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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

（注）21年3月期の1株当たり当期純利益につきましては、平成20年11月28日付けで公表しております株式分割を踏まえた額を記載しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）21年3月期の1株当たり純資産につきましては、平成20年11月28日付けで公表しております株式分割を踏まえた額を記載しております。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 1,887,170 △8.3 43,184 △23.1 53,363 △21.5 △20,453 ―

20年3月期 2,057,554 △1.7 56,126 △10.7 67,993 △2.9 36,246 18.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △79.61 ― △4.0 4.6 2.3
20年3月期 13,202.77 12,804.73 6.5 5.4 2.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  8,970百万円 20年3月期  8,499百万円

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 1,092,543 473,149 41.4 1,823.23
20年3月期 1,251,912 590,861 45.3 206,602.50

（参考） 自己資本   21年3月期  452,568百万円 20年3月期  567,293百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 42,359 △22,263 △27,748 57,271
20年3月期 56,007 △18,069 △30,701 70,252

2.  配当の状況 

（注）21年3月期期末および22年3月期（予想）の1株当たり配当金につきましては、平成20年11月28日付けで公表しております株式分割を踏まえた額を記
載しております。詳しくは3ページ「（ご参考）株式分割に伴う遡及修正値」をご覧ください。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 1,750.00 ― 1,750.00 3,500.00 9,609 26.5 1.7
21年3月期 ― 2,000.00 ― 15.00 ― 8,687 ― 1.8

22年3月期 
（予想）

― 12.50 ― 12.50 25.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）22年3月期の1株当たり当期純利益につきましては、平成20年11月28日付けで公表しております株式分割を踏まえた額を記載しております。 

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

第2四半期 
連結累計期間

800,900 △15.6 4,300 △75.8 7,800 △64.7 3,200 △60.6 12.89

通期 1,634,400 △13.4 15,800 △63.4 23,900 △55.2 11,400 ― 45.93
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、46ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 278,184,000株 20年3月期 2,781,840株

② 期末自己株式数 21年3月期  29,960,751株 20年3月期  36,020株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

（注）21年3月期の1株当たり当期純利益につきましては、平成20年11月28日付けで公表しております株式分割を踏まえた額を記載しております。 

(2) 個別財政状態 

（注）21年3月期の1株当たり純資産につきましては、平成20年11月28日付けで公表しております株式分割を踏まえた額を記載しております。 
 

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 1,447,410 △8.7 23,870 △34.2 34,585 △26.9 △32,771 ―

20年3月期 1,585,982 △1.0 36,281 △5.8 47,341 △0.8 24,533 10.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △127.55 ―

20年3月期 8,936.06 8,932.81

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 986,741 383,028 38.8 1,543.08
20年3月期 1,112,758 491,819 44.2 179,115.61

（参考） 自己資本 21年3月期  383,028百万円 20年3月期  491,819百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）22年3月期の1株当たり当期純利益につきましては、平成20年11月28日付けで公表しております株式分割を踏まえた額を記載しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、当社が現時点で合理的であると判断する一定の条件に基づき作成しております。また、持分法適用会社であるピュブリシスグル
ープの損益に対する当社持分の取り込みについては、ピュブリシスグループが業績予想を開示していないため、平成21年3月期の持分法投資利益を基に
平成21年1～3月の平均為替レートにより算出した金額を予想値としております。しかし、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、添付資料8ページをご参照ください。 

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

第2四半期 
累計期間

620,700 △14.6 2,000 △82.1 8,200 △60.6 5,100 △50.8 20.55

通期 1,271,400 △12.2 10,000 △58.1 17,800 △48.5 10,700 ― 43.11
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(ご参考)株式分割に伴う遡及修正値 

 平成20年11月28日付けで公表しておりますとおり、平成21年1月4日を効力発生日として普通株式1株につ

き100株の割合で株式分割を実施いたしました。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当

たり配当金は以下のとおりです。 

 

 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 - 17 50 - 17 50 35 00 

21年3月期 - 20 00 - 15 00 35 00 

22年3月期（予想） - 12 50 - 12 50 25 00 
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平成20年度の日本経済は、前年からの景気後退が続くとともに、年後半に入って米国金融不安に端を

発した世界経済の急激な悪化により、企業部門・家計部門ともに一段と深刻さを増しました。  

 広告業界では、平成20年（暦年）の「日本の広告費」（当社調べ）が６兆6,926億円（前年比4.7％

減）と前年までの４年連続の増加から減少に転じました。「マス四媒体広告費」（同7.6％減）が4年連

続して前年を下回った一方、「インターネット広告費」は前年比16.3％増と高い伸びが続き、「衛星メ

ディア関連広告費」も前年比12.1％増となりました。また、４年続けて増加していた「プロモーション

メディア広告費」は減少（前年比5.8％減）しました。  

 当連結会計年度（以下「当期」）は、当企業集団（以下「当社グループ」）にとって、このような市

場環境の下、クライアント各社が広告支出を控えるなど、これまでにない非常に厳しい経営環境が続き

ました。「第29回夏季オリンピック競技大会(2008/北京)」などを足がかりに多面的にビジネス展開す

るとともに、統合的なコミュニケーション・デザインによるソリューションを提供すべく、グループの

総力を結集し積極的な営業活動を展開いたしましたが、以下の結果となりました。  

 当期の業績は、売上高が１兆8,871億70百万円（前連結会計年度（以下「前期」）比8.3％減）、売上

総利益は3,144億74百万円（同8.9％減）、営業利益は431億84百万円（同23.1％減）、経常利益は533億

63百万円（同21.5％減）でした。また、減損処理による投資有価証券評価損511億16百万円を計上した

こともあり、204億53百万円の当期純損失（前期は362億46百万円の当期純利益）となりました。 

  

事業の種類別業績は、次のとおりです。 

広告業では、売上高１兆8,011億60百万円（前期比8.0％減）、営業利益339億24百万円（同32.0％

減）でありました。当社単体および当セグメントにおける国内主要連結対象会社の概況は、以下のと

おりです。 

当社単体の業績は、売上高が１兆4,474億10百万円（前期比8.7％減）、売上総利益は1,927億16百

万円（同11.1％減）、営業利益は238億70百万円（同34.2％減）、経常利益は345億85百万円（同

26.9％減）となりました。また、減損処理による投資有価証券評価損および関係会社株式評価損555

億16百万円を計上したこともあり、327億71百万円の当期純損失（前期は245億33百万円の当期純利

益）となりました。  

急速な景気後退の影響による厳しい経営環境に対応すべく、原価管理の強化、経費削減策等を徹底

し利益確保を図ってまいりましたが、広告需要の低迷による受注額減少、前期の大型イベント作業の

反動、競争激化などにより、売上高1,465億56百万円（前期比12.8％減）、営業利益８億61百万円

（同74.0％減）、経常利益12億86百万円（同62.8％減）、当期純利益３億49百万円（同80.5％減）と

なりました。 

1. 経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

① 事業全体の概況

ａ．広告業

㈱電通

㈱電通テック
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同社の連結業績は、インターネット広告市場の伸長と、電通グループの協業によるインターネット

広告取扱いの集中等により、売上高は682億32百万円（前期比31.8％増）となりましたが、利益率の

低い商品の構成比が高まったことや、買切損失の発生等により、売上総利益は129億99百万円（同

7.2％増）にとどまり、システム投資に伴う減価償却費の増加等により、販売費及び一般管理費の増

加率が売上総利益の増加率を上回ったため、営業利益は２億84百万円（同72.9％減）、経常利益は３

億27百万円（同64.8％減）と減益となりました。また、第２四半期連結会計期間に計上した子会社の

固定資産の減損およびのれん一括償却等の影響により、当期純損失は11億21百万円（前期は６億11百

万円の当期純利益）となりました。 

情報サービス業では、売上高751億48百万円、営業利益38億93百万円でありました。当セグメント

での主要連結対象会社である㈱電通国際情報サービスの概況は、以下のとおりです。 

同社は、情報システム構築などのITソリューションを主要な事業内容としております。下期 

以降、企業の情報化投資の抑制が顕著となり、同社の事業環境は厳しい推移となりました。加えて、

子会社株式の減損による特別損失の計上等もあったことから、同社の連結業績は、売上高751億48百

万円（前期比2.8％減）、営業利益44億81百万円（同4.5％減）、経常利益46億28百万円（同7.0％

減）、当期純利益13億57百万円（同40.4％減）となりました。 

広告業および情報サービス業以外のその他の事業では、売上高383億71百万円、営業利益17億23百

万円でありました。 

所在地別業績は、次のとおりです。 

日本では、売上高１兆7,235億94百万円（前期比8.2％減）、営業利益392億57百万円（同29.7％

減）でありました。 

海外では、売上高1,784億10百万円（前期比9.3％減）、営業利益40億67百万円（同1507.7％増）で

ありました。  

  

連結業績には、当社単体の業績が大きく影響しております。当期における当社単体の業種別・業務区

分別業績の概況は、以下のとおりです。 

  

＜業種別＞ 

 当社売上高に占める割合の大きい上位10業種では、「食品」（前期比0.5％増）、「趣味・スポーツ

用品」（同2.9％増）の２業種で売上高が増加しました。一方、「情報・通信」（同5.9％減）、「飲

料・嗜好品」（同5.1％減）、「化粧品・トイレタリー」（同9.2％減）、「自動車・関連品」（同

16.3％減）、「金融・保険」（同19.2％減）、「家電・AV機器」（同6.3％減）、「薬品・医療用品」

（同7.7％減）、「流通・小売業」（同1.5％減）の８業種で売上高が減少しました。 

㈱サイバー・コミュニケーションズ

ｂ．情報サービス業

㈱電通国際情報サービス

ｃ．その他の事業

ａ．日本

ｂ．海外
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＜業務区分別＞  

 
  

    注：主要な業務区分の内容は、下記のとおりです。   

       新聞：新聞広告枠の取引業務 

      雑誌：雑誌広告枠の取引業務 

      ラジオ：ラジオ広告枠の取引業務 

       テレビ：テレビ広告枠の取引業務 

       テレビタイム：テレビタイム広告枠（番組提供による番組内）の取引業務  

       テレビスポット：テレビスポット広告枠（主に番組間）の取引業務  

       インタラクティブメディア：インターネット、モバイルに関する広告枠の取引業務  

       ＯＯＨメディア：アウト・オブ・ホーム・メディア（交通、屋外、折込）広告枠の取引業務  

       クリエーティブ：広告表現立案業務、広告制作業務および関連業務  

       マーケティング/プロモーション：クライアントのマーケティング、コミュニケーション、ブランド、 

           経営等の戦略立案、コンサルティング業務、および課題解決のためのSP、イベント、PR、 

           eプロモーション、ダイレクトマーケティング等のソリューションの企画・実施作業  

       コンテンツサービス：スポーツ領域、エンタテインメント領域での権利販売業務、企画立案・制作実施 

           業務およびその他のコンテンツサービス 

    

マス四媒体の売上高は、四媒体すべてが前期を下回った結果、合計で前期比8.7％減の9,217億84百万

円となりました。マス四媒体以外の売上高は、インタラクティブメディアが高い伸びを示しましたが、

クリエーティブやマーケティング/プロモーションなどが減少し、合計で前期比8.8％減の5,256億26百

万円となりました。これにより、マス四媒体以外の売上高構成比は36.3％と前期から0.1ポイント減少

しました。 

  

 業務区分別の売上高の内訳は、以下のとおりです。 

  

ａ．新聞 

「家庭用品」（前期比162.1％増）、「食品」（同12.3％増）、などは伸びましたが、「金融・保

険」(同37.2％減)、「自動車・関連品」（同36.0％減）などは大幅に減少し、前期を下回る結果となり

ました。 

  

業 務 区 分 売上高 構成比 前期比増減

百万円 ％ ％

新     聞 146,766 10.1 △19.2

雑     誌 60,010 4.1 △14.2

ラ  ジ  オ 22,014 1.5 △7.1

テ  レ  ビ 692,992 47.9 △5.6

（テレビタイム） (343,431) (23.7) (△1.3)

（テレビスポット） (349,561) (24.2) (△9.5)

インタラクティブメディア 26,220 1.8 9.3

ＯＯＨメディア 42,056 2.9 △14.0

クリエーティブ 177,438 12.3 △10.7

マーケティング 

/プロモーション
170,868 11.8 △4.6

コンテンツサービス 82,104 5.7 △18.4

そ  の  他 26,938 1.9 6.5

計 1,447,410 100.0 △8.7
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ｂ．雑誌  

「流通・小売業」（前期比9.7％増）などは伸びましたが、「情報・通信」（同17.7％減）、「外

食・各種サービス」（同43.6％減）、「化粧品・トイレタリー」（同13.8％減）などの減少を埋めるま

でには至りませんでした。 

  

ｃ．ラジオ 

「官公庁・団体」（前期比23.3％増）、「精密機器・事務用品」（同38.0％増）などは伸長しました

が、「飲料・嗜好品」（同17.0％減）、「金融・保険」（同11.7％減）、「交通・レジャー」（同

15.3％減）などの減少が影響し、前期を割り込みました。 

  

ｄ．テレビ 

テレビタイム、テレビスポットとも伸長せず、前期を下回りました。  

《テレビタイム》  

 「趣味・スポーツ用品」（前期比9.5％増）、「飲料・嗜好品」（同6.0％増）、「家電・AV機器」

（同7.5％増）などが拡大しましたが、「化粧品・トイレタリー」（同7.5％減）、「流通・小売業」

（同17.8％減）、「自動車・関連品」（同5.6％減）などの大幅減少に及ばず、前期実績を下回りまし

た。 

  

《テレビスポット》 

 「教育・医療サービス・宗教」（前期比8.0％増）などは伸びましたが、「金融・保険」（同24.3％

減）、「飲料・嗜好品」（同8.4％減）、「不動産・住宅設備」（同32.9％減）などが落ち込み、前期

を下回る結果となりました。 

  

ｅ．インタラクティブメディア 

「情報・通信」（前期比14.3％増）、「趣味・スポーツ用品」（同92.9％増）、「不動産・住宅設

備」（同82.2％増）などをはじめとして伸長し、「金融・保険」（同5.9％減）などの減少をカバー

し、前期実績を上回る結果となりました。 

  

ｆ．OOHメディア 

「流通・小売業」（前期比20.3％増）などが伸びましたが、「金融・保険」（同33.0％減）、「情

報・通信」（同16.5％減）などが減少し、前期実績を下回りました。 

  

ｇ．クリエーティブ 

「趣味・スポーツ用品」（前期比12.4％増）などの伸長は、「自動車・関連品」（同15.0％減）、

「金融・保険」（同18.3％減）などの減少に及ばず、前期を下回る結果となりました。 

  

