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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 514,290 ― 3,964 ― 5,329 ― 2,297 ―

20年3月期第2四半期 523,858 3.4 12,455 71.4 13,195 62.6 7,505 106.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 59.58 59.56
20年3月期第2四半期 193.61 193.60

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

21年3月期第2四半期 487,792 211,444 42.7 5,396.93
20年3月期 552,697 214,074 38.2 5,472.83

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  208,136百万円 20年3月期  211,064百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 40.00 ― 40.00 80.00
21年3月期 ― 45.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 45.00 90.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 銭

通期 1,080,800 △3.4 16,500 △34.0 18,700 △30.4 9,500 △5.2 246.33

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

詳細は5ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（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等の変更に記載されるもの） 

詳細は5ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

* 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 
(1) 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いて作成しており、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。上記予想に関する事項につきましては4ページをご覧ください。 
(2) 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号)を適用しております。また「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  38,855,810株 20年3月期  38,855,810株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  289,990株 20年3月期  289,934株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  38,565,855株 20年3月期第2四半期  38,765,190株
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㈱博報堂 DY ホールディングス（2433） 平成 21 年 3 月期 第２四半期決算短信 

【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 

米国発の金融危機は世界全体に波紋を広げ、その影響は実体経済にも及びつつあります。そうした混乱もあり、日本の

広告業界は北京五輪があったにも関わらず昨年後半からの減速傾向から脱却できずにおります。 

こうした状況下、当社グループでは、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、特色を活かした営業活動を行ないましたが、第 2 四半期（4-9 月累計）の

売上高は 5,142 億 90 百万円（前年同期比 1.8％減少）と、第 1四半期に引き続き減収となりました。 

また、第 1四半期に発生した赤坂地区への本社機能移転にともなう一時費用や、退職給付費用の増加等により販売費及

び一般管理費が前年同期比 8.2％増加し、第 2四半期（4-9 月累計）の営業利益は 39 億 64 百万円（前年同期比 68.2％減

少）、経常利益 53 億 29 百万円（同 59.6％減少）、四半期純利益 22 億 97 百万円（同 69.4％減少）と、第 1 四半期と比較

すると減益率を縮めたものの、好調であった前年同期と比較して大幅な減益となりました。 

 なお、㈱読売広告社の旧本社ビル別館売却にともない特別利益として固定資産売却益 14 億 14 百万円を計上したほか、

特別損失として、たな卸資産評価損 9 億円、減損損失 2 億 57 百万円、投資有価証券評価損 2 億 3 百万円、事務所移転費

用 1億 76 百万円等を計上いたしました。 

 

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  

第2四半期（4-9月累計）の広告業における売上高は5,136億16百万円（前年同期比1.8％減少）と減収になりまし

た。 

第1四半期に引き続き非マスメディア取引（その他の広告）（※1）は前年同期比増加しましたが、マスメディア

取引（※1）で前年同期を下回りました。 

  営業利益につきましては、減収の影響に加え、移転の一時費用や退職給付費用、賃借料といった販売費および一

般管理費の増加も響き、65億33百万円（同51.2％減少）と、減益になりました。 

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5,135億61百万円であります。 

 

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36億78百万円（前年同期比1.4％減少）、営業

利益3億19百万円（同30.0％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7億29百万円であります。 

 

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5,000億81百万円（前年同期比2.0％減少）、営業利益66億40百万円（同51.8％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4,991億82百万円であります。 

 

② 海外 

海外においては、売上高178億47百万円（前年同期比17.9％増加）、営業利益1億91百万円（同400.8％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151億8百万円であります。 

 

（※1）当社の社内管理上の区分と集計によります。 

（※2）第2四半期における連結経営数値は、原則平成20年4月1日より9月30日までの6ヶ月累計ベースで記載してお

ります。 

（※3）前年同期比増減率は参考として記載しております。 
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㈱博報堂 DY ホールディングス（2433） 平成 21 年 3 月期 第２四半期決算短信 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（キャッシュ･フローの状況） 

当四半期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354億49百万円減少し、279億8百万円となりまし

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51億21百万円を計上しましたが、賞与引当

金の増減額、仕入債務の増減額等により301億35百万円の減少（前年同期は81億76百万円の減少）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、事務所移転や㈱博報堂の旧本社社屋一部持分取得等により有形固定資

