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0 株式会社 電通

20082008年年33月期決算概況月期決算概況
および次期の見通しおよび次期の見通し

常務取締役常務取締役 釜井釜井 節生節生

このプレゼンテーション資料には、2008年5月13日現在の、
経営陣の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれ
ています。経済情勢などに関わるリスクや不確定要因により、
実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。



1 株式会社 電通

2006年 度 2007年 度

売上高 2,093,976 2,057,554 ▲ 1.7 % ▲ 0.4 %

売上総利益 348,391 345,222 ▲ 0.9 % ▲ 1.4 %

    　売上総利益率 16.6% 16.8% +0.2 ▲ 0.1

　  販管費 285,556 289,095 +1.2 % ▲ 0.6 %

営業利益 62,834 56,126 ▲ 10.7 % ▲ 5.3 %

オペレーティング･マージン 18.0% 16.3% ▲ 1.7 ▲ 0.6

経常利益 70,044 67,993 ▲ 2.9 % ▲ 4.9 %

税金等調整前
当期純利益

60,712 63,610 +4.8 % ▲ 6.4 %

当期純利益 30,688 36,246 +18.1 % ▲ 3.6 %

前期比（差） 予算比（差）

20072007年度連結業績の概況年度連結業績の概況
（百万円）

※ 予算比（差）は11/9発表の2007年度業績見通しとの差異
※ オペレーティング・マージン＝営業利益÷売上総利益×100

2007年度連結業績

ppts

ppts

ppts

ppts



2 株式会社 電通

（単位：億円）

21,000 単体売上減

連結子会社売上減

+59
新規連結売上増

20,000

2006年度 2007年度

（注）単体売上減、連結子会社売上減、新規連結売上は内部取引控除後の金額を使用。 

　　　新規連結売上高には一部孫会社は含まれておりません。

▲ 155

▲ 268

20,575

20,939

連結売上高連結売上高

コメントコメント

2007年度連結業績

2006年度 2007年度 前期比（差） 前期比（額）

売上高 2,093,976 2,057,554 ▲1.7% ▲36,422

724

■主なグループ会社の対前年増減

・単体

前年ＦＩＦＡワールドカップの反動

・子会社

前年iSe（ＦＩＦＡワールドカップ）の減少

北京電通・ISID・電通ｲﾉﾍﾞｯｸ・

DHUSAの増加など

・新規連結
上海東派・電通ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝなど

（百万円）

連結売上高の増減要因連結売上高の増減要因
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（単位：億円）

単体売総減

▲ 0
+25

新規連結売総増

3,400

2006年度 2007年度

（注）新規連結売総には一部孫会社は含まれておりません。

3,452

3,500
連結子会社売総減

▲ 56

3,483

連結売上総利益連結売上総利益
2006年度 2007年度 前期比（差） 前期比（額）

売上総利益 348,391 345,222 ▲0.9% ▲3,169
売上総利益率 16.6% 16.8% +0.2 －

2007年度連結業績

ppts

（百万円）

連結売上総利益の増減要因連結売上総利益の増減要因 コメントコメント

■主なグループ会社の対前年増減

・子会社

前年iSe（ＦＩＦＡワールドカップ）の減少

ISID・北京電通・DHUSA・CCI・

電通ｲﾉﾍﾞｯｸの増加 など

・新規連結

電通ｶｽﾀﾏｰｱｸｾｽｾﾝﾀｰ・上海東派

など
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連結営業利益連結営業利益
2006年度 2007年度 前期比（差） 前期比（額）

営業利益 62,834 56,126 ▲ 10.7% ▲6,707
オペレーティング・マージン 18.0% 16.3% ▲1.7 －

2007年度連結業績

（百万円）

ppts

コストからみた連結売上総利益の構成比コストからみた連結売上総利益の構成比 連結営業利益／オペレーティング・マージンの推移連結営業利益／オペレーティング・マージンの推移

