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1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

 (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 ％

 23年3月期第1四半期 212,397 △0.9 △1,757 ― △911 ― △2,310 ―

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

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

 23年3月期第1四半期 △59 91 ―

 22年3月期第1四半期 △46 21 ―

 (2) 連結財政状態

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

 23年3月期第1四半期 432,038 203,369 45.2 5,062 59

 22年3月期 456,313 208,802 44.0 5,209 02

(参考) 自己資本  23年3月期第1四半期 195,242百万円  22年3月期 200,889百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

 22年3月期 ― 35 00 ― 35 00 70 00

 23年3月期 ―

  23年3月期(予想) 35 00 ― 35 00 70 00

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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(累計) 447,000 1.0 1,500 ― 2,200 118.0 0 ― 0 00

通期 935,000 2.0 8,500 38.5 10,000 22.0 3,200 150.6 82 97



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四

半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表についての独立監査人

の四半期レビュー報告書を受領しております。 

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいておりますが、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる

可能性があります。 

業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信

【添付資料】3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規   ― 社、除外  ― 社

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む)  23年3月期1Ｑ 38,855,810株  22年3月期 38,855,810株

② 期末自己株式数  23年3月期1Ｑ 290,044株  22年3月期 290,044株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  23年3月期1Ｑ 38,565,766株  22年3月期1Ｑ 38,565,730株



  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ……………………………………… 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………… 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………… 2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………… 3 

2. その他の情報 ………………………………………………………………………… 4 

(1) 重要な子会社の異動の概要 ……………………………………………………… 4 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 …………………………………… 4 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 …………………………… 4 

3. 四半期連結財務諸表 ………………………………………………………………… 5 

(1) 四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………… 5 

(2) 四半期連結損益計算書 …………………………………………………………… 7 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………… 9 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………11 

(5) セグメント情報 ……………………………………………………………………11 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………12 

  

  

○添付資料の目次

㈱博報堂ＤＹホールディングス（2433）　平成23年3月期第1四半期決算短信

1



当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日、以下「当四半期」）における日

本経済は、新興国経済の成長を背景に輸出や生産が拡大し、緩やかな回復基調で推移する一方、欧米景

気の見通しの厳しさなどから、先行き不透明感が拭えない状況が続きました。 

 国内広告業界においては、企業の広告出稿に底打ち感が見られるものの、本格的な景気回復に至らな

い国内経済状況を反映して、厳しい状況が続いております。 

 このような環境下、当社グループは、中期基本戦略である「次世代型の統合マーケティング・ソリュ

ーションの実践を通じて、企業のマーケティング活動全体の 適化を実現する責任あるパートナーとな

る」ことをベースに積極的な営業活動を行ってまいりました。しかしながら、売上高は前年同期の水準

に至らず、2,123億97百万円と前年同期比0.9%の減収となりました。一方、売上総利益は、グループ全

体で収益性向上を意識した取り組みを継続した結果、前年同期より４億４百万円増加し、322億51百万

円（前年同期比1.3%増加）となりました。販売費及び一般管理費は、グループ全体での抑制により、連

結範囲拡大の影響を吸収してほぼ前年並みの水準となりましたが、営業損益は、17億57百万円の損失

（前年同期は20億46百万円の損失）となりました。同様に経常損益は、持分法投資利益等が増加したも

のの、９億11百万円の損失（前年同期は14億76百万円の損失）となりました。これに特別損益を加味し

た税金等調整前四半期純損益は、前年同期から８億52百万円減少し、25億42百万円の損失となりまし

た。これは、投資有価証券評価損16億69百万円を特別損失として計上したこと等によります。なお、税

金等を控除した四半期純損益は、前年同期から５億28百万円減少し、23億10百万円の損失となりまし

た。 

  

 当四半期の売上高を種目別にみますと、テレビ広告はスポット出稿が堅調に推移して前年同期を上回

ったものの、マスメディア取引全体では前年同期を下回る結果となりました。一方、非マスメディア取

引はインターネットメディアやアウトドアメディア向け出稿等が前年同期を上回ったものの、非マスメ

ディア取引全体では前年同期を下回っております。（※） 

 また、得意先業種別に見ると、「飲料・嗜好品」「官公庁・団体」「食品」等が堅調に推移しまし

た。売上構成比の高い「自動車・関連品」「情報・通信」は、前年同期を下回ったものの、減少幅は縮

小しております。（※） 

  

（※）当社の社内管理上の区分と集計によります。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ242億74百万円減少し、4,320億38百

