5,472円83銭

 

１株当たり当期純利益            310円30銭

 

１株当たり当期純利益           258円76銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

258円71銭

  

(注) 算定上の基礎 

  １ １株当たり純資産額 

 前連結会計年度末 当連結会計年度末 

 平成19年3月31日 平成20年3月31日 

純資産の部の合計額(百万円) 215,626 214,074

普通株式に係る純資産額(百万円) 212,561 211,064

差額の主な内訳(百万円)  

 少数株主持分 3,065 3,009

普通株式の発行済株式数(千株) 38,855 38,855

普通株式の自己株式数(千株) 4 289

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 
普通株式の数(千株) 

38,851 38,565

   

  ２ １株当たり当期純利益 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益金額 

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 12,055 10,021

普通株式に係る当期純利益(百万円) 12,055 10,019

普通株式の期中平均株式数(千株) 38,851 38,729

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額(百万円) － △2

調整の主な内訳(百万円) 

関連会社の発行する潜在株式 
(ストックオプション) 

－ △2
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(重要な後発事象) 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

（自己株式の取得） 
 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を
可能とするため、平成19年５月14日開催の当社取締役会
において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて
適用される同法156条の規定に基づき、自己株式の取得を
決定し、実施いたしました。 
 

① 取得の方法：信託銀行への信託方式による市場買
付け 

② 取得した株式の総数：116,000株（発行済株式総
数に対する割合0.3％） 

③ 株式の取得総額：939百万円 
④ 自己株式買付けの期間：平成19年５月15日から平
成19年６月29日まで 
 (※)買付けは平成19年５月22日にて完了してお
ります。 

―――――――――― 

 

 (開示の省略) 

リース取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、決算短信における

開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 
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５． 個別財務諸表 

(1)貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  35  1,559 

 ２ 営業未収入金  181  257 

 ３ 関係会社短期貸付金  18,650  24,912 

 ４ 有価証券  1,596  623 

 ５ 債権信託受益権  3,344  - 

 ６ 未収入金  805  954 

 ７ 前払費用  20  25 

 ８ 立替金  －  4,768 

 ９ 繰延税金資産  83  182 

 10 その他  123  102 

   流動資産合計  24,841 11.4  33,386 14.5

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物  268 －  

    減価償却累計額  △266 2 － － 

  (2) 車両運搬具  29 29  

    減価償却累計額  △4 25 △12 16 

  (3) 工具器具及び備品  46 13  

    減価償却累計額  △34 11 △9 4 

   有形固定資産合計  38 0.0  21 0.0

 ２ 無形固定資産    

  (1) ソフトウェア  1  0 

   無形固定資産合計  1 0.0  0 0.0

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  6,352  13,564 

  (2) 関係会社株式  170,774  170,774 

  (3) 差入保証金敷金  3,921  657 

  (4) 関係会社長期貸付金  11,160  11,160 

  (5) 長期性預金  1,500  － 

  (6) 繰延税金資産  155  105 

   投資その他の資産合計  193,863 88.6  196,261 85.5

   固定資産合計  193,903 88.6  196,283 85.5

   資産合計  218,745 100.0  229,669 100.0
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前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ 
 預り金 

 45,221  55,599 

 ２ 未払金  41  1,335 

 ３ 未払費用  336  638 

 ４ 未払法人税等  75  86 

 ５ 役員賞与引当金  41  49 

 ６ 預り金  9  10 

 ７ その他  19  37 

   流動負債合計  45,744 20.9  57,758 25.1

Ⅱ 固定負債    

 １ 役員退職慰労引当金  217  192 

 ２ 預り保証金敷金  1,304  - 

   固定負債合計  1,521 0.7  192 0.1

   負債合計  47,266 21.6  57,950 25.2

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  10,000 4.6  10,000 4.4

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  153,538 153,538  

    資本剰余金合計  153,538 70.2  153,538 66.9

 ３ 利益剰余金    

  (1) その他利益剰余金    

    繰越利益剰余金  7,972 10,192  

    利益剰余金合計  7,972 3.6  10,192 4.4

 ４ 自己株式  △32 △0.0  △1,972 △0.9

   株主資本合計  171,478 78.4  171,759 74.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

   その他有価証券 
評価差額金 

 0 0.0  △40 △0.0

   評価・換算差額等合計  0 0.0  △40 △0.0

   純資産合計  171,479 78.4  171,719 74.8

   負債純資産合計  218,745 100.0  229,669 100.0
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(2)損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益    

 １ 受取配当金  4,703 5,424  

 ２ 受取手数料  2,074 6,777 100.0 2,942 8,366 100.0

Ⅱ 一般管理費    

 １ 給与手当  727 1,087  

 ２ 賞与  165 326  

 ３ 役員賞与引当金繰入額  41 49  

 ４ 役員退職慰労引当金 
   繰入額 

 57 64  

 ５ 不動産賃借料  170 270  

 ６ 減価償却費  31 15  

 ７ 業務委託費  336 373  

 ８ その他  575 2,106 31.1 844 3,031 36.2

   営業利益  4,671 68.9  5,335 63.8

Ⅲ 営業外収益    

 １ 受取利息  287 473  

 ２ 受取賃貸料  8 12  

 ３ その他  59 354 5.2 57 543 6.5

Ⅳ 営業外費用    

 １ 支払利息  120 223  

 ２ 投資事業組合損失  115 20  

 ３ その他  － 236 3.4 19 264 3.2

   経常利益  4,789 70.7  5,614 67.1

Ⅴ 特別利益    

 １ 固定資産売却益  0 －  

２ 投資有価証券売却益  － 0 0.0 8 8 0.1

Ⅵ 特別損失    

１ 事務所移転費用  － 117  

 ２ 事務所設備早期償却  87 －  

 ３ 固定資産売却損  1 －  

４ 固定資産除却損  － 88 1.3 5 122 1.5

   税引前当期純利益  4,701 69.4  5,500 65.7

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 207 197  

   法人税等調整額  △136 70 1.1 △21 176 2.1

   当期純利益  4,630 68.3  5,324 63.6
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(3) 株主資本等変動計算書 

前事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 
 

株主資本 評価・換算 
差額等 

資本剰余金 利益剰余金

その他利益
剰余金 

 
資本金 

資本準備金
繰越利益
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 

純資産合計

平成18年３月31日残高 
(百万円) 10,000 153,538 5,708 △31 169,215 1 169,216

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当  △2,331 △2,331  △2,331

 役員賞与  △36 △36  △36

 当期純利益  4,630 4,630  4,630

 自己株式の取得  △0 △0  △0

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)   △0 △0

事業年度中の変動額合計 
(百万円) － － 2,263 △0 2,263 △0 2,262

平成19年３月31日残高 
(百万円) 10,000 153,538 7,972 △32 171,478 0 171,479

 

当事業年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 
 

株主資本 評価・換算 
差額等 

資本剰余金 利益剰余金

その他利益
剰余金 

 
資本金 

資本準備金
繰越利益
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 

純資産合計

平成19年３月31日残高 
(百万円) 10,000 153,538 7,972 △32 171,478 0 171,479

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当  △3,103 △3,103  △3,103

 当期純利益  5,324 5,324  5,324

 自己株式の取得  △1,939 △1,939  △1,939

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)   △41 △41

事業年度中の変動額合計 
(百万円) － － 2,220 △1,939 281 △41 240

平成20年３月31日残高 
(百万円) 10,000 153,538 10,192 △1,972 171,759 △40 171,719

 