（億円）

（ ）は構成比＊減価償却費等にはのれん償却額を含む



5 株式会社 電通

2006年度 2007年度 前期比（差）

営業利益 62,834 56,126 ▲10.7%

　　営業外収益 10,401 15,057 +44.8%
　　営業外費用 3,192 3,190 ▲0.0%
　営業外損益 7,209 11,867 +64.6%

経常利益 70,044 67,993 ▲2.9%

　　特別利益 2,247 9,953 +342.8%
　　特別損失 11,579 14,336 +23.8%
　特別損益 ▲ 9,331 ▲ 4,382 －

税金等調整前
当期純利益

60,712 63,610 +4.8%

　　法人税等 27,425 25,637 ▲6.5%
　　少数株主利益 2,598 1,726 ▲33.5%

当期純利益 30,688 36,246 +18.1%

連結経常利益・当期純利益連結経常利益・当期純利益

（百万円）
コメントコメント

■主な営業外収益の内訳

持分法投資利益 84億円

受取配当金 18億円

受取利息 15億円

投資組合出資利益 8億円 等

■主な営業外費用の内訳

支払利息 25億円

■主な特別利益の内訳

退職給付信託設定益 73億円

投資有価証券売却益 19億円

■主な特別損失の内訳

D&T組合（たな卸資産評価損） 71億円

ｼﾞｪﾈｵﾝUSA (事業再編損失等) 29億円

ｼﾞｪﾈｵﾝ (のれん償却費) 8億円

固定資産除却損 5億円

2007年度連結業績
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連結貸借対照表連結貸借対照表

（単位：百万円）
2007年3月 2008年 3月

前期末比
（差）

流動資産 663,887 641,002 ▲3.4%

固定資産 604,162 610,909 +1.1%

資産合計 1,268,049 1,251,912 ▲1.3%

流動負債 545,906 527,504 ▲3.4%

固定負債 145,097 133,547 ▲8.0%

負債合計 691,003 661,051 ▲4.3%

株主資本 546,694 574,243 +5.0%

評価・換算差額等 8,065 ▲ 6,950 －

少数株主持分 22,285 23,567 +5.8%

純資産合計 577,046 590,861 +2.4%

負債・純資産合計 1,268,049 1,251,912 ▲1.3%

（百万円）

2007年度連結業績

■主な資産の増減の要因

・受取手形及び売掛金の減少

・オプト株式取得

・退職給付信託への株式拠出

■主な負債の増減の要因

・有利子負債の減少

・退職給付引当金等の減少

■主な純資産の増減の要因

・利益剰余金の増加

コメントコメント

■財務指標

自己資本比率 45.3％ （43.7％）

D/Eレシオ 0.17倍 （0.21倍）

ROE 6.5％ （5.7％）

（ ）は07年3月末
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連結キャッシュ・フロー連結キャッシュ・フロー

（百万円）連結キャッシュフローの状況連結キャッシュフローの状況 コメントコメント

2007年度連結業績

※キャッシュの増（+） キャッシュの減（△）

投資活動によるキャッシュ・フロー

△180億円

財務活動によるキャッシュ・フロー

△307億円

営業活動によるキャッシュ・フロー

+560億円

現金及び現金同等物の増減

+74億円

<注>現金及び現金同等物には、換算差額等1億円を含む。

連結営業利益

減価償却費等

運転資本の増減

法人税等支払額

配当金支払

借入金の増減

(長期・短期)

有価証券等の売却

有価証券等の取得

ｿﾌﾄｳｴｱの取得

+561億円

+202億円

+128億円

△302億円

+179億円

△238億円

△75億円

△89億円

△216億円



8 株式会社 電通

07年 度 実 績 08年度見通し

売上高 2,057,554 2,083,000 +1.2 %

売上総利益 345,222 352,400 +2.1 %

営業利益 56,126 58,400 +4.1 %

　  オペレーティング･マージン 16.3% 16.6% +0.3 ppts

経常利益 67,993 68,700 +1.0 %

税金等調整前
当期純利益

63,610 65,700 +3.3 %

当期純利益 36,246 35,500 ▲ 2.1 %

前期比（差）

次期の連結業績の見通し次期の連結業績の見通し

次期の連結業績の見通し

（百万円）

※連結業績見通しに関して、持分法適用会社であるピュブリシスグループの損益に対する当社持分の取り込み
については、ピュブリシスグループが業績予想を開示していないため、2008年度の持分法投資利益は、2007
年度実績に基づき71億83百万円（のれん償却43億82百万円控除後）としている。
（為替レートは、2008年1月から3月の平均為替レート 1ユーロ＝約158円を使用）
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配当について配当について