ｈ．マーケティング/プロモーション  

「情報・通信」（前期比6.4％増）、「交通・レジャー」（同23.9％増）などは伸長しましたが、

「自動車・関連品」（同31.6％減）や「外食・各種サービス」（同29.6％減）などの減少をカバーでき

ず、前期実績を下回りました。 
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ｉ．コンテンツサービス 

「流通・小売業」（前期比30.7％増）、「薬品・医療用品」（同19.9％増）などの伸長がありました

が、「情報・通信」（同14.1％減）、「金融・保険」（同45.0％減）などの減少を埋めるまでには至ら

ず前期を下回りました。 

  

平成21年度の政府経済見通しでは、当初国内総生産の実質成長率は0.0％程度、名目成長率0.1％程度

（平成21年１月19日閣議決定）としていたものを、実質成長率をマイナス3.3％へ大幅に下方修正する

（同年４月27日臨時閣議での内閣府報告）など、非常に厳しい予測がなされています。そして、４月の

月例経済報告（同年４月17日、内閣府）は、景気の先行きについては当面悪化が続くとし、世界的な金

融危機の深刻化や世界経済のいっそうの下振れなど、さらに下押しするリスクに留意が必要としていま

す。 

 また、広告市場について、（社）日本経済研究センターは、平成21年度の日本の総広告費は前年度比

14.8％の減少と予測しています（同年３月時点） 。 

平成22年３月期には、「第12回IAAF世界陸上競技選手権ベルリン大会（IAAF世界陸上2009ベルリン、

８月）」、「第45回衆議院議員総選挙」などがあり、広告業界にとって好材料が見込まれております

が、国内経済が急速に悪化する中、当社グループは、ソリューション領域、デジタル領域およびグロー

バル領域などの取り組みの強化を推進し、厳しい環境へ対応してまいります。 

 次期連結業績を売上高１兆6,344億円（前期比13.4％減）、営業利益158億円（同63.4％減）、経常利

益239億円（同55.2％減）、当期純利益114億円（前期は当期純損失204億53百万円）と予想しておりま

す。 

 また、次期の単体業績を売上高１兆2,714億円（前期比12.2％減）、営業利益100億円（同58.1％

減）、経常利益178億円（同48.5％減）、当期純利益107億円（前期は当期純損失327億71百万円）と予

想しております。 

  

次期の連結業績見通しに関して、持分法適用会社であるピュブリシスグループの損益に対する当社持

分の取り込みについては、ピュブリシスグループが業績予想を開示していないため、次期の持分法投資

利益は、ピュブリシスグループの当期実績に基づき64億54百万円（のれん償却23億84百万円控除後）と

しております。なお、為替レートについては他の関係会社同様、平成21年１月から３月の平均為替レー

ト１ユーロ＝約121円を用いております。 

  

当社はかねてより株主への利益還元を重要政策の一つと考えており、経営環境の変化に応じて、事業

成長による企業価値の長期的な向上、安定的な配当、機動的な自己株式の取得等を組み合わせて、資本

効率の向上とともに、株主の皆様への総合的な利益還元を図っております。また、各期の配当について

は、安定性を重視しつつ、変化に対応するための持続的な投資に必要な内部留保、当期の業績および中

長期的な業績見通し、ならびに資金の状況等を総合的に勘案して決定しております。  

  

株主の皆様への利益還元と配当の安定性を重視する上記基本方針に変わるところはありませんが、金

融不安に端を発した昨夏以降の急激な景況の悪化は当社の業績に大きな影響を及ぼしており、次期以降

の業績見通しについてもきわめて不透明な状況が続いております。このような中、今後とも企業価値の

持続的な向上を実現して株主の皆様のご期待に応えていくためにも、中長期的な視点から経営の安定

② 次期の業績見通し

③ 利益配分に関する基本方針

④ 当期の利益配分に関する事項
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性・健全性に留意することもきわめて重要な経営上の要請であると認識しております。  

 かかる経緯・状況を踏まえて当期配当について慎重な検討を行った結果、繰越利益剰余金の欠損

（267億24百万円）を填補し、株主の皆様への配当を実施するため、別途積立金の一部取崩しを行い、

取崩し額を繰越利益剰余金に振り替えるとともに、当期配当を１株につき35円（うち、中間配当20円、

期末配当15円）(注)といたします。また、次期の配当金は厳しい経営環境が当面続くことが予想される

ことから、１株につき25円（うち、中間配当12円50銭、期末配当12円50銭）とさせていただきたく存じ

ます。  

（注）当社は平成21年１月４日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施しており、当期配当につきまして

は、当該株式分割が期首に行われたと仮定した場合の１株当たり配当金を記載しております。  
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当期末は、前期末と比べ、売上債権等の流動資産および投資有価証券が減少したことから、資産全体

では1,593億68百万円の減少となりました。一方、負債についても、借入債務が増加したものの仕入債

務等の流動負債が減少したことにより、負債合計は416億57百万円の減少となりました。また、自己株

式の取得および評価・換算差額等の減少により、純資産合計は1,177億11百万円の減少となりました。 

  

当期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、572億71百万円（前期末702億52百万円）と

なりました。投資活動および財務活動による支出が、営業活動による収入を上回ったため、前期末に比

べ129億81百万円の減少となりました。 

  

税金等調整前当期純損失を49億72百万円計上しましたが、主な原因が投資有価証券評価損（511億16

百万円）等の非資金損益項目であったため、営業活動によるキャッシュ・フローは423億59百万円（前

期は560億７百万円）の収入となりました。 

  

投資活動の結果使用した資金は、222億63百万円（前期は180億69百万円）となりました。投資有価証

券の取得による支出が減少しましたが、連結子会社株式を取得したため、前期より41億93百万円増加し

ました。 

  

財務活動の結果使用した資金は、277億48百万円（前期は307億１百万円）となりました。前期は主に

借入債務の返済による支出でしたが、当期は自己株式を取得したことにより支出となりました。 

  

キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
  自己資本比率：自己資本／総資産 

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表に計上されている負

債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。 

  

(2) 財政状態

(当期のキャッシュ・フローの状況)

営業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

財務活動によるキャッシュ・フロー

決算年月  平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月

自己資本比率 39.7％ 40.8％ 43.7％ 45.3％ 41.4％

時価ベースの 
自己資本比率

63.7％ 90.3％ 71.4％ 49.8％ 34.0％

債務償還年数 10.5年 1.4年 2.8年 1.7年 3.4年

インタレスト・ 
カバレッジ・レシオ

6.1 28.8 17.9 22.0 16.8
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 当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のよ

うなものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、平成21年５月11日現在において当社グループが判断したも

のです。 

  

当社グループを含めた広告会社の業績は、市場変化や景気の影響を受けやすい傾向があります。市場

変化や景気によって広告支出を増減させる広告主が多いためです。  

 当社グループは、サービス内容の多様化を進めるなど、景気の影響を受けにくい事業構造の形成に努

力しております。しかし、当社グループの国内売上高は、全売上高の約９割を占めているため、国内マ

クロ経済の動向および広告支出額の大きい国内主要産業部門における景気の動向が、当社グループの業

績に影響を与える可能性があります。 

  

平成20年日本の広告費（当社発行）によれば、インターネット広告費は平成８年の調査開始以来、毎

年二桁以上の成長を遂げており、平成16年にはラジオ広告費を、平成18年には雑誌広告費をも上回り、

平成20年には10.4％のシェアとなりました。一方、マス四媒体広告費（新聞、雑誌、ラジオ、テレビの

４つのマス媒体に露出される広告費）は平成17年から４年連続して減少しましたが、その構成比は

49.3％（平成20年）と依然として大きなシェアを占めております。 

当社グループは、インターネット等を活用した広告手法の発達は、マス四媒体広告と、インターネッ

ト広告の連携による相乗効果をより高め、将来にわたって広告市場全体の拡大に貢献するものと考えま

す。 

平成21年５月現在、既に当社グループはマス四媒体広告のみならずインターネット広告においても主

導的な地位を占めており、さらなる事業機会の発掘と拡大に取り組んでおります。  

 しかし、当社グループが適切に対応できなければ当社グループの業績に悪影響を与える可能性があり

ます。  

また生活者のメディア接触行動（１日のうちどのメディアにどのくらいの時間接触しているか）をみ

ると、テレビが215.1分に対し、インターネットが72.4分とテレビが圧倒的な地位を占めています（出

所：ビデオリサーチ、MCR2008年東京地区）。しかしながら、今後生活者のメディア接触行動が劇的に

変化した場合には、当社グループ売上高の過半を占めるマス四媒体広告への需要が変化し、当社グルー

プの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

わが国の広告取引においては、広告会社は、広告主の代理人としてではなく、自己の責任でメディア

会社等との取引を行うことが慣行となっております。そのため、当社グループは、広告主の倒産等の場

合に、広告主から広告料金の支払を受けられないにもかかわらず、メディア会社等に対して支払債務を

負担する可能性があります。 

(3) 事業等のリスク

① 広告業界全般に関するリスク

ａ．景気変動によるリスク

ｂ．メディアの構造変化によるリスク

ｃ．取引慣行等に伴うリスク
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広告業界においては、様々な事情により、広告計画や内容に、突然の変更が生じることが少なくあり

ません。当社グループでは、主要取引先と基本契約を締結するなど、取引上のトラブルを未然に回避す

る努力を行っておりますが、不測の事故または紛争が生じる可能性があります。 

海外においては、欧米を中心に、広告会社が同一業種に属する複数の広告主を担当しない「一業種一

社制」と呼ばれる慣行があります。しかし、わが国では、このような慣行は一般的でなく、当社グルー

プも、同一業種に属する複数の主要企業を顧客としています。仮にわが国の慣行が変化し、それに対す

る当社グループの対応が適切さを欠いた場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

わが国では、広告会社間において、激しい競合が行われております。国内広告会社間の事業統合や、

外国広告会社による日本市場への参入は、業界構造を変化させる可能性があります。 

将来、顧客獲得をめぐる競合がさらに激しくなった場合、または、外国広告会社の日本市場への参入

に伴う、業界構造や取引慣行の変化に、当社グループが適応できない場合には、当社グループの業績に

悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループの事業領域が拡大するにつれて、総合商社、コンサルティング会社など隣接業種との競

合が生じる機会も増加しております。さらにインターネット関係の事業等においては、新規参入企業も

多く、これら企業と当社グループは、新規事業の開発等において競合する関係にあります。今後、これ

らの事業領域において当社グループがサービス面またはコスト面で顧客の要求に適切に応えることがで

きない場合、または新規企業の参入により広告の取引慣行が急激に変化した場合には、当社グループの

業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社は、わが国の主要広告主と取引関係を有しており、これら広告主の大半と長年にわたり安定的な

取引関係を維持しております。平成21年３月期における当社の上位取引先（広告主）10社に対する売上

高は、当社の全売上高の約２割となっております。 

また、当社は、マスメディア各社の事業運営および営業活動を通じ、社業発展の基礎を作ってまいり

ました。このような活動により、当社は、広告主・メディア会社との間でのニーズ調整と円滑な取引を

実現しております。 

しかしながら、当社が、既存または新規の広告主またはメディア会社に対して、そのニーズに合致し

たサービスを提供できない場合には、取引関係の終了・解消、受注の減少または取引条件の変更等が生

じる可能性があり、その結果、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

近年、広告主は、コスト削減の必要から、発注先の広告会社を１社に集中するなどの方法により、効

率的な広告サービス提供の要求を強めています。そのため、マスメディア広告取引における収益性が低

下する傾向が継続する場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 競合によるリスク

ａ．広告会社との競合

ｂ．隣接業種および新規参入企業との競合

③ 広告主・メディア会社との関係に関するリスク
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当社グループは、広告主による広告およびマーケティング支出の効果を実証的に検証するためのコン

ピュータ・システムや、データベース等の研究開発に取り組んでおり、これらの活動を通じて、潜在的

な需要を掘り起こすとともに、国内広告市場における当社グループのシェア向上を目指しております。

しかし、これら研究開発活動の成果が商品化・実用化される時期は未定であり、今後広告主ニーズの変

化や、技術的な困難等によって、当社グループの研究開発活動が、予定した成果をあげられない可能性

があります。 

  

当社グループでは、メディア広告市場における地位を強固にするため、マス四媒体、OOHメディア

（交通広告・屋外広告等のアウト・オブ・ホームメディア）および衛星メディア（BS放送およびCS放

送）などへの投資、ならびにそれに関連するリサーチや事業開発プロジェクトに対する投資を行ってき

ております。しかし、メディア広告に対する需要が低迷した場合や競争が激化した場合等には、研究開

発や事業化に要した投資に応じた収益や予定した成果をあげられない可能性があります。 

また、インターネット広告の領域においては、当社グループはクロスメディア型キャンペーン提案

（複数のメディアや広告表現を消費者の行動に合わせて効果的に掛け合わせたキャンペーン提案）の積

極化はもちろんのこと、検索連動型広告（広告主があらかじめキーワードを購入し、検索エンジンでそ

のキーワードが検索された場合に表示されるインターネット広告）等多様な広告手法や広告主の裾野の

広がりに対応すべく、大手専門エージェンシーとのアライアンスやその他専門会社や技術への積極的な

投資を行っています。しかしながら、インターネット広告分野の技術やサービスの急速な進化に対し、

当社グループの対応が適切でなかった場合は予定した成果があげられない可能性があります。 

  

当社グループは、事業多様化の一環として、CRM（顧客管理サービス）、ｅ-マーケティングサービス

およびシステム構築サービス等のｅ-ソリューション事業の拡大に努めております。しかし、そのサー

ビスに対する顧客の需要が予想を下回る場合、顧客の注文に適切に応えることができない場合、または

他のｅ-ソリューション企業に対する競争力を維持できない場合には、予定した成果があげられない可

能性があります。 

  

広告主にとってプロモーション施策の重要性が高まっており、市場も拡大しています。当社グループ

はこの機会を捉え、店頭マーケティング専門会社、チラシ制作専門会社、ダイレクトビジネス専門会

社、顧客アクセス専門会社などを設立し、プロモーション領域における事業拡大を図っています。しか

しながら、広告主の需要が拡大しない場合、あるいは当社グループが競合会社に対する競争力を維持で

きない場合には、計画通りの事業拡大ができない可能性があります。 

  

④ 国内市場における営業基盤の強化に関するリスク

ａ．システム、データベース等の開発に関するリスク

ｂ．メディアおよびインターネット広告事業等への投資に関するリスク

ｃ．ｅ-ソリューション開発に関するリスク

ｄ．プロモーション事業拡大に関するリスク
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当社グループでは、映画、テレビ番組、スポーツイベントおよび音楽等に関する権利の獲得、制作へ

