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平成22年2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3四半期決算短信 参考資料 

 

 
 本日公表しました平成22年3月期  第3四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12月31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3四半期累計 第3四半期累計 増減額 （％）

売上高 775,639 669,145 △ 106,493 -13.7% 

売上総利益 115,218 104,442 △ 10,775 -9.4% 

（売上総利益率） (14.9%) (15.6%) (+0.8%)

販管費 105,638 101,904 △ 3,733 -3.5% 

営業利益 9,579 2,537 △ 7,041 -73.5% 

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (8.3%) (2.4%) (-5.9%)

営業外損益 1,792 1,493 △ 299 -16.7% 

経常利益 11,371 4,030 △ 7,341 -64.6% 

特別損益 △ 6,085 △ 1,698 4,387

税引前利益 5,286 2,331 △ 2,954 -55.9% 

四半期純利益（損失） 5 △ 916 △ 922 #########

 (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、持ち直しの兆しが一部に見られるものの、高い失業率や低調な設備投資

等に見られるように依然不安定な状況にあります。広告業界におきましても、不況の影響を受け、

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を大幅に下回る（※

1）非常に厳しい状況にあります。 

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、第3四半期累計売上高は6,691億45百万円（前年同期比13.7％減少）と、第2

四半期累計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。 

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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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はわずかで、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、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14.9％から

15.6％へ改善したほか、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37

億円削減いたしました。 

これらの結果、営業利益25億37百万円（前年同期比73.5％減少）、経常利益は40億30百万円

（前年同期比64.6％減少）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21億78百万円計上したこと等により、四半期純損失は9億16百万円（前

年同期は5百万円の利益）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12月31日） 

(単位：百万円）

平成21年3月末 平成21年12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% 322,166 73.2% △ 40,761 -11.2%

固定資産 117,840 24.5% 118,044 26.8% 203 0.2%

資産合計 480,768 100.0% 440,210 100.0% △ 40,557 -8.4%

流動負債 267,439 55.6% 225,777 51.3% △ 41,662 -15.6%

固定負債 7,280 1.5% 8,975 2.0% 1,694 23.3%

負債合計 274,720 57.1% 234,752 53.3% △ 39,968 -14.5%

株主資本 201,505 41.9% 198,274 45.1% △ 3,230 -1.6%

評価・換算差額等 △ 3,177 -0.6% △ 523 -0.1% 2,654 -83.5%

新株予約権 93 0.0% 127 0.0% 34 36.5%

少数株主持分 7,627 1.6% 7,579 1.7% △ 47 -0.6%

純資産合計 206,048 42.9% 205,458 46.7% △ 589 -0.3%

負債及び純資産合計 480,768 100.0% 440,210 100.0% △ 40,557 -8.4%
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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） 

 
平成22年3月期の連結業績見通しについては、下記の通りといたします。 

なお、この連結業績見通しは、平成21年11月10日に公表しました「通期の連結業績見通し」

から変更ありません。 

 

（参考）平成21年11月10日公表の連結業績見通し 

(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 1,033,396 923,500 △ 109,896 -10.6% 

営業利益 15,016 5,500 △ 9,516 -63.4% 

経常利益 17,065 7,100 △ 9,965 -58.4% 

当期純利益（損失） △ 3,277 700 3,977 -       

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (9.7%) (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  

(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、例年、広告出稿が多い3月について

も、現時点で回復の兆しが見えず、不透明な状況です。 

 このような状況において、通期の売上高は、上記の金額を下回る可能性もありますが、懸命な営

業努力による売上総利益の確保、費用コントロールによる利益見通しの達成を目指しております。 

 そのため、今回、業績見通しの修正は行ないませんが、今後も事業環境の変化等を注視し、業績

見通しに大きな変動があると見込まれた場合には、適宜開示を行なう予定です。 

 

 

（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 


