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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 775,639 ― 9,579 ― 11,371 ― 5 ―

20年3月期第3四半期 806,370 2.4 20,280 28.0 21,616 26.0 12,452 39.0

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3四半期 0.14 0.11
20年3月期第3四半期 321.30 321.29

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3四半期 481,997 208,068 42.5 5,310.52
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3四半期  204,804百万円 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 1,043,000 △6.8 13,500 △46.0 15,900 △40.8 2,300 △77.0 59.64

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  

（注）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） 

(注)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、その他の特記事項 
(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。 
(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3四半期  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3四半期  290,008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3四半期  38,565,840株 20年3月期第3四半期  38,755,224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３四半期決算短信 

【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 

米国発の金融不安から世界全体に波及している経済危機は、日本経済にも深刻な影響をおよぼし、昨年後半より減速傾

向にある日本の広告業界にも大きな打撃を与えております。国内大手広告代理店の売上高は、大手 9社の平均で前年同期

比△6.2％（※1）と、通常需要の拡大する五輪開催年でありながら前年同期を大幅に下回る状況にあり、当社を取り巻く

環境は非常に厳しいと言わざる得ません。 

こうした厳しい状況下、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い、第 3 四半期累計売上高は 7,756 億

39 百万円（前年同期比 3.8%減少）と、減収にこそなりましたが、減少幅は業界全体と比較して小幅にとどめました。 

費用につきましては、結果として販売費及び一般管理費が前年同期比約 48 億円増加しておりますが、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、オフィス賃借料、減価償却費、及び数理計算上の差異償却による

退職給付費用が合計で約 54 億円販管費の増加要因となったほかは、前年同期を下回る水準に抑え、経費削減を進めまし

た。しかし、それも減収影響を補うには至らず、営業利益は 95 億 79 百万円（前年同期比 52.8％減少）、経常利益 113 億

71 百万円（同 47.4％減少）と、第 2四半期と比較すると減少率は縮めてはおりますが、減益になりました。 

また、株価下落の影響を受け、投資有価証券評価損を 59 億 1 百万円計上したこと、および連結子会社の繰延税金資産

を一部取り崩したことも影響し、四半期純利益は 5百万円（同 100.0％減少）と、大幅な減益となりました。 

 

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  

第3四半期（4-12月累計）の広告業における売上高は7,747億1百万円（前年同期比3.8％減少）と減収になりまし

た。 

第2四半期に引き続き非マスメディア取引（その他の広告）（※2）は前年同期比増加しましたが、マスメディア

取引（※2）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、移転の一時費用や賃借料、減価償却費、退職給付費用といった販

売費および一般管理費の増加も響き、134億24百万円（同38.1％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7,745億81百万円であります。 

 

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55億89百万円（前年同期比0.8％減少）、営業

利益4億66百万円（同31.7％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10億57百万円であります。 

 

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7,537億28百万円（前年同期比4.3％減少）、営業利益135億30百万円（同38.9％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7,523億19百万円であります。 

 

② 海外 

海外においては、売上高275億17百万円（前年同期比19.1％増加）、営業利益3億39百万円（同89.8％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233億20百万円であります。 

 

（※1）平成20年4月から11月までの公表数値を基礎に当社が計算した数値であります。 

（※2）当社の社内管理上の区分と集計によります。 

（※3）第3四半期における連結経営数値は、特に記載する場合を除いて原則平成20年4月1日より12月31日までの9

ヶ月累計ベースで記載しております。 

（※4）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３四半期決算短信 

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314億20百万円減少し、319億37百万円となりまし

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52億86百万円を計上しましたが、前期に特

別損失計上した事務所移転費用の支払い、前期分の賞与の支給(※3)、法人税等の納税のほか、売掛金の平均回

収サイトが延びたことも影響し、258億98百万円の減少（前年同期は15億25百万円の減少）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を中心とした有形

固定資産の取得による支出67億46百万円および無形固定資産の取得による支出20億91百万円に加え、投資有価証

券の取得による支出34億68百万円等の投資を行った一方、有形固定資産の売却による収入21億1百万円、敷金の

回収による収入88億84百万円等の回収もあったため、合計で13億40百万円の減少（前年同期は95億3百万円の減

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31億26百万円のほか、子会社の有利子負債の圧縮を進め

た結果、40億63百万円の減少（前年同期は48億75百万円の減少）となりました。 

 

