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1 株式会社 電通

本資料の内容には、2009年2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。



2 株式会社 電通

連結の業績



3 株式会社 電通

07年 4～ 12月 08年 4～ 12月 前年同期比

売上高 1,512,540 1,430,226 ▲5.4%

売上総利益 249,138 233,510 ▲6.3%

   売上総利益率 16.5% 16.3% ▲0.2

販管費 212,708 204,643 ▲3.8%

営業利益 36,430 28,866 ▲20.8%
　   オペ レー ティン グ

　 　 ･マー ジ ン ※
14.6% 12.4% ▲2.2

経常利益 44,072 33,028 ▲25.1%
税金等調整前
四半期純利益

40,337 16,002 ▲60.3%

四半期純利益 21,026 4,142 ▲80.3%

連結業績連結業績

注 ピュブリシスグループに対する持分法投資利益については、08年4～12月実績は、上期計上額（6か月分）のみを反映。

※オペレーティング・マージン＝営業利益÷売上総利益×100

ppts

ppts

（単位：百万円）



4 株式会社 電通

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： 各社の売上高は内部取引控除前。

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1：2008年度から、 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。

08年4～12月 前年同期比 08年4～12月 前年同期比

広告業 1,364,860 ▲5.6% 広告業

　（構成比94.1%） 地域電通5社 81,216 ▲8.6%

情報サービス業 52,808 － 電通テック (単体） 111,548 ▲10.7%

　（構成比 3.6%） cci（連結） 50,562 +32.2%

その他の事業 32,858 － 電通ﾎｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞｽＵＳＡ 33,693 +0.7%

　（構成比2.3％） 北京電通 41,684 +12.3%

　　計 1,450,526 ▲5.4% 情報サービス業

セグメント間の消去 ▲ 20,299 － ISID（連結） 52,793 +4.8%

連　　結 1,430,226 ▲5.4%



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＞

第3四半期
連結累計期間

前年同期比 構成比

米　州 43,089 +6.7% 3.0%
欧  州 7,019 ▲3.2% 0.5%
中  国 47,611 +17.2% 3.3%
アジア（中国を除く） 39,123 ▲5.9% 2.7%
海外ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の消去 ▲ 82 － －

海外計 136,761 +5.4% 9.5%
日  本 1,303,943 ▲6.3% 90.5%
  計 1,440,705 － 100.0%
ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の消去 ▲ 10,478 － －

