
株式会社 電通

20092009年度上期年度上期 決算概況決算概況

取締役取締役 常務執行役員常務執行役員

中本祥一中本祥一

このプレゼンテーション資料には、2009年11月13日現在の、経営陣の将来に関する前
提・見通し・計画に基づく予測が含まれています。経済情勢などに関わるリスクや不確
定要因により、実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。



1 株式会社 電通

０８年度上期 ０９年度上期

売上高 948,621 785,858 ▲ 17.2 % ▲ 1.9 %

売上総利益 156,464 134,923 ▲ 13.8 % ▲ 1.3 %

    　売上総利益率 16.5% 17.2% +0.7 +0.1

　  販管費 138,668 128,088 ▲ 7.6 % ▲ 3.3 %

営業利益 17,795 6,834 ▲ 61.6 % +58.9 %

オペレーティング･マージン※ 11.4% 5.1% ▲ 6.3 +2.0

経常利益 22,117 10,460 ▲ 52.7 % +34.1 %

税金等調整前

四半期純利益
15,703 10,105 ▲ 35.6 % +26.3 %

四半期純利益 8,111 7,138 ▲ 12.0 % +123.1 %

前期比（差）
期初予想比

（差）※

連結業績の概況連結業績の概況 （百万円）

※ 期初予想比（差）は5/11発表の2009年度第2四半期連結累計期間業績予想との差異
※ オペレーティング・マージン＝営業利益÷売上総利益×100

連結業績

ppts

ppts

ppts

ppts



2 株式会社 電通

連結売上高連結売上高

コメントコメント

連結業績

０８年度上期 ０９年度上期 前期比（差） 前期比（額）

売上高 948,621 785,858 ▲17.2% ▲162,763

724

■主なグループ会社の対前年増減

・単体

景気低迷による広告出稿の減少

・子会社

電通ホールディングスＵＳＡなどの減少、

ジェネオン（日本）などの連結除外

・新規連結

電通スマートなど

（百万円）

連結売上高の増減要因連結売上高の増減要因

（注）単体売上減、連結子会社売上減、新規連結売上は内部取引控除後の金額を使用。 

　　　新規連結売上高には一部孫会社は含まれておりません。 

9,486 ▲1,057

+36

単体売上減

連結子会社売上減

新規連結売上増
7,858

（億円）

▲607

08年度上期 09年度上期

9,000

8,000



3 株式会社 電通

連結売上総利益連結売上総利益
０８年度上期 ０９年度上期 前期比（差） 前期比（額）

売上総利益 156,464 134,923 ▲13.8% ▲21,541
売上総利益率 16.5% 17.2% +0.7 －

連結業績

ppts

（百万円）

連結売上総利益の増減要因連結売上総利益の増減要因 コメントコメント

■主なグループ会社の対前年増減

・単体

売上高減収にともなう減少

・子会社

ＩＳＩＤなどの減少、

ジェネオン(日本）などの連結除外

・新規連結

電通クリエーティブＸ など

（注）新規連結売総には一部孫会社は含まれておりません。

1,564
▲130

1,600

+19

単体売総減

連結子会社売総減

新規連結売総増

1,349

（億円）

▲104

08年度上期 09年度上期

1,400

1,500

1,300
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(29.5%)

(5.8%)
(5.1%)

(49.4%) (59.6%)

(4.8%)

(14.1%)

(5.1%)
(11.4%)

(31.7%) (31.1%)

(52.4%)

連結営業利益連結営業利益
０８年度上期 ０９年度上期 前期比（差） 前期比（額）

営業利益 17,795 6,834 ▲ 61.6% ▲10,961
オペレーティング・マージン 11.4% 5.1% ▲6.3 －

14.1
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連結営業利益（左軸）

連結ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ（右軸）

連結業績

（百万円）

ppts

コストからみた連結売上総利益の構成比コストからみた連結売上総利益の構成比 連結営業利益／オペレーティング・マージンの推移連結営業利益／オペレーティング・マージンの推移

（億円）

（ ）は構成比＊減価償却費等にはのれん償却額を含む

＜1,658＞
＜1,564＞

＜1,349＞

＜ ＞売上総利益
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０８年度上期 ０９年度上期 前期比（差）

