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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 442,477 △14.0 60 △98.5 1,009 △81.1 △1,699 ―

21年3月期第2四半期 514,290 ― 3,964 ― 5,329 ― 2,297 ―

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2四半期 △44.06 ―

21年3月期第2四半期 59.58 59.56

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2四半期 435,722 207,670 45.9 5,190.26
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2四半期  200,166百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 35.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 923,500 △10.6 5,500 △63.4 7,100 △58.4 700 ― 18.15
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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）  有  

(注)詳細は 5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(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 5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 5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ページをご覧ください。 

新規 1社 （社名 データスタジアム株式会社 ） 除外 ―社 （社名 ）

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2四半期 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2四半期  290,040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2四半期 38,565,751株 21年3月期第2四半期 38,565,855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 2 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、数々の景気刺激策や新興国の底堅い需要等により景気底入れの兆候が一部に見られますが、一

方で失業率は高い水準で推移するなど、二番底の懸念も完全には払拭できない依然先行き不透明な状況にあります。広告

業界におきましては、不安定な景気の影響を受け、昨年来の得意先企業の広告費抑制傾向が続き、当期に入っても広告会

社の売上は前年同期比 2桁マイナスが続いております（※1）。 

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、第 2四半期累計売上高は 4,424 億 77 百万円（前

年同期比 14.0％減少）と、第 1四半期と比較すると減少率を縮小したものの、大幅な減収を余儀なくされました。 

一方、収益性向上を強く意識した数々の取り組みにより、売上総利益率は前年同期の 14.7％から 15.4％へ向上したほ

か、連結範囲の異動影響等の増加要因を含めた上で販売費及び一般管理費を 35 億円削減いたしました。 

これらの結果、営業利益 60 百万円（前年同期比 98.5％減少）、経常利益は 10 億 9百万円（前年同期比 81.1％減少）と、

前年同期と比較すると大幅な減益となりました。 

また、低料第三種郵便問題に関する解決金(四半期連結損益計算書上の科目は和解金)、投資有価証券評価損等、特別損

失を 17 億 61 百万円計上したこと等により、四半期純損失は 16 億 99 百万円（前年同期は 22 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4,418億79百万円（前年同期比14.0％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、「官公庁・団体」、「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）。 

  営業利益につきましては、大幅な減収の影響が響き、24億67百万円（前年同期比62.2％減少）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4,418億11百万円であります。 

 

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35億49百万円（前年同期比3.5％減少）、営業

利益3億51百万円（同10.0％増加）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6億66百万円であります。 

 

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4,325億1百万円（前年同期比13.5％減少）、営業利益31億円（前年同期比53.3％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4,316億20百万円であります。 

 

② 海外 

海外においては、売上高122億35百万円（前年同期比31.4％減少）、営業損失2億97百万円（前年同期は1億91百

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108億56百万円であります。 

 

（※1）電通、博報堂等、国内上位9社について、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 2 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77億31百万円増加し、579億54百万円となりまし

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4億74百万円を計上したほか、賞与引当金

の減少額（△49億28百万円）があったものの、売上債権の増減額（551億15百万円）および仕入債務の増減額（△

408億64百万円）等により130億44百万円の増加（前年同期は301億35百万円の減少）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（18億2百万円）、投資有価証券の取得によ

る支出（△18億13百万円）、出資金の払込による支出（△16億22百万円）、債権信託受益権の増減額（△24億58

百万円）等の結果、36億91百万円の減少（前年同期は55億13百万円の減少）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（△9億63百万円）、少数株主への配当金の支払額（△4

億72百万円）等の結果、19億33百万円の減少（前年同期は1億38百万円の減少）となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績見通しは、平成 21 年 10 月 30 日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更ありませ

ん。 

 

（参考）平成 21 年 10 月 30 日公表の業績予想と修正理由 

(単位：百万円） （参考）

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 1,033,396 923,500 △ 109,896 -10.6% 970,000

営業利益 15,016 5,500 △ 9,516 -63.4% 8,500

経常利益 17,065 7,100 △ 9,965 -58.4% 10,100

当期純利益（損失） △ 3,277 700 3,977 -       4,200

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (9.7%) (3.8%) (-5.9%) (5.6%)

 (ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) = 営業利益／売上総利益

5月14日時点での
当期見通し

(単位：百万円）

上期 下期 通期

平成22年3月期 前年同期比 平成22年3月期 前年同期比 平成22年3月期 前期比

実績 増減額 （％） 見通し 増減額 （％） 見通し 増減額 （％）

売上高 442,477 △ 71,813 -14.0% 481,023 △ 38,083 -7.3% 923,500 △ 109,896 -10.6% 

営業利益 60 △ 3,904 -98.5% 5,440 △ 5,612 -50.8% 5,500 △ 9,516 -63.4% 

経常利益 1,009 △ 4,319 -81.1% 6,091 △ 5,645 -48.1% 7,100 △ 9,965 -58.4% 

当期純利益（損失） △ 1,699 △ 3,997 -174.0% 2,399 7,973 -143.0% 700 3,977 0.0% 

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (0.1%) (-5.1%) (7.3%) (-6.8%) (3.8%) (-5.9%)