連  結 1,430,226 ▲5.4% －

（百万円）



6 株式会社 電通

07年4～12月 08年 4～ 12月 前 年 同 期 比

売上総利益 249,138 233,510 ▲6.3%

　 　 人件費 122,808 122,649 ▲0.1%

　 　 　 　 給 料 手 当 104,232 102,052 ▲2.1%

　 　 　 　 そ の 他 18,575 20,596 +10.9%

　 　 営業費 78,004 70,139 ▲10.1%

　 　 減価償却費等 11,895 11,854 ▲0.3%

　 販管費合計 212,708 204,643 ▲3.8%

営業利益 36,430 28,866 ▲20.8%

14.6% 12.4% ▲2.2　　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



7 株式会社 電通

営業利益

36,430

営業利益

28,866

15,628

158

7,865

40

連結営業利益の状況連結営業利益の状況 ＜２＞＜２＞

売上総利益の減少が大きく、販管費を抑えたが売上総利益の減少が大きく、販管費を抑えたが

結果的に、営業利益は前年同期比結果的に、営業利益は前年同期比20.820.8％の減少。％の減少。

売上総利益減少

人件費減少 営業費減少 減価償却費等減少

（単位：百万円）

前年同期比

▲20.8%

07年4～12月 08年4～12月

【売総】 単体の減少等

【人件費】

・単体の減少等

・新規連結等の増加

・退職給付引当金繰入額
の増加

【減価償却費等】

単体の減少等

利益の減少要因 利益の増加要因

【営業費】

・単体の減少等

・業務委託費の一部人件費への
振替による減少



8 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
（単位：百万円）

07年4～12月 08年4～12月 前年同期比

営業利益 36,430 28,866 ▲20.8%

　　営業外収益 9,761 6,917 ▲29.1%
　　営業外費用 2,120 2,755 +30.0%
　営業外損益 7,641 4,161 ▲45.5%
経常利益 44,072 33,028 ▲25.1%
　　特別利益 9,355 1,422 ▲84.8%
　　特別損失 13,090 18,448 +40.9%
　特別損益 ▲ 3,734 ▲ 17,026 -

税金等調整前
四半期純利益

40,337 16,002 ▲60.3%

法人税等合計 18,702 11,741 ▲37.2%
少数株主利益 608 118 ▲80.6%
四半期純利益 21,026 4,142 ▲80.3%

注 ピュブリシスグループに対する持分法投資利益については、08年4～12月実績は、上期計上額（6か月分）のみを反映。



9 株式会社 電通

単体の業績



10 株式会社 電通

単体業績単体業績
（単位：百万円）

07年4～12月 08年4～12月 前年同期比

売上高 1,185,937 1,099,110 ▲7.3%

売上総利益 159,023 145,694 ▲8.4%

   売上総利益率 13.4% 13.3% ▲0.1

販管費 133,159 127,606 ▲4.2%

営業利益 25,864 18,087 ▲30.1%
　  オペレーティング
　　･マージン

16.3% 12.4% ▲3.9

経常利益 37,299 28,463 ▲23.7%
税引前
四半期純利益

31,389 12,939 ▲58.8%

四半期純利益 19,034 5,183 ▲72.8%

ppts

ppts



11 株式会社 電通

単体業種別売上高の状況単体業種別売上高の状況

21,595 21,235 21,053 20,358

24,96125,18027,753
29,11931,925

54,497
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2007年10～12月
2008年10～12月

▲5.3%

▲5.0% ▲18.4%

▲5.9%
▲17.3% ▲26.3%

+1.5% ▲6.7% +1.8% +4.9%

【自動車・関連品】

前年あったモーターショー
の反動減等

【家電・AV】
前年あったキャンペーンの

反動減等

【趣味・スポーツ】

ゲーム関連の好調等

※上位10業種のグラフ

【金融・保険】

世界的金融不安に伴う出稿減等



12 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
(単位：百万円）

売上高
（百万円）

対前年
同期比
増減(%)

売上高
（百万円）

対前年
同期比
増減(%)

売上高
（百万円）

対前年
同期比
増減(%)

売上高
（百万円）

対前年
同期比
増減(%)

新聞 36,740 ▲ 15.2 35,915 ▲ 13.5 37,614 ▲ 19.6 110,270 ▲ 16.2
雑誌 15,247 ▲ 5.4 15,521 ▲ 11.5 16,494 ▲ 13.3 47,263 ▲ 10.3
ラジオ 5,487 ▲ 7.1 5,734 ▲ 7.1 5,492 ▲ 8.8 16,715 ▲ 7.6
テレビ 182,312 ▲ 1.7 170,816 ▲ 4.5 178,544 ▲ 5.5 531,674 ▲ 3.9

テレビタイム 83,673 +2.7 94,633 +3.3 84,621 ▲ 4.7 262,928 +0.4
テレビスポット 98,638 ▲ 5.2 76,183 ▲ 12.6 93,923 ▲ 6.3 268,745 ▲ 7.8

6,103 +15.8 6,860 +14.5 6,550 +2.5 19,514 +10.5
ＯＯＨメディア 12,739 +1.2 10,307 ▲ 4.9 10,102 ▲ 17.2 33,149 ▲ 7.0
クリエーティブ 44,887 ▲ 7.3 46,204 ▲ 7.2 40,554 ▲ 12.7 131,646 ▲ 9.0