営業利益 17,795 6,834 ▲61.6%

　　営業外収益 6,187 5,296 ▲14.4%
　　営業外費用 1,865 1,670 ▲10.4%
　営業外損益 4,321 3,626 ▲16.1%

経常利益 22,117 10,460 ▲52.7%

　　特別利益 1,269 1,347 +6.1%
　　特別損失 7,683 1,702 ▲77.8%
　特別損益 ▲ 6,414 ▲ 355 －

税金等調整前

四半期純利益
15,703 10,105 ▲35.6%

　　法人税等合計 7,631 3,445 ▲54.9%

　　少数株主利益(▲損失） ▲ 39 ▲ 478 －

四半期純利益 8,111 7,138 ▲12.0%

連結経常利益・四半期純利益連結経常利益・四半期純利益

（百万円）

連結業績

■主な営業外収益の内訳

持分法投資利益 25億円

受取配当金 12億円

受取利息 .3億円

■主な営業外費用の内訳

支払利息 11億円

投資組合出資損失 . 2億円

■主な特別利益の内訳

固定資産売却益 8億円

■主な特別損失の内訳

事業再編損失 6億円

子会社清算損 4億円

コメントコメント
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連結貸借対照表連結貸借対照表

０９年３月末 ０９年９月末
前期末比

（差）

流動資産 546,317 474,306 ▲13.2%

固定資産 546,226 552,112 +1.1%

資産合計 1,092,543 1,026,419 ▲6.1%

流動負債 450,075 378,764 ▲15.8%

固定負債 169,318 166,313 ▲1.8%

負債合計 619,394 545,078 ▲12.0%

株主資本 482,798 487,807 +1.0%

評価・換算差額等 ▲ 30,230 ▲ 26,938 －

少数株主持分 20,581 20,471 ▲0.5%

純資産合計 473,149 481,340 +1.7%

負債純資産合計 1,092,543 1,026,419 ▲6.1%

（百万円）

連結業績

コメントコメント

■財務指標

■主な資産の増減の要因

・受取手形及び売掛金の減少

・投資有価証券の時価評価に

よる増加

■主な負債の増減の要因

・支払手形及び買掛金の減少

・借入債務の減少

■主な純資産の増減の要因

・利益剰余金の増加

・評価・換算差額等の増加

0.27倍0.32倍0.26倍Ｄ/Ｅレシオ

44.9%41.4%43.5%自己資本
比率

09年
9月末

09年
3月末

08年
9月末
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連結キャッシュ・フロー（０９年度上期）連結キャッシュ・フロー（０９年度上期）

（百万円）連結キャッシュフローの状況連結キャッシュフローの状況 コメントコメント

連結業績

※キャッシュの増（+） キャッシュの減（△）

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61億円

財務活動によるキャッシュ・フロー

△244億円

営業活動によるキャッシュ・フロー

+324億円

現金及び現金同等物の増減

+29億円

<注>現金及び現金同等物には、換算差額等+11億円を含む。

税金等調整前四半期純利益

減価償却費等

運転資本の増減

法人税等支払額

配当金支払

借入金の増減 (長・短)

CP返済

有形固定資産の売却

有形固定資産・ｿﾌﾄｳｴｱの取得

+101億円

+92億円

+165億円

△35億円

+13億円

△35億円

△37億円

△32億円

△150億円
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08年度実績 09年度見通し

売上高 1,887,170 1,610,600 ▲ 14.7 % ▲ 1.5 %

売上総利益 314,474 278,200 ▲ 11.5 % ▲ 0.6 %

   　 売上総利益率 16.7% 17.3% +0.6 +0.2

　販管費 271,290 258,800 ▲ 4.6 % ▲ 2.0 %

営業利益 43,184 19,400 ▲ 55.1 % +22.8 %
　 オペレーティング ･マージン 13.7% 7.0% ▲ 6.7 +1.4

経常利益 53,363 27,600 ▲ 48.3 % +15.5 %

税金等調整前

当期純利益（▲損失）
▲ 4,972 26,500 － +12.3 %

当期純利益（▲損失） ▲ 20,453 16,400 － +43.9 %

前期比（差）
 期初予想比

（差）※

通期の連結業績の見通し通期の連結業績の見通し

通期の連結業績の見通し

（百万円）

（注） 通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、下期の持分法投資利益は、ピュブリシスグループの前年同期実績に基づき、
38億67百万円（のれん償却11億92百万円控除後）としています。
為替レートについては他の関係会社同様、本年1月から9月の平均為替レート1ユーロ＝約129円を用いています。

