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平成21年8月5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 22 年 3 月期 第1四半期決算短信 参考資料 

 

 
 本日公表しました平成22年3月期  第1四半期決算短信の主要な点につきまして以下の通りまと

めましたので、参考資料とさせていただきます。 

 

記 

１． 連結損益計算書 要約（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

(単位：百万円）

平成21年3月期 平成22年3月期 前年同期比

第1四半期（実 第1四半期（実 増減額 （％）

売上高 254,825 214,239 △ 40,585 -15.9% 

売上総利益 35,730 31,847 △ 3,882 -10.9% 

（売上総利益率） (14.0%) (14.9%) (+0.8%) 

販管費 35,980 33,893 △ 2,087 -5.8% 

営業利益（損失） △ 250 △ 2,046 △ 1,795 718.0% 

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (-0.7%) (-6.4%) (-5.7%) 

営業外損益 774 569 △ 205

経常利益（損失） 524 △ 1,476 △ 2,000 -381.7% 

特別損益 165 △ 214 △ 379

税引前利益（損失） 689 △ 1,690 △ 2,380 -345.4% 

四半期純利益（損失） 197 △ 1,782 △ 1,979 -1004.6% 

 (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。 

売上高を種目別に見ますと、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）。 
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得意先業種別に見ても、「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）。 

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。 

 

（※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。 

 

2. 連結貸借対照表 要約（平成21年6月30日） 

(単位：百万円）

平成21年3月末 平成21年6月末 前期末比

金額 構成比 金額 構成比 増減額 （％）

流動資産 362,928 75.5% 324,518 72.7% △ 38,409 -10.6%

固定資産 117,840 24.5% 122,143 27.3% 4,302 3.7%

資産合計 480,768 100.0% 446,662 100.0% △ 34,106 -7.1%

流動負債 267,439 55.6% 232,214 52.0% △ 35,225 -13.2%

固定負債 7,280 1.5% 7,633 1.7% 352 4.8%

負債合計 274,720 57.1% 239,848 53.7% △ 34,872 -12.7%

株主資本 201,505 41.9% 198,758 44.5% △ 2,746 -1.4%

評価・換算差額等 (3,177) -0.6% 631 0.2% 3,809 -119.9%

新株予約権 93 0.0% 125 0.0% 31 33.8%

少数株主持分 7,627 1.6% 7,298 1.6% △ 328 -4.3%

純資産合計 206,048 42.9% 206,814 46.3% 765 0.4%

負債及び純資産合計 480,768 100.0% 446,662 100.0% △ 34,106 -7.1%
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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） 

 
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。 

 

 

（参考）平成21年5月14日発表数値 

(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（損失） △ 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  

 

（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 