の投資を活発に行っており、映画やその他のコンテンツの製作・配給・販売、ライセンシングおよびス

ポンサーシップ権や放送権の販売、ならびに映画、その他のコンテンツに関する広告の販売から収入を

得ています。しかし、これらの中には、事業計画が多年度にわたる場合、または多額の取得コストや財

務的コミットメントを必要とする場合があります。また、昨今ではコンテンツを供給するメディアも多

様化しております。しかも、コンテンツ事業の成否を左右する生活者の反応を確実に予測することは、

困難であります。これら事業が計画通りに進捗しない場合、また、予定した投資効果が得られなかった

場合には、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループは、海外において、当社グループ独自のネットワークを通じて、また他社との提携によ

り事業を行っており、平成21年３月期における当社グループの海外売上高比率は、8.7％であります。

当社グループでは、当社グループの成長を実現するためには、グローバルな事業ポートフォリオの構築

を図ることが重要であるという認識の下に、海外における事業展開を行っております。具体的には、競

争力を強化し、利益を増大するために、人材やプランニングシステムなどの現地化を推進しておりま

す。しかし、海外事業展開には多額の資金を要する場合もあり、また広告会社間の競争も熾烈です。し

たがって、当社グループの海外事業が計画どおりに進捗または成功しない場合には、当社グループの業

績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

また広告市場の成長が著しく、当社としても独自のネットワークを通じて事業拡大に特に注力してい

るBRICsやアジア諸国は、広告ビジネスがいまだ発展途上であります。今後政治情勢、経済情勢、法規

制、商習慣など様々な要因により、広告ビジネスが予想通りに発展しない場合には、当社グループの業

績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社は、現在ピュブリシスグループに出資し、広告サービス等の分野における業務提携を行っており

ます。しかし、この資本および業務提携から、当初期待した成果をあげられない可能性があります。 

また、当社は、 ピュブリシスグループの議決権総数の約15％を保有する少数株主に留まるため、 ピ

ュブリシスグループの経営への関与は限定的であり、 したがって、ピュブリシスグループの事業方針

や戦略を、当社グループに有利な方向に導くことができない可能性があります。さらに、ピュブリシス

グループの株価が大幅に下落すると、当社の保有するピュブリシスグループ株式について、減損処理を

行うことが必要になる可能性もあります。 

  

当社グループの成長力および競争力は、優秀な人材の確保とその育成に大きく依存します。人材の確

保に関しては、新卒者の安定的採用や専門的知識・経験を持ち即戦力となる中途採用により確保を図っ

ております。それとともに、本人の職務や能力に応じた教育研修等により、人材の育成を図っていま

す。しかしながら、何らかの理由により人材の確保が困難になる可能性および優秀な人材が流出する可

能性もあります。このような事態が生じた場合、当社グループの成長力と競争力に悪影響を及ぼす可能

性があります。 

⑤ コンテンツ事業に関するリスク

⑥ グローバル事業に関するリスク

ａ．海外事業拡大に関するリスク

ｂ．ピュブリシスグループとの資本・業務提携に関するリスク

⑦ 人材の確保と育成に関するリスク
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当社グループは、下請代金支払遅延等防止法、個人情報保護法等の法令および諸規制の適用を受けて

おりますが、いずれも現状では当社グループの事業に悪影響を及ぼす懸念はありません。しかしなが

ら、今後、新たに広告主の広告活動、広告の形式および内容等に影響を及ぼす法令や、各種規制が採用

もしくは強化された場合、または法令および各種規制の解釈が変化した場合には、広告業界および当社

グループの事業に悪影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループは事業遂行上、広告主の情報や個人情報等を取得することがあります。当社グル

ープでは情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格を取得するなど、情報管理には万全を期し

ておりますが、万一情報漏えい等の事故が発生した場合には、当社グループの信頼性を著しく損なう可

能性があり、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

平成21年３月31日現在において、当社グループはその業績に重大な影響を与え得る訴訟には関与して

おりません。しかしながら、当社グループは、広告の内容および表現等当社グループの事業遂行に関連

して提起される、取引先、各種団体、消費者または各種知的財産権の所有者等による訴訟に、直接また

は間接的に関与する可能性があります。 

  

  

近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

⑧ 法規制等に関するリスク

⑨ 訴訟等について

2.企業集団の状況
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当社グループを取り巻く環境は、極めて厳しいものとなっております。 国内広告市場は、世界的な

経済危機の影響による景気の急速な悪化、個人消費の伸び悩みや企業の広告支出への慎重な姿勢などの

影響により、５年ぶりにマイナスに転じております（前年比4.7％減、「平成20年日本の広告費」当社

発行）。その内訳を見ますと、マス四媒体が減少（同7.6％減）する中、インターネット広告などが高

い伸びを見せています。また、生活者の消費マインドを喚起するために、クライアントのマーケティン

グ・ニーズは高度化が進み、さらにはクライアントの海外での事業展開も加速しております。  

 当社グループは、今後の成長のために、この経営環境の変化に対応した成長モデルへの転換を進めて

いく必要があります。そのためには、「ソリューション」「デジタル」「グローバル」の３つの領域が

ポイントになります。これからの広告業界では、いかにして真の課題解決策をクライアントへ提供する

か、がますます重要なものとなり、クライアントが抱える経営・事業課題からコミュニケーションにお

よぶ幅広い課題をより深く理解し、創造性に溢れる解決策をプランニングし、確実に実行する力が求め

られています。とくに、コミュニケーション・プランニングにおいては、「デジタル」がメディアや消

費者に与えている影響を踏まえ、マス四媒体に加えて、デジタルやクリエーティブ、コンテンツなどが

一体となったクロスメディア・サービスを提供していくことが重要になります。また、「ソリューショ

ン」領域においては、日本も含めた「グローバル」な地域で、国内と同等のクオリティのサービスを提

供ができるよう取り組んでいくことが不可欠となります。 当社グループは、「ソリューション」「デ

ジタル」「グローバル」での戦略的な取り組みを推進し、厳しい経営環境に対応してまいります。  

 当社グループは、１月に新しいグループ企業理念「Good Innovation.」（グッド イノベーション）

を導入いたしました。激しい経営環境の変化と業務領域の拡大・変化を踏まえ、イノベーションを単な

る技術革新ではなく「新しいアイデアから社会的意義のある新たな価値を創造し、社会的に大きな変化

をもたらす幅広い変革」ととらえ、当社グループが社会全体により良い未来と幸せをもたらす存在であ

りたいという意思を込めております。  

 そして、今後も引き続き、社会に貢献できることは何かを常に考えて行動し、あらゆるステークホル

ダーから信頼され、評価されることで、社会の一員としてその責任を果たし、グループとしての企業価

値を極大化するよう努めてまいります。  

  

   当社グループでは、経営の重点指標として以下の指標を掲げております。 

 
                       （注）オペレーティング・マージン＝営業利益÷売上総利益 

  

3. 経営方針

(1) 経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

 成長性の指標 売上高、売上総利益、営業利益

 収益性、生産性の指標
売上総利益率

オペレーティング・マージン（注）

 資本効率の指標 ROE、ROA
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世界的な経済危機が進行するなか、わが国の広告費は５年ぶりにマイナスに転じ、国内広告業界も大

きな打撃を受けております。一方、インターネットの普及、ブロードバンド化、地上デジタル放送など

生活者を取り巻くメディア環境や流通チャネルの変化が進み、消費行動も変容しつつあります。広告メ

ディアではインターネットや衛星放送などマス四媒体以外の広告が伸長し、メディア別に見た構成比の

変化が進んでおります。これらに伴ってクライアントのさまざまなマーケティング課題は、国内および

海外市場において高度化・複雑化し、その課題を適切に解決するソリューションが広告会社に求められ

ています。  

 当社グループの強みは、経営・事業課題へのコンサルティングや、コミュニケーションのプランニン

グから実施にいたるまでの専門的で幅広いサービス、そしてそれらを統合的に構築して提供するソリュ

ーション力にあると捉えております。この強みを 大限に活かして、当社グループは、クライアントに

対して、真の課題解決策を提案・実施するソリューション・グループであり続けることを目指します。

そのためには、「ソリューション」「デジタル」「グローバル」の３つの領域を強化・拡大し、競争力

を向上させていくことが必要となります。また、同時に、グループ内部から新たなイノベーションを起

こしていくために、新規事業の育成にも取り組んでまいります。  

 この厳しい経営環境において、グループ企業理念「Good Innovation.」のもと、当社グループ一丸と

なって、イノベーションの気持ちを持ちつつ、新たな挑戦を行っていくことで、クライアント、メディ

ア、コンテンツ・ホルダーなどをはじめとする社会に対して、イノベーションを起こすお手伝いをして

いきたいと考えております。 

  

クライアントの求める「真のソリューション」を提供するために、当社グループでは経営・事業課題

へのコンサルティングや、マス四媒体、インターネット、クリエーティブ（広告表現）、コンテンツ、

プロモーションなど専門的で幅広いサービスと、それらを組み合わせた統合的なコミュニケーションを

ベースとしたソリューションを提供しています。特に、クロスメディア（複数のメディアやクリエーテ

ィブなどを生活者の行動に合わせて効果的に掛け合わせる）型キャンペーンは今後も高い需要が続くと

見ており、クロスメディアを核としたソリューションの提供に注力してまいります。  

 当期においては、社内に散在していたソリューション提供機能を集約して専門性の強化を図るととも

に、グループ全体として統合的なコミュニケーション・デザインを実現することを目指して組織の再編

を行いました（７月）。９月には、OOH系専門会社５社と屋外広告専門の広告枠販売会社「㈱OOHメディ

ア・ソリューション」と、当社グループ全体としてのクリエーティブ領域のプロデュース業務の効率化

を目的とした「㈱電通クリエーティブフォース」を設立しました。  

 一方、７月には、テレビCMと検索結果連動型バナー広告を一体化したクロスメディア型広告サービス

「Spot & Search」を開発し、クライアントに提供しております。８月には未来型のコミュニケーショ

ン技術の研究開発を行うことにより、コアテクノロジーを育成し、さらなるソリューションサービスを

構築することを目指して、米マサチューセッツ工科大学メディアラボの研究コンソーシアムに参画して

おります。また、デジタルサイネージ（電子看板）の広告メディアとしての価値を確立し、メディア化

を推進するためのフィールド実験を実施（２～３月）しております。  

 今後も、集約されたソリューション部門を中心に、専門性の強化を図りつつ、当社グループ全体とし

ての統合的なコミュニケーション・デザインをクライアントへ提供してまいります。この「専門力」と

「統合力」こそ、当社グループの優位性であります。  

  

(3) 会社が対処すべき課題と経営戦略

ａ．ソリューション
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今後も引き続き成長が期待できるインターネットメディア事業を中心としたデジタル領域において、

多面的な事業展開を進めてまいります。11月には、社長を議長とする「デジタルビジネス戦略会議」を

設置し、その推進組織となる「デジタルビジネス推進室」を設置して、デジタル領域での成長を加速し

てまいります。平成19年12月の㈱オプトとの資本・業務提携に基づいて、強化されていた営業体制が本

格稼動し、競争力がさらに高まりました。また、インターネット広告会社「㈱サイバー・コミュニケー

ションズ」の株式をTOBにより取得(３月)、今後、株式交換を通じて同社の完全子会社化を予定してお

ります。これらの施策により、当社グループのデジタル領域での営業力およびアドテクノロジー（広告

技術）の開発力をさらに強化してまいります。  

 一方、中国におけるデジタル領域強化のために、インターネット広告会社「電衆数碼（北京）広告有

限公司」(中国フォーカスメディア社との合弁会社)が営業を開始（８月）し、インドにおいてもインタ

ーネット専門広告会社「Clickstreamers India Pvt. Ltd.（クリックストリーマーズ インディア）」

を設立し、営業を開始する（５月）など、国内のみならず海外においても様々な取り組みを進めまし

た。今後も拡大・深化するデジタル領域に対応して、クライアントやメディアの事業展開に貢献する統

合的なコミュニケーション手法を構築し、デジタル領域での成長を実現してまいります。  

  

国内のみならず海外においても、クライアントから真の課題解決策を提案・実施するソリューショ

ン・グループとして選ばれるよう、当社グループは営業体制の整備・強化ならびに事業の拡大を図って

います。  

 欧米では、子会社電通ホールディングスUSAによる買収により、米国の独立系広告会社「マックギャ

リー・ボウエン」を当社グループに迎えました（11月）。一方、BRICsなどの経済成長著しい地域で

は、12月にロシアでの事業拡大を目指して広告会社「電通スマート」を設立しました。 

  

当社グループは、生活者、クライアント、そしてメディアの交差点となって、常に新しい技術やビジ

ネス・モデルを創り出して成長してまいりました。今後も、現在の事業に加え、新しい事業の芽を発

見・育成して事業の裾野を拡げる必要があると考え、新規事業創造の意欲を持った社員への支援や技術

およびデジタル事業開発などを行っていく「インキュベーション室」を設置し（７月）、新事業の創出

に取り組んでおります。  

  

ｂ．デジタル

ｃ．グローバル

ｄ．新規事業の育成
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多様化するメディアや高度化するクライアント・ニーズに対応して、事業成長を図るために、当社グ

ループ全体視点で考えた人材の採用・育成などに取り組んでまいりました。  

 今後も引き続き、成長領域や重点領域に対して、人材のシフトを行い、グループ内で適正な人材配置

を進めるとともに、これらの領域への積極的な投資を行い、クライアントサービスの強化や新たな収益

源の開拓に結びつけるために、経営資源を投入してまいります。  

 また、より効率的な経営を推し進めるために、営業費などのさらなるコスト削減に取り組むととも

に、間接部門のスリム化などにも努めてまいります。 

  

当社グループは、責任ある企業市民の一員として、法令順守・環境保全・社会貢献・人権擁護・労働

安全衛生など幅広い側面において、持続可能な社会の実現に貢献していきたいと考えております。その

責務を果たしていくことによって、社会からの信頼も得られ、当社グループの事業も持続可能なものに

なっていくと考えます。  

 社会貢献活動では、「ユネスコ世界寺子屋運動」の広報支援や「NPOのための広報力スキルアップセ

ミナー」、「中国広告人材育成基金プロジェクト」とともに、小学生のためのコミュニケーション力育

成プログラム「広告小学校」などを継続しております。  

また、地球環境については特に重要なものと認識して重点的に取り組んでいます。11月には「環境戦略

会議（議長：社長、７月に設置）」を核とした様々な取り組みなどが評価され、広告業界としては初め

て「エコ・ファースト企業」の認定を環境省から受けました。このほか、本社ビルのCO2削減等に対し

て東京都から 高ランクAA＋の評価を受けた（４月）ことをはじめ、環境対応型イベントを実施するた

めの「グリーンイベントガイド」を作成（８月）し、本ガイドに沿って積極的に環境対応型イベントの

提案を行うなど、事業活動においても、環境視点を取り込んだソリューション提案を行っておりま

す。  

 その他、人権啓発活動やワーク・ライフ・バランスの推進などにも取り組んでまいりました。  

 そして、平成21年４月からは、企業行動倫理、情報セキュリティ、社会貢献など社会的責任を果たす

機能を統合させたCSR委員会を発足し、CSR活動の強化を図ってまいります。  

 以上のような様々な活動を通じて、グループとしての企業価値を極大化するよう努めてまいりま

す。  

  