※ 期初予想比（差）は5/11発表の2009年度通期業績予想との差異

ppts ppts

ppts ppts
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配当金総額（年間）

配当について配当について

１株当たり配当金と１株当たり配当金と配当金総額配当金総額の推移の推移

配当

（注）1株当たり配当金は、2009年1月実施の株式分割後ベース。

【2009年度】

配当金総額（見込） 年間約62億円

１株当たり配当金（見込） . 年間25円

【 中間12.5円、期末（見込）12.5円 】

■株主への利益還元に配慮しつつ

・中長期的な財務の安全性、健全性維持に

重点を置く。

・成長に必要な投資を維持するため、

一定の内部留保を確保する。

＜基本方針＞

円 億円



株式会社 電通10

20092009年度上期総括と経営方針年度上期総括と経営方針

代表取締役代表取締役 社長執行役員社長執行役員

髙嶋達佳髙嶋達佳

このプレゼンテーション資料には、2009年11月13日現在の、経営陣の将来に関する前
提・見通し・計画に基づく予測が含まれています。経済情勢などに関わるリスクや不確
定要因により、実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。
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20092009年度上期を総括する年度上期を総括する

電通グループ 売上高前年比推移

中期経営計画を遂行し、
新しい収益構造を確立する

景気が回復しても、
広告・マーケティング市場の

構造変化は続く

営業費を中心にコストを削減営業費を中心にコストを削減

中期経営計画を策定し、着手中期経営計画を策定し、着手

コミュニケーション機会の取り込みコミュニケーション機会の取り込み
（世界陸上、世界水泳、衆院選など）（世界陸上、世界水泳、衆院選など）
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上期 下期 上期 下期 上期 下期（E)

2007年度 2008年度 2009年度
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単体
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インフラ（体質）改革を進めるインフラ（体質）改革を進める

営業費削減をグループにも拡大する営業費削減をグループにも拡大する
（上期単体営業費（上期単体営業費 約約6565億削減）億削減）

人事制度を抜本的に見直す人事制度を抜本的に見直す

マスメディア以外の原価低減に取り組むマスメディア以外の原価低減に取り組む
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グローバル領域グローバル領域 ～～ グローバル＆ローカルアカウントを拡大するグローバル＆ローカルアカウントを拡大する

09年上期獲得

家電・ＡＶ 食品 医薬品通信 金融 その他

09年上･下期獲得09年下期獲得

マックギャリー・ボウエン（米国）における主なグローバル／ローカルクライアント

日本発（日系クライアント）と日本発（日系クライアント）と
海外拠点発（グローバル／ローカルクライアント）の２軸体制へ海外拠点発（グローバル／ローカルクライアント）の２軸体制へ

グローバル＆ローカルクライアントの獲得に成功グローバル＆ローカルクライアントの獲得に成功
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デジタル・ビジネス局デジタル・ビジネス局

電通デジタル・ホールディングス

デジタル領域を再編するデジタル領域を再編する

デジタル領域のワンストップサービス体制を作るデジタル領域のワンストップサービス体制を作る

グループのデジタル戦略を一元的に立案・実施するグループのデジタル戦略を一元的に立案・実施する

電通単体電通単体

※インタラクティブ・メディア局を核として、
単体内のデジタル関連機能を統合

デジタル関連デジタル関連
グループ会社群グループ会社群

ク
ラ
イ
ア
ン
ト



15 株式会社 電通

プラットフォームビジネスを推進するプラットフォームビジネスを推進する

新しいプラットフォームビジネスの開発新しいプラットフォームビジネスの開発

iButterfly

クライアントへのサービス向上のためのクライアントへのサービス向上のための
マーケティング・インテリジェンスの強化マーケティング・インテリジェンスの強化
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中期経営計画の目標達成に向けて中期経営計画の目標達成に向けて

