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平成21年5月14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 決算短信 参考資料 

 

 
 本日公表しました平成21年3月期  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． 連結損益計算書 要約（平成20年4月1日～平成21年3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

（実績） （実績） 増減額 （％）

売上高 1,118,749 1,033,396 △ 85,353 -7.6% 

売上総利益 163,897 154,059 △ 9,838 -6.0% 

（売上総利益率） (14.7%) (14.9%) (+0.3%) 

販管費 138,889 139,042 152 0.1% 

営業利益 25,007 15,016 △ 9,990 -40.0% 

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (15.3%) (9.7%) (-5.5%) 

営業外損益 1,857 2,048 191

経常利益 26,864 17,065 △ 9,799 -36.5% 

特別損益 △ 7,967 △ 9,190 △ 1,223

税引前利益 18,896 7,874 △ 11,022 -58.3% 

当期純利益 10,021 △ 3,277 △ 13,298 -132.7% 

 (ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) = 営業利益／売上総利益  
 

当連結会計年度の日本経済は、米国の金融不安に端を発した世界規模の経済危機の影響を受け、

2008 年 10-12 月のGDP成長率は年換算で-12.1％となる等深刻な状況にあります。前連結会計年度

後半より減速傾向にあった国内広告業界も急速な景気悪化の打撃を受け、2008年4月から2009年2

月までの総広告費が累計で-9.3％と前年実績を大きく下回り（※1）、当社グループを取り巻く事業

環境は近年にない厳しさであるといえます。 

 

こうした状況下、当社グループでは、中核会社である株式会社博報堂、株式会社大広、株式会社

読売広告社及び株式会社博報堂DYメディアパートナーズを中心に、懸命な営業活動を行い、国内同

業主要9社売上高平均の前年同期比-8.4％（※2）を上回る成果を収めたものの、後半になるほど減

収幅を拡大することを余儀なくされ、売上高は1兆333億96百万円（前年同期比7.6%減少）と、

大幅な減収になりました。 

売上高を種目別に見ますと、マスメディアの扱い（※3）が前年同期比 11.3％減少したほか、非

マスメディア取引（その他の広告）（※3）も前年同期比2.0％減少と前年同期を下回りました。 
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得意先業種別に見ても、「自動車・関連品」、「金融・保険」等多くの業種で前年同期を下回りまし

た。 

一方で、原価管理の徹底、制作業務内製化の強化等、収益性向上に努め、売上総利益率を約 0.3

ポイント改善させたほか、経費削減を徹底し、第1四半期に実施した本社移転に関する一時費用、

退職給付費用の増加といった当連結会計年度特有の増加要因をほぼ吸収し、販管費を全体で前年同

期比約1億円増に抑え、営業利益は150億16百万円（前年同期比40.0％減少）、経常利益は170億

65百万円（前年同期比36.5％減少）となりました。 

しかし、投資有価証券評価損、のれん償却額、たな卸資産評価損、賃貸借契約解約損、減損損失

等、特別損失を合計106億97百万円計上したほか、繰延税金資産評価の結果、前期末残高の取り崩

しと当期発生分の計上見送りを合計 68 億円実施したことにより税負担率が大幅に上昇したことも

影響し、当期純損失32億77百万円と、当社設立以来初の赤字になりました。 

 

なお、当期末の 1 株当たり配当金は、当期の業績や今後の事業環境等を総合的に勘案し、1 株に

つき25円とさせていただく予定です。これにより、昨年12月に既に実施済みの中間配当45円と合

わせ、年間予定配当金は、70円となります。 

 

（※1）「特定サービス産業動態統計調査」（経済産業省）によります。 

（※2）2008年4月から2009年3月までの国内主要9社の公表数値によります。ただし、3月の

数値については株式会社アサツー ディ・ケイおよび株式会社デルフィスの数値を含まず

計算しております。 

（※3）当社の社内管理上の区分と集計によります。 

 

 