 (ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) = 営業利益／売上総利益  
日本の広告市場環境は、引き続き厳しい状況が続いております。また、今後については見通しづらい状況ではあ

りますが、早期に回復することは難しいのではないかと考えております。 

通期の見通しにつきましては、下期も厳しい状況が続くと考え、売上高は、懸命な営業努力を行ってまいります

が、前回発表の業績予想を下回る見通しです。また、売上総利益率は、期初に想定しておりました水準を達成すべく

改善に努めておりますが、売上高減少により売上総利益が減少する見通しです。このような厳しい環境の中、下期に

おきましても更なる販管費コントロールの徹底を図ってまいりますが、売上総利益の減少が大きく、営業利益、経常

利益および当期純利益は、前回予想を下回る見通しです。 
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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 2 四半期決算短信 

   

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） 

当第２四半期連結会計期間より、持分取得によりデータスタジアム株式会社を連結の範囲に加えております。 

 

(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２四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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 63,657 54,977

受取手形及び売掛金 214,611 269,459

有価証券 1,884 3,685

たな卸資産 12,318 12,624

その他 21,427 22,749

貸倒引当金 △468 △569

流動資産合計 313,431 362,928

固定資産   

有形固定資産 20,912 21,730

無形固定資産   

のれん 1,358 1,359

その他 5,277 6,049

無形固定資産合計 6,636 7,408

投資その他の資産   

投資有価証券 52,171 46,330

その他 46,751 46,452

貸倒引当金 △4,181 △4,081

投資その他の資産合計 94,741 88,701

固定資産合計 122,290 117,840

資産合計 435,722 480,768

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 200,051 240,548

短期借入金 2,063 2,413

1年内返済予定の長期借入金 95 173

未払法人税等 1,184 1,694

賞与引当金 5,723 10,710

債務保証損失引当金 50 50

その他 10,767 11,850

流動負債合計 219,937 267,439

固定負債   

長期借入金 70 93

退職給付引当金 5,001 4,254

役員退職慰労引当金 1,940 1,859

その他 1,102 1,072

固定負債合計 8,114 7,280

負債合計 228,052 274,720
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 101,919 104,583

自己株式 △1,972 △1,972

株主資本合計 198,841 201,505

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,282 △1,744

為替換算調整勘定 △957 △1,433

評価・換算差額等合計 1,324 △3,177

新株予約権 127 93

少数株主持分 7,376 7,627

純資産合計 207,670 206,048

負債純資産合計 435,722 480,768
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 514,290 442,477

売上原価 438,602 374,229

売上総利益 75,688 68,247

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 28,057 29,328

退職給付費用 1,360 2,907

賞与引当金繰入額 5,855 4,964

役員退職慰労引当金繰入額 208 216

のれん償却額 539 202

貸倒引当金繰入額 690 37

その他 35,011 30,531

販売費及び一般管理費合計 71,724 68,187

営業利益 3,964 60

営業外収益   

受取利息 229 98

受取配当金 543 513

持分法による投資利益 364 278

その他 454 298

営業外収益合計 1,591 1,189

営業外費用   

支払利息 56 28

投資事業組合運用損 91 120

その他 79 91

営業外費用合計 227 240

経常利益 5,329 1,009

特別利益   

固定資産売却益 1,414 1

投資有価証券売却益 33 4

ゴルフ会員権売却益 3 15

持分変動利益 － 76

事業譲渡益 － 177

新株予約権戻入益 － 2

特別利益合計 1,451 277
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別損失   

固定資産売却損 0 12

固定資産除却損 106 95

減損損失 257 235

投資有価証券売却損 － 0

関係会社株式売却損 － 0

投資有価証券評価損 203 435

たな卸資産評価損 900 －

事務所移転費用 176 3

特別退職金 － 270

和解金 － 683

その他 14 25

特別損失合計 1,658 1,761

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（△）

5,121 △474

法人税、住民税及び事業税 832 1,163

法人税等調整額 1,802 43

法人税等合計 2,634 1,206

少数株主利益 189 18

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,297 △1,699
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第2四半期連結会計期間 
（自 平成20年7月1日 
至 平成20年9月30日） 