ビジネスモデルビジネスモデル
イノベーションイノベーション

サービスサービス
イノベーションイノベーション

グローバルグローバル
イノベーションイノベーション

人材人材
イノベーションイノベーション

コストコスト
イノベーションイノベーション

インフラ（体質）改革をインフラ（体質）改革を
進める進める

事業の新機軸をつくる事業の新機軸をつくる

◆ 連結営業利益 700億円

◆ オペレーティング・マージン 20％以上

◆ ROE 8％

DentsuDentsu Innovation 2013Innovation 2013
（（2009~20132009~2013 中期経営計画）中期経営計画）
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<<補足資料補足資料>>

20092009年度上期年度上期 決算概況決算概況
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連結の業績
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０８年度上期 ０９年度上期 前期比（差）
 期初予想比

（差）※

売上高 948,621 785,858 ▲17.2% ▲1.9%

売上総利益 156,464 134,923 ▲13.8% ▲1.3%

    　売上総利益率 16.5% 17.2% +0.7 +0.1

　  販管費 138,668 128,088 ▲7.6% ▲3.3%

営業利益 17,795 6,834 ▲61.6% +58.9%

　   オペレーティング･マージン 11.4% 5.1% ▲6.3 +2.0

経常利益 22,117 10,460 ▲52.7% +34.1%

税金等調整前
四半期純利益

15,703 10,105 ▲35.6% +26.3%

四半期純利益 8,111 7,138 ▲12.0% +123.1%

連結業績の概況連結業績の概況 （百万円）

ppts ppts

※ 期初予想比（差）は5/11発表の2009年度第2四半期連結累計期間業績予想との差異

ppts ppts
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連結売上高の状況連結売上高の状況 ＜１＞＜１＞

事業の種類別
セグメントの売上高

主な子会社の売上高

（百万円）（百万円）

０９年度上期 前期比(差） ０９年度上期 前期比（差）

広告業 758,416 ▲16.0% 広告業

　（構成比95.0%） 地域電通5社 46,809 ▲13.3%

情報サービス業 28,710 ▲20.7% 電通テック 59,683 ▲17.4%

　（構成比 3.6%） cci 24,275 +1.6%

その他の事業 10,944 ▲54.1%
電通ﾎｰﾙﾃﾞィﾝｸﾞｽＵＳＡ
（連結）

11,251 ▲55.0%

　（構成比1.4％） 北京電通 20,677 ▲12.7%

　　計 798,071 ▲17.1% 情報サービス業

セグメント間の消去 ▲ 12,213 － ISID（連結） 28,710 ▲20.6%

連　　結 785,858 ▲17.2%
注1：各社の売上高は内部取引控除前。

注2：地域電通5社は、電通東日本、電通西日本、電通九州、電通北海道、電通沖縄。
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所在地別の売上高

連結売上高の状況連結売上高の状況 ＜２＞＜２＞

（百万円）
０９年度上期 前期比（差） 構成比

米  州 12,623 ▲59.4% 1.6%
欧  州 4,494 ▲0.8% 0.6%
中  国 23,947 ▲14.7% 3.0%
アジア（中国を除く） 17,118 ▲34.5% 2.2%
海外ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の消去 ▲ 28 － －

海外計 58,155 ▲35.2% 7.4%
日  本 730,697 ▲15.5% 92.6%
  計 788,852 － 100.0%
ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の消去 ▲ 2,993 － －

連  結 785,858 ▲17.2% －
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連結売上高の状況連結売上高の状況 ＜３＞＜３＞

新規連結子会社の売上貢献

・新規連結子会社数： 10社

・除外 13社

・連結子会社数合計 125社 （前年同期比3社減）

・貢献売上高 ： 36億円

主な新規連結子会社

【０９年度上期～】【０８年度下期～】
• 電衆数碼広告有限公司
• Dentsu McGarry BowenLLC 等

※新規連結には、2008年度下期に新規連結した子会社を含む。

• 電通クリエーティブX
• Dentsu-SmartHoldingsBV
• Dentsu-Smart LLC
• Dentsu Sports America, Inc.
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連結営業利益の状況連結営業利益の状況