配当金総額と配当性向（連結）の推移配当金総額と配当性向（連結）の推移

配当

3,500円

3,000円
2,500円

1,500円

グラフ内金額は1株あたり配当金

4,000円

＜注＞ 2008年度の想定数字はＴＯＢの条件で全株取得できたものとして算出

【2008年度】

配当総額 年間約100億円

１株あたりの配当金 年間 4,000円

（中間2,000円、期末2,000円）

【2007年度】

配当総額 年間約96億円

１株あたりの配当金 年間 3,500円

（中間1,750円、期末1,750円）

・事業成長による企業価値の長期的な成長

・安定的な配当

・機動的な自己株式の取得

＜利益配分の基本方針＞
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自己株式の取得および公開買付けの実施について自己株式の取得および公開買付けの実施について

公開買付の概要公開買付の概要

自己株式の取得

自己株式取得枠の設定自己株式取得枠の設定

【取得する株式の数】 300,000株（上限）

（発行済株式総数に対する割合10.8％）

【株式の取得価額の総額】 600億円（上限）

【取得する期間】 平成20年5月13日～平成20年12月31日

【買付け等の期間】 平成20年5月13日（火）～6月10日（火）まで

【公開買付け開始公告日】 平成20年5月13日（火）

【買付け価格】 １株につき239,000 円

【買付け予定株数】 251,000株

【受渡し・決済開始日】 平成20年6月17日（火）



0 株式会社 電通

今後の経営方針について今後の経営方針について

代表取締役社長代表取締役社長 髙嶋達佳髙嶋達佳

このプレゼンテーション資料には、2008年5月13日現在の、
経営陣の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれ
ています。経済情勢などに関わるリスクや不確定要因により、
実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。



1 株式会社 電通

経営環境の変化と基本的な経営方針経営環境の変化と基本的な経営方針

経営環境の変化経営環境の変化経営環境の変化 基本的な経営方針基本的な経営方針基本的な経営方針

高度化するクライアント・ニーズ高度化するクライアント・ニーズ

国内広告市場の成長鈍化国内広告市場の成長鈍化

非マスメディアの構成比拡大非マスメディアの構成比拡大

クライアントのクライアントの海外展開の加速海外展開の加速

デジタル、テクノロジーなどデジタル、テクノロジーなど
新たな業種の広告事業への参入新たな業種の広告事業への参入

株主還元株主還元への強い要望への強い要望

・・ クライアント・ニーズにフォーカスしたクライアント・ニーズにフォーカスした
ソリューション型成長モデルソリューション型成長モデルへへ

・・ マスメディアを中心とした成長モデルにマスメディアを中心とした成長モデルに
デジタル、プロモーション、コンテンツ等をデジタル、プロモーション、コンテンツ等を
加えた加えた統合型成長モデル統合型成長モデルへへ

・・ 国内を中心とした成長モデルから、国内を中心とした成長モデルから、
グローバルな成長モデルグローバルな成長モデルへへ

・・ 既存事業に既存事業に新規事業が加わった成長モデル新規事業が加わった成長モデルへへ

人材や資金を重点領域に集中させることに人材や資金を重点領域に集中させることに
より、能力を最大限発揮できる仕組みへより、能力を最大限発揮できる仕組みへ

◆ 新たな成長モデルへの転換

◆変化に対応した経営資源再配分
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今後の成長戦略今後の成長戦略