産の取得による支出が58億30百万円、無形固定資産の取得による支出が20億9百万円それぞれ発生したほか、有

形固定資産の売却による収入20億89百万円、投資有価証券の取得による支出31億57百万円、敷金の回収による収

入24億7百万円等の結果、55億13百万円の減少（前年同期は51億63百万円の減少）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15億39百万円、短期借入金の純増減15億41百万円等の結

果、1億38百万円の減少（前年同期は35億23百万円の減少）となりました。 

 

（※1）第2四半期におけるキャッシュ・フローの状況は、原則平成20年4月1日より9月30日までの6ヶ月累計ベース

で記載しております。 

（※2）前年同期の数値は参考として記載しております。 
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㈱博報堂 DY ホールディングス（2433） 平成 21 年 3 月期 第２四半期決算短信 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績見通し（平成 20 年 4月 1 日～平成 21 年 3月 31 日） 

(単位：百万円） （参考）

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 1,080,800 △ 37,949 -3.4% 1,105,800

営業利益 25,007 16,500 △ 8,507 -34.0% 18,000

経常利益 26,864 18,700 △ 8,164 -30.4% 20,200

当期純利益 10,021 9,500 △ 521 -5.2% 10,300

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) 15.3% 10.3% -5.0% 11.0%

 (ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) = 営業利益／売上総利益

8月7日時点での
当期見通し

 
 

(単位：百万円）

上期 下期 通期

平成21年3月期 前年同期比 平成21年3月期 前年同期比 平成21年3月期 前期比

実績 増減額 （％） 見通し 増減額 （％） 見通し 増減額 （％）

売上高 514,290 △ 9,568 -1.8% 566,510 △ 28,381 -4.8% 1,080,800 △ 37,949 -3.4% 

営業利益 3,964 △ 8,491 -68.2% 12,536 △ 16 -0.1% 16,500 △ 8,507 -34.0% 

経常利益 5,329 △ 7,866 -59.6% 13,371 △ 298 -2.2% 18,700 △ 8,164 -30.4% 

当期純利益 2,297 △ 5,208 -69.4% 7,203 4,687 186.3% 9,500 △ 521 -5.2% 

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) 5.2% -10.6% 14.8% 0.1% 10.3% -5.0%

 (ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) = 営業利益／売上総利益  
 

平成 21 年 3月期の見通しについては、市場環境の変化を受け、8月 7 日に業績見通しの修正を行ないましたが、8

月以降も実体経済の悪化の影響が出てきており、今回、再度、業績見通しの修正を行ないました。 

今回、下期の売上高見通しを、もう一段の市場環境悪化を背景に、前回修正時から下方修正し、通期の売上高を

前期比-3.4%としました。 

そのような厳しい環境ではありますが、引き続き「マス・マーケティングとリレーションシップ・マーケティン

グの統合」を積極的に進め、得意先シェアの拡大、制作業務での原価管理の徹底や内製化体制の拡充などに努め、下

期は前年同期並みの売上総利益確保に重点を置いて取り組んでまいります。 

また、販管費についても、退職給付費用、賃借料、減価償却費等増加が明らかなものはありますが、もう一段の

経費削減に努め、下期はほぼ前年同期並みに抑えるよう取り組んでまいります。 

それにより、下期の営業利益は、前年同期並みとなる見通しです。 

しかしながら、売上高が 8 月時点の見通しより大きく減少したことによる売上総利益の減少を販管費の削減です

べてカバーすることは難しく、そのため、通期の営業利益を、前回修正時の 180 億円から、165 億円へ下方修正致し

ました。 

なお、現時点で、大きな特別損益は見込んでおりませんので、当期純利益は、95 億円となる見通しです。 

 

このように、当期純利益は前期比微減の見通しですが、1株当たり配当金は、私どもの株主還元の考え方に基づき、

期初見通しは変更せず、年間 80 円から 90 円に増配の予定でおります。 

 

（注）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。 
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㈱博報堂 DY ホールディングス（2433） 平成 21 年 3 月期 第２四半期決算短信 

 

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

る一部の連結子会社では、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 

２ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

 

(3) 四半期連結財務諸表に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

１ 「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業会計基準適用指針第

14 号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務

諸表を作成しております。 

 

２ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっていましたが、第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企業会計

基準第９号）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は 467 百万円、税金等調整前四半期純利益は

1,367 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、当該箇所に記載しております。 

 

３ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第 1 四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業

会計基準委員会 平成 18 年５月 17 日 実務対応報告第 18 号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ 58 百万円減少し

ております。 

 

４ リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企業

会計基準第 13 号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月 18 日 

終改正平成 19 年３月 30 日 企業会計基準適用指針第 16 号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権

移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によって

おります。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に 33 百万円、無形固定資産に１百万円

計上されております。また、この変更が損益に与える影響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円) 

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年３月31日） 

  

資産の部  

  流動資産  

   現金及び預金 34,564 71,476 

   受取手形及び売掛金 268,658 294,706 

   有価証券 2,143 1,002 

   たな卸資産 18,539 14,959 

   その他 21,487 26,184 

   貸倒引当金 △574 △429 

   流動資産合計 344,818 407,899 

  固定資産  

   有形固定資産 22,237 19,462 

   無形固定資産   

    のれん 2,595 3,153 

    その他 6,237 5,318 

無形固定資産合計 8,832 8,471 

   投資その他の資産   

    投資有価証券 55,155 58,468 

    その他 60,510 61,835 

    貸倒引当金 △3,762 △3,439 

投資その他の資産合計 111,903 116,864 

   固定資産合計 142,974 144,798 

  資産合計 487,792 552,697 
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(単位：百万円) 

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年３月31日） 

負債の部  

  流動負債  

   支払手形及び買掛金 244,372 292,409 

   短期借入金 4,226 2,615 

   1 年内返済予定の長期借入金 12 － 

    1 年内償還予定の社債 300 － 

   未払法人税等 1,164 2,259 

    賞与引当金 6,246 13,896 

   債務保証損失引当金 50 50 

   その他 12,470 21,512 

   流動負債合計 268,843 332,743 

  固定負債   

   社債 400 － 

   長期借入金 253 － 

   退職給付引当金 3,739 3,058 

   役員退職慰労引当金 1,737 1,735 

   その他 1,375 1,084 

   固定負債合計 7,505 5,879 

  負債合計 276,348 338,623 

  

純資産の部  

  株主資本  

   資本金 10,000 10,000 

   資本剰余金 88,894 88,894 

   利益剰余金 112,016 111,987 

   自己株式 △1,972 △1,972 

   株主資本合計 208,939 208,910 

  評価・換算差額等   

   その他有価証券評価差額金 △1,054 1,416 

   為替換算調整勘定 251 737 

   評価・換算差額等合計 △802 2,153 

  少数株主持分 3,307 3,009 

  純資産合計 211,444 214,074 

負債純資産合計 487,792 552,697 
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(2) 四半期連結損益計算書 

 （第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円） 

 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日） 

売上高 514,290 

売上原価 438,602 

売上総利益 75,688 

販売費及び一般管理費  

   給料及び手当 28,057 

  退職給付費用 1,360 

  賞与引当金繰入額 5,855 

  役員退職慰労引当金繰入額 208 

  のれん償却額 539 

  貸倒引当金繰入額 690 

  その他 35,011 

  販売費及び一般管理費合計 71,724 

営業利益 3,964 

営業外収益  

  受取利息 229 

  受取配当金 543 

  持分法による投資利益 364 

  その他 454 

  営業外収益合計 1,591 

営業外費用  

  支払利息 56 

  投資事業組合運用損 91 

  その他 79 

  営業外費用合計 227 

経常利益 5,329 
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（単位：百万円） 

 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日） 

特別利益  

  固定資産売却益 1,414 

  投資有価証券売却益 33 

  ゴルフ会員権売却益 3 

 特別利益合計 1,451 

特別損失  

  固定資産売却損 0 

  固定資産除却損 106 

  減損損失 257 

  投資有価証券評価損 203 

 たな卸資産評価損 900 

 事務所移転費用 176 

 その他 14 

  特別損失合計 1,658 

税金等調整前四半期純利益 5,121 

法人税、住民税及び事業税 832 

法人税等調整額 1,802 

法人税等合計 2,634 

少数株主利益 189 

四半期純利益 2,297 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

  税金等調整前四半期純利益 5,121 

  減価償却費 2,083 

  減損損失 257 

  のれん償却額 539 

  賞与引当金の増減額（△は減少） △7,645 

  役員賞与引当金の増減額（△は減少） △297 

  退職給付引当金の増減額（△は減少） 573 

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △66 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 472 