（百万円）

０８年度上期 ０９年度上期 前期比（差）

売上総利益 156,464 134,923 ▲13.8%

　　　人件費 82,025 80,411 ▲2.0%

　　　　  給料手当 68,333 66,019 ▲3.4%

　　　  　その他 13,691 14,391 +5.1%

　　　営業費 48,726 39,850 ▲18.2%

　　　減価償却費等 7,916 7,827 ▲1.1%

　　販管費合計 138,668 128,088 ▲7.6%

営業利益 17,795 6,834 ▲61.6%

11.4% 5.1% ▲6.3　　オペレーティング　･マージン ppts
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連結経常利益・四半期純利益の状況連結経常利益・四半期純利益の状況
（百万円）

０８年度上期 ０９年度上期 前期比（差）

営業利益 17,795 6,834 ▲61.6%

　　　営業外収益 6,187 5,296 ▲14.4%
　　　営業外費用 1,865 1,670 ▲10.4%
　　営業外損益 4,321 3,626 ▲16.1%

経常利益 22,117 10,460 ▲52.7%

　  　  特別利益 1,269 1,347 +6.1%
　  　  特別損失 7,683 1,702 ▲77.8%
　   特別損益 ▲ 6,414 ▲ 355 －

税金等調整前

四半期純利益
15,703 10,105 ▲35.6%

四半期純利益 8,111 7,138 ▲12.0%



25 株式会社 電通

連結貸借対照表の状況連結貸借対照表の状況

０９年３月末 ０９年９月末 前期末比（差）

流動資産 546,317 474,306 ▲13.2%

固定資産 546,226 552,112 +1.1%

資産合計 1,092,543 1,026,419 ▲6.1%

流動負債 450,075 378,764 ▲15.8%

固定負債 169,318 166,313 ▲1.8%

負債合計 619,394 545,078 ▲12.0%

株主資本 482,798 487,807 +1.0%

評価・換算差額等 ▲ 30,230 ▲ 26,938 －

少数株主持分 20,581 20,471 ▲0.5%

純資産合計 473,149 481,340 +1.7%

負債純資産合計 1,092,543 1,026,419 ▲6.1%

（百万円）
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単体の業績
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０８年度上期 ０９年度上期 前期比（差）
 期初予想比

（差）※

売上高 727,160 618,617 ▲14.9% ▲0.3%

売上総利益 97,999 84,965 ▲13.3% +2.0%

      売上総利益率 13.5% 13.7% +0.2 +0.3

　販管費 86,827 78,334 ▲9.8% ▲3.6%

営業利益 11,172 6,630 ▲40.6% +226.2%

 オペレーティング･マージン 11.4% 7.8% ▲3.6 +5.4

経常利益 20,810 13,450 ▲35.4% +63.4%

税引前

四半期純利益
15,555 12,820 ▲17.6% +55.7%

四半期純利益 10,368 9,884 ▲4.7% +92.6%

単体業績の概況単体業績の概況 （百万円）

※ 期初予想比（差）は5/11発表の2009年度第2四半期累計期間業績予想との差異

ppts ppts

ppts ppts



28 株式会社 電通

単体業務区分別売上高の状況単体業務区分別売上高の状況

売上高
対前年
同期比
増減

売上高
対前年
同期比
増減

売上高
対前年
同期比
増減

売上高
対前年
同期比
増減

売上高
対前年
同期比
増減

売上高
対前年
同期比
増減

新聞 36,740 ▲15.2% 35,915 ▲13.5% 72,656 ▲14.3% 27,197 ▲26.0% 27,278 ▲24.0% 54,475 ▲25.0%

雑誌 15,247 ▲5.4% 15,521 ▲11.5% 30,769 ▲8.6% 10,310 ▲32.4% 11,172 ▲28.0% 21,482 ▲30.2%

ラジオ 5,487 ▲7.1% 5,734 ▲7.1% 11,222 ▲7.1% 4,775 ▲13.0% 4,742 ▲17.3% 9,517 ▲15.2%

テレビ 182,312 ▲1.7% 170,816 ▲4.5% 353,129 ▲3.1% 153,787 ▲15.6% 146,320 ▲14.3% 300,108 ▲15.0%