戦略のポイント戦略のポイント戦略のポイント 目標目標目標

◆ 市場シェアの拡大

◆ テクノロジーを活用した新しい事業への取り組み

◆ 市場シェアの拡大

◆ テクノロジーを活用した新しい事業への取り組み

◆ BRICs等の成長地域における事業拡大

◆ 国内と同レベルの統合ソリューション体制の構築

◆ BRICs等の成長地域における事業拡大

◆ 国内と同レベルの統合ソリューション体制の構築

◆ クロスメディアを核としたソリューション力の向上

◆ 一貫したオペレーション体制の拡充

◆ コスト競争力の強化

◆ クロスメディアを核としたソリューション力の向上

◆ 一貫したオペレーション体制の拡充

◆ コスト競争力の強化

◆ 成長領域／重点領域への人材・資金のシフト

◆ コスト構造の改革

◆ 成長領域／重点領域への人材・資金のシフト

◆ コスト構造の改革

ソリューションソリューション

デジタルデジタル

グローバルグローバル

経営資源の経営資源の
再配分再配分
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経営指標のガイドライン経営指標のガイドライン
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ソリューション体制の強化ソリューション体制の強化

統合ソリューション力の向上統合ソリューション力の向上

今後の施策

◆ 電通単体の組織改編により、
統合ソリューション力の向上を図る

→ 統合ソリューション組織の設置と
専門組織の強化、営業体制の改革

→ 電通テック、オプトなどからの大規
模な人材の受け入れによるグルー
プが一体となった業務体制の強化

ソリューション

クライアント課題に対応した
解決策の提案、実施

ソリューションソリューション

クライアント課題に対応したクライアント課題に対応した
解決策の提案、実施解決策の提案、実施

電通グループ全体のリソースを、
クライアントの課題解決に
最大限活かす環境を構築

マスメディア
インタラクティブ

プロモーション

スペース・ブランディング

コンテンツ

クライアントクライアントクライアント

PR

電通グループ全体の様々な電通グループ全体の様々な
専門性の統合専門性の統合

ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

クリエーティブクリエーティブ

ストラテジーストラテジー



5 株式会社 電通

※電通とｸﾞﾙｰﾌﾟ各社の外部顧客に対する売上高の単純合算

インターネット・メディア市場におけるシェアインターネット・メディア市場におけるシェア20%20%の早期の早期達成達成

デジタル領域における事業拡大デジタル領域における事業拡大

デジタル領域のグループ売上高推移 デジタル領域の今後の戦略

◆クライアントへの提案力の強化

→ オプトとの協業体制の確立

→ グローバルなデジタルサービス体制の構築

◆ 広範で質の高いメディアサービス提供

→ ブランディング・SEM・SEO・ＰＤＣＡ管理など

◆ テクノロジーへの取組み強化

→ アドテクノロジーへの投資／人材の拡充

→ アドネットワーク事業などのプラットフォーム
型ビジネスの強化

0

500

1,000

1,500

2,000

05年度 06年度 07年度 08年度Ｅ

(億円）

制作・ｼｽﾃﾑ構築・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ関連

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ﾓﾊﾞｲﾙ･ﾒﾃﾞｨｱ関連



6 株式会社 電通

両社のリソース・ノウハウを生かした協業体制構築両社のリソース・ノウハウを生かした協業体制構築

オプトとの資本・業務提携による競争力の強化オプトとの資本・業務提携による競争力の強化

◆ 35％の持分法適用関連会社に

→ 新株予約権行使、普通株公開買付けの実施

→ 電通より２名の取締役と１名の監査役を派遣。
オプトからは50名の出向受入

◆ 資本・業務提携の目的

→ 電通クライアントへの営業体制強化・拡充

→ インターネットメディア広告枠の開発・販売強化

→ 広告ＩＴ技術の新規開発・販売

資本・業務提携の概要今後の基本的な業務フローのイメージ

クライアント

電通 オプト

Ｃ Ｃ Ｉ／Ｄ２Ｃ／イーリンク

インターネット・メディア



7 株式会社 電通

海外売上高海外売上高3,0003,000億円の早期達成億円の早期達成

グローバルな成長基盤の強化・拡充グローバルな成長基盤の強化・拡充

※各社の外部顧客に対する売上高の単純合算
※iseなどコンテンツ会社は除く

【欧米】 ・Ａｔｔｉk社（ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞ･ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ）の経営権取得