ｅ．経営資源の重点分野への再配置

ｆ．CSRへの取り組み
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 ※4 71,578 ※4 58,417 

受取手形及び売掛金 502,791 427,696 

有価証券 321 ※2 1,179 

たな卸資産 22,768 ※7 14,464 

前渡金 24,590 27,599 

短期貸付金 1,178 1,840 

繰延税金資産 13,146 10,481 

その他 9,498 7,984 

貸倒引当金 △4,871 △3,345 

流動資産合計 641,002 546,317 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 88,141 83,691 

土地 ※3 158,868 ※3 160,803 

その他 ※4 6,027 ※4 8,144 

有形固定資産合計 ※1 253,038 ※1 252,639 

無形固定資産 

ソフトウエア 22,582 21,327 

のれん 17,477 20,658 

その他 1,723 5,033 

無形固定資産合計 41,783 47,019 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※2, ※4 249,684 ※2, ※4, ※8 174,464 

長期貸付金 1,025 515 

繰延税金資産 29,367 35,466 

その他 ※2, ※4 37,382 ※2, ※4 37,234 

貸倒引当金 △1,093 △1,112 

投資損失引当金 △278 － 

投資その他の資産合計 316,087 246,567 

固定資産合計 610,909 546,226 

資産合計 1,251,912 1,092,543 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 ※4 430,709 ※4 367,422 

短期借入金 10,289 3,625 

1年内返済予定の長期借入金 ※4 5,134 ※4 5,118 

リース債務 － 1,870 

未払費用 30,467 21,592 

未払法人税等 13,271 5,602 

繰延税金負債 7 2 

返品調整引当金 1,314 129 

役員賞与引当金 585 202 

事業再編損失引当金 527 276 

その他 35,195 44,232 

流動負債合計 527,504 450,075 

固定負債 

長期借入金 ※4 81,324 ※4 116,195 

リース債務 － 2,286 

繰延税金負債 571 376 

再評価に係る繰延税金負債 ※3 10,298 ※3 10,293 

退職給付引当金 30,544 29,775 

役員退職慰労引当金 1,015 898 

事業再編損失引当金 371 247 

その他 9,421 9,246 

固定負債合計 133,547 169,318 

負債合計 661,051 619,394 

純資産の部 

株主資本 

資本金 58,967 58,967 

資本剰余金 61,586 61,583 

利益剰余金 460,444 429,615 

自己株式 △6,754 △67,367 

株主資本合計 574,243 482,798 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 4,339 △2,440 

繰延ヘッジ損益 △559 126 

土地再評価差額金 ※3 △7,179 ※3 △7,187 

為替換算調整勘定 △3,550 △20,730 

評価・換算差額等合計 △6,950 △30,230 

新株予約権 0 0 

少数株主持分 23,567 20,581 

純資産合計 590,861 473,149 

負債純資産合計 1,251,912 1,092,543 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 2,057,554 1,887,170 

売上原価 1,712,332 1,572,696 

売上総利益 345,222 314,474 

販売費及び一般管理費 

給料及び手当 141,274 135,566 

役員賞与引当金繰入額 597 209 

退職給付引当金繰入額 7,128 9,453 

役員退職慰労引当金繰入額 364 266 

福利厚生費 17,036 17,420 

減価償却費 13,906 14,583 

のれん償却額 2,054 1,885 

貸倒引当金繰入額 1,620 － 

その他 105,112 91,904 

販売費及び一般管理費合計 ※1 289,095 ※1 271,290 

営業利益 56,126 43,184 

営業外収益 

受取利息 1,533 1,294 

受取配当金 1,848 1,701 

為替差益 － 598 

持分法による投資利益 8,499 8,970 

その他 3,175 2,028 

営業外収益合計 15,057 14,592 

営業外費用 

支払利息 2,538 2,466 

為替差損 81 － 

投資事業組合運用損 － 875 

貸倒引当金繰入額 136 89 

その他 434 982 

営業外費用合計 3,190 4,413 

経常利益 67,993 53,363 

特別利益 

固定資産売却益 ※2 37 ※2 81 

投資有価証券売却益 1,903 864 

退職給付信託設定益 7,387 － 

貸倒引当金戻入額 － 248 

事業再編損失引当金戻入額 － 201 

その他 ※3 626 ※3 379 

特別利益合計 9,953 1,774 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失 

固定資産売却損 ※4 11 ※4 18 

固定資産除却損 ※5 539 ※5 264 

減損損失 ※6 72 ※6 1,405 

投資有価証券評価損 － 51,116 

投資損失引当金繰入額 22 － 

たな卸資産評価損 7,109 － 

事業再編損失引当金繰入額 1,006 － 

のれん償却額 ※7 2,183 － 

その他 ※8 3,391 ※8 7,305 

特別損失合計 14,336 60,110 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

63,610 △4,972 

法人税、住民税及び事業税 25,140 14,489 

法人税等調整額 496 177 

法人税等合計 25,637 14,667 

少数株主利益 1,726 812 

当期純利益又は当期純損失（△） 36,246 △20,453 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 58,967 58,967 

当期末残高 58,967 58,967 

資本剰余金 

前期末残高 61,474 61,586 

当期変動額 

自己株式の処分 111 △2 

当期変動額合計 111 △2 

当期末残高 61,586 61,583 

利益剰余金 

前期末残高 433,383 460,444 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △728 

当期変動額 

剰余金の配当 △8,920 △9,769 

当期純利益又は当期純損失（△） 36,246 △20,453 

土地再評価差額金の取崩 － 7 

連結子会社増加に伴う増加高 145 － 

持分法の適用範囲の変動 ※4 △410 ※4 114 

当期変動額合計 27,061 △30,100 

当期末残高 460,444 429,615 

自己株式 

前期末残高 △7,130 △6,754 

当期変動額 

自己株式の取得 △17 △60,650 

自己株式の処分 393 37 

当期変動額合計 376 △60,612 

当期末残高 △6,754 △67,367 

株主資本合計 

前期末残高 546,694 574,243 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △728 

当期変動額 

剰余金の配当 △8,920 △9,769 

当期純利益又は当期純損失（△） 36,246 △20,453 

土地再評価差額金の取崩 － 7 

自己株式の取得 △17 △60,650 

自己株式の処分 505 34 

連結子会社増加に伴う増加高 145 － 

持分法の適用範囲の変動 ※4 △410 ※4 114 

当期変動額合計 27,549 △90,715 

当期末残高 574,243 482,798 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 15,336 4,339 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△10,997 △6,779 

当期変動額合計 △10,997 △6,779 

当期末残高 4,339 △2,440 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 818 △559 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,377 686 

当期変動額合計 △1,377 686 

当期末残高 △559 126 

土地再評価差額金 

前期末残高 △7,179 △7,179 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

－ △7 

当期変動額合計 － △7 

当期末残高 △7,179 △7,187 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △909 △3,550 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,641 △17,180 

当期変動額合計 △2,641 △17,180 

当期末残高 △3,550 △20,730 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 8,065 △6,950 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△15,015 △23,280 

当期変動額合計 △15,015 △23,280 

当期末残高 △6,950 △30,230 

新株予約権 

前期末残高 0 0 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △0 

当期変動額合計 － △0 

当期末残高 0 0 

少数株主持分 

前期末残高 22,285 23,567 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,281 △2,986 

当期変動額合計 1,281 △2,986 

当期末残高 23,567 20,581 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

63,610 △4,972 

減価償却費 16,000 18,001 

減損損失 72 1,405 

のれん償却額 4,238 3,454 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 783 △688 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,106 △762 

受取利息及び受取配当金 △3,382 △2,995 

支払利息 2,538 2,466 

為替差損益（△は益） △294 △35 

持分法による投資損益（△は益） △8,499 △8,970 

投資有価証券評価損益（△は益） － 51,116 

売上債権の増減額（△は増加） 12,423 63,992 

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,873 7,190 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,375 △3,562 

仕入債務の増減額（△は減少） 5,836 △51,902 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,917 △11,740 

その他 △419 △1,877 

小計 80,382 60,119 

利息及び配当金の受取額 8,401 6,783 

利息の支払額 △2,562 △2,520 

法人税等の支払額 △30,213 △22,022 

営業活動によるキャッシュ・フロー 56,007 42,359 

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 △1,055 － 

定期預金の払戻による収入 3,652 － 

有価証券の取得による支出 △1,101 △997 

有価証券の売却による収入 3,128 1,200 

有形固定資産の取得による支出 △4,604 △4,974 

有形固定資産の売却による収入 74 193 

投資有価証券の取得による支出 △22,769 △4,248 

投資有価証券の売却による収入 14,858 9,662 

ソフトウエアの取得による支出 △7,511 △7,588 

貸付けによる支出 △2,197 △4,116 

貸付金の回収による収入 1,584 3,826 

連結子会社株式の追加取得による支出 △689 △10,090 

連結子会社出資金の追加取得による支出 △0 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△1,409 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得に
よる支出 

－ △5,707 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

－ 629 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 

△8 △132 

その他 △19 80 

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,069 △22,263 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

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） △3,846 △5,116 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） － 15,000 

長期借入れによる収入 26 40,000 

長期借入金の返済による支出 △17,861 △5,136 

リース債務の返済による支出 － △2,213 

少数株主からの払込みによる収入 140 710 

自己株式の取得による支出 △17 △60,650 

自己株式の売却による収入 532 － 

配当金の支払額 △8,920 △9,769 

少数株主への配当金の支払額 △626 △601 

その他 △127 28 

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,701 △27,748 

現金及び現金同等物に係る換算差額 168 △5,519 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,405 △13,172 

現金及び現金同等物の期首残高 62,015 70,252 

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 190 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 832 － 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 70,252 ※1 57,271 
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社

    連結子会社は㈱電通東日本他計129社でありま

す。

    ㈱電通ダイレクトフォース他計５社は当連結会

計年度において設立されたため、Attik Ltd.他計

３社は当連結会計年度において株式を取得したた

め、また、㈱横浜スーパー・ファクトリー他計５

社については、重要性が増加したため、それぞれ

当連結会計年度から連結の範囲に含めておりま

す。

     一方、Wasabi Digital and Visuals S.r.l.

は、保有株式を売却したため、連結子会社から除

外し、売却時点までの損益計算書およびキャッシ

ュ・フロー計算書のみ連結しております。また、

連結の範囲内で、合併により㈱アド電通(名古屋)

他計３社が減少しました。

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社

    連結子会社は㈱電通東日本他計126社です。 

 ㈱ナカハタ他計６社は、当連結会計年度におい

て設立されたため、Dentsu McGarry Bowen LLCは

当連結会計年度において出資持分を取得したた

め、それぞれ当連結会計年度から連結の範囲に含

めております。 

 一方、ジェネオン エンタテインメント㈱他計

４社は保有株式の一部または全部を売却したた

め、Dentsu Business Development Europe S.A.

他計４社は清算が結了したため、当連結会計年度

より連結子会社から除外し、売却または清算結了

時点までの損益計算書およびキャッシュ・フロー

計算書のみ連結しております。また、連結の範囲

内で、合併により、㈱電通総研他計２社が減少し

ました。

    

 (2) 非連結子会社

   主な非連結子会社

    Dentsu Creative Impact Pvt. Ltd.

    ㈱アイエスアイディ・フェアネス

連結の範囲から除いた理由

    非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益お

よび利益剰余金等のうち持分に見合う額の合計

は、連結総資産、連結売上高、連結純損益および

連結利益剰余金等から考えて、連結財務諸表に重

要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外

しております。

 (2) 非連結子会社

   主な非連結子会社

    Dentsu Creative Impact Pvt. Ltd.

    ㈱アイエスアイディ・フェアネス

連結の範囲から除いた理由

    非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益お

よび利益剰余金等のうち持分に見合う額の合計

は、連結総資産、連結売上高、連結純損益および

連結利益剰余金等から考えて、連結財務諸表に重

要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外

しております。

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した会社

 関連会社である㈱ビデオリサーチ他計31社に対

して持分法を適用しております。

 ㈱ブログウォッチャーは当連結会計年度におい

て設立したため、㈱オプトについては当連結会計

年度において株式を追加取得して関連会社となっ

たため、また、㈱24-7 Search他計６社について

は、重要性が増加したため、それぞれ当連結会計

年度から持分法適用会社に加えております。

 一方、World Sport Group Holdings Ltd.他計

３社は、当連結会計年度において保有株式の全部

または一部を売却し、関連会社でなくなったた

め、持分法適用会社から除外しました。

 また、子会社である新極現廣告股份有限公司に

ついては、当連結会計年度より連結の範囲に含ま

れているため、持分法適用会社から除外されてい

ます。

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した会社

 関連会社である㈱ビデオリサーチ他計29社に対

して持分法を適用しております。 

 ブライトコーブ㈱は当連結会計年度において株

式を取得したため、㈱ＪＰメディアダイレクト他

計２社については重要性が増加したため、それぞ

れ当連結会計年度より持分法適用会社に加えてお

ります。ジェネオン エンタテインメント㈱は、

保有株式を一部売却し子会社から関連会社となっ

たため、当連結会計年度において持分法適用会社

に加えておりましたが、ジェネオン エンタテイ

ンメント㈱他計２社は合併等により関連会社でな

くなったため、また、㈱ユビキタス・コア他計３

社は、当連結会計年度において清算が結了したた

め、当連結会計年度より持分法適用会社から除外

しました。 

 一方、㈱24-7Searchは、連結子会社との合併に

より消滅しました。 
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

    主な非連結子会社

     Dentsu Creative Impact Pvt. Ltd.

     ㈱アイエスアイディ・フェアネス

 主な関連会社

  ㈱総合ビジョン

  汐留アーバンエネルギー㈱

  ㈱テレパック

持分法を適用しない理由

    持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益およ

び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要な影響を及ぼしていないた

め、持分法を適用しておりません。

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

    主な非連結子会社

     Dentsu Creative Impact Pvt. Ltd.