（※1）第3四半期におけるキャッシュ・フローの状況は、特に記載する場合を除いて原則平成20年4月1日より12

月31日までの9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。 

（※3）当社及び連結子会社の多くで賞与の支給を年間1回としております。 
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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３四半期決算短信 

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 1,043,000 △ 75,749 -6.8% 1,080,800

営業利益 25,007 13,500 △ 11,507 -46.0% 16,500

経常利益 26,864 15,900 △ 10,964 -40.8% 18,700

当期純利益 10,021 2,300 △ 7,721 -77.0% 4,200

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) 15.3% 8.6% -6.7% 10.3%

 (ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) = 営業利益／売上総利益

1月6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% 528,710 △ 66,181 -11.1% 1,043,000 △ 75,749 -6.8% 

営業利益 3,964 △ 8,491 -68.2% 9,536 △ 3,016 -24.0% 13,500 △ 11,507 -46.0% 

経常利益 5,329 △ 7,866 -59.6% 10,571 △ 3,098 -22.7% 15,900 △ 10,964 -40.8% 

当期純利益 2,297 △ 5,207 -69.4% 3 △ 2,513 -99.9% 2,300 △ 7,721 -77.0% 

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) 5.2% -10.6% 11.8% -2.9% 8.6% -6.7%

 (ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) = 営業利益／売上総利益  
 

世界的な経済環境の悪化は、昨年末以降一段と厳しさを増しており、それらは、日本の広告市場にも大きな影響

を与えております。先日公表されました日経広告研究所の予測によれば、2008 年度の国内広告費は、昨年 12 月に発

表された予測値の前年度比-8.2%から、同-9.7%へともう一段の悪化を見込んでおります。 

 

当社グループは、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、各得意先におけるシェアの拡大に努めているものの、足もとの広告市場悪化を受け、売上高見通しを下方修正

致しました。 

なお、売上高総利益率については、原価管理の徹底などにより、ほぼ計画通りで推移しております。また、販管

費についても、コントロール可能な費用については、より一層の費用削減に努め、下期においては、前年同期比減少

を見込んでおります。 

しかしながら、売上高減少による売上総利益の減が大きいため、通期の営業利益は、前回見通しの 165 億円から

135 億円に修正致しました。 

また、第 3四半期末に計上しました投資有価証券評価損 59 億円などもあり、当期純利益は、23 億円になる見通し

です。 

 

なお、平成 21 年 2月 2日に「デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社が実施する第三者割当増資

の株式会社博報堂による引受と博報堂の子会社である株式会社博報堂アイ・スタジオの異動について」の公表を行な

っておりますが、本件に伴う当期の連結業績への影響は現時点で軽微であると見ております。 

 

また、1 株当たり配当金につきましては、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３四半期決算短信 

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３四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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は 359 百万円、税金等調整前四半期純利益は

1,259 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３四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、リース資産が有形固定資産に 62 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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 38,288 71,476

受取手形及び売掛金 268,127 294,706

有価証券 2,106 1,002

たな卸資産 19,384 14,959

その他 22,346 26,184

貸倒引当金 △543 △429

流動資産合計 349,710 407,899

固定資産   

有形固定資産 21,961 19,462

無形固定資産   

のれん 2,409 3,153

その他 5,791 5,318

無形固定資産合計 8,200 8,471

投資その他の資産   

投資有価証券 51,456 58,468

その他 54,475 61,835

貸倒引当金 △3,806 △3,439

投資その他の資産合計 102,125 116,864

固定資産合計 132,287 144,798

資産合計 481,997 552,697

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 242,648 292,409

短期借入金 2,333 2,615

未払法人税等 1,035 2,259

賞与引当金 9,139 13,896

債務保証損失引当金 50 50

その他 10,920 21,512

流動負債合計 266,127 332,743

固定負債   

社債 440 －

長期借入金 83 －

退職給付引当金 4,026 3,058

役員退職慰労引当金 1,821 1,735

その他 1,430 1,084

固定負債合計 7,801 5,879

負債合計 273,929 338,623
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

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 107,854 111,987

自己株式 △1,972 △1,972

株主資本合計 204,776 208,910

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 268 1,416

為替換算調整勘定 △240 737

評価・換算差額等合計 28 2,153

少数株主持分 3,264 3,009

純資産合計 208,068 214,074

負債純資産合計 481,997 552,697
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 775,639