万円となりました。主な増減は、受取手形及び売掛金の減少221億26百万円、投資有価証券の減少57億

39百万円、有価証券の増加18億14百万円、棚卸資産の増加14億23百万円等であります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ188億40百万円減少し、2,286億69百万円となりました。これは主

に、流動負債において支払手形及び買掛金が147億14百万円、賞与引当金が64億44百万円減少したこと

によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ54億33百万円減少し、2,033億69百万円となりました。これは主

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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に、利益剰余金が36億60百万円、その他有価証券評価差額金が20億66百万円それぞれ減少したこと等に

よるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は660億36百万円となり、前年同期より81

億２百万円の増加（前連結会計年度末より19億68百万円の減少）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、売上債権の減少（223億４百万円）等があったものの、税金

等調整前四半期純損失25億42百万円の計上、賞与引当金の減少（△64億44百万円）、仕入債務の減少

（△148億20百万円）等の結果、１億75百万円の増加（前年同期は98億83百万円の増加）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、定期預金の払戻による収入（５億17百万円）、投資有価証券

の売却による収入（３億72百万円）を計上する一方、短期貸付金の増加（△７億16百万円）、無形固定

資産の取得による支出（△４億60百万円）等により、４億57百万円の減少（前年同期は９億34百万円の

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（△12億41百万円）、短期借入金の減少（△３

億33百万円）等の結果、16億65百万円の減少（前年同期は14億66百万円の減少）となりました。 

  

景気は緩やかな回復基調にありますが不安定要素も多く、当社グループが属する広告市場もその先行

きは不透明であります。このため、現時点で見通しを変更する確かな要因はないため、平成22年５月13

日発表の業績予想を変更しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

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。  

  

① 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月

10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平

成20年３月10日）を適用しております。これによる損益への影響は軽微であります。 

  

② 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。これにより、営業損失及び経常損失が６百万円、税金等調整前四

半期純損失が82百万円、それぞれ増加しております。  

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 72,557 74,870

受取手形及び売掛金 211,313 233,440

有価証券 4,833 3,019

たな卸資産 8,161 6,737

その他 24,139 22,481

貸倒引当金 △1,078 △1,191

流動資産合計 319,926 339,357

固定資産

有形固定資産 20,181 20,253

無形固定資産

のれん 2,110 2,245

その他 4,588 4,925

無形固定資産合計 6,698 7,170

投資その他の資産

投資有価証券 44,242 49,981

その他 44,799 43,448

貸倒引当金 △3,810 △3,899

投資その他の資産合計 85,232 89,530

固定資産合計 112,112 116,955

資産合計 432,038 456,313

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 196,751 211,466

短期借入金 1,693 1,994

1年内返済予定の長期借入金 101 81

未払法人税等 943 2,530

資産除去債務 18 －

賞与引当金 3,044 9,489

債務保証損失引当金 50 50

その他 17,215 12,519

流動負債合計 219,818 238,131

固定負債

長期借入金 94 53

資産除去債務 93 －

退職給付引当金 6,207 5,934

役員退職慰労引当金 1,157 2,045

その他 1,298 1,345

固定負債合計 8,851 9,378

負債合計 228,669 247,510
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 99,886 103,546

自己株式 △1,972 △1,972

株主資本合計 196,808 200,468

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △476 1,589

為替換算調整勘定 △1,088 △1,168

評価・換算差額等合計 △1,565 421

新株予約権 149 126

少数株主持分 7,977 7,786

純資産合計 203,369 208,802

負債純資産合計 432,038 456,313

㈱博報堂ＤＹホールディングス（2433）　平成23年3月期第1四半期決算短信

6



(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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 214,239 212,397