     ㈱アイエスアイディ・フェアネス

 主な関連会社

  ㈱総合ビジョン

  汐留アーバンエネルギー㈱

  ㈱テレパック

持分法を適用しない理由

    持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益およ

び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要な影響を及ぼしていないた

め、持分法を適用しておりません。

３ 連結子会社の事業年度に関する事項

   連結子会社のうち、電通ヤング・アンド・ルビカ

ム㈱他計64社の決算日は、12月31日または２月29日

であります。連結財務諸表の作成に当たっては、上

海電通信息服務有限公司を除き、同決算日現在の財

務諸表を使用しております。ただし、連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。 

 上海電通信息服務有限公司については、同社の決

算日は12月31日でありますが、連結決算日現在で本

決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎として

おります。

３ 連結子会社の事業年度に関する事項

   連結子会社のうち、電通ヤング・アンド・ルビカ

ム㈱他計59社の決算日は、12月31日または２月28日

であります。連結財務諸表の作成に当たっては、上

海電通信息服務有限公司を除き、同決算日現在の財

務諸表を使用しております。ただし、連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。 

 上海電通信息服務有限公司については、同社の決

算日は12月31日でありますが、連結決算日現在で本

決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎として

おります。 

 なお、連結子会社である㈱エステックについて

は、決算日を変更したことに伴い、当連結会計年度

の連結財務諸表の作成においては15ヵ月間(平成20

年１月１日から平成21年３月31日まで)の実績を反

映しております。

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  ア 有価証券

   ａ 満期保有目的の債券

      償却原価法(利息法)

   ｂ その他有価証券

      時価のあるもの

       決算日の市場価格等に基づく時価法

       (評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定)

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ア 有価証券 

   ａ 満期保有目的の債券 

       同左 

   ｂ その他有価証券 

      時価のあるもの 

       同左

      時価のないもの

       主として移動平均法による原価法

      時価のないもの

       同左

   ｃ 子会社株式及び関連会社株式

      移動平均法による原価法(持分法を適用し

ているものは除く)

   ｃ 子会社株式及び関連会社株式

       同左

 イ デリバティブ
     時価法

 イ デリバティブ
      同左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ウ たな卸資産
   ａ 作品、仕掛品および貯蔵品

主として個別法による原価法

   ｂ 商品

主として総平均法による原価法
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

  ウ たな卸資産

  通常の販売目的で保有するたな卸資産

    ａ 作品、仕掛品および貯蔵品

   主として個別法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）

    ｂ 商品

   主として総平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）

 （会計処理の変更） 

 当連結会計年度より「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

日公表分 企業会計基準第９号）を適用しており

ます。 

 この変更に伴う当連結会計年度の損益に与える

影響及びセグメント情報に与える影響は軽微であ

ります。    

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ア 有形固定資産

    国内会社は定率法による減価償却を実施してお

ります。ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物(建物附属設備を除く)については定額法によ

っております。

    在外子会社は主として定額法を採用しておりま

す。

    なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物及び構築物 ３～65年
器具 ２～20年

  (会計処理の変更)

    国内会社は、法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30日法律第６

号)および(法人税法施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第83号))に伴い、当連結

会計年度から、平成19年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。

    この変更に伴う損益に与える影響およびセグメ

ント情報に与える影響は軽微であります。

  (追加情報)

    国内会社(決算日が12月31日または２月29日で

ある会社を除く)は、当連結会計年度から、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度から５年

間で均等償却する方法によっております。

    この変更に伴う損益への影響およびセグメント

情報に与える影響は軽微であります。

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ア 有形固定資産

    国内会社は定率法による減価償却を実施してお

ります。ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物(建物附属設備を除く)については定額法によ

っております。

    在外子会社は主として定額法を採用しておりま

す。

    なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物及び構築物 ３～65年
器具 ２～20年

 
    ただし、所有権移転外ファイナンス・リ－ス取

引に係るリ－ス資産については、リ－ス期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法によって

おります。
  

  イ 無形固定資産

    定額法によっております。

    なお、自社利用目的のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(主として５年)に

基づく定額法、市場販売目的のソフトウェアにつ

いては見込販売収益(数量)または見込有効期間

(３年以内)による定額法によっております。

  イ 無形固定資産

    定額法によっております。

    なお、自社利用目的のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(主として５年)に

基づく定額法、市場販売目的のソフトウェアにつ

いては見込販売収益(数量)または見込有効期間

(３年以内)による定額法によっております。

    ただし、所有権移転外ファイナンス・リ－ス取

引に係るリ－ス資産については、リ－ス期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法によって

おります。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基準

    ア 貸倒引当金

          営業債権等の貸倒れによる損失に備えるた

め、国内会社は、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

          在外子会社は債権の状況判断に基づき必要と

認められる金額を計上しております。

  イ 投資損失引当金

     市場価格のない有価証券等に対し、将来発生

する可能性のある損失に備えるため、必要と認

められる額を計上しております。

    ウ 返品調整引当金
     商品の返品による損失に備えるため、過去の

返品率に基づいた損失見込額を計上しておりま
す。

  エ 役員賞与引当金
 役員賞与の支出に備えるため、支給見込額に
基づき計上しております。

 (3) 重要な引当金の計上基準

    ア 貸倒引当金

      同左

  

  
 

           

  

 

          ─────

  
 

  ウ 返品調整引当金
     同左

  
 

  エ 役員賞与引当金
 同左

  オ 事業再編損失引当金
 一部の事業の再編に伴い発生することが見込
まれる損失に備えるため、当該損失見込額を計
上しております。

  オ 事業再編損失引当金
 同左

  カ 退職給付引当金

      従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき計上しております。

      過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(15年～18年)に

よる定額法により費用処理しております。

     数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(9.8年～18年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしております。

  カ 退職給付引当金

      従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務および年金資産の

見込額に基づき計上しております。

      過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(主として17年)

による定額法により費用処理しております。

     数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(主として17年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしております。

  キ 役員退職慰労引当金

     役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上しております。

     (追加情報)

     連結財務諸表提出会社は、取締役および監査

役の役員退職慰労金制度を廃止することとし、

平成19年６月28日開催の定時株主総会におい

て、退職慰労金の打ち切り支給議案が承認可決

されました。

     これにより「役員退職慰労引当金」を全額取

崩し、打ち切り支給額の未払い分については固

定負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

  キ 役員退職慰労引当金

     役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を計上しております。

 (4) 重要なリース取引の処理方法

    リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・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

処理によっております。

        ─────
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
  至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (5) 重要なヘッジ会計の方法

    連結財務諸表提出会社ならびに一部の連結子会

社は、ヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会

計の方法等は以下のとおりであります。

 (5) 重要なヘッジ会計の方法  

    連結財務諸表提出会社ならびに一部の連結子会

社は、ヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会

計の方法等は以下のとおりであります。
  ア ヘッジ会計の方法
    主として繰延ヘッジ処理を行っております。な

お、金利スワップ取引について特例処理の要件を

充たしている場合には特例処理を採用しておりま

す。

 ア ヘッジ会計の方法
      同左

  イ ヘッジ手段とヘッジ対象

①ａ ヘッジ手段

   為替予約取引

    ｂ ヘッジ対象

   外貨建債権債務および外貨建予定取引

②ａ ヘッジ手段

   金利スワップ取引

    ｂ ヘッジ対象

   借入金に係る利息

  イ ヘッジ手段とヘッジ対象

      同左

  

    

   

  

   

   

  ウ ヘッジ方針  

     為替予約取引および金利スワップ取引は、実

需の範囲内に限定し、外貨建取引に係る為替変動

リスクおよび借入金に係る金利変動リスクの回避

を目的としてヘッジを行っております。また、売

買益を目的とした投機的な取引は実施しないこと

としております。

  ウ ヘッジ方針   

      同左

  エ ヘッジの有効性評価の方法    

     ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が

同一であり、ヘッジ期間を通じてキャッシュ・フ

ローの変動リスクを回避していると想定すること

ができるため、ヘッジの有効性の評価は省略して

おります。なお、一部の連結子会社は外貨建予定

取引について、過去の取引実績および今後の取引

の実行可能性を総合的に勘案し、ヘッジ対象とし

ての適格性を検討することにより、有効性の評価

を実施しております。

    また、特例処理によっている金利スワップ取引

については、ヘッジの有効性の評価は省略してお

ります。

  エ ヘッジの有効性評価の方法         

      同左

 (6) 消費税等の会計処理   

     消費税等の会計処理は税抜方式を採用しており

ます。

 (6) 消費税等の会計処理     

      同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項   

   連結子会社の資産及び負債の評価については、全

面時価評価法を採用しております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項   

      同左

６ のれんの償却に関する事項

   のれんは、３年から20年間で均等償却することと

しております。

   また、金額が僅少な消去差額は発生時の損益とし

て処理しております。

６ のれんの償却に関する事項    

      同左

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

   手許現金、要求払預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

      同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計処理の変更】

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

───── １「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  

当連結会計年度から、「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。 
 この変更に伴う当連結会計年度の損益に与える
影響およびセグメント情報に与える影響は軽微で
あります。

２ リース取引に関する会計基準
 所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に
よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース
取引に関する会計基準」（企業会計審議会第一部会
平成５年６月17日（平成19年３月30日改正）企業会計
基準第13号）および「リース取引に関する会計基準の
適用指針」（日本公認会計士協会  会計制度委員会
平成６年１月18日（平成19年３月30日改正）企業会計
基準適用指針第16号）を適用し、通常の売買取引に係
る方法に準じた会計処理によっております。 
 この変更による当連結会計年度の損益に与える影響
およびセグメント情報に与える影響は軽微でありま
す。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 （連結損益計算書）
１ 前連結会計年度において区分掲記しておりました賃

貸料については、営業外収益の総額の100分の10以下

であるため、営業外収益のその他に含めて表示してお

ります。当連結会計年度において営業外収益のその他

に含まれている賃貸料は415百万円です。

２ 前連結会計年度において区分掲記しておりました関

係会社株式売却益については、特別利益の総額の100

分の10以下であるため、投資有価証券売却益に含めて

表示しております。当連結会計年度において投資有価

証券売却益に含まれている関係会社株式売却益は527

百万円です。

３ 前連結会計年度において区分掲記しておりました投

資有価証券売却損については、特別損失の100分の10

以下であるため、特別損失のその他に含めて表示して

おります。当連結会計年度において特別損失のその他

に含まれている投資有価証券売却損は169百万円で

す。

４ 前連結会計年度において区分掲記しておりました投

資有価証券評価損については、特別損失の総額の100

分の10以下となったため、特別損失のその他に含めて

表示しております。当連結会計年度において特別損失

のその他に含まれている投資有価証券評価損は813百

万円です。

５ 前連結会計年度において区分掲記しておりました関

係会社株式評価損については、特別損失の総額の100

分の10以下であるため、特別損失のその他に含めて表

示しております。当連結会計年度において特別損失の

その他に含まれている関係会社株式評価損は53百万円

です。

６ 前連結会計年度において区分掲記しておりました特

別退職金については、特別損失の総額の100分の10以

下となったため、特別損失のその他に含めて表示して

おります。当連結会計年度において特別損失のその他

に含まれている特別退職金は261百万円です。

（連結損益計算書）
１ 前連結会計年度において特別損失のその他に含めて

表示しておりました投資有価証券評価損(前連結会計

年度866百万円（関係会社株式評価損53百万円を含

む）)については、特別損失の総額の100分の10超とな

ったため、当連結会計年度より区分掲記しておりま

す。

２ 前連結会計年度において区分掲記しておりました特

別損失ののれん償却額については、特別損失の総額の

100分の10以下となったため、特別損失のその他に含

めて表示しております。当連結会計年度において特別

損失のその他に含まれているのれん償却額は1,568百

万円です。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１ 前連結会計年度において区分掲記しておりました投

資有価証券評価損については、金額の重要性が低下し

たため、営業活動によるキャッシュ・フローのその他

に含めて表示しております。当連結会計年度において

営業活動によるキャッシュ・フローのその他に含まれ

ている投資有価証券評価損は813百万円です。

２ 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ

ュ・フローのその他に含めて表示しておりました定期

預金等の預入による支出(前連結会計年度796百万

円)、および定期預金等の払戻による収入(前連結会計

年度514百万円)については、金額の重要性が増加した

ため、当連結会計年度より区分掲記しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１ 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローのその他に含めて表示しておりました投資

有価証券評価損(前連結会計年度866百万円（関係会社

株式評価損53百万円を含む）)については、金額の重

要性が増加したため、当連結会計年度より区分掲記し

ております。

２ 前連結会計年度において区分掲記しておりました定

期預金の預入による支出および定期預金の払戻による

収入については、重要性が低下したため、投資活動に

よるキャッシュ・フロ－のその他に含めて表示してお

ります。当連結会計年度において投資活動によるキャ

ッシュ・フロ－のその他に含まれている定期預金の預

入による支出は1,800百万円、定期預金の払戻による

収入は1,864百万円です。

３ 前連結会計年度において区分掲記しておりました自

己株式の売却による収入については、金額の重要性が

低下したため、財務活動によるキャッシュ・フロ－の

その他に含めて表示しております。当連結会計年度に

おいて財務活動によるキャッシュ・フロ－のその他に

含まれている自己株式の売却による収入は35百万円で

す。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 80,751百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 89,783百万円

 

※２ 非連結子会社および関連会社項目

   非連結子会社および関連会社に対するものは、次

のとおりであります。

投資有価証券(株式) 160,680百万円

投資有価証券(その他） 3,549百万円

投資その他の資産

 その他(出資金) 2,147百万円

※２ 非連結子会社および関連会社項目

   非連結子会社および関連会社に対するものは、次

のとおりであります。

有価証券（その他） 23百万円

投資有価証券(株式) 105,715百万円

投資有価証券(その他） 1,515百万円

投資その他の資産

 その他(出資金) 1,619百万円

 

※３ 連結財務諸表提出会社は土地の再評価に関する法

律(平成10年３月31日法律第34号)に基づき、事業用

の土地の再評価を行い、評価差額については、当該

評価差額に係る税金相当額を再評価に係る繰延税金

負債として負債の部に計上し、これを控除した金額

を土地再評価差額金として純資産の部に計上してお

ります。

   同法第３条第３項に定める再評価の方法

   土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日政令119号)第２条第４号に定める地価税法第16

条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる

土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公

表した方法により算定した価額に合理的な調整を行

って算出する方法および同条第５号に定める不動産

鑑定士による鑑定評価によって算出する方法を併用

しております。

再評価を行った年月日 平成13年３月31日

      再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価の合計額は、再評価後の帳簿価額を下回ってお

りません。

※３         同左

   

   

   

 

 

※４ 担保資産

現金及び預金 177百万円

有形固定資産その他(車両) 34百万円

投資有価証券 １百万円

計 213百万円

   上記資産は下記の債務の担保に供しております。

支払手形及び買掛金 1,183百万円

一年内返済予定長期借入金 10百万円

長期借入金 19百万円

計 1,213百万円

   なお、上記以外に現金及び預金のうち10百万円は

官報にかかわる取引保証のため担保に供し、投資そ

の他の資産その他のうち０百万円は当座預金口座開

設のため担保に供しております。

 

 

