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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 214,239 △15.9 △2,046 ― △1,476 ― △1,782 ―

21年3月期第1四半期 254,825 ― △250 ― 524 ― 197 ―

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

22年3月期第1四半期 △46.21 ―

21年3月期第1四半期 5.12 5.11

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

22年3月期第1四半期 446,662 206,814 44.6 5,170.14
21年3月期 480,768 206,048 41.3 5,142.58

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  199,390百万円 21年3月期  198,327百万円

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

21年3月期 ― 45.00 ― 25.00 70.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

35.00 ― 35.00 70.00

3.  平成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）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

448,700 △12.8 △1,700 ― △600 ― △800 ― △20.74

通期 970,000 △6.1 8,500 △43.4 10,100 △40.8 4,200 ― 108.90
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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) 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4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4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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 38,855,810株 21年3月期  38,855,810株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  290,089株 21年3月期  290,076株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 38,565,722株 21年3月期第1四半期 38,565,872株
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㈱博報堂 DY ホールディングス（2433） 平成 22 年 3 月期 第１四半期決算短信 

   

【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 

当四半期の日本経済は、昨年の経済危機から徐々に落ち着きを取り戻しつつあり、一部には緩やかながら景気回復を示

す指標もみられるようになりました。しかし、広告業界におきましては、得意先企業の広告費抑制傾向が続き、国内上位

広告会社の売上高合計が前年同期比 16.0％減少する（※1）など、市場全体が急速に縮小している状態にあります。 

このような状況下、当社グループでは、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という従来からの中核会社に前連結会計年度末より連結子会社となったデジタル・アドバタイジン

グ・コンソーシアム株式会社を加え、懸命の営業活動を行ないましたが、売上高は 2,142 億 39 百万円（前年同期比 15.9％

減少）と、大幅な減収を余儀なくされました。 

一方、売上総利益率を前年同期の14.0％から14.9％に改善させたほか、販管費を前年同期比20億円余減少させるなど、

コストの圧縮に努めましたが、減収を補うには至らず、営業損益は 20 億 46 百万円の損失（前年同期は 2 億 50 百万円の

損失）、経常損益は 14 億 76 百万円の損失（前年同期は 5 億 24 百万円の利益）、四半期純損益は 17 億 82 百万円の損失（前

年同期は 1億 97 百万円の利益）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  

広告業における売上高は2,139億69百万円（前年同期比15.9％減少）と大幅な減収になりました。 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社が連結子会社となったことによりインターネット広告の

扱い額は大幅に伸びましたが、それ以外はマスメディア取引、非マスメディア取引（その他の広告）とも前年同期

実績を下回りました（※2）。 

また、得意先業種別の売上高についても、「薬品・医療品」等、前年同期実績を上回る扱いを獲得した業種もわ

ずかながらあったものの、厳しい広告市況の影響を受け、大半の業種では減収となりました（※2）。 

  営業損益につきましては、経費の削減を進めたものの、大幅な減収の影響が響き、7億86百万円の損失（前年同

期は9億84百万円の利益）となりました。 

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2,139億23百万円であります。 

 

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17億98百万円（前年同期比5.2％減少）、営業

利益1億33百万円（同25.8％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3億15百万円であります。 

 

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2,095億78百万円（前年同期比15.4％減少）、営業損失4億85百万円（前年同期は11億16

百万円の利益）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2,091億7百万円であります。 

② 海外 

海外においては、売上高58億26百万円（前年同期比31.5％減少）、営業損失1億73百万円（前年同期は47百万円

の利益）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51億32百万円であります。 

 

（※1）電通、博報堂等、国内上位9社（6月分についてアサツーディ・ケイを含まず）について、各社公表数値を

合計し、算出した数値にもとづきます。 

（※2）当社の社内管理上の区分と集計によります。 
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㈱博報堂 DY ホールディングス（2433） 平成 22 年 3 月期 第１四半期決算短信 

   

