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平成21年2月9日 

各 位 
会 社 名     株式会社 博報堂ＤＹホールディングス 
代表者名 代表取締役社長           戸 田 裕 一 

（コード番号 ２４３３ 東証第一部） 
問合せ先 Ｉ Ｒ 部 長  八 木   聡 

（ＴＥＬ ０３－６４４１－９０３３） 
 
 

平成 21 年 3 月期 第3四半期決算短信 参考資料 

 

 
 本日公表しました平成21年3月期  第3四半期決算短信の主要な点につきまして以下の通りまと

めましたので、参考資料とさせていただきます。 

 

記 

１． 四半期連結損益計算書 要約（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

(単位：百万円）

平成20年3月期 平成21年3月期 前年同期比

第3四半期累計
（実績）

第3四半期累計
（実績）

増減額 （％）

売上高 806,370 775,639 △ 30,731 -3.8% 

売上総利益 121,052 115,218 △ 5,834 -4.8% 

売上総利益率 15.0% 14.9% -0.2% 

販管費 100,771 105,638 4,866 4.8% 

営業利益 20,280 9,579 △ 10,701 -52.8% 

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (16.8%) (8.3%) (-8.4%)

営業外損益 1,336 1,792 456

経常利益 21,616 11,371 △ 10,245 -47.4% 

特別損益 △ 449 △ 6,085 △ 5,635

税引前利益 21,167 5,286 △ 15,880 -75.0% 

四半期純利益 12,452 5 △ 12,446 -100.0% 

 (ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) = 営業利益／売上総利益  
 

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を

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、結果として販管費が前年同期比約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54億円の増加要因となったほかは、前年同期を
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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。 

 

（※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. 連結貸借対照表 要約（平成20年12月31日） 

(単位：百万円）

平成20年3月末 平成20年12月末 前期末比

金額 構成比 金額 構成比 増減額 （％）

流動資産 407,899 73.8% 349,710 72.6% △ 58,188 -14.3%

固定資産 144,798 26.2% 132,287 27.4% △ 12,510 -8.6%

資産合計 552,697 100.0% 481,997 100.0% △ 70,699 -12.8%

流動負債 332,743 60.2% 266,127 55.2% △ 66,616 -20.0%

固定負債 5,879 1.1% 7,801 1.6% 1,922 32.7%

負債合計 338,623 61.3% 273,929 56.8% △ 64,694 -19.1%

株主資本 208,910 37.8% 204,776 42.5% △ 4,134 -2.0%

評価・換算差額等 2,153 0.4% 28 0.0% △ 2,125 -98.7%

少数株主持分 3,009 0.5% 3,264 0.7% 254 8.5%

純資産合計 214,074 38.7% 208,068 43.2% △ 6,005 -2.8%

負債及び純資産合計 552,697 100.0% 481,997 100.0% △ 70,699 -12.8%
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3. 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。 
以 上 