【中国】 ・フォーカスメディア社子会社（華光広告）と
「電衆デジタル（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ広告事業）」のＪＶ設立

・北京電翼広告有限公司（ﾓﾊﾞｲﾙ広告事業）の
営業開始

【その他】 ・電通アルゼンチン設立

2007年度の新規事業・新設会社

今後の戦略

◆ BRICｓなど成長地域の拠点拡充

◆ 国内と同レベルの統合ソリューション体制の構築

◆ 日系クライアントに加え、現地クライアントの獲得

◆ 優秀な現地人材の獲得、育成0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

07年度 08年度(E) 09年度(E) 10年度(E)

（億円）

欧州地域

米州地域

アジア地域

中国地域
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中国事業への注力中国事業への注力

0 10000 20000 30000 40000 50000

華楊聯衆

オールイエス

北京電通
（電衆デジタル）

世紀華美+奥美

新意互動

盛世長城+実力媒体

創世奇跡

騰信広告

科思世通

博聖雲峰

網邁

(万元）

中国市場における売上高中国市場における売上高10001000億の達成億の達成

※売上高の単純合算

中国地域の売上高推移

◆ マスメディアに加え、プロモーション、インターネット、ＰＲなどのフルサービス提供体制の拡充

◆ 拠点再編によるソリューション力の強化

◆ デジタル領域など専門サービスの強化

中国インタラクティブエージェンシーの
売上高ランキング（06年度）

中国地域の今後の戦略

フォーカスメディアグループ

北京電通と
フォーカスメディアグループで
強力なメディアバイイング
プラットフォームを構築
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経営資源の再配分経営資源の再配分

◆ デジタル、グローバルなど成長領域への積極投資

◆ アドテクノロジー開発への投資

◆ デジタル、グローバルなど成長領域への積極投資

◆ アドテクノロジー開発への投資

◆ コスト構造の抜本的な見直しに着手

◆ より柔軟なコスト構造の構築

◆ 生産性の向上に資する投資の推進

◆ コスト構造の抜本的な見直しに着手

◆ より柔軟なコスト構造の構築

◆ 生産性の向上に資する投資の推進

◆ 成長領域、重点領域への人材のシフト

◆ 間接部門のスリム化

◆ グループ全体での人材の採用、育成

◆ 成長領域、重点領域への人材のシフト

◆ 間接部門のスリム化

◆ グループ全体での人材の採用、育成

迅速に実施するための組織や制度改革の推進迅速に実施するための組織や制度改革の推進

人材の適正配置人材の適正配置

コスト構造の改革コスト構造の改革

成長領域への投資成長領域への投資



10 株式会社 電通

ＲＯＥＲＯＥ向上への継続的な取り組み向上への継続的な取り組み

株主還元の強化株主還元の強化

■■ 増配増配

配当金総額および連結配当性向、連結ROEの推移

年3500円から、
2008年度は年4000円に増配

■■ 自己株買いの実施自己株買いの実施

600億円の自社株買いを実施

※2008年度の想定数字はＴＯＢの条件で全株取得できたものとして算出

26.8%

22.1%

14.8%

6.1%

4.4%

26.5%

29.5%

6.5%
5.2%
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5.7% 6.1% 6.5%

5.7%
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オーガニックベースの計画値（オーガニックベースの計画値（20102010年度）年度）