2. 連結貸借対照表 要約（平成21年3月31日） 

(単位：百万円）

平成20年3月末 平成21年3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% 362,928 75.5% △ 44,971 -11.0%

固定資産 144,798 26.2% 117,840 24.5% △ 26,957 -18.6%

資産合計 552,697 100.0% 480,768 100.0% △ 71,928 -13.0%

流動負債 332,743 60.2% 267,439 55.6% △ 65,303 -19.6%

固定負債 5,879 1.1% 7,280 1.5% 1,401 23.8%

負債合計 338,623 61.3% 274,720 57.1% △ 63,902 -18.9%

株主資本 208,910 37.8% 201,505 41.9% △ 7,405 -3.5%

評価・換算差額等 2,153 0.4% (3,177) -0.6% △ 5,331 -247.6%

新株予約権 - 93 0.0% 93 #VALUE!

少数株主持分 3,009 0.5% 7,627 1.6% 4,617 153.4%

純資産合計 214,074 38.7% 206,048 42.9% △ 8,026 -3.7%

負債及び純資産合計 552,697 100.0% 480,768 100.0% △ 71,928 -13.0%
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3. 通期の連結業績見通し（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

(単位：百万円）

平成21年3月期 平成22年3月期 前期比

実績 見通し 増減額 （％）

売上高 1,033,396 970,000 △ 63,396 -6.1% 

営業利益 15,016 8,500 △ 6,516 -43.4% 

経常利益 17,065 10,100 △ 6,965 -40.8% 

当期純利益 △ 3,277 4,200 7,477 -       

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (9.7%) (5.6%) (-4.1%) 

 (ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) = 営業利益／売上総利益  
今期、平成22年3月期は、これまでにない不透明なビジネス環境だと考えております。そのよ

うな厳しい環境の中で、利益確保に取り組むとともに、中長期の成長へ向けた取り組みを着実に

進めて行きたいと考えております。 

 

上記の連結業績見通しにつきましては、以下のような考え方で作成しております。 

 

◎ マクロ環境：広告費の市場については、得意先企業の動向も不透明で、大変予測が難しい状況

にありますが、通期で前期比10%程度減少する可能性があるだろうと見ております。 

 

◎ 新規連結対象：平成22年3月期からデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

（以下、DAC）が連結対象子会社となりますので、この連結業績見通しには、DACの業績影響も考

慮しております。ただし、DAC は、業績見通しを開示しておりませんので、当社業績全体の中に

占めるネット広告の状況などから独自に見積もり、反映していることをご承知置き下さい。 

 

◎ 当期純利益：現時点で、大きな特別損益は見込んでおりませんので、当期純利益は、前期の

32億円の赤字から42億円の黒字となる見通しです。 

 

◎ DACの影響を除く業績見通しの考え方：連結業績見通しには、今期だけDACの影響が加わって

おります。そのため、その影響を除きますと以下のような考え方となります。 

 

○ 売上高：前年同期比で、上期 -15%、下期 -2%、通期 -8.5%と見ております。下期について

は、すでに前年同期が大きく下落しましたので、その水準までは戻るであろうとの考えです。

（なお、このような見通しに、DAC の売上高の影響が加わり、連結での売上高の見通しは、上

記のように、前期比-6.1%となります。） 

 

○ 営業利益：売上総利益率につきましては、これまで以上に収益性を意識した取り組みで改

善を目指してまいります。販管費につきましては、年金資産運用の悪化により退職給付費用が

増加する見通しですが、引き続き、費用抑制に努め、前期の水準以下に抑える見通しです。し

かしながら、売上高減少による売上総利益の減少が大きく、通期の営業利益は 75 億円程度に

なる見通しです。（なお、このような見通しに、DACの影響が加わり、連結での営業利益の見通

しは、上記のように、85億円となります。） 

 

なお、1株当たり配当金については、安定配当の考え方を基本に、今後の事業環境等を総合的 

に勘案し、平成21年3月期と同額の年間70円の予定でおります。 

 

（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 