テレビタイム 83,673 +2.7% 94,633 +3.3% 178,306 +3.0% 70,083 ▲16.2% 73,736 ▲22.1% 143,819 ▲19.3%

テレビスポット 98,638 ▲5.2% 76,183 ▲12.6% 174,822 ▲8.6% 83,704 ▲15.1% 72,583 ▲4.7% 156,288 ▲10.6%

インタラクティブメディア 6,103 +15.8% 6,860 +14.5% 12,964 +15.1% 6,110 +0.1% 7,699 +12.2% 13,810 +6.5%

ＯＯＨメディア 12,739 +1.2% 10,307 ▲4.9% 23,047 ▲1.6% 11,485 ▲9.8% 7,983 ▲22.5% 19,468 ▲15.5%

クリエーティブ 44,887 ▲7.3% 46,204 ▲7.2% 91,091 ▲7.3% 39,003 ▲13.1% 39,377 ▲14.8% 78,381 ▲14.0%

38,277 +3.5% 42,292 ▲2.9% 80,569 +0.1% 32,743 ▲14.5% 41,425 ▲2.1% 74,168 ▲7.9%

コンテンツサービス 17,690 ▲12.8% 20,008 ▲45.0% 37,699 ▲33.4% 16,293 ▲7.9% 20,733 +3.6% 37,026 ▲1.8%

その他 6,399 +31.6% 7,611 +11.7% 14,010 +20.0% 4,967 ▲22.4% 5,211 ▲31.5% 10,179 ▲27.3%

合計 365,886 ▲3.5% 361,273 ▲9.1% 727,160 ▲6.4% 306,674 ▲16.2% 311,943 ▲13.7% 618,617 ▲14.9%

０８年度 ０９年度

合計 第１四半期 第２四半期 合計

業務区分

マーケティング／
プロモーション

第２四半期第１四半期

（百万円）
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単体業種別売上高の状況単体業種別売上高の状況 （百万円）

売上高
対前年
同期比
増減

売上高
対前年
同期比
増減

売上高
対前年
同期比
増減

売上高
対前年

同期比増
減

売上高
対前年

同期比増
減

売上高
対前年

同期比増
減

情報・通信 51,413 +4.6% 52,947 ▲8.4% 104,361 ▲2.4% 42,029 ▲18.3% 45,795 ▲13.5% 87,824 ▲15.8%

飲料・嗜好品 43,509 ▲4.6% 34,499 ▲9.5% 78,008 ▲6.8% 38,363 ▲11.8% 32,855 ▲4.8% 71,219 ▲8.7%

化粧品・トイレタリー 29,111 ▲5.8% 26,421 ▲12.7% 55,533 ▲9.2% 25,726 ▲11.6% 24,688 ▲6.6% 50,415 ▲9.2%

食品 24,689 ▲1.3% 23,275 +0.2% 47,965 ▲0.6% 23,094 ▲6.5% 22,717 ▲2.4% 45,811 ▲4.5%

薬品・医療用品 21,023 ▲3.1% 19,101 +1.4% 40,124 ▲1.0% 19,695 ▲6.3% 18,467 ▲3.3% 38,163 ▲4.9%

金融・保険 25,039 ▲14.7% 28,230 ▲12.5% 53,269 ▲13.6% 18,793 ▲24.9% 19,350 ▲31.5% 38,143 ▲28.4%

流通・小売業 18,031 ▲8.2% 19,057 +1.4% 37,089 ▲3.5% 17,460 ▲3.2% 18,166 ▲4.7% 35,627 ▲3.9%

趣味・スポーツ用品 19,205 +22.7% 18,424 +3.9% 37,629 +12.7% 17,615 ▲8.3% 16,284 ▲11.6% 33,899 ▲9.9%

自動車・関連品 25,227 ▲2.0% 21,795 ▲24.9% 47,023 ▲14.1% 15,545 ▲38.4% 16,673 ▲23.5% 32,218 ▲31.5%

外食・各種サービス 18,162 ▲8.7% 16,471 ▲28.3% 34,634 ▲19.2% 15,436 ▲15.0% 15,738 ▲4.5% 31,174 ▲10.0%

