
20092009年年33月期第月期第11四半期四半期
 （（20082008年年44月月11日～日～20082008年年66月月3030日）日）

 決算概況決算概況

20082008年年88月月1212日日
株式会社株式会社

 

電通電通



1 株式会社 電通

本資料の内容には、2008年8月12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。



2 株式会社 電通

連結の業績

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、当社グループの連結業績についてご説明いたします。



3 株式会社 電通

07年4～6月 08年4～6月 前年同期比

売上高 474,928 465,731 ▲1.9%

売上総利益 76,792 73,280 ▲4.6%

   売上総利益率 16.2% 15.7% ▲0.5

販管費 69,254 68,608 ▲0.9%

営業利益 7,537 4,671 ▲38.0%
　   オペレーティング

　　･マージン
9.8% 6.4% ▲3.4

経常利益 9,524 6,437 ▲32.4%
税金等調整前
四半期純利益

9,820 6,394 ▲34.9%

四半期純利益 2,238 1,554 ▲30.6%

連結業績連結業績

注：第1四半期においてはピュブリシスグループに対する持分法投資損益は取り込んでいない。

※ オペレーティング・マージン＝営業利益÷売上総利益×100

ppts

ppts

（百万円）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
当中間期の連結売上高は、前期比１３．１％増の　９，２３４億円、

売上総利益は前期比１１．９％増の１，５１６億円で、先ほど申しあげました通り、

ともに歴代最高となりました。

売上総利益率は、１６．４％となり、前期に比べ ０．２ポイントの減少でした。

営業利益は、前期比４９．３％増の２４７億円となり、

当社が経営指標とするオペレーティングマージンは、前期に比べ ４．１ポイント上昇し、

１６．３％となりました。

経常利益は、前期比４８．９％増 の２４６億円、　

当期純利益は、前期比８０．０％増 の１２２億円となりました。





4 株式会社 電通

08年4～6月 前年同期比 08年4～6月 前年同期比

広告業 446,788 ▲2.3% 広告業

　（構成比 94.7%） 地域電通5社 27,731 ▲1.0%

情報サービス業 14,290 － 電通テック (単体） 33,824 ▲4.4%

　（構成比 3.0%） cci（連結） 14,326 +19.6%

その他の事業 10,482 － 電通ﾎｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞｽＵＳＡ 11,733 +14.2%

　（構成比2.2％） 北京電通 8,315 ▲0.6%

　　計 471,560 ▲2.0% その他の事業

セグメント間の消去 ▲ 5,828 － ISID（連結） 14,290 +8.9%

連　　結 465,731 ▲1.9%

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2：

 

各社の売上高は連結消去前。

注3：

 

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。

注1：当第1四半期から、

 

従来の「その他の事業」を「情報サービス業」

と「その他の事業」

 

に区分。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、事業の種類別セグメントの売上高についてご説明いたします。

広告業セグメントは８，７７４億円で、前期比 １１．４％増となりました。

この主な要因は、電通単体の売上の増加に加え、
地域電通４社、
電通テック、cci などの国内広告業子会社の好調、
そして海外子会社の売上の増加によるものです。

一方、その他の事業セグメントは６１８億円で、前期比４４．２％の増加
となりました。

この主な要因は、
ジェネオン エンタテインメントの新規連結、および
ISIDの増収などによるものです。





5 株式会社 電通

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＞

08年4～6月 前年同期比 構成比

米　州 14,212 +21.3% 3.0%
欧  州 2,079 ▲5.4% 0.4%
中  国 10,576 +17.6% 2.3%
アジア（中国を除く） 12,397 ▲4.4% 2.7%
海外ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の消去 ▲ 16 － －

海外計 39,249 +9.5% 8.4%
日  本 428,470 ▲2.9% 91.6%
  計 467,719 － 100.0%
ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の消去 ▲ 1,987 － －

連  結 465,731 ▲1.9% －

（百万円）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、所在地別の売上高の状況です。

海外に所在地がある子会社の売上高は、前期比１４．３％増の
６０８億円となりました。　
また、海外の売上の伸びが国内の売上の伸びを上回ったため、
売上高全体に占める割合は前期に比べ０．１ポイント上昇し、　
６．６％になりました。
　　　　　　
各地域の内訳はご覧の通りです。
各地域とも増加しておりますが、特に、アジアが高い伸びとなり　　
ました。




