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平成22 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 23 年 3 月期 第1 四半期決算短信【日本基準】（連結） 参考資料 
 

 

 本日公表しました平成23 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22 年4 月1 日～平成22 年6 月30 日） 

(単位：百万円）

平成22年3月期 平成23年3月期 前年同期比

第1四半期（実績） 第1四半期（実績） 増減額 （％）

売上高 214,239 212,397 △ 1,842 -0.9% 

売上総利益 31,847 32,251 404 1.3% 

（売上総利益率） (14.9%) (15.2%) (+0.3%)

販管費 33,893 34,008 115 0.3% 

営業利益（損失） △ 2,046 △ 1,757 289   ---  

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (-6.4%) (-5.4%) (+1.0%)

営業外損益 569 845 275 48.3% 

経常利益（損失） △ 1,476 △ 911 564   ---  

特別損益 △ 214 △ 1,631 △ 1,416

税引前利益（損失） △ 1,690 △ 2,542 △ 852   ---  

四半期純利益（損失） △ 1,782 △ 2,310 △ 528   ---  

 (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最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。 

 

 当第１四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。 

 

 

２．連結貸借対照表 要約（平成22 年6 月30 日） 

(単位：百万円）

平成22年3月末 平成22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 339,357 74.4% 319,926 74.1% △ 19,430 -5.7%

固定資産 116,955 25.6% 112,112 25.9% △ 4,843 -4.1%

資産合計 456,313 100.0% 432,038 100.0% △ 24,274 -5.3%

流動負債 238,131 52.2% 219,818 50.9% △ 18,313 -7.7%

固定負債 9,378 2.0% 8,851 2.0% △ 527 -5.6%

負債合計 247,510 54.2% 228,669 52.9% △ 18,840 -7.6%

株主資本 200,468 44.0% 196,808 45.6% △ 3,660 -1.8%

評価・換算差額等 421 0.1% △ 1,565 -0.4% △ 1,987 -472.0%

新株予約権 126 0.0% 149 0.0% 23 18.3%

少数株主持分 7,786 1.7% 7,977 1.9% 190 2.4%

純資産合計 208,802 45.8% 203,369 47.1% △ 5,433 -2.6%

負債及び純資産合計 456,313 100.0% 432,038 100.0% △ 24,274 -5.3%
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３．通期の連結業績見通し（平成22 年4 月1 日～平成23 年3 月31 日） 

 

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。 

 

なお、平成22 年5 月13 日発表の業績予想は、下記の通りです。 

(単位：百万円）

上期 下期 通期

平成23年3月期 前年同期比 平成23年3月期 前年同期比 平成23年3月期 前年同期比

見通し 増減額 （％） 見通し 増減額 （％） 見通し 増減額 （％）

売上高 447,000 4,523 1.0% 488,000 13,412 2.8% 935,000 17,935 2.0% 

営業利益 1,500 1,440 － 7,000 924 15.2% 8,500 2,364 38.5% 

経常利益 2,200 1,191 118.0% 7,800 615 8.6% 10,000 1,806 22.0% 

当期純利益 0 1,699 － 3,200 224 7.5% 3,200 1,923 150.6% 

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (2.1%) (+2.1%) (9.0%) (+0.9%) (5.7%) (+1.5%)  
 

今期、平成23 年3 月期は、依然不透明なビジネス環境にあるものの、広告市場は、緩やかに回復し

てくると見ております。そのような環境の中、着実な利益確保を図るとともに、中長期の成長へ向けた

取り組みを進めて行きたいと考えております。 

 

上記の連結業績見通しにつきましては、以下のような考え方で作成しております。 

 

◎ マクロ環境：国内広告費の市場は、テレビなど一部に回復の兆しが見え始めましたが、不透明な部

分も多く、回復基調は緩やかになると見ております。そのため、前年と比較しますと、通期ベースで、

横ばい程度と考えております。 

 

◎ 売上高：このような環境の中、広告主の課題解決に注力し、通期売上高は、9,350 億円、前期比で

+2.0%の伸びを見込んでおります。 

 

◎ 営業利益：売上総利益率につきましては、継続して収益性を意識した取り組みを進め、もう一段の

向上を目指してまいります。販管費につきましては、引き続き、費用抑制に努めますが、中期経営計画

達成に向けた戦略的な費用も確保していきたいと考えており、前期比20 億円程度増加する見通しです。

その結果、通期の営業利益は85 億円と前期比23 億円程度の増益見通しです。 

 

◎ 経常利益：受取配当金、持分法による投資利益など営業外損益を加えました経常利益は、100 億円

と前期比18 億円程度の増益と見ております。 

 

◎ 当期純利益：現時点で、大きな特別損益は見込んでおりません。そのため、当期純利益は、32 億

円と前期比19 億円程度の増益見通しです。 

 

なお、1 株当たり配当金については、安定配当の考え方を基本に、今後の事業環境等を総合的に勘案

し、平成22 年3 月期と同額の年間70 円の予定でおります。 

 
（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 
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