その他 90,471 ▲6.3% 101,048 ▲6.7% 191,519 ▲6.6% 72,914 ▲19.4% 81,204 ▲19.6% 154,118 ▲19.5%

合計 365,886 ▲3.5% 361,273 ▲9.1% 727,160 ▲6.4% 306,674 ▲16.2% 311,943 ▲13.7% 618,617 ▲14.9%

業種

合計 第１四半期 第２四半期第２四半期第１四半期

０８年度 ０９年度

合計

※ 「その他」は０９年度第２四半期累計期間の上位１０業種以外の合計。
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単体営業利益の状況単体営業利益の状況

（百万円）

０８年度上期 ０９年度上期 前期比（差）

売上総利益 97,999 84,965 ▲13.3%

　　人件費 51,431 50,253 ▲2.3%

　　　　給料手当 42,175 40,514 ▲3.9%

　　　　その他 9,255 9,738 +5.2%

　　営業費 29,272 22,807 ▲22.1%

　　減価償却費 6,123 5,273 ▲13.9%

　　販管費合計 86,827 78,334 ▲9.8%

営業利益 11,172 6,630 ▲40.6%

11.4% 7.8% ▲3.6　　オペレーティング･マージン ppts
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単体経常利益・四半期純利益の状況単体経常利益・四半期純利益の状況
（百万円）

０８年度上期 ０９年度上期 前期比（差）

営業利益 11,172 6,630 ▲40.6%

　　営業外収益 11,311 8,480 ▲25.0%
　　営業外費用 1,673 1,661 ▲0.7%
　営業外損益 9,638 6,819 ▲29.2%

経常利益 20,810 13,450 ▲35.4%

　   特別利益 1,396 588 ▲57.8%
　   特別損失 6,651 1,218 ▲81.7%
　特別損益 ▲ 5,255 ▲ 630 －

税引前

四半期純利益
15,555 12,820 ▲17.6%

四半期純利益 10,368 9,884 ▲4.7%
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通期の業績見通し
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通期の連結業績の見通し通期の連結業績の見通し

０８年度実績 ０９年度見通し 前期比（差）
期初予算比

（差）※

売上高 1,887,170 1,610,600 ▲14.7% ▲1.5%

売上総利益 314,474 278,200 ▲11.5% ▲0.6%

   　 売上総利益率 16.7% 17.3% +0.6 +0.2

　販管費 271,290 258,800 ▲4.6% ▲2.0%

営業利益 43,184 19,400 ▲55.1% +22.8%

　   オペレーティング ･マージン 13.7% 7.0% ▲6.7 +1.4

経常利益 53,363 27,600 ▲48.3% +15.5%

税金等調整前
当期純利益(▲損失）

▲ 4,972 26,500 － +12.3%

当期純利益（▲損失） ▲ 20,453 16,400 － +43.9%

（百万円）

（注） 通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、下期の持分法投資利益は、ピュブリシスグループの前年同期実績に基づき、
38億67百万円（のれん償却11億92百万円控除後）としています。
為替レートについては他の関係会社同様、本年1月から9月の平均為替レート1ユーロ＝約129円を用いています。

※ 期初予想比（差）は5/11発表の2009年度通期業績予想との差異

ppts

ppts

ppts

ppts
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通期の単体業績の見通し通期の単体業績の見通し （百万円）

０８年度実績 ０９年度見通し 前期比（差）
期初予算比

（差）※

売上高 1,447,410 1,253,400 ▲13.4% ▲1.4%

売上総利益 192,716 171,600 ▲11.0% +1.0%

   　売上総利益率 13.3% 13.7% +0.4 +0.3

　販管費 168,845 157,300 ▲6.8% ▲1.7%

営業利益 23,870 14,300 ▲40.1% +43.5%

　   オペレーティング ･マージン 12.4% 8.3% ▲ 4.1 +2.4

経常利益 34,585 22,900 ▲33.8% +28.9%
税引前当期純利益

(▲損失） ▲ 25,466 23,000 － +29.5%
当期純利益

(▲損失） ▲ 32,771 15,500 － +45.4%

※ 期初予想比（差）は5/11発表の2009年度通期業績予想との差異

pptsppts

pptsppts