売上原価 182,392 180,145

売上総利益 31,847 32,251

販売費及び一般管理費

給料及び手当 14,651 14,844

退職給付費用 1,456 1,279

賞与引当金繰入額 2,236 2,511

役員退職慰労引当金繰入額 109 134

のれん償却額 98 162

貸倒引当金繰入額 11 －

その他 15,329 15,076

販売費及び一般管理費合計 33,893 34,008

営業損失（△） △2,046 △1,757

営業外収益

受取利息 52 37

受取配当金 478 515

持分法による投資利益 99 234

その他 103 176

営業外収益合計 734 963

営業外費用

支払利息 27 14

為替差損 62 36

投資事業組合運用損 － 37

その他 74 30

営業外費用合計 165 118

経常損失（△） △1,476 △911

特別利益

固定資産売却益 1 0

投資有価証券売却益 3 112

ゴルフ会員権売却益 9 0

貸倒引当金戻入額 － 134

事業譲渡益 172 －

持分変動利益 － 0

新株予約権戻入益 － 1

特別利益合計 188 249

㈱博報堂ＤＹホールディングス（2433）　平成23年3月期第1四半期決算短信

7



（単位：百万円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

特別損失

固定資産売却損 10 26

固定資産除却損 15 44

減損損失 30 －

関係会社株式売却損 0 －

投資有価証券売却損 － 18

投資有価証券評価損 98 1,669

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 76

特別退職金 241 30

その他 5 13

特別損失合計 402 1,880

税金等調整前四半期純損失（△） △1,690 △2,542

法人税、住民税及び事業税 591 662

法人税等調整額 △468 △1,109

法人税等合計 122 △446

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,096

少数株主利益又は少数株主損失（△） △31 213

四半期純損失（△） △1,782 △2,310
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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損失（△） △1,690 △2,542

減価償却費 1,020 1,024

減損損失 30 －

のれん償却額 98 162

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,746 △6,444

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △36 △18

退職給付引当金の増減額（△は減少） 365 270

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23 △887

貸倒引当金の増減額（△は減少） △31 △203

受取利息及び受取配当金 △531 △553

支払利息 27 14

為替差損益（△は益） △1 92

持分法による投資損益（△は益） △99 △234

関係会社株式売却損益（△は益） 0 －

投資有価証券売却損益（△は益） △3 △93

投資有価証券評価損益（△は益） 98 1,669

固定資産売却損益（△は益） 8 25

固定資産除却損 13 19

売上債権の増減額（△は増加） 47,170 22,304

たな卸資産の増減額（△は増加） △867 △1,426

仕入債務の増減額（△は減少） △31,725 △14,820

前払年金費用の増減額（△は増加） 70 △167

その他 4,134 3,325

小計 10,279 1,516

利息及び配当金の受取額 554 653

利息の支払額 △9 △8

法人税等の支払額 △941 △1,985

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,883 175
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（単位：百万円）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 △128 △153

定期預金の払戻による収入 267 517

有価証券の取得による支出 － △300

有価証券の売却による収入 1,801 －

有形固定資産の取得による支出 △151 △186

有形固定資産の売却による収入 1 6

無形固定資産の取得による支出 △157 △460

投資有価証券の取得による支出 △1,248 △263

投資有価証券の売却による収入 270 372

出資金の払込による支出 △213 －

出資金の回収による収入 5 0

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 45

敷金の差入による支出 △42 △25

敷金の回収による収入 51 237

短期貸付金の増減額（△は増加） 5 △716

長期貸付けによる支出 △17 △10

長期貸付金の回収による収入 17 9

債権信託受益権の増減額（△は増加） △1,541 325

その他 138 142

投資活動によるキャッシュ・フロー △934 △457

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） △176 △333

長期借入金の返済による支出 △57 △28

配当金の支払額 △881 △1,241

少数株主への配当金の支払額 △346 △49

その他 △4 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,466 △1,665

現金及び現金同等物に係る換算差額 229 △20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,711 △1,968

現金及び現金同等物の期首残高 50,222 68,005

現金及び現金同等物の四半期末残高 57,934 66,036

㈱博報堂ＤＹホールディングス（2433）　平成23年3月期第1四半期決算短信

10



 該当事項はありません。 

  

前第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) 
  

 
(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 

 

 

前第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) 
  

 
(注) １ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 
  

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

広告業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

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

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】

日本
(百万円)

海外
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

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

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

【セグメント情報】
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１．報告セグメントの概要 

当社の事業セグメントは、当社の構成単位のうち分離した財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社グループは主に新聞、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等のサービスを行っており、当

社は持株会社として存在し、事業活動は株式会社博報堂、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を中核会社として実施しております。中核会社はそれぞれ関係

会社を持ち、グループを形成、提供するサービスについて包括的な戦略を立案し、事業を展開しており

ます。従って、当社グループは中核会社の構成するグループ別のセグメントから構成されております。

 しかし、これらセグメントはいずれも上記の広告に関連するサービスを主な事業としており、その経

済的特長、サービスの提供方法及び販売方法、対象とする市場及び顧客、業種に特有の規制環境等は概

ね類似しており、また、これらを集約することは、当社グループの過去の業績を理解し、将来のキャッ

シュ・フローの予測を適切に評価するための事業活動の内容及び経営環境についての適切な情報提供に

つながると判断できるため、当社グループでは連結全体を１つの報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当社グループは、事業を集約し単一セグメントとしているため、記載を省略しております。 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

  当社グループは、事業を集約し単一セグメントとしているため、記載を省略しております。 

  

４. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  当社グループは、事業を集約し単一セグメントとしているため、記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱博報堂ＤＹホールディングス（2433）　平成23年3月期第1四半期決算短信

12