※４ 担保資産

現金及び預金 85百万円

有形固定資産その他(車両) 13百万円

投資有価証券 1百万円

計 100百万円

   上記資産は下記の債務の担保に供しております。

支払手形及び買掛金 898百万円

１年内返済予定の長期借入金 6百万円

長期借入金 6百万円

計 911百万円

   なお、上記以外に現金及び預金のうち10百万円は

官報にかかわる取引保証のため担保に供し、投資そ

の他の資産その他のうち0百万円は当座預金口座開

設のため担保に供しております。
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前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 ５ 偶発債務

  (1) 従業員住宅資金等融資制度による保証債務が

3,161百万円あります。

 ５ 偶発債務

  (1) 従業員住宅資金等融資制度による保証債務が

2,704百万円あります。

  (2) 下記会社の銀行借入等に対して債務保証を行っ

ております。

  (2) 下記会社の銀行借入等に対して債務保証を行っ

ております。

 

㈱エレクトロニック・ライブラリー 264百万円

Phoenix Communications Inc.(韓国)

(KRW 40,000,000千) 4,044百万円

PDS Media,Inc.(韓国)

(KRW  9,000,000千) 909百万円

Football Media Services Pte.Ltd.(シンガポール)

(USD        357千） 35百万円

Match Hospitality AG(スイス)

(USD  30,125千) 3,018百万円

PT.Dentsu Indonesia

(IDR 30,000,000千) 327百万円

Dentsu Marcom Middle East FZ LLC(アラブ首長国連邦)

(AED    800千) 21百万円

Dentsu Utama Sdn. Bhd.(マレーシア)

(MYR   1,000千) 31百万円

Dentsu Creative Impact Pvt.Ltd.(インド)

(INR    679千) 1百万円

㈱フロンテッジ 167百万円

㈱デジタルエッグ 519百万円

         計 9,341百万円
 

㈱エレクトロニック・ライブラリー 264百万円

Phoenix Communications Inc.(韓国)

(KRW 35,000,000千) 2,460百万円

PDS Media,Inc.(韓国)

(KRW  9,000,000千) 632百万円

Match Hospitality AG(スイス)

(USD 30,125千) 2,959百万円

PT.Dentsu Indonesia

(IDR 55,000,000千) 473百万円

Dentsu Marcom Middle East FZ LLC(アラブ首長国連邦)

(AED       800千) 21百万円

Dentsu Utama Sdn. Bhd.(マレーシア)

(MYR     1,000千) 26百万円

Dentsu Creative Impact Pvt.Ltd.(インド)

(INR   4,051千) 7百万円

㈱フロンテッジ 167百万円

㈱デジタルエッグ 447百万円

中影電通太科広告有限公司  100百万円

         計 7,560百万円

 

 

 

 

 

 

 

 ６ 受取手形 割引高 37百万円

―――――

―――――

 

 

 

 

 

 

 

―――――

※７ たな卸資産の内訳

      商品及び製品 34百万円

       作品 1,269百万円

       仕掛品 12,953百万円

       原材料及び貯蔵品 207百万円

             計 14,464百万円

※８ 消費貸借契約
投資有価証券のうち136百万円は有価証券の消

費貸借契約による貸付を行っております。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、

905百万円であります。

※１ 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、

1,259百万円であります。

※２ 車両の売却益23百万円他であります。 ※２ 土地の売却益28百万円他であります。

※３ 関係会社株式持分変動益464百万円他でありま

す。

※３ 投資損失引当金戻入額98百万円他であります。

※４ 建物の売却損５百万円他であります。 ※４ 器具の売却損13百万円他であります。

 

 

※５ 建物及び構築物の除却損227百万円およびソフト

ウェアの除却損257百万円他であります。

※６ 減損損失
 当連結会計年度において、以下の資産グループに
ついて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所

事業用資産 器具他 東京都 港区

事業用資産
器具および 

ソフトウェア
アメリカ合衆国 
カリフォルニア州

事業用資産 のれん
イタリア 
ローマ

 (1)資産のグルーピングの方法

  資産のグルーピングは、事業の種類別セグメン 

トを基礎に行っております。ただし、賃貸用資産 

および遊休資産については、個別の物件ごとにグ

ルーピングしております。

 (2)減損損失の認識に至った経緯

 収益性の低下および事業所の整理決定等によ

り、上記資産グループの帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上しており、内訳は次のとおりです。

建物及び構築物 2百万円

その他有形固定資産(器具等) 16百万円

ソフトウェア 26百万円

のれん 21百万円

その他無形固定資産 5百万円

計 72百万円

 (3)回収可能価額の算定方法

 回収可能価額は零として減損損失を測定してお

ります。

 

 

※５ 建物及び構築物の除却損105百万円他でありま

す。
※６ 減損損失

当連結会計年度において、以下の資産グループ他
について減損損失を計上しました。

用途 種類 場所

㈱クライテリア・コ
ミュニケーションズ 
事業用資産

ソフトウェア
および 
器具他

東京都 港区

事業用資産 のれん
アメリカ合衆国 
カリフォルニア州

(1)資産のグルーピングの方法

  資産のグルーピングは、事業の種類別セグメン 

トを基礎に行っております。ただし、賃貸用資産 

および遊休資産については、個別の物件ごとにグ

ルーピングしております。

(2)減損損失の認識に至った経緯

 収益性の低下および事業所の整理決定等によ

り、上記資産グループ他の帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別

損失に計上しており、内訳は次のとおりです。

建物及び構築物 28百万円

その他有形固定資産(器具等) 148百万円

ソフトウェア 974百万円

のれん 209百万円

その他無形固定資産 44百万円

投資その他の資産（その他） 0百万円

計 1,405百万円

(3)回収可能価額の算定方法

 回収可能価額は零として減損損失を測定してお

ります。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※７ のれん償却額 

 「連結財務諸表における資本連結手続に関する実

務指針」(日本公認会計士協会 平成19年３月29日

会計制度委員会報告第７号)第32項の規定に基づ

き、のれんを償却したものであります。

           
  
 

―――――
        

  
 
 
            

 

※８ 事業再編損1,351百万円他であります。なお、事

業再編損は、一部の事業の再編決定に伴う損失であ

り、内訳は次のとおりです。

返品調整引当金繰入額 471百万円

たな卸資産評価損 745百万円

その他 134百万円

計 1,351百万円

 

※８ 事業再編損4,423百万円および「連結財務諸表に

おける資本連結手続に関する実務指針」(日本公認

会計士協会 平成19年３月29日 会計制度委員会報

告第７号)第32項の規定に基づくのれん償却額1,568

百万円他であります。

   なお、事業再編損は一部の事業の再編決定に伴う

損失であり、内訳は次のとおりです。

たな卸資産評価損 3,807百万円

その他 615百万円

計 4,423百万円

たな卸資産評価損は、正味売却価額によらず、
再編を決定した事業の将来見込みを勘案して必要
な評価減を行ったものです。
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(変動事由の概要)  

自己株式の減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 ストックオプション行使による減少   2,058.00株 

  

 
  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末 
株式数 
(株)

当連結会計年度
増加株式数 

(株)

当連結会計年度
減少株式数 

(株)

当連結会計年度末
株式数 
(株)

発行済株式

普通株式 2,781,840 ― ― 2,781,840

合   計 2,781,840 ― ― 2,781,840

自己株式

普通株式 38,056.69 55.31 2,091.81 36,020.19

合   計 38,056.69 55.31 2,091.81 36,020.19

２ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結
会計年度末

残高 
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

(連結子会社)

㈱クライテリア・コミュニケーションズ ― ― ― ― ― ― 0

合計 ― ― ― ― 0

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 4,115 1,500 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月９日 
取締役会

普通株式 4,804 1,750 平成19年９月30日 平成19年12月10日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 4,805 1,750 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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(変動事由の概要)  

    発行済株式総数の増加数の主な内訳は、次のとおりです。 

 株式分割による増加             275,402,160株 

自己株式の増加数の主な内訳は、次のとおりです。 

 株式分割による増加           29,660,215.86株 

 信託方式による市場買付けによる増加    130,817.00株 

 公開買付けによる増加           129,796.00株 

  

 
（注）新株予約権を行使することができる期間の初日が到来していません。 

  

 
  

次のとおり決議を予定しております。 

 
（注）平成21年１月４日付で普通株式１株に対し普通株式100株の割合で株式分割を行いました。 

  

※４ 前連結会計年度の持分法の適用範囲の変動は、持分法適用会社増加に伴う減少高と持分法適用会社除

外に伴う減少高を合算したものです。 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末 
株式数 
(株)

当連結会計年度
増加株式数 

(株)

当連結会計年度
減少株式数 

(株)

当連結会計年度末
株式数 
(株)

発行済株式

普通株式 2,781,840 275,402,160 ― 278,184,000

合   計 2,781,840 275,402,160 ― 278,184,000

自己株式

普通株式 36,020.19 29,924,893.43 162.62 29,960,751.00

合   計 36,020.19 29,924,893.43 162.62 29,960,751.00

２ 新株予約権等に関する事項

会社名
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結
会計年度末 

残高 
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

(連結子会社)

㈱クライテリア・コミュニケーションズ ― ― ― ― ― 0

合計 ― ― ― ― 0

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 4,805 1,750 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月12日 
取締役会

普通株式 4,964 2,000 平成20年９月30日 平成20年12月８日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 3,723 15 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

  現金及び預金勘定 71,578百万円

   預入期間が３ヶ月を超える 
   定期預金

△1,325百万円

   現金及び現金同等物 70,252百万円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

 現金及び預金勘定 58,417百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
   定期預金

△1,146百万円

現金及び現金同等物 57,271百万円

 

 ２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

    株式の取得により新たに連結子会社となった

Attik Ltd.他計３社の連結開始時の資産及び負債の

内訳は次のとおりであります。

  流動資産 1,242百万円

  固定資産 109百万円

   資産合計 1,352百万円

  流動負債 310百万円

   負債合計 310百万円

―――――

 

 

 ２ 出資持分の取得により新たに連結子会社となった

会社の資産及び負債の主な内訳

    出資持分の取得により新たに連結子会社となった

Dentsu McGarry Bowen LLCの連結開始時の資産

及び負債の内訳は次のとおりです。

 流動資産 1,966百万円

 固定資産 252百万円

  資産合計 2,218百万円

 流動負債 860百万円

  負債合計 860百万円

 ３ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳

    株式の売却により連結子会社でなくなったジェネ

オン エンタテインメント（株）他計４社の連結除

外時の資産及び負債の内訳は次のとおりです。

 流動資産 9,950百万円

 固定資産 640百万円

  資産合計 10,590百万円

 流動負債 5,488百万円

 固定負債 66百万円

  負債合計 5,555百万円

 ４ 重要な非資金取引の内容

  退職給付信託の設定

   投資有価証券の退職給付信託への拠出額は退職給

付引当金の増減額に含まれております。拠出した投

資有価証券の帳簿価額は924百万円、拠出額(時価)

は8,312百万円であります。

―――――
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(注) １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類をベースに、経営の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分しております。

２ 各事業区分の内容 

広告業   ：新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネット、セールスプロモーション、映画、屋外、交

通、その他すべての広告業務取扱いおよび広告表現に関する企画、制作ならびにマーケティ

ング、PR、コンテンツサービス等のサービス活動の一切。 

その他の事業：情報サービス、情報関連商品販売、映像・音楽・その他の複製物の制作・製造・販売、事務

所賃貸、ビルサービス、人材派遣、受託計算業務等。 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 ａ 外部顧客に対する売上高 1,955,471 102,083 2,057,554 ― 2,057,554

 ｂ セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,564 29,114 30,678 (30,678) ―

計 1,957,035 131,197 2,088,233 (30,678) 2,057,554

  営業費用 1,907,155 128,136 2,035,292 (33,864) 2,001,427

  営業利益 49,880 3,060 52,940 3,185 56,126

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出

  資産 1,247,458 196,348 1,443,806 (191,894) 1,251,912

  減価償却費 15,250 2,262 17,513 (1,512) 16,000

  減損損失 39 33 72 ― 72

  資本的支出 9,908 3,486 13,394 (1,197) 12,197
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(注) １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類をベースに、経営の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分しております。

２ 各事業区分の内容 

広告業   ：新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネット、セールスプロモーション、映画、屋外、交

通、その他すべての広告業務取扱いおよび広告表現に関する企画、制作ならびにマーケティ

ング、PR、コンテンツサービス等のサービス活動の一切。 

情報サ－ビス業：情報サ－ビス、情報関連商品販売。 

その他の事業：映像・音楽・その他の複製物の制作・製造・販売、事務所賃貸、ビルサービス、人材派遣、

受託計算業務等。 

３ 事業区分の変更 

 従来、情報サービス業は、その他の事業に含めておりましたが、第１四半期連結会計期間において、情報

サービス業の営業損失の絶対値が営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の絶対値の10％以上

であったため、当連結会計年度より「情報サービス業」として区分表示することに変更しました。 

 なお、前連結会計年度と同じ事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は以下のとおりです。

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

広告業 
(百万円)

情報
サ-ビス業 
（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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 ａ 外部顧客に対する売上高 1,800,214 63,150 23,805 1,887,170 ― 1,887,170

 ｂ セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

946 11,998 14,565 27,510 (27,510) ―

計 1,801,160 75,148 38,371 1,914,680 (27,510) 1,887,170

  営業費用 1,767,236 71,255 36,647 1,875,139 (31,153) 1,843,986

  営業利益 33,924 3,893 1,723 39,540 3,643 43,184

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出

  資産 1,075,929 59,701 104,658 1,240,289 (147,746) 1,092,543

  減価償却費 15,749 3,096 752 19,598 (1,597) 18,001

  減損損失 1,405 ― ― 1,405 ― 1,405

  資本的支出 7,381 5,888 198 13,467 (793) 12,674

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 ａ 外部顧客に対する売上高 1,800,214 86,956 1,887,170 ― 1,887,170

 ｂ セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

946 26,418 27,365 (27,365) ―

計 1,801,160 113,375 1,914,536 (27,365) 1,887,170

  営業費用 1,767,236 107,742 1,874,978 (30,992) 1,843,986

  営業利益 33,924 5,633 39,557 3,626 43,184

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出

  資産 1,075,929 164,330 1,240,259 (147,716) 1,092,543

  減価償却費 15,749 3,836 19,586 (1,584) 18,001

  減損損失 1,405 ― 1,405 ― 1,405

  資本的支出 7,381 6,086 13,467 (793) 12,674
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(注) 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

海外 … 米国、中国 

  

  

 
(注) 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

海外 … 米国、中国 

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 ａ 外部顧客に 
   対する売上高

1,875,598 181,955 2,057,554 ― 2,057,554

 ｂ セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,991 14,751 16,742 (16,742) ―