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77億11百万円増加し、579億34百万円となりまし

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損失16億90百万円を計上したほか、賞与引当金

の減少額（△77億46百万円）があったものの、売上債権の増減額（471億70百万円）および仕入債務の増減額（△

317億25百万円）等により98億83百万円の増加（前年同期は158億43百万円の減少）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、有価証券の売却による収入（18億1百万円）、投資有価証券の取得によ

る支出（△12億48百万円）、債権信託受益権の純増減額（△15億41百万円）等の結果、9億34百万円の減少（前年

同期は41億30百万円の減少）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（△8億81百万円）、少数株主への配当金の支払額（△3

億46百万円）等の結果、14億66百万円の減少（前年同期は15億65百万円の減少）となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、広告市場環境の不透明さは増すものの、現時点で見通しを変更する確かな要因はない

ため、修正は行なわず平成 21 年 5 月 14 日発表数値から変更はありません。 

 

なお、当社の連結子会社である株式会社博報堂エルグの元執行役員が、低料第三種郵便制度を利用したダイレク

トメールの取り扱いをめぐり、平成 21 年 4月 16 日に郵便法違反容疑で大阪地方検察庁に逮捕され、同年 5 月 6 日に

大阪簡易裁判所に起訴され、現在公判中であります。 

判決等、当該案件の今後の推移によっては当社の連結業績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその

影響は確定しておりません。 

 

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１四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

るため、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 

該当事項はありません。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 62,546 54,977

受取手形及び売掛金 222,433 269,459

有価証券 1,885 3,685

たな卸資産 13,523 12,624

その他 24,620 22,749

貸倒引当金 △490 △569

流動資産合計 324,518 362,928

固定資産   

有形固定資産 21,427 21,730

無形固定資産   

のれん 1,238 1,359

その他 5,609 6,049

無形固定資産合計 6,848 7,408

投資その他の資産   

投資有価証券 51,241 46,330

その他 46,760 46,452

貸倒引当金 △4,134 △4,081

投資その他の資産合計 93,867 88,701

固定資産合計 122,143 117,840

資産合計 446,662 480,768

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 209,024 240,548

短期借入金 2,276 2,413

1年内返済予定の長期借入金 128 173

未払法人税等 818 1,694

賞与引当金 2,792 10,710

債務保証損失引当金 50 50

その他 17,124 11,850

流動負債合計 232,214 267,439

固定負債   

長期借入金 80 93

退職給付引当金 4,616 4,254

役員退職慰労引当金 1,836 1,859

その他 1,100 1,072

固定負債合計 7,633 7,280

負債合計 239,848 274,720
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21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 101,836 104,583

自己株式 △1,972 △1,972

株主資本合計 198,758 201,505

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,755 △1,744

為替換算調整勘定 △1,124 △1,433

評価・換算差額等合計 631 △3,177

新株予約権 125 93

少数株主持分 7,298 7,627

純資産合計 206,814 206,048

負債純資産合計 446,662 480,768
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 254,825 214,239

売上原価 219,095 182,392

売上総利益 35,730 31,847

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 13,919 14,651

退職給付費用 669 1,456

賞与引当金繰入額 3,162 2,236

役員退職慰労引当金繰入額 105 109

のれん償却額 270 98

貸倒引当金繰入額 － 11

その他 17,852 15,329

販売費及び一般管理費合計 35,980 33,893

営業損失（△） △250 △2,046

営業外収益   

受取利息 104 52

受取配当金 503 478

持分法による投資利益 144 99

その他 99 103

営業外収益合計 852 734

営業外費用   

支払利息 43 27

為替差損 － 62

その他 33 74

営業外費用合計 77 165

経常利益又は経常損失（△） 524 △1,476

特別利益   

固定資産売却益 1,412 1

投資有価証券売却益 1 3

ゴルフ会員権売却益 － 9

貸倒引当金戻入額 37 －

事業譲渡益 － 172

特別利益合計 1,451 188
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別損失   

固定資産売却損 0 10

固定資産除却損 86 15

減損損失 1 30

関係会社株式売却損 0 0

投資有価証券評価損 3 98

たな卸資産評価損 900 －

事務所移転費用 293 －

特別退職金 － 241

その他 0 5

特別損失合計 1,286 402

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

689 △1,690

法人税、住民税及び事業税 156 591

法人税等調整額 331 △468

法人税等合計 487 122

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4 △31

四半期純利益又は四半期純損失（△） 197 △1,782
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