３７２０億円３７２０億円３７２０億円売上総利益売上総利益

２兆２２５０億円２兆２２５０億円２兆２２５０億円

２０１０年度２０１０年度
（オーガニックベース）（オーガニックベース）

オペレーティングオペレーティング
・マージン・マージン

２００７年度２００７年度
実績実績

２兆５７５億円２兆５７５億円

３４５２億円３４５２億円

今後の成長戦略

による新たな成果

今後の成長戦略今後の成長戦略

による新たな成果による新たな成果

経営指標ガイドラインの早期達成経営指標ガイドラインの早期達成経営指標ガイドラインの早期達成

売上高売上高

16.3％16.3％ 18％以上1818％以上％以上

７００億円７００億円７００億円営業利益営業利益 ５６１億円５６１億円



1 株式会社 電通

＜補足資料＞＜補足資料＞

20082008年年33月期決算概況月期決算概況



2 株式会社 電通

連結の業績



3 株式会社 電通

2006年度 2007年度 前期比（差） 予算比（差）

売上高 2,093,976 2,057,554 ▲1.7% ▲0.4%

売上総利益 348,391 345,222 ▲0.9% ▲1.4%

    売上総利益率 16.6% 16.8% +0.2 ▲0.1

営業利益 62,834 56,126 ▲10.7% ▲5.3%

　   オペレーティング･マージン 18.0% 16.3% ▲1.7 ▲0.6

経常利益 70,044 67,993 ▲2.9% ▲4.9%

税金等調整前
当期純利益

60,712 63,610 +4.8% ▲6.4%

当期純利益 30,688 36,246 +18.1% ▲3.6%

20072007年度連結業績の概況年度連結業績の概況

（百万円）

ppts

ppts

※ 予算比（差）は11/9発表の2007年度業績見通しとの差異

ppts

ppts



4 株式会社 電通

2007年度 前期比(差) 2007年度 前期比(差)

広告業 1,957,035 ▲2.1% 広告業
　（構成比  93.7%）

地域電通５社 120,988 ▲1.5%

その他の事業 131,197 +2.2% DYR東京 32,175 +1.2%
　（構成比  6.3％） 電通ﾎｰﾙﾃﾞィﾝｸ ﾞｽUSA 54,193 +14.1%

　　計 2,088,233 ▲1.8% 北京電通 52,120 +28.2%

セグメント間の消去 ▲30,678 － cci 51,762 +6.0%

連　　結 2,057,554 ▲1.7% その他の事業

ISID 77,311 +2.8%

ジェネオン(日本） 28,920 +4.9%

連結売上高の状況連結売上高の状況 ＜１＞＜１＞

事業の種類別
セグメントの売上高

主な子会社の売上高

（百万円）（百万円）

注1：各社の売上高は内部取引控除前

注2：地域電通5社は、電通東日本、電通西日本、電通九州、電通北海道、電通沖縄。
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所在地別の売上高

連結売上高の状況連結売上高の状況 ＜２＞＜２＞

（百万円）2007年度 前期比（差） 構成比

米  州 65,478 +14.4% 3.2%
欧  州 10,574 ▲83.7% 0.5%
中  国 60,325 +31.7% 2.9%
アジア（中国を除く） 60,464 +20.7% 2.9%
海外ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の消去 ▲ 136 － －

海外計 196,706 ▲9.7% 9.5%
日  本 1,877,590 ▲0.6% 90.5%
  計 2,074,296 － 100.0%
ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の消去 ▲ 16,742 － －

連  結 2,057,554 ▲1.7% －



6 株式会社 電通

連結売上高の状況連結売上高の状況 ＜３＞＜３＞

• 横浜ｽｰﾊﾟｰ・ﾌｧｸﾄﾘｰ
• 電通ﾘﾃｰﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
• 新極現廣告股份有限公司 等

新規連結子会社の売上貢献

・新規連結子会社数： 12社
・除外 3社
・連結子会社数合計 129社 （前年同期比9社増）

・貢献売上高 ： 59億円

主な新規連結子会社

【07年度下期～】【07年度上期～】

• 電通アルゼンチン
• 電通スポーツヨーロッパ
• 上海東派広告
• Attik Ltd. 等
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連結営業利益の状況連結営業利益の状況

（百万円）

2006年度 2007年度 前期比（差）

売上総利益 348,391 345,222 ▲0.9%

　　　人件費 165,354 166,401 +0.6%

　　　　  給料手当 139,865 141,274 +1.0%

　　　  　その他 25,488 25,126 ▲1.4%

　　　営業費 104,620 106,732 +2.0%

　　　減価償却費等 15,581 15,961 +2.4%

　　販管費合計 285,556 289,095 +1.2%

営業利益 62,834 56,126 ▲10.7%

18.0% 16.3% ▲1.7
　　オペレーティング
　　･マージン ppts
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連結経常利益・純利益の状況連結経常利益・純利益の状況
（百万円）