計 1,877,590 196,706 2,074,296 (16,742) 2,057,554

  営業費用 1,821,785 196,453 2,018,238 (16,811) 2,001,427

  営業利益 55,804 253 56,057 68 56,126

Ⅱ 資産 1,043,948 213,841 1,257,789 (5,876) 1,251,912

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 ａ 外部顧客に 
   対する売上高

1,721,735 165,434 1,887,170 ― 1,887,170

 ｂ セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,858 12,975 14,834 (14,834) ―

計 1,723,594 178,410 1,902,005 (14,834) 1,887,170

  営業費用 1,684,337 174,342 1,858,679 (14,693) 1,843,986

  営業利益 39,257 4,067 43,325  (141) 43,184

Ⅱ 資産 942,751 152,844 1,095,595 (3,051) 1,092,543
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(注) １ 各区分に属する主な国又は地域 

海外 … 米国、中国 

２ 海外売上高は、連結財務諸表提出会社および連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高

であります。 

  

 
(注) １ 各区分に属する主な国又は地域 

海外 … 米国、中国 

２ 海外売上高は、連結財務諸表提出会社および連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高

であります。 

  

【海外売上高】

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

Ⅰ海外売上高 185,632百万円

Ⅱ連結売上高 2,057,554百万円

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合 9.0％

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

Ⅰ海外売上高 164,972百万円

Ⅱ連結売上高 1,887,170百万円

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合 8.7％
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(注)  １. 当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの 

  １株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

    ２. １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 
  

 

リ－ス取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等、関連当事者との取引、税効果会計、有

価証券、退職給付、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大き

くないと考えられるため、開示を省略しております。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 206,602.50円 １株当たり純資産額 1,823.23円

１株当たり当期純利益 13,202.77円 １株当たり当期純損失（△） △79.61円

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

12,804.73円

 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 

 

 

 

 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

 

―
 

当社は、平成21年１月４日付をもって普通株式１株に
対し普通株式100株の割合で株式分割を行いました。
（当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前
連結会計年度における１株当たり情報）

１株当たり純資産額 2,066.03円

１株当たり当期純利益 132.03円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 128.05円

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失
（△）(百万円)

36,246 △20,453

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
（△）(百万円)

36,246 △20,453

  普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 2,745 256,931

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に
用いられた当期純利益調整額の主要な内訳(百万
円)

 子会社の新株予約権 0 ―

 関連会社の新株予約権および 
 新株予約権付社債

1,079
―

  当期純利益調整額(百万円) 1,079 ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株)

 自己株式取得方式によるストックオプション 0 ―

 新株予約権 0
―

  普通株式増加数(千株) 1 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜
在株式の概要

     
―――――  

  
 

平成15年６月27日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権方式） 
普通株式 355,200株

(開示の省略)
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 

（自己株式の取得および自己株式の公開買付け）

 連結財務諸表提出会社は、平成20年５月12日開催の取

締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み

替えて適用される同法第156条第１項および連結財務諸表

提出会社の定款の規定に基づき、自己株式の取得および

自己株式の公開買付けを行うことを決議いたしました。
  また、平成20年６月23日開催の取締役会において、自
己株式の市場買付けを行うことを決議いたしました。
  

(1) 自己株式取得の目的

 資本効率の改善、株主への利益還元等、経営環境の変

化に対応した機動的な資本政策の遂行のためでありま

す。

    

(2) 自己株式の取得に関する取締役会決議内容 

               (平成20年５月12日開催)

① 取得する株式の種類 普通株式

② 取得する期間

平成20年５月13日から平成20年12月31日まで

③ 取得する株式の総数 300,000株(上限)

④ 取得価額の総額 60,000百万円(上限)

  

(3) 公開買付けの概要

① 買付け等の期間

平成20年５月13日から平成20年６月10日まで

② 買付け等の価格 1株につき239,000円

③ 買付け等の価格の算定根拠

 基準の明確性および客観性を重視し、可能な限り直
近の株価を採用することとし、決議日の前営業日(平
成20年５月９日)の東京証券取引所における連結財務
諸表提出会社普通株式の終値としました。

④ 買付予定の上場株券等の数 251,000株

 応募株券等の総数が買付予定数を超えない場合は、
応募株券等の全部の買付を行います。超える場合はあ
ん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡
しその他の決済を行います。

⑤ 買付け等に要する資金 60,094百万円

⑥ 決済の開始日 平成20年６月17日

 

(4) 公開買付けの結果

 応募株券等の総数(129,796株)が買付予定数(251,000

株)を超えませんでしたので、応募株券等の全部の買付け

を行いました。

(5) 自己株式の市場買付に関する取締役会決議内容 

                (平成20年６月23日開催)

① 取得する株式の種類 普通株式

② 取得期間

平成20年６月24日から平成20年12月26日まで

③ 取得する株式の数 170,000株(上限)

④ 取得価額の総額 28,900百万円(上限)

⑤ 取得方法 信託方式による市場買付け

 ―――――  

  

 

㈱電通(4324)平成21年３月期決算短信

― 47 ―



5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 ※2 39,247 ※2 29,266 

受取手形 ※3 16,990 12,549 

売掛金 ※3 393,375 ※3 346,678 

有価証券 157 1,050 

作品 949 1,257 

仕掛品 10,092 8,276 

貯蔵品 180 169 

前渡金 17,015 20,989 

前払費用 530 533 

関係会社短期貸付金 37,260 27,524 

繰延税金資産 8,987 7,074 

その他 3,616 4,627 

貸倒引当金 △2,429 △1,626 

流動資産合計 525,974 458,371 

固定資産 

有形固定資産 

建物 71,232 67,540 

構築物 1,848 1,712 

船舶 0 0 

車両運搬具 46 38 

工具、器具及び備品 2,770 2,434 

土地 ※4 152,867 ※4 152,830 

有形固定資産合計 ※1 228,766 ※1 224,556 

無形固定資産 

特許権 5 0 

借地権 5 5 

ソフトウエア 21,079 16,933 

その他 172 171 

無形固定資産合計 21,263 17,110 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※7 81,434 ※7 63,668 

関係会社株式 ※7 202,911 ※7 166,453 

その他の関係会社有価証券 3,038 1,287 

出資金 154 101 

関係会社出資金 894 1,761 

長期貸付金 804 29 

従業員に対する長期貸付金 22 18 

関係会社長期貸付金 2,768 2,368 

破産更生債権等 136 209 

長期前払費用 458 1,317 

会員権 2,649 － 

組合清算資産 12,228 － 

繰延税金資産 23,953 28,743 

その他 8,370 23,590 

貸倒引当金 △2,789 △2,849 

投資損失引当金 △283 － 

投資その他の資産合計 336,753 286,701 

固定資産合計 586,783 528,369 

資産合計 1,112,758 986,741 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 ※3 43,463 ※3 33,239 

買掛金 ※3 348,934 ※3 305,750 

短期借入金 ※3 61,438 ※3 62,453 

1年内返済予定の長期借入金 5,106 5,106 

リース債務 － 9 

コマーシャル・ペーパー － 15,000 

未払金 10,042 9,250 

未払費用 17,996 11,875 

未払法人税等 5,602 1,122 

前受金 4,070 4,525 

預り金 1,060 1,140 

役員賞与引当金 287 － 

債務保証損失引当金 2,179 36 

その他 3,064 2,610 

流動負債合計 503,245 452,123 

固定負債 

長期借入金 81,287 116,178 

リース債務 － 20 

退職給付引当金 18,036 17,091 

再評価に係る繰延税金負債 ※4 10,298 ※4 10,293 

その他 8,070 8,006 

固定負債合計 117,694 151,589 

負債合計 620,939 603,713 

純資産の部 

株主資本 

資本金 58,967 58,967 

資本剰余金 

資本準備金 60,899 60,899 

その他資本剰余金 694 692 

資本剰余金合計 61,594 61,591 

利益剰余金 

利益準備金 722 722 

その他利益剰余金 

別途積立金 350,900 364,500 

繰越利益剰余金 29,409 △26,724 

利益剰余金合計 381,032 338,498 

自己株式 △6,921 △67,533 

株主資本合計 494,672 391,523 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 4,848 △1,476 

繰延ヘッジ損益 △521 167 

土地再評価差額金 ※4 △7,179 ※4 △7,187 

評価・換算差額等合計 △2,853 △8,495 

純資産合計 491,819 383,028 

負債純資産合計 1,112,758 986,741 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 1,585,982 1,447,410 

売上原価 1,369,289 1,254,694 

売上総利益 216,692 192,716 

販売費及び一般管理費 

給料及び手当 90,979 83,465 

役員賞与引当金繰入額 287 － 

退職給付引当金繰入額 5,528 7,921 

役員退職慰労引当金繰入額 73 － 

福利厚生費 10,466 10,256 

取扱企画費 3,719 3,036 

通信交通費 8,692 7,609 

交際費 3,321 2,919 

調査費 8,196 7,178 

賃借料 3,678 3,183 

業務委託費 18,587 18,707 

減価償却費 12,845 12,361 

その他 14,032 12,202 

販売費及び一般管理費合計 180,410 168,845 

営業利益 36,281 23,870 

営業外収益 

受取利息 804 692 

有価証券利息 353 431 

受取配当金 ※1 9,214 ※1 9,343 

受取賃貸料 ※2 2,929 ※2 2,840 

投資事業組合運用益 905 － 

為替差益 － 326 

その他 1,171 893 

営業外収益合計 15,379 14,530 

営業外費用 

支払利息 2,232 2,457 

貸倒引当金繰入額 ※3 1,536 － 

投資事業組合運用損 － 766 

為替差損 287 － 

その他 262 592 

営業外費用合計 4,319 3,815 

経常利益 47,341 34,585 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 

固定資産売却益 ※4 1 ※4 49 

投資有価証券売却益 621 850 

関係会社株式売却益 513 － 

貸倒引当金戻入額 98 295 

退職給付信託設定益 7,387 － 

その他 297 252 

特別利益合計 8,920 1,448 

特別損失 

固定資産売却損 ※5 0 ※5 0 

固定資産除却損 ※6 161 ※6 74 

たな卸資産評価損 7,109 － 

投資有価証券評価損 686 1,750 

関係会社株式評価損 4,126 53,765 

関係会社清算損 232 － 

関係会社支援損 3,633 5,352 

特別退職金 ※7 7 ※7 99 

債務保証損失引当金繰入額 ※8 1,201 ※8 73 

その他 237 383 

特別損失合計 17,397 61,499 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 38,865 △25,466 

法人税、住民税及び事業税 13,873 6,422 

法人税等調整額 459 883 

法人税等合計 14,332 7,305 

当期純利益又は当期純損失（△） 24,533 △32,771 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 58,967 58,967 

当期末残高 58,967 58,967 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 60,899 60,899 

当期末残高 60,899 60,899 

その他資本剰余金 

前期末残高 566 694 

当期変動額 

自己株式の処分 128 △2 

当期変動額合計 128 △2 

当期末残高 694 692 

資本剰余金合計 

前期末残高 61,465 61,594 

当期変動額 

自己株式の処分 128 △2 

当期変動額合計 128 △2 

当期末残高 61,594 61,591 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 722 722 

当期末残高 722 722 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 337,600 350,900 

当期変動額 

別途積立金の積立 13,300 13,600 

当期変動額合計 13,300 13,600 

当期末残高 350,900 364,500 

繰越利益剰余金 

前期末残高 27,097 29,409 

当期変動額 

剰余金の配当 △8,920 △9,769 

別途積立金の積立 △13,300 △13,600 

当期純利益又は当期純損失（△） 24,533 △32,771 

土地再評価差額金の取崩 － 7 

当期変動額合計 2,312 △56,134 

当期末残高 29,409 △26,724 

利益剰余金合計 

前期末残高 365,419 381,032 

当期変動額 

剰余金の配当 △8,920 △9,769 

当期純利益又は当期純損失（△） 24,533 △32,771 

土地再評価差額金の取崩 － 7 

当期変動額合計 15,612 △42,534 

当期末残高 381,032 338,498 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

自己株式 

前期末残高 △7,307 △6,921 

当期変動額 

自己株式の取得 △17 △60,650 

自己株式の処分 404 37 

当期変動額合計 386 △60,612 

当期末残高 △6,921 △67,533 

株主資本合計 

前期末残高 478,544 494,672 

当期変動額 

剰余金の配当 △8,920 △9,769 

当期純利益又は当期純損失（△） 24,533 △32,771 

土地再評価差額金の取崩 － 7 

自己株式の取得 △17 △60,650 

自己株式の処分 532 35 

当期変動額合計 16,127 △103,148 

当期末残高 494,672 391,523 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 15,163 4,848 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△10,315 △6,324 

当期変動額合計 △10,315 △6,324 

当期末残高 4,848 △1,476 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 816 △521 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,338 689 

当期変動額合計 △1,338 689 

当期末残高 △521 167 

土地再評価差額金 

前期末残高 △7,179 △7,179 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

－ △7 

当期変動額合計 － △7 

当期末残高 △7,179 △7,187 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 8,800 △2,853 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△11,653 △5,642 

当期変動額合計 △11,653 △5,642 

当期末残高 △2,853 △8,495 
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該当事項はありません。 
  

  (4)【継続企業の前提に関する注記】

  (5)【重要な会計方針】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 子会社株式及び関連会社株式

    移動平均法による原価法

 (2) その他有価証券

   時価のあるもの

    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)

   時価のないもの

    主として移動平均法による原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

 (1) 子会社株式及び関連会社株式

    同左

 (2) その他有価証券

   時価のあるもの

    同左

 
   時価のないもの

    同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

   作品・仕掛品・貯蔵品……個別法による原価法

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産

   作品・仕掛品・貯蔵品……個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）
（会計処理の変更）

当事業年度から、「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日公
表分 企業会計基準第９号）を適用しております。 
 この変更に伴う損益に与える影響はありません。

３ デリバティブの評価基準及び評価方法

   時価法

３ デリバティブの評価基準及び評価方法

    同左

 

４ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

    定率法によっております。

    ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法によっ

ております。

    なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 ３年～50年

構築物 ５年～65年

器具 ２年～20年

 （会計処理の変更）
 法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律
平成19年３月30日 法律第６号)および(法人税法施行
令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第
83号))に伴い、当事業年度から、平成19年４月１日以
降に取得したものについては、改正後の法人税法に基
づく方法に変更しております。 
 この変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま
す。

 （追加情報）
 当事業年度から、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
翌事業年度から５年間で均等償却する方法によってお
ります。 
 この変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま
す。

 

４ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

    定率法によっております。 

  ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法によっ

ております。

    なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 ３年～50年

構築物 ５年～65年

工具、器具及び備品 ２年～20年

 
   ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産については、リース期間を耐
用年数とし、残存価額を零とする定額法によって
おります。

 (2) 無形固定資産
    定額法によっております。
    なお、ソフトウェア(自社利用分)については、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法
によっております。

 (2) 無形固定資産
   定額法によっております。 

 なお、ソフトウェア(自社利用分)については、
社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法
によっております。

   ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取
引に係るリース資産については、リース期間を耐
用年数とし、残存価額を零とする定額法によって
おります。

 (3) 長期前払費用
    均等償却しております。

(3) 長期前払費用
   同左
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

５ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

    営業債権等の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

５ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

    同左

 (2) 投資損失引当金

    市場価格のない有価証券等に対し、将来発生す

る可能性のある損失に備えるため、必要と認めら

れる額を計上しております。

            ―――――

 (3) 役員賞与引当金 

  役員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基

づき計上しております。

            ―――――

 (4) 債務保証損失引当金 

 将来の債務保証等に係る損失に備えるため、被

保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を

計上しております。

 (4) 債務保証損失引当金
   同左

 (5) 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

    過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(17年)による定額法

により費用処理しております。

    数理計算上の差異は、各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(17年)による定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理することとしてお

ります。

 (5) 退職給付引当金

    同左

 (6) 役員退職慰労引当金

―――――

            ―――――

 （追加情報）

 当社は、取締役および監査役の役員退職慰労引当

金制度を廃止することとし、平成19年６月28日開催

の定時株主総会において、退職慰労金の打ち切り支

給議案が承認可決されました。 

 これにより「役員退職慰労引当金」を全額取崩

し、打ち切り支給額の未払い分については固定負債

の「その他」に含めて表示しております。

６ リース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・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

によっております。

           ―――――
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

７ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理を行っております。なお、金利ス

ワップ取引について特例処理の要件を充たしている

場合には特例処理を採用しております。

７ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

     同左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

  ア a ヘッジ手段 

    為替予約取引 

  b ヘッジ対象 

    外貨建予定取引 

イ a ヘッジ手段 

    金利スワップ取引 

  b ヘッジ対象 

    借入金に係る利息

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

     同左

 (3) ヘッジ方針

   外貨建取引に係る為替変動リスクおよび借入金に

係る金利変動リスクの回避を目的とし、内規に基づ

きヘッジを行っております。また、投機的な取引は

実施しないこととしております。

 (3) ヘッジ方針

     同左

 (4) ヘッジの有効性評価の方法

   為替予約取引については、ヘッジ手段とヘッジ対

象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ期間を

通じてキャッシュ・フローの変動リスクを回避して

いると想定することができるため、ヘッジの有効性

の評価は省略しております。また、特例処理によっ

ている金利スワップ取引については、ヘッジの有効

性の評価は省略しております。

 (4) ヘッジの有効性評価の方法

     同左

８ 消費税等の会計処理

   消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりま

す。

８ 消費税等の会計処理

    同左
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  【会計処理の変更】 
    

 
  

  

 
  

  (6)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――――― （リース取引に関する会計基準）
所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ
っておりましたが、当事業年度より、「リース取引に関
する会計基準」（企業会計審議会第一部会 平成５年６
月17日（平成19年３月30日改正）企業会計基準第13号）
および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（日
本公認会計士協会  会計制度委員会 平成６年１月18
日（平成19年３月30日改正）企業会計基準適用指針第16
号）を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計
処理によっております。 
 この変更による当事業年度の損益に与える影響はあり
ません。

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（貸借対照表） （貸借対照表）

１ 前事業年度において区分掲記しておりました施設
利用権および電話加入権は、資産の総額の100分の１以
下であるため、当事業年度から無形固定資産のその他
に含めて表示しております。なお、当事業年度におけ
る施設利用権の金額は２百万円、電話加入権の金額は
167百万円であります。

１ 前事業年度において区分掲記しておりました会員権
および組合清算資産は、資産の総額の100分の１以下で
あるため、当事業年度から投資その他の資産のその他に
含めて表示しております。なお、当事業年度における会
員権の金額は2,500百万円、組合清算資産の金額は8,770
百万円であります。

２ 前事業年度において区分掲記しておりました差入
保証金は、資産の総額の100分の１以下であるため、当
事業年度から投資その他の資産のその他に含めて表示
しております。なお、当事業年度における差入保証金
の金額は1,055百万円であります。

３ 前事業年度において区分掲記しておりました長期
未払金および長期預り金は、負債および純資産の合計
額の100分の１以下であるため、当事業年度から固定負
債のその他に含めて表示しております。なお、当事業
年度における長期未払金の金額は2,854百万円、長期預
り金の金額は5,216百万円であります。

           ――――― （損益計算書）

１ 前事業年度において区分掲記しておりました関係会
社株式売却益は、特別利益の総額の100分の10以下であ
るため、当事業年度から特別利益のその他に含めて表示
しております。なお、当事業年度における関係会社株式
売却益の金額は18百万円であります。

２ 前事業年度において区分掲記しておりました関係会
社清算損は、特別損失の総額の100分の10以下であるた
め、当事業年度から特別損失のその他に含めて表示して
おります。なお、当事業年度における関係会社清算損の
金額は34百万円であります。
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  (7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 62,771百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 67,275百万円

※２ 担保資産

   現金及び預金のうち、10百万円は官報にかかわる

取引保証のため担保に供しております。

※２ 担保資産

    同左

※３ 関係会社項目

   関係会社に対する主な資産および負債は区分掲記

した他、次のとおりであります。

 受取手形 0百万円

 売掛金 24,530百万円

 支払手形 13百万円

 買掛金 107,817百万円

 短期借入金 61,438百万円
 

※３ 関係会社項目

   関係会社に対する主な資産および負債は区分掲記

した他、次のとおりであります。

 売掛金 21,819百万円

 支払手形 18百万円

 買掛金 59,349百万円

 短期借入金 62,453百万円

   買掛金には㈱電通マネジメントサービスに対する

ファクタリングによる債務60,590百万円が含まれて

おります。

   買掛金には㈱電通マネジメントサービスに対する

ファクタリングによる債務51,818百万円が含まれて

おります。

 

※４ 土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日法

律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行

い、評価差額については、当該評価差額に係る税金

相当額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部

に計上し、これを控除した金額を土地再評価差額金

として純資産の部に計上しております。

   同法第３条第３項に定める再評価の方法

   土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日政令第119号)第２条第４号に定める地価税法第

16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎とな

る土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて

公表した方法により算定した価額に合理的な調整を

行って算出する方法および同条第５号に定める不動

産鑑定士による鑑定評価によって算出する方法を併

用しております。

再評価を行った年月日 平成13年３月31日

   再評価を行った土地の当事業年度末における時価

の合計額は、再評価後の帳簿価額を下回っておりま

せん。

※４          同左
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前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

５ 偶発債務

 (1) 従業員住宅資金等融資制度による保証債務が

3,161百万円あります。

５ 偶発債務

 (1) 従業員住宅資金等融資制度による保証債務が

2,704百万円あります。

 

 

 (2) 下記会社の銀行借入等に対して債務保証を行って

おります。

Dentsu Holdings Europe Ltd.(イギリス)

  (GBP 2,000千) 400百万円

Dentsu(Malaysia)Sdn. Bhd.

  (MYR 3,300千) 103百万円

北京電通広告有限公司

  (USD 80,000千) 8,015百万円

㈱エレクトロニック・ライブラリー 264百万円

㈱電通東日本ほか地域電通計 4社 1,090百万円

Phoenix Communications Inc.(韓国)

  (KRW 40,000,000千) 4,044百万円

上海東派広告有限公司 262百万円

Dentsu InnovaK Inc.(韓国)

  (KRW 18,000,000千) 1,819百万円

Dentsu Holdings(Thailand)Ltd.

  (THB 160,000千) 508百万円

㈱フロンテッジ 167百万円

PDS Media,Inc.(韓国)

  (KRW 9,000,000千) 909百万円

Dentsu Media(Thailand)Ltd.

  (THB 550,000千) 1,749百万円

Football Media Services Pte.Ltd.(シンガポール)

  (USD 357千) 35百万円

Dentsu Marcom Pvt.Ltd.(インド)

  (INR 279,006千) 703百万円

cdp-travissully Ltd.(イギリス) 164百万円
Dentsu Marcom Middle East FZ LLC(アラブ首長国連邦)

  (AED 800千) 21百万円

PT.Dentsu Indonesia

  (IDR 30,000,000千) 327百万円

Dentsu Communications Pvt.Ltd.(インド)

  (INR 191,829千) 483百万円

Dentsu Utama Sdn. Bhd.（マレーシア）

  (MYR 1,000千) 31百万円

Dentsu Creative Impact Pvt.Ltd.（インド）

  (INR 679千) 1百万円

Match Hospitality AG（スイス）

  (USD 30,125千) 3,018百万円

計 24,122百万円

 ６ 貸出コミットメント契約

   一部の関係会社に対する貸出コミットメント契約

を締結しており、貸出未実行残高等は、次のとおり

であります。

 貸出コミットメントの総額 33,715百万円

 貸出実行残高 9,809百万円

 差引額 23,905百万円

※７ 消費貸借契約

   投資有価証券のうち191百万円および関係会社株

式のうち415百万円は有価証券の消費貸借契約によ

る貸付を行っております。

 

 

 (2) 下記会社の銀行借入等に対して債務保証を行って

おります。

Dentsu Holdings Europe Ltd.(イギリス)

  (GBP 2,000千) 280百万円

Dentsu(Malaysia)Sdn. Bhd.

  (MYR 3,300千) 88百万円

北京電通広告有限公司

  (USD 80,000千) 7,858百万円

㈱エレクトロニック・ライブラリー 264百万円

㈱電通東日本ほか地域電通計 4社 1,022百万円

Phoenix Communications Inc.(韓国)

  (KRW 35,000,000千) 2,460百万円

Dentsu InnovaK Inc.(韓国)

  (KRW 20,000,000千) 1,406百万円

Dentsu Holdings(Thailand)Ltd.

  (THB 160,000千) 441百万円

㈱フロンテッジ 167百万円

PDS Media,Inc.(韓国)

  (KRW 9,000,000千) 632百万円

Dentsu Media(Thailand)Ltd.

  (THB 550,000千) 1,518百万円

Dentsu Marcom Pvt.Ltd.(インド)

  (INR 122,173千) 238百万円

cdp-travissully Ltd.(イギリス) 195百万円
Dentsu Marcom Middle East FZ LLC(アラブ首長国連邦)

  (AED 800千) 21百万円

PT.Dentsu Indonesia

  (IDR 55,000,000千) 473百万円

Dentsu Communications Pvt.Ltd.(インド)

  (INR 100,282千) 195百万円

Dentsu Utama Sdn. Bhd.（マレーシア）

  (MYR 1,000千) 26百万円

Dentsu Creative Impact Pvt.Ltd.（インド）

  (INR 4,051千) 7百万円

Match Hospitality AG（スイス）

  (USD 30,125千) 2,959百万円

Dentsu Alpha Limited（ベトナム）

  (USD 3,750千) 368百万円

計 20,627百万円

 ６ 貸出コミットメント契約

   一部の関係会社に対する貸出コミットメント契約

を締結しており、貸出未実行残高等は、次のとおり

であります。

 貸出コミットメントの総額 26,481百万円

 貸出実行残高 6,737百万円

 差引額 19,744百万円

※７ 消費貸借契約

   投資有価証券のうち136百万円および関係会社株

式のうち434百万円は有価証券の消費貸借契約によ

る貸付を行っております。
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 受取配当金には、関係会社からのものが、7,400

百万円含まれております。

※１ 受取配当金には、関係会社からのものが、7,830

百万円含まれております。

※２ 受取賃貸料には関係会社からのものが、2,588百

万円含まれております。

※２ 受取賃貸料には関係会社からのものが、2,523百

万円含まれております。

※３ 貸倒引当金繰入額には関係会社への貸付金にかか

るものが、1,434百万円含まれております。

※３        ―――――

※４ 固定資産売却益は次のとおりであります。

ソフトウェア 1百万円

その他 0百万円

計 1百万円

※４ 固定資産売却益は次のとおりであります。

土地 28百万円

その他 21百万円

計 49百万円

※５ 固定資産売却損は次のとおりであります。

車両運搬具 0百万円

※５ 固定資産売却損は次のとおりであります。

建物 ０百万円

※６ 固定資産除却損は次のとおりであります。

建物 39百万円

ソフトウェア 117百万円

その他 4百万円

計 161百万円
 

※６ 固定資産除却損は次のとおりであります。

ソフトウェア 64百万円

その他 10百万円

計 74百万円

※７ 特別早期退職制度の実施に伴う加算退職金であり

ます。

※８ 関係会社に対するものであります。

※７         同左 

       
 

※８         同左

㈱電通(4324)平成21年３月期決算短信

― 60 ―



  

   

(変動事由の概要)  

減少の主な内訳は、次のとおりであります。 

 ストックオプション行使による減少       2,058.00株  

  

   

(変動事由の概要)  

増加の主な内訳は、次のとおりであります。 

 株式分割による増加                       29,660,215.86株  

 信託方式による市場買付けによる増加          130,817.00株  

 公開買付けによる増加                        129,796.00株  

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

 自己株式の種類および株式数に関する事項

前事業年度末 
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 38,056.69 55.31 2,091.81 36,020.19

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

 自己株式の種類および株式数に関する事項

前事業年度末 
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 36,020.19 29,924,893.43 162.62 29,960,751.00
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(注)  １． 当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの 

   １株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

    ２． １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 179,115.61円 １株当たり純資産額 1,543.08円

１株当たり当期純利益 8,936.06円 １株当たり当期純損失（△） △127.55円

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

8,932.81円
 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 ―

 当社は、平成21年１月４日付をもって普通株式１株に
対し普通株式100株の割合で株式分割を行いました。 
（当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前
事業年度における１株当たり情報） 
 １株当たり純資産額         1,791.16円 
 １株当たり当期純利益          89.36円 
 潜在株式調整後１株当たり当期純利益    89.33円 
 

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失
（△）(百万円)

24,533 △32,771

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失
（△）(百万円)

24,533 △32,771

  普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 2,745 256,931

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株)

 自己株式取得方式によるストックオプション 0 ―

 新株予約権 0 ―

  普通株式増加数(千株) 1 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

     
―――――  

  
 

平成15年６月27日定時
株主総会決議ストック
オプション（新株予約
権方式） 
 普通株式 355,200株
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（自己株式の取得および自己株式の公開買付け）

 当社は、平成20年５月12日開催の取締役会におい

て、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用

される同法第156条第１項および当社定款の規定に基づ

き、自己株式の取得および自己株式の公開買付けを行

うことを決議いたしました。 

 また、平成20年６月23日開催の取締役会において、

自己株式の市場買付けを行うことを決議いたしまし

た。 

 詳細につきましては、連結財務諸表の(重要な後発事

象)に記載のとおりであります。  

 

          ―――――
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平成21年2月13日発表のニュースリリース「経営体制改革と役員人事」に記載のとおりです。 

  

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他

㈱電通(4324)平成21年３月期決算短信

― 64 ―