689 △1,690

減価償却費 983 1,020

減損損失 1 30

のれん償却額 270 98

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,424 △7,746

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △287 △36

退職給付引当金の増減額（△は減少） 187 365

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △155 △23

貸倒引当金の増減額（△は減少） △198 △31

受取利息及び受取配当金 △607 △531

支払利息 43 27

為替差損益（△は益） △43 △1

持分法による投資損益（△は益） △144 △99

関係会社株式売却損益（△は益） 0 0

投資有価証券売却損益（△は益） △1 △3

投資有価証券評価損益（△は益） 3 98

固定資産売却損益（△は益） △1,412 8

固定資産除却損 86 13

売上債権の増減額（△は増加） 24,850 47,170

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,620 △867

仕入債務の増減額（△は減少） △29,957 △31,725

前払年金費用の増減額（△は増加） △139 70

その他 3,544 4,134

小計 △14,331 10,279

利息及び配当金の受取額 584 554

利息の支払額 △28 △9

法人税等の支払額 △2,068 △941

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,843 9,883
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 △177 △128

定期預金の払戻による収入 441 267

有価証券の取得による支出 △73 －

有価証券の売却による収入 123 1,801

有形固定資産の取得による支出 △2,251 △151

有形固定資産の売却による収入 2,085 1

無形固定資産の取得による支出 △126 △157

投資有価証券の取得による支出 △1,998 △1,248

投資有価証券の売却による収入 102 270

出資金の払込による支出 － △213

出資金の回収による収入 5 5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 8

敷金の差入による支出 △145 △42

敷金の回収による収入 1,753 51

短期貸付金の増減額（△は増加） △9 5

長期貸付けによる支出 △0 △17

長期貸付金の回収による収入 12 17

債権信託受益権の増減額(△は増加) △3,852 △1,541

その他 △17 138

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,130 △934

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） △153 △176

長期借入金の返済による支出 － △57

配当金の支払額 △1,408 △881

少数株主への配当金の支払額 △12 △346

少数株主からの払込みによる収入 10 －

その他 △0 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,565 △1,466

現金及び現金同等物に係る換算差額 △615 229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,155 7,711

現金及び現金同等物の期首残高 63,358 50,222

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 41,900 57,934
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㈱博報堂 DY ホールディングス（2433） 平成 22 年 3 月期 第１四半期決算短信 

   

(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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】 

前第１四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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 

254,507 317 254,825 － 254,825

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

53 1,580 1,633 (1,633) －

計 254,560 1,898 256,458 (1,633) 254,825

営業利益又は営業損失（△） 984 180 1,165 (1,415) △250

(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 

 

 

当第１四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

213,923 315 214,239 － 214,239

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

46 1,482 1,528 (1,528) －

計 213,969 1,798 215,768 (1,528) 214,239

営業利益又は営業損失（△） △786 133 △653 (1,393) △2,046

(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 
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㈱博報堂 DY ホールディングス（2433） 平成 22 年 3 月期 第１四半期決算短信 

   

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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 

247,359 7,465 254,825 － 254,825

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

494 1,043 1,537 (1,537) －

計 247,854 8,508 256,362 (1,537) 254,825

営業利益又は営業損失（△） 1,116 47 1,163 (1,414) △250

(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 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

209,107 5,132 214,239 － 214,239

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

471 694 1,166 (1,166) －

計 209,578 5,826 215,405 (1,166) 214,239

営業利益又は営業損失（△） △485 △173 △659 (1,386) △2,046

(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 

 

(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１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 
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