6 株式会社 電通

07年4～6月 08年4～6月 前年同期比

売上総利益 76,792 73,280 ▲4.6%

　　人件費 40,103 40,585 +1.2%

　　　　給料手当 33,799 33,630 ▲0.5%

　　　　その他 6,304 6,954 +10.3%

　　営業費 25,214 24,081 ▲4.5%

　　減価償却費等 3,935 3,941 +0.2%

　販管費合計 69,254 68,608 ▲0.9%

営業利益 7,537 4,671 ▲38.0%

9.8% 6.4% ▲3.4
　　オペレーティング

　　･マージン

連結営業利益の状況連結営業利益の状況
 

＜１＞＜１＞
（百万円）

ppts

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
連結営業利益の状況ですが、

販売費および一般管理費は、前期比６．７％ 増の１，２６９億円と　
なりましたが、
売上総利益の伸びがこれを大きく上回ったため、
営業利益は前期比４９．３％増となりました。

冒頭にも申しましたが、オペレーティングマージンは、１６．３％と
なりました。





7 株式会社 電通

連結経常利益・四半期純利益の状況連結経常利益・四半期純利益の状況
（百万円）

注：第1四半期においてはピュブリシスグループに対する持分法投資損益は取り込んでいない。

07年4～6月 08年4～6月 前年同期比

営業利益 7,537 4,671 ▲38.0%

　　営業外収益 2,717 2,525 ▲7.1%

　　営業外費用 731 759 +3.9%

　営業外損益 1,986 1,765 ▲11.1%

経常利益 9,524 6,437 ▲32.4%

　　特別利益 637 197 ▲69.1%

　　特別損失 341 239 ▲29.7%

　特別損益 296 ▲ 42 －

税金等調整前
四半期純利益

9,820 6,394 ▲34.9%

法人税等合計 7,721 4,881 ▲36.8%
　  少数株主利益

　  （▲損失）
▲ 139 ▲ 41 －

四半期純利益 2,238 1,554 ▲30.6%

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
連結営業利益の状況ですが、

販売費および一般管理費は、前期比６．７％ 増の１，２６９億円と　
なりましたが、
売上総利益の伸びがこれを大きく上回ったため、
営業利益は前期比４９．３％増となりました。

冒頭にも申しましたが、オペレーティングマージンは、１６．３％と
なりました。





8 株式会社 電通

単体の業績

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
引き続き、当社単体の業績についてご説明いたします。



9 株式会社 電通

単体業績単体業績
（百万円）

07年4～6月 08年4～6月 前年同期比

売上高 379,250 365,886 ▲3.5%

売上総利益 50,377 46,894 ▲6.9%

   売上総利益率 13.3% 12.8% ▲0.5

販管費 43,007 42,439 ▲1.3%

営業利益 7,370 4,455 ▲39.6%
　  オペレーティング
　　･マージン

14.6% 9.5% ▲5.1

経常利益 15,959 12,657 ▲20.7%

税引前
四半期純利益

16,165 11,825 ▲26.8%

四半期純利益 9,191 7,841 ▲14.7%

ppts

ppts



10 株式会社 電通

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
（百万円）

業務区分
2007年
4月～6月

2008年
4月～6月

前年
同期比

構成比

新聞 43,308 36,740 ▲15.2% 10.0%

雑誌 16,121 15,247 ▲5.4% 4.2%

ラジオ 5,905 5,487 ▲7.1% 1.5%

テレビ 185,505 182,312 ▲1.7% 49.8%

テレビタイム 81,503 83,673 +2.7% 22.9%

テレビスポット 104,001 98,638 ▲5.2% 27.0%

インタラクティブメディア 5,271 6,103 +15.8% 1.7%

ＯＯＨメディア 12,592 12,739 +1.2% 3.5%

クリエーティブ 48,434 44,887 ▲7.3% 12.3%

マーケティング／プロモーション 36,969 38,277 +3.5% 10.5%

コンテンツサービス 20,278 17,690 ▲12.8% 4.8%

その他 4,863 6,399 +31.6% 1.7%

合計 379,250 365,886 ▲3.5% 100.0%



11 株式会社 電通

51,457

43,617

29,088
25,227 25,039 24,696

21,066 21,022
19,011 18,069

▲4.5%

+4.7%

▲5.8%
▲2.0% ▲14.7% ▲1.3%

+14.4% ▲3.1% +22.0% ▲8.1%
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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