  受取利息及び受取配当金 △772 

  支払利息 56 

  為替差損益（△は益） △7 

  持分法による投資損益（△は益） △364 

  関係会社株式売却損益（△は益） 0 

  投資有価証券売却損益（△は益） △33 

  投資有価証券評価損益（△は益） 203 

  固定資産売却損益（△は益） △1,414 

  固定資産除却損 106 

  売上債権の増減額（△は増加） 26,167 

  たな卸資産の増減額（△は増加） △374 

  仕入債務の増減額（△は減少） △48,126 

  前払年金費用の増減額（△は増加） △277 

  その他 △4,660 

  小計 △28,459 

  利息及び配当金の受取額 874 

  利息の支払額  △52 

  法人税等の支払額 △2,498 

  営業活動によるキャッシュ・フロー △30,135 
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（単位：百万円） 

 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年９月30日） 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の預入による支出 △438 

 定期預金の払戻による収入 1,970 

 有価証券の取得による支出 △97 

 有価証券の売却による収入 809 

 有形固定資産の取得による支出 △5,830 

 有形固定資産の売却による収入 2,089 

 無形固定資産の取得による支出 △2,009 

 投資有価証券の取得による支出 △3,157 

 投資有価証券の売却による収入 293 

 出資金の払込による支出 △16 

 出資金の回収による収入 13 

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
 取得による収入 

176 

 敷金の差入による支出 △335 

 敷金の回収による収入 2,407 

 短期貸付金の増減額（△は増加） 43 

 長期貸付けによる支出 △13 

 長期貸付金の回収による収入 29 

 債権信託受益権の増減額（△は増加） △1,371 

 その他 △77 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △5,513 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純増減額（△は減少） 1,541 

 長期借入金の返済による支出 △40 

 社債の償還による支出 △70 

 配当金の支払額 △1,539 

 少数株主への配当金の支払額 △26 

 少数株主からの払込みによる収入 10 

 その他 △13 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △138 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △358 

現金及び現金同等物の増減額 
（△は減少） 

△36,147 

現金及び現金同等物の期首残高 63,358 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の 
増加額 

697 

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,908 
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 当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四

半期連結財務諸表を作成しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

（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 

513,561 729 514,290 - 514,290

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

55 2,948 3,003 (3,003) -

計 513,616 3,678 517,294 (3,003) 514,290

営業利益 6,533 319 6,852 (2,888) 3,964

(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 会計方針の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっていましたが、

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 

企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は広告業において467

百万円減少しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

（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 

499,182 15,108 514,290 － 514,290

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

898 2,739 3,637 (3,637) -

計 500,081 17,847 517,928 (3,637) 514,290

営業利益 6,640 191 6,832 (2,868) 3,964

(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、ロシア、中国、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム、

インド、オーストラリア 

２ 会計方針の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっていましたが、

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 

企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は日本において467百万

円減少しております。 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 
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【参考】 

（要約）前中間連結損益計算書 

（単位：百万円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

科 目 金 額 百分比 

Ⅰ 売上高 523,858 100.0

Ⅱ 売上原価 445,124 85.0

売上総利益 78,734 15.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

１ 給与手当 27,032

２ 退職給付費用 495

３ 賞与引当金繰入額 6,541

４ 役員退職慰労引当金繰入額 209

５ のれん償却額 546

６ 貸倒引当金繰入額 427

７ その他 31,025 66,279 12.6

営業利益 12,455 2.4

Ⅳ 営業外収益  

１ 受取利息 254

２ 受取配当金 360

３ その他 365 980 0.1

Ⅴ 営業外費用 

１ 支払利息 45

２ 為替差損 85

３ 持分法による投資損失 31

４ その他 78 240 0.0

経常利益 13,195 2.5
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（単位：百万円、％） 

 

 

 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

科 目 金 額 百分比 

Ⅵ 特別利益 

１ 固定資産売却益 5

２ 投資有価証券売却益 12

３ ゴルフ会員権売却益 7

４ 持分変動利益 319

５ 貸倒引当金戻入益 1 348 0.0

Ⅶ 特別損失 

１ 固定資産売却損 35

２ 固定資産除却損 20

３ 減損損失 2

４ 投資有価証券売却損 85

５ 関係会社株式売却損 0

６ 投資有価証券評価損 304

７  特別退職金 122

８ 退職給付費用 171

９ その他 1 744 0.1

税金等調整前中間純利益 12,798 2.4

法人税、住民税及び事業税 2,347

法人税等調整額 2,813 5,161 1.0

少数株主利益 131 0.0

中間純利益 7,505 1.4
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（要約）前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区 分 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前中間純利益 12,798 