2006年度 2007年度 前期比（差）

営業利益 62,834 56,126 ▲10.7%

　　　営業外収益 10,401 15,057 +44.8%

　　　営業外費用 3,192 3,190 ▲0.0%

　　営業外損益 7,209 11,867 +64.6%

経常利益 70,044 67,993 ▲2.9%

　  　  特別利益 2,247 9,953 +342.8%

　  　  特別損失 11,579 14,336 +23.8%

　   特別損益 ▲ 9,331 ▲ 4,382 －

税金等調整前
当期純利益

60,712 63,610 +4.8%

当期純利益 30,688 36,246 +18.1%
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連結貸借対照表連結貸借対照表

（単位：百万円）

2007年 3月 2008年 3月 前期末比（差）

流動資産 663,887 641,002 ▲3.4%

固定資産 604,162 610,909 +1.1%

資産合計 1,268,049 1,251,912 ▲1.3%

流動負債 545,906 527,504 ▲3.4%

固定負債 145,097 133,547 ▲8.0%

負債合計 691,003 661,051 ▲4.3%

株主資本 546,694 574,243 +5.0%

評価・換算差額等 8,065 ▲ 6,950 －

少数株主持分 22,285 23,567 +5.8%

純資産合計 577,046 590,861 +2.4%

負債及び純資産合計 1,268,049 1,251,912 ▲1.3%

（百万円）
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単体の業績
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2006年度 2007年度 前期比（差） 予算比（差）

売上高 1,602,062 1,585,982 ▲1.0% ▲0.7%

売上総利益 216,739 216,692 ▲0.0% ▲1.2%

      売上総利益率 13.5% 13.7% +0.2 ▲0.1

営業利益 38,496 36,281 ▲5.8% ▲4.1%
 オペレーティング

　　･マージン
17.8% 16.7% ▲1.1 ▲0.5

経常利益 47,746 47,341 ▲0.8% ▲6.4%

税引前
当期純利益

39,707 38,865 ▲2.1% ▲14.1%

当期純利益 22,243 24,533 +10.3% ▲10.5%

単体業績単体業績
（百万円）

ppts

ppts

ppts

ppts
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単体業務区分別売上高の状況単体業務区分別売上高の状況

売上高
（百万円）

対前年
同期比
増減

構成比
売上高
（百万円）

対前年
同期比
増減

構成比
売上高

（百万円）

対前年
同期比
増減

構成比

新聞 84,828 ▲6.4% 10.9% 96,717 ▲6.2% 12.0% 181,545 ▲6.3% 11.4%
雑誌 33,653 ▲7.8% 4.3% 36,261 ▲2.5% 4.5% 69,914 ▲5.1% 4.4%
ラジオ 12,076 ▲4.5% 1.6% 11,627 ▲3.9% 1.4% 23,704 ▲4.2% 1.5%
テレビ 364,304 ▲2.3% 46.9% 369,901 ▲1.6% 45.7% 734,205 ▲2.0% 46.3%

テレビタイム 173,136 ▲2.9% 22.3% 174,962 ▲2.4% 21.6% 348,098 ▲2.7% 21.9%
テレビスポット 191,167 ▲1.7% 24.6% 194,939 ▲0.9% 24.1% 386,107 ▲1.3% 24.3%

インタラクティブメディア 11,266 +2.5% 1.5% 12,724 +20.6% 1.6% 23,990 +11.3% 1.5%
ＯＯＨメディア 23,431 +22.4% 3.0% 25,472 +6.4% 3.1% 48,904 +13.5% 3.1%
クリエーティブ 98,239 +10.6% 12.6% 100,552 +1.2% 12.4% 198,792 +5.6% 12.5%