売上原価 660,421

売上総利益 115,218

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 42,271

退職給付費用 2,069

賞与引当金繰入額 8,809

役員退職慰労引当金繰入額 306

のれん償却額 736

貸倒引当金繰入額 731

その他 50,714

販売費及び一般管理費合計 105,638

営業利益 9,579

営業外収益  

受取利息 320

受取配当金 663

持分法による投資利益 535

その他 591

営業外収益合計 2,111

営業外費用  

支払利息 116

投資事業組合運用損 96

その他 106

営業外費用合計 318

経常利益 11,371

特別利益  

固定資産売却益 1,416

投資有価証券売却益 39

ゴルフ会員権売却益 3

特別利益合計 1,459

特別損失  

固定資産売却損 0

固定資産除却損 142

減損損失 257

投資有価証券評価損 5,901

投資有価証券売却損 48

たな卸資産評価損 900

事務所移転費用 192

その他 102

特別損失合計 7,545
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

税金等調整前四半期純利益 5,286

法人税、住民税及び事業税 2,050

法人税等調整額 2,936

法人税等合計 4,986

少数株主利益 293

四半期純利益 5

9



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 5,286

減価償却費 3,185

減損損失 257

のれん償却額 736

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,752

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △283

退職給付引当金の増減額（△は減少） 880

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17

貸倒引当金の増減額（△は減少） 511

受取利息及び受取配当金 △984

支払利息 116

為替差損益（△は益） 106

持分法による投資損益（△は益） △535

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） 8

投資有価証券評価損益（△は益） 5,901

固定資産売却損益（△は益） △1,415

固定資産除却損 124

売上債権の増減額（△は増加） 26,061

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,285

仕入債務の増減額（△は減少） △49,356

前払年金費用の増減額（△は増加） △687

その他 △4,931

小計 △21,039

利息及び配当金の受取額 1,153

利息の支払額 △115

法人税等の支払額 △5,896

営業活動によるキャッシュ・フロー △25,898
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 △687

定期預金の払戻による収入 2,403

有価証券の取得による支出 △98

有価証券の売却による収入 820

有形固定資産の取得による支出 △6,746

有形固定資産の売却による収入 2,101

無形固定資産の取得による支出 △2,091

投資有価証券の取得による支出 △3,468

投資有価証券の売却による収入 585

出資金の払込による支出 △77

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 △497

敷金の回収による収入 8,884

短期貸付金の増減額（△は増加） △972

長期貸付けによる支出 △20

長期貸付金の回収による収入 36

債権信託受益権の増減額（△は増加） △1,673

その他 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,340

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） △346

長期借入金の返済による支出 △222

社債の償還による支出 △330

配当金の支払額 △3,126

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 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,063

現金及び現金同等物に係る換算差額 △815

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △32,118

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 31,937
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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３四半期決算短信 

 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３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

774,581 1,057 775,639 － 775,639

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

120 4,531 4,651 (4,651) －

計 774,701 5,589 780,291 (4,651) 775,639

営業利益 13,424 466 13,890 (4,311) 9,579

(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３四半期連結累計期間の営業利益は広告業において359

百万円減少しております。 
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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３四半期決算短信 

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

752,319 23,320 775,639 － 775,639

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,409 4,197 5,607 (5,607) －

計 753,728 27,517 781,246 (5,607) 775,639

営業利益 13,530 339 13,870 (4,290) 9,579

(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３四半期連結累計期間の営業利益は日本において359百万

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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 
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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３四半期決算短信 