当第2四半期連結会計期間 
（自 平成21年7月1日 
至 平成21年9月30日） 

売上高 259,465 228,237

売上原価 219,506 191,837

売上総利益 39,958 36,400

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 14,137 14,676

退職給付費用 691 1,451

賞与引当金繰入額 2,693 2,727

役員退職慰労引当金繰入額 103 106

のれん償却額 269 103

貸倒引当金繰入額 728 25

その他 17,158 15,202

販売費及び一般管理費合計 35,781 34,294

営業利益 4,177 2,106

営業外収益   

受取利息 124 45

受取配当金 40 34

持分法による投資利益 220 178

その他 357 240

営業外収益合計 742 499

営業外費用   

支払利息 13 0

投資事業組合運用損 84 120

その他 55 －

営業外費用合計 152 120

経常利益 4,767 2,485

特別利益   

固定資産売却益 1 0

投資有価証券売却益 32 0

ゴルフ会員権売却益 3 5

持分変動利益 － 76

事業譲渡益 － 4

事務所移転費用戻入益 116 －

新株予約権戻入益 － 2

特別利益合計 153 89
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（単位：百万円）

前第2四半期連結会計期間 
（自 平成20年7月1日 
至 平成20年9月30日） 

当第2四半期連結会計期間 
（自 平成21年7月1日 
至 平成21年9月30日） 

特別損失   

固定資産売却損 0 2

固定資産除却損 19 79

減損損失 255 205

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 199 336

特別退職金 － 28

和解金 － 683

事務所移転費用 － 3

その他 14 19

特別損失合計 488 1,359

税金等調整前四半期純利益 4,432 1,216

法人税、住民税及び事業税 675 571

法人税等調整額 1,471 512

法人税等合計 2,146 1,083

少数株主利益 184 49

四半期純利益 2,100 82
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

5,121 △474

減価償却費 2,083 2,057

減損損失 257 235

のれん償却額 539 202

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,645 △4,928

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △297 △41

退職給付引当金の増減額（△は減少） 573 742

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △66 80

貸倒引当金の増減額（△は減少） 472 △15

受取利息及び受取配当金 △772 △611

支払利息 56 28

為替差損益（△は益） △7 8

持分法による投資損益（△は益） △364 △278

持分変動損益（△は益） － △76

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） △33 △3

投資有価証券評価損益（△は益） 203 442

固定資産売却損益（△は益） △1,414 10

固定資産除却損 106 38

売上債権の増減額（△は増加） 26,167 55,115

たな卸資産の増減額（△は増加） △374 345

仕入債務の増減額（△は減少） △48,126 △40,864

前払年金費用の増減額（△は増加） △277 271

その他 △4,660 1,447

小計 △28,459 13,734

利息及び配当金の受取額 874 826

利息の支払額 △52 △16

法人税等の支払額 △2,498 △1,499

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,135 13,044
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 △438 △2,145

定期預金の払戻による収入 1,970 2,660

有価証券の取得による支出 △97 －

有価証券の売却による収入 809 1,802

有形固定資産の取得による支出 △5,830 △259

有形固定資産の売却による収入 2,089 5

無形固定資産の取得による支出 △2,009 △342

投資有価証券の取得による支出 △3,157 △1,813

投資有価証券の売却による収入 293 332

出資金の払込による支出 △16 △1,622

出資金の回収による収入 13 5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △111

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

176 8

敷金の差入による支出 △335 △132

敷金の回収による収入 2,407 83

短期貸付金の増減額（△は増加） 43 0

長期貸付けによる支出 △13 △37

長期貸付金の回収による収入 29 27

債権信託受益権の増減額(△は増加) △1,371 △2,458

その他 △77 305

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,513 △3,691

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） 1,541 △384

長期借入金の返済による支出 △40 △101

社債の償還による支出 △70 －

配当金の支払額 △1,539 △963

少数株主への配当金の支払額 △26 △472

少数株主からの払込みによる収入 10 －

その他 △13 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △138 △1,933

現金及び現金同等物に係る換算差額 △358 312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △36,147 7,731

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 27,908 57,954
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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 2 四半期決算短信 

   

(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 

513,561 729 514,290 - 514,290

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

55 2,948 3,003 (3,003) -

計 513,616 3,678 517,294 (3,003) 514,290

営業利益 6,533 319 6,852 (2,888) 3,964

(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 

３ 会計方針の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっていましたが、

第１四半期連結会計期間より「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 

企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は広告業において467

百万円減少しております。 
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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 2 四半期決算短信 

   

当第２四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 

441,811 666 442,477 - 442,477

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

68 2,883 2,951 (2,951) -

計 441,879 3,549 445,428 (2,951) 442,477

営業利益 2,467 351 2,818 (2,758) 60

(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 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 

499,182 15,108 514,290 － 514,290

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

898 2,739 3,637 (3,637) -

計 500,081 17,847 517,928 (3,637) 514,290

営業利益 6,640 191 6,832 (2,868) 3,964

(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 

２ 会計方針の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっていましたが、

第１四半期連結会計期間より「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 

企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は日本において467百万

円減少しております。 
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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 2 四半期決算短信 

   

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 

431,620 10,856 442,477 - 442,477

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

881 1,378 2,259 (2,259) -

計 432,501 12,235 444,737 (2,259) 442,477

営業利益又は営業損失（△） 3,100 △297 2,803 (2,742) 60

(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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 
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