80,523 ▲1.2% 10.4% 98,528 +7.3% 12.2% 179,051 +3.3% 11.3%
コンテンツサービス 56,638 ▲0.9% 7.3% 43,939 ▲16.8% 5.4% 100,578 ▲8.5% 6.3%
その他 11,679 +2.0% 1.5% 13,614 +1.5% 1.7% 25,294 +1.7% 1.6%
合計 776,641 ▲0.7% 100.0% 809,340 ▲1.3% 100.0% 1,585,982 ▲1.0% 100.0%

2007年度通期

マーケティング／プロモーション

業務区分

2007年度上期 2007年度下期
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▲4.9％ ▲7.5％ ▲3.4％ ▲9.5％

+1.4％ +12.5％ ▲2.5％

+5.4％

単体業種別売上高の状況単体業種別売上高の状況

※上位10業種のグラフ

（百万円）

【金融・保険】

消費者金融の出稿減

【情報・通信】

ＦＩＦＡワールドカップ関連の反動

【趣味・スポーツ】+30.0％
新領域の取込による扱い増

【薬品・医療用品】

大手広告主の出稿増

【家電・AV】
薄型テレビキャンペーンの反動
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単体営業利益の状況単体営業利益の状況

（百万円）

2006年度 2007年度 前期比（差）

売上総利益 216,739 216,692 ▲0.0%

　　人件費 106,688 107,336 +0.6%

　　　　給料手当 89,175 90,979 +2.0%

　　　　その他 17,513 16,356 ▲6.6%

　　営業費 59,462 60,228 +1.3%

　　減価償却費 12,091 12,845 +6.2%

　　販管費合計 178,242 180,410 +1.2%

営業利益 38,496 36,281 ▲5.8%

17.8% 16.7% ▲1.1
　　オペレーティング
　　･マージン ppts



15 株式会社 電通

単体経常利益・純利益の状況単体経常利益・純利益の状況
（百万円）

2006年度 2007年度 前期比（差）

営業利益 38,496 36,281 ▲5.8%

　　営業外収益 11,613 15,379 +32.4%
　　営業外費用 2,364 4,319 +82.7%
　営業外損益 9,249 11,060 +19.6%

経常利益 47,746 47,341 ▲0.8%

　   特別利益 1,997 8,920 +346.6%
　   特別損失 10,036 17,397 +73.3%
　特別損益 ▲ 8,038 ▲ 8,476 －

税引前当期
純利益

39,707 38,865 ▲2.1%

当期純利益 22,243 24,533 +10.3%



16 株式会社 電通

次期の業績見通し



17 株式会社 電通

次期の連結業績の見通し次期の連結業績の見通し

07年度実績 08年度見通し 前期比（差）

売上高 2,057,554 2,083,000 +1.2%

売上総利益 345,222 352,400 +2.1%

   　  売上総利益率 16.8% 16.9% +0.1

営業利益 56,126 58,400 +4.1%
　  オペレーティング

　　･マージン
16.3% 16.6% +0.3

経常利益 67,993 68,700 +1.0%

税金等調整前
当期純利益

63,610 65,700 +3.3%

当期純利益 36,246 35,500 ▲2.1%

（百万円）

ppts

ppts

※連結業績見通しに関して、持分法適用会社であるピュブリシスグループの損益に対する当社持分の取り込み
については、ピュブリシスグループが業績予想を開示していないため、2008年度の持分法投資利益は、2007
年度実績に基づき71億83百万円（のれん償却43億82百万円控除後）としている。

（為替レートは、2008年1月から3月の平均為替レート 1ユーロ＝約158円を使用）



18 株式会社 電通

次期の単体業績の見通し次期の単体業績の見通し
（百万円）

07年度実績 08年度見通し 前期比（差）

売上高 1,585,982 1,600,300 +0.9%

売上総利益 216,692 219,325 +1.2%

   　  売上総利益率 13.7% 13.7% +0.0

営業利益 36,281 34,814 ▲4.0%
　   オペレーティング

　　･マージン 16.7% 15.9% ▲ 0.8

経常利益 47,341 46,411 ▲2.0%
税引前
当期純利益 38,865 43,411 +11.7%

当期純利益 24,533 25,234 +2.9%

ppts

ppts


