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平成22 年11 月10 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2 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2 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9 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２四半期（実績） 第２四半期（実績） 増減額 （％）

売上高 442,477 434,132 △ 8,344 -1.9% 

売上総利益 68,247 70,431 2,183 3.2% 

（売上総利益率） (15.4%) (16.2%) (+0.8%)

販管費 68,187 67,592 △ 595 -0.9% 

営業利益 60 2,838 2,778   －  

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (0.1%) (4.0%) (+3.9%)

営業外損益 949 1,313 364 38.4% 

経常利益 1,009 4,152 3,143 311.4% 

特別損益 △ 1,483 △ 4,139 △ 2,655

税引前利益（損失） △ 474 13 487   －  

四半期純利益（損失） △ 1,699 △ 3,343 △ 1,644   －  

 (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２四半期連結累計期間（平成22 年４月１日～平成22 年９月30 日）における日本経済は、好調

な新興国経済や各種の政策効果などを背景に企業収益が改善傾向をみせつつも、失業率は依然として高

い水準に留まるなど、回復基調で推移しつつも不透明な状況が続きました。一方、広告業界においては、

業種や広告主企業毎に回復の力強さ、スピードにばらつきがあるものの、広告市場全体としては底を打

った状況にありました。 

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

を下回り、4,341 億32 百万円（前年同期比1.9%減少）となりました。一方、収益性向上を意識した

数々の取り組みにより売上総利益率は向上し、売上総利益は、704 億31 百万円（前年同期比3.2%増

加）となりました。また、販売費及び一般管理費を675 億92 百万円（前年同期比0.9%減少）に抑制

した結果、営業利益は大幅に改善し、28 億38 百万円（前年同期は60 百万円）となりました。これに

加えて持分法投資利益の増加等により、経常利益は 41 億 52 百万円（前年同期は 10 億９百万円）と  
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なりましたが、投資有価証券評価損39 億22 百万円を特別損失として計上したこと等により、税金等調

整前四半期純損益は、13 百万円（前年同期は４億74 百万円の損失）にとどまりました。また、四半期

純損益は、一部子会社における繰延税金資産の取り崩しの影響等もあり、前年同期から16 億44 百万円

減少し、33 億43 百万円の損失となりました。 

 

当第２四半期連結累計期間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引き続き堅調

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」「不動産・住宅設備」「食品」等が堅調に推移する一方、

「金融・保険」「外食・各種サービス」等は前年同期から減少しております。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9 月30 日） 

(単位：百万円）

平成22年3月末 平成22年9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% 314,875 74.1% △ 24,482 -7.2%

固定資産 116,955 25.6% 109,906 25.9% △ 7,048 -6.0%

資産合計 456,313 100.0% 424,782 100.0% △ 31,531 -6.9%

流動負債 238,131 52.2% 210,830 49.6% △ 27,301 -11.5%

固定負債 9,378 2.0% 11,217 2.7% 1,838 19.6%

負債合計 247,510 54.2% 222,047 52.3% △ 25,462 -10.3%

株主資本 200,468 44.0% 195,775 46.0% △ 4,693 -2.3%

評価・換算差額等 421 0.1% △ 1,350 -0.3% △ 1,772 -420.9%

新株予約権 126 0.0% 147 0.0% 21 16.9%

少数株主持分 7,786 1.7% 8,162 2.0% 375 4.8%

純資産合計 208,802 45.8% 202,734 47.7% △ 6,068 -2.9%

負債及び純資産合計 456,313 100.0% 424,782 100.0% △ 31,531 -6.9%
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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） 

 

連結業績見通しは、平成22 年10 月26 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。 

 

なお、平成22 年10 月26 日発表の業績予想は、下記の通りです。 

(単位：百万円） （参考）

平成22年3月期 平成23年3月期 前期比

実績 見通し 増減額 （％）

売上高 917,065 922,100 5,035 0.5% 935,000

営業利益 6,136 10,000 3,864 63.0% 8,500

経常利益 8,194 12,000 3,806 46.4% 10,000

当期純利益（損失） 1,277 0 △ 1,277 -           3,200

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (4.3%) (6.7%) (+2.5%) (5.7%)

 (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13日時点での
当期見通し

 
(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

実績 増減額 （％） 見通し 増減額 （％） 見通し 増減額 （％）

売上高 434,132 △ 8,344 -1.9% 487,968 13,380 2.8% 922,100 5,035 0.5% 

営業利益 2,838 2,778 － 7,162 1,086 17.9% 10,000 3,864 63.0% 

経常利益 4,152 3,143 311.4% 7,848 663 9.2% 12,000 3,806 46.4% 

当期純利益 △ 3,343 △ 1,644 － 3,343 367 12.3% 0 △ 1,277 －

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (4.0%) (+3.9%) (9.2%) (+1.1%) (6.7%) (+2.5%)  
 

(1）第2 四半期累計期間の連結業績予想の修正理由 

国内の広告市場には、底打ち感が出てきておりますが、第2 四半期累計期間の売上高は、その回復基

調が、期初に見通していたペースよりも緩やかなものとなり、予想を下回る見通しです。しかしながら、

売上総利益率の向上、販管費のコントロールに努めた結果、営業利益と経常利益は、予想を上回る見通

しです。なお、当期純利益は、投資有価証券評価損などが発生したことから、予想を下回る見通しとな

りました。 

 

（2）通期の連結業績予想の修正理由 

下期の見通しにつきましては、期初の見通しから、基本的に変わっておりません。 

そのため、通期の連結業績予想は、上記の第2 四半期累計期間の修正をほぼ反映しております。 

その結果、通期の売上高は、前回予想を下回る見通しです。一方、営業利益、経常利益は、前回予想

を上回る見通しです。なお、当期純利益は、第2 四半期累計期間に投資有価証券評価損などが発生した

ことから、予想を下回る見通しとなりました。 

 

なお、下期については、広告市場が緩やかに回復していく中で、広告主の課題解決に注力し、売上総

利益率の向上、販管費のコントロールに努め、前年同期比増収、増益を見込んでおります。 

 

 

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 