２ 減価償却費 1,459 

３ 減損損失 2 

４ のれん償却額 546 

５ 賞与引当金の増減額 △5,155 

６ 役員賞与引当金の増減額 △222 

７ 退職給付引当金の増減額 361 

８ 役員退職慰労引当金の増減額 △128 

９ 貸倒引当金の増減額 382 

10 受取利息及び受取配当金 △614 

11 支払利息 45 

12 為替差損益 22 

13 持分法による投資損益 31 

14 持分変動損益 △319 

15 関係会社株式売却損益 0 

16 投資有価証券売却損益 72 

17 投資有価証券評価損 304 

18 固定資産売却損益 29 

19 固定資産除却損 20 

20 売上債権の増減額 25,931 

21 たな卸資産の増減額 △1,791 

22 仕入債務の増減額 △27,241 

23 前払年金費用の増減額 △1,211 

24 その他 △3,243 

小計 2,078 

25 利息及び配当金の受取額 885 

26 利息の支払額 △51 

27 法人税等の支払額 △11,089 

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,176 
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㈱博報堂 DY ホールディングス（2433） 平成 21 年 3 月期 第２四半期決算短信 

（単位：百万円） 

 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区 分 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 △786 

２ 預金の払戻による収入 1,085 

３ 有価証券の取得による支出 △1,007 

４ 有価証券の売却による収入 1,033 

５ 有形固定資産の取得による支出 △818 

６ 有形固定資産の売却による収入 41 

７ 無形固定資産の取得による支出 △313 

８ 投資有価証券の取得による支出 △5,305 

９ 投資有価証券の売却による収入 3,197 

10 出資金の払戻による収入 0 

11 連結の範囲の変更を伴う子会社 
  の取得による支出 

△2,410 

12 差入保証金敷金の差入に伴う支出 △598 

13 差入保証金敷金の返還による収入 190 

14 短期貸付金の純増減額 838 

15 長期貸付けによる支出 △21 

16 長期貸付金の回収による収入 14 

17 債権信託受益権の純増減額 △37 

18 その他 △265 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,163 

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 △860 

２ 長期借入金の返済による支出 △116 

３ ファイナンス・リース債務の 
返済による支出 

△11 

４ 自己株式の取得による支出 △939 

５ 配当金の支払額 △1,551 

６ 少数株主への配当金の支払額 △44 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,523 
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㈱博報堂 DY ホールディングス（2433） 平成 21 年 3 月期 第２四半期決算短信 

（単位：百万円） 

 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区 分 金 額 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 312 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △16,551 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 63,904 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末残高 

47,352 
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㈱博報堂 DY ホールディングス（2433） 平成 21 年 3 月期 第２四半期決算短信 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30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)

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

523,150 708 523,858 － 523,858

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

58 3,021 3,080 (3,080) －

計 523,209 3,730 526,939 (3,080) 523,858

営業費用 509,809 3,273 513,082 (1,679) 511,403

営業利益 13,399 456 13,856 (1,400) 12,455

(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、当中間連結会計期間は 1,330百万円であります。 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間から、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。これに伴う営業費用、営業利益に与える影響額は

軽微であります。 

（追加情報） 

当中間連結会計期間から、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23百万

円増加し、営業利益は同額減少しております。 
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㈱博報堂 DY ホールディングス（2433） 平成 21 年 3 月期 第２四半期決算短信 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30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)

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

510,176 13,682 523,858 － 523,858

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

254 1,461 1,715 (1,715) －

計 510,430 15,144 525,574 (1,715) 523,858

営業費用 496,655 15,105 511,761 (358) 511,403

営業利益 13,775 38 13,813 (1,357) 12,455

(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、ベトナム、オーストラリア 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の管理部門にか

かる費用であり、当中間連結会計期間は1,330百万円であります。 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間から、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。これに伴う営業費用、営業利益に与える影響額は

軽微であります。 

（追加情報） 

当中間連結会計期間から、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23百万円

増加し、営業利益は同額減少しております。 
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