【参考】 

（要約）前第３四半期連結損益計算書 

（単位：百万円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

科 目 金 額 百分比 

Ⅰ 売上高 806,370 100.0

Ⅱ 売上原価 685,318 85.0

売上総利益 121,052 15.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

１ 給与手当 40,851

２ 退職給付費用 775

３ 賞与引当金繰入額 9,508

４ 役員退職慰労引当金繰入額 307

５ のれん償却額 819

６ 貸倒引当金繰入額 454

７ その他 48,054 100,771 12.5

営業利益 20,280 2.5

Ⅳ 営業外収益 

１ 受取利息 352

２ 受取配当金 504

３ 持分法による投資利益 275

４ その他 482 1,615 0.2

Ⅴ 営業外費用 

１ 支払利息 69

２ 為替差損 72

３ 投資事業組合損失 30

４ その他 106 278 0.0

経常利益 21,616 2.7
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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３四半期決算短信 

（単位：百万円、％） 

 

 

 

 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

科 目 金 額 百分比 

Ⅵ 特別利益 

１ 固定資産売却益 6

２ 投資有価証券売却益 35

３ ゴルフ会員権売却益 12

４ 持分変動利益 337 392 0.0

Ⅶ 特別損失 

１ 固定資産売却損 38

２ 固定資産除却損 45

３ 減損損失 2

４ 投資有価証券売却損 91

５ 関係会社株式売却損 0

６ 投資有価証券評価損 314  
７  特別退職金 175  
８ 退職給付費用 171  
９ その他 1 842 0.1

税金等調整前四半期純利益 21,167 2.6

法人税、住民税及び事業税 6,052

法人税等調整額 2,427 8,480 1.1

少数株主利益 234 0.0

四半期純利益 12,452 1.5
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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３四半期決算短信 

（要約）前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区 分 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前四半期純利益 21,167 

２ 減価償却費 2,198 

３ 減損損失 2 

４ のれん償却額 819 

５ 賞与引当金の増減額 △1,956 

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 513 

８ 役員退職慰労引当金の増減額 △45 

９ 貸倒引当金の増減額 391 

10 受取利息及び受取配当金 △857 

11 支払利息 69 

12 為替差損益 △29 

13 持分法による投資損益 △275 

14 持分変動損益 △337 

15 関係会社株式売却損益 0 

16 投資有価証券売却損益 55 

17 投資有価証券評価損 314 

18 固定資産売却損益 32 

19 固定資産除却損 39 

20 売上債権の増減額 15,030 

21 たな卸資産の増減額 △2,343 

22 仕入債務の増減額 △15,186 

23 前払年金費用の増減額 △1,769 

24 その他 △4,211 

小計 13,402 

25 利息及び配当金の受取額 1,068 

26 利息の支払額 △66 

27 法人税等の支払額 △15,930 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,525 
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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３四半期決算短信 

（単位：百万円） 

 

 

 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31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 △4,276 

２ 預金の払戻による収入 4,218 

３ 有価証券の取得による支出 △1,371 

４ 有価証券の売却による収入 2,982 

５ 有形固定資産の取得による支出 △1,199 

６ 有形固定資産の売却による収入 44 

７ 無形固定資産の取得による支出 △439 

８ 投資有価証券の取得による支出 △9,436 

９ 投資有価証券の売却による収入 3,260 

10 出資金の払込による支出 △40 

11 出資金の払戻による収入 9 

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 差入保証金敷金の差入に伴う支出 △764 

14 差入保証金敷金の返還による収入 301 

15 短期貸付金の純増減額 786 

16 長期貸付けによる支出 △35 

17 長期貸付金の回収による収入 38 

18 債権信託受益権の純増減額 △975 

19 その他 △195 

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,503 

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 △782 

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 

△16 

４ 自己株式の取得による支出 △939 

５ 配当金の支払額 △2,969 

６ 少数株主への配当金の支払額 △51 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,875 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 84 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △15,821 

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期末残高 48,083 
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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３四半期決算短信 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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 

805,289 1,081 806,370 - 806,370

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

66 4,549 4,616 (4,616) -

計 805,355 5,631 810,986 (4,616) 806,370

営業費用 783,664 4,949 788,613 (2,522) 786,090

営業利益 21,691 682 22,373 (2,093) 20,280

(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2,006百万円であります。 

 
【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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 

787,081 19,289 806,370 - 806,370

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

475 3,821 4,296 (4,296) -

計 787,556 23,110 810,667 (4,296) 806,370

営業費用 765,408 22,931 788,340 (2,249) 786,090

営業利益 22,147 179 22,326 (2,046) 20,280

(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2,006百万円であります。 
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