（単位：百万円）

【金融・保険】

 
証券各社の出稿減等

【家電・AV機器】

大手広告主の出稿増・

新規アカウントの獲得
【飲料・嗜好品】【化粧品・トイレタリー】

 
大手各社の予算削減等

【趣味・スポーツ】

 
ゲーム関連の好調・

新規アカウントの獲得



12 株式会社 電通

07年4～6月 08年4～6月 前年同期比

売上総利益 50,377 46,894 ▲6.9%

　　人件費 25,691 25,247 ▲1.7%

　　　　給料手当 21,406 20,443 ▲4.5%

　　　　その他 4,284 4,803 +12.1%

　　営業費 14,118 14,140 +0.2%

　　減価償却費 3,197 3,050 ▲4.6%

　販管費合計 43,007 42,439 ▲1.3%

営業利益 7,370 4,455 ▲39.6%

14.6% 9.5% ▲5.1　　オペレーティング

　　･マージン

単体営業利益の状況単体営業利益の状況

ppts

（百万円）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート





13 株式会社 電通

単体経常利益・四半期純利益の状況単体経常利益・四半期純利益の状況

07年4～6月 08年4～6月 前年同期比

営業利益 7,370 4,455 ▲39.6%

　　営業外収益 9,237 9,673 +4.7%

　　営業外費用 647 1,471 +127.1%

　営業外損益 8,589 8,201 ▲4.5%

経常利益 15,959 12,657 ▲20.7%

　　特別利益 492 151 ▲69.3%

　　特別損失 286 983 +242.9%

　特別損益 205 ▲ 831 －

税引前
四半期純利益 16,165 11,825 ▲26.8%

法人税等合計 6,974 3,983 ▲42.9%

四半期純利益 9,191 7,841 ▲14.7%

（百万円）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
単体の経常利益・当期純利益の状況ですが、

経常利益は２５２億円で前期比３５．２％増、

当期純利益は１６０億円で、前期比４３．０％増となりました。







14 株式会社 電通

業績見通し

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
引き続き、当社単体の業績についてご説明いたします。



15 株式会社 電通

第2四半期連結累計期間（2008年4月1日～2008年9月30日）

前回発表予想 今回修正予想 期初予算比 前年同期比

売上高 1,002,400 980,400 ▲2.2% ▲1.7%
営業利益 23,800 21,700 ▲8.8% ▲7.4%
経常利益 29,000 27,000 ▲6.9% ▲10.5%
四半期純利益 13,700 12,700 ▲7.3% ▲12.1%

通期（2008年4月1日～2009年3月31日）

前回発表予想 今回修正予想 期初予算比 前年同期比

売上高 2,083,000 2,061,000 ▲1.1% +0.2%
営業利益 58,400 56,300 ▲3.6% +0.3%
経常利益 68,700 66,700 ▲2.9% ▲1.9%
当期純利益 35,500 34,500 ▲2.8% ▲4.8%

連結業績見通しの修正連結業績見通しの修正
（百万円）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート





16 株式会社 電通

個別業績見通しの修正個別業績見通しの修正

第2四半期累計期間（2008年4月1日～2008年9月30日）

前回発表予想 今回修正予想 期初予算比 前年同期比

売上高 774,624 753,809 ▲2.7% ▲2.9%
営業利益 15,592 13,963 ▲10.4% ▲18.2%
経常利益 24,881 22,976 ▲7.7% ▲15.9%
四半期純利益 13,760 11,623 ▲15.5% ▲17.5%

通期（2008年4月1日～2009年3月31日）

前回発表予想 今回修正予想 期初予算比 前年同期比

売上高 1,600,300 1,579,485 ▲1.3% ▲0.4%
営業利益 34,814 33,185 ▲4.7% ▲8.5%
経常利益 46,411 44,506 ▲4.1% ▲6.0%
当期純利益 25,234 23,097 ▲8.5% ▲5.9%

（百万円）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
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