38,277 +3.5 42,292 ▲ 2.9 47,923 ▲ 5.5 128,493 ▲ 2.1

コンテンツサービス 17,690 ▲ 12.8 20,008 ▲ 45.0 20,796 ▲ 13.3 58,495 ▲ 27.4
その他 6,399 +31.6 7,611 +11.7 7,877 ▲ 9.5 21,888 +7.4
合計 365,886 ▲ 3.5 361,273 ▲ 9.1 371,950 ▲ 9.1 1,099,110 ▲ 7.3

2008年度第3四半期 合計

マーケティング／
プロモーション

業務区分

インタラクティブメディア

2008年度第2四半期2008年度第1四半期



13 株式会社 電通

07年 4～ 12月 08年 4～ 12月 前 年 同 期 比

売上総利益 159,023 145,694 ▲8.4%

　　人件費 79,296 76,860 ▲3.1%

　　　　給料手当 66,878 63,048 ▲5.7%

　　　　その他 12,418 13,811 +11.2%

　　営業費 44,232 41,531 ▲6.1%

　　減価償却費 9,630 9,214 ▲4.3%

　販管費合計 133,159 127,606 ▲4.2%

営業利益 25,864 18,087 ▲30.1%

16.3% 12.4% ▲3.9　　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

（単位：百万円）



14 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4～12月 08年 4～ 12月 前 年 同 期 比

営業利益 25,864 18,087 ▲30.1%

　 　 営業外収益 13,455 12,822 ▲4.7%

　 　 営業外費用 2,020 2,446 +21.1%

　 営業外損益 11,435 10,376 ▲9.3%

経常利益 37,299 28,463 ▲23.7%

　 　 特別利益 8,856 1,328 ▲85.0%

　 　 特別損失 14,766 16,852 +14.1%

　 特別損益 ▲ 5,909 ▲ 15,523 -

税引前
四半期純利益

31,389 12,939 ▲58.8%

法人税等合計 12,354 7,756 ▲37.2%

四半期純利益 19,034 5,183 ▲72.8%

（単位：百万円）



15 株式会社 電通

通期の業績見通し



16 株式会社 電通

通期の連結業績の見通し通期の連結業績の見通し

07年度実績 08年度見通し 前期比

売上高 2,057,554 1,866,500 ▲9.3%

売上総利益 345,222 308,100 ▲10.8%

   　 売上総利益率 16.8% 16.5% ▲ 0.3

営業利益 56,126 35,800 ▲36.2%
　  オペレーティング

　　･マージン
16.3% 11.6% ▲ 4.7

経常利益 67,993 44,200 ▲35.0%

税金等調整前
当期純利益

63,610 26,600 ▲58.2%

当期純利益 36,246 11,000 ▲69.7%

（単位：百万円）

ppts

ppts

注 08年度見通しについて
・ピュブリシスグループに対する持分法投資利益、年間64億95百万円（のれん償却44億52百万円控除後。上期は実績+下期は前年同期実績に
基づいた額）を含めております。 ※為替レートは2008年1月から12月の平均為替レート1ユーロ＝約152.5円を使用。
・第3四半期連結会計期間末において計上した有価証券評価損を含めておりますが、2009年3月期末の時価によっては、計上額が変動する場合

、もしくは計上しない場合があります。



17 株式会社 電通

07年度実績 08年度見通し 前期比

売上高 1,585,982 1,427,200 ▲10.0%

売上総利益 216,692 189,000 ▲12.8%

   　 売上総利益率 13.7% 13.2% ▲0.5

営業利益 36,281 19,600 ▲46.0%

　   オペレーティング

　　･マージン
16.7% 10.4% ▲6.3

経常利益 47,341 30,900 ▲34.7%

税引前
当期純利益

38,865 15,300 ▲60.6%

当期純利益 24,533 6,500 ▲73.5%

通期の単体業績の見通し通期の単体業績の見通し
（単位：百万円）

ppts

ppts


