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<補足資料>

2010年度上期 決算概況
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連結の業績
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０９年度上期 １０年度上期 前年同期比（差） 予想比（差）※

売上高 785,858 868,407 +10.5% +3.8%

売上総利益 134,923 145,896 +8.1% +1.6%

    　売上総利益率 17.2% 16.8% ▲0.4 ▲0.4

　  販管費 128,088 128,309 +0.2% ▲1.3%

営業利益 6,834 17,586 +157.3% +29.3%

　   オペレーティング･マージン 5.1% 12.1% +7.0 +2.6

経常利益 10,460 16,616 +58.8% +39.6%

税金等調整前

四半期純利益
10,105 3,283 ▲67.5% ▲67.2%

四半期純利益 7,138 2,859 ▲59.9% ▲53.1%

連結業績の概況
（百万円）

ppts

ppts

※予想比（差） は8/11発表の2010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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連結四半期業績の推移
（百万円）

注1：四半期報告書ベース
注2： 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およびのれん相当額の償却については、第１四半期においては行っておらず、

第２四半期に含まれております。

２０１０年度 第１四半期
前年同期比

（差）
第２四半期

前年同期比
（差）

売上高 416,998 +9.4% 451,409 +11.5%

売上総利益 67,700 +7.2% 78,195 +9.0%

    　売上総利益率 16.2% ▲0.4 17.3% ▲0.4

　  販管費 60,702 ▲1.8% 67,662 +2.1%

営業利益 6,997 +413.9% 10,533 +92.5%

オペレーティング･マージン 10.3% +8.1 13.5% +5.9

経常利益 2,845 +8.4% 13,713 +75.0%

税金等調整前
四半期純利益

1,544 ▲30.1% 1,738 ▲78.0%

四半期純利益 349 ▲81.7% 2,509 ▲52.0%

ppts

ppts

ppts

ppts
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連結売上高の状況 ＜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）

１０年度上期 前年同期比 １０年度上期 前年同期比

広告業 838,133 +10.5% 広告業

　（構成比95.3%） 地域電通5社 50,004 +6.8%

情報サービス業 28,878 +0.6% 電通テック 63,533 +6.5%

　（構成比 3.3%） cci 28,153 +16.0%

その他の事業 12,803 +17.0%
電通ﾎｰﾙﾃﾞィﾝｸﾞｽ
ＵＳＡ（連結）

27,000 +140.0%

　（構成比1.5％）
北京電通 25,385 +22.8%

　　計 879,815 +10.2% 情報サービス業

セグメント間の消去 ▲ 11,407 － ISID（連結） 28,878 +0.6%

連　　結 868,407 +10.5%

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 ＜２＞

（百万円）

１０年度上期 前年同期比 構成比

米  州 29,831 +136.3% 3.4%

欧  州 7,541 +67.8% 0.9%

中  国 28,878 +20.6% 3.3%

アジア（中国を除く） 26,128 +52.6% 3.0%

海外ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の消去 ▲ 127 － －

海外計 92,252 +58.6% 10.6%

日  本 780,224 +6.8% 89.4%

  計 872,477 － 100.0%

ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の消去 ▲ 4,069 － －

連  結 868,407 +10.5% －
注：海外における「10年度上期」は2010年1月～6月
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連結売上高の状況 ＜３＞

新規連結子会社の売上貢献

・新規連結子会社数 .17社

・除外 11社

・連結子会社数合計 131社（前年同期比6社増）

・新規連結売上高合計 162億円

主な新規連結子会社

【１０年度上期～】【０９年度下期～】

• Dentsu Innovation Interactive
• アドギア
• イグナイト 等

※新規連結には、2009年度下期に新規連結した子会社を含む。
※新規連結による売上高は内部取引控除後の金額を使用。
電通イノベーションインタラクティブ社を含めております。また一部孫会社は含まれておりません。

• ISIDアシスト
• Dentsu Creative Impact (India)
• Dentsu Media Korea 
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連結営業利益の状況

（百万円）

０９年度上期 １０年度上期 前年同期比（差）

売上総利益 134,923 145,896 +8.1%

　　　人件費 80,411 82,304 +2.4%

　　　　  給料手当 66,019 68,020 +3.0%

　　　  　その他 14,391 14,284 ▲0.7%

　　　営業費 39,850 38,173 ▲4.2%

　　　減価償却費等 7,827 7,831 +0.1%

　　販管費合計 128,088 128,309 +0.2%

営業利益 6,834 17,586 +157.3%

5.1% 12.1% +7.0　　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
（百万円）

０９年度上期 １０年度上期 前年同期比

営業利益 6,834 17,586 +157.3%

　　　営業外収益 5,296 3,513 ▲33.7%

　　　営業外費用 1,670 4,484 +168.4%

　　営業外損益 3,626 ▲ 970 －

経常利益 10,460 16,616 +58.8%

　  　  特別利益 1,347 2,074 +54.0%

　  　  特別損失 1,702 15,407 +805.1%

　   特別損益 ▲ 355 ▲ 13,332 －

税金等調整前

四半期純利益
10,105 3,283 ▲67.5%

四半期純利益 7,138 2,859 ▲59.9%
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連結貸借対照表の状況

１０年３月末 １０年９月末 増減比

流動資産 568,424 564,286 ▲0.7%

固定資産 549,811 522,236 ▲5.0%

資産合計 1,118,236 1,086,522 ▲2.8%

流動負債 461,595 436,108 ▲5.5%

固定負債 151,083 153,073 +1.3%

負債合計 612,679 589,181 ▲3.8%

株主資本 508,824 508,047 ▲0.2%

評価・換算差額等 ▲ 24,573 ▲ 29,909 －

少数株主持分 21,306 19,202 ▲9.9%

純資産合計 505,556 497,340 ▲1.6%

負債純資産合計 1,118,236 1,086,522 ▲2.8%

（百万円）
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単体の業績
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０９年度上期 １０年度上期 前年同期比（差） 予想比（差）※

売上高 618,617 672,394 +8.7% +4.6%

売上総利益 84,965 89,890 +5.8% +3.1%

      売上総利益率 13.7% 13.4% ▲ 0.3 ▲0.2

　販管費 78,334 77,826 ▲0.6% +0.3%

営業利益 6,630 12,063 +81.9% +25.2%

 オペレーティング･マージン 7.8% 13.4% +5.6 +2.4

経常利益 13,450 16,729 +24.4% +23.4%

税引前
四半期純利益

12,820 9,492 ▲26.0% ▲41.2%

四半期純利益 9,884 8,818 ▲10.8% ▲18.8%

単体業績の概況 （百万円）

ppts

ppts

ppts

ppts

※予想比（差） は8/11発表の2010年度第2四半期累計期間業績予想との差異
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２０１０年度 第１四半期
前年同期比

（差）
第２四半期

前年同期比
（差）

売上高 325,944 +6.3% 346,450 +11.1%

売上総利益 42,013 +2.9% 47,876 +8.4%

    　売上総利益率 12.9% ▲0.4 13.8% ▲0.4

　  販管費 36,285 ▲1.9% 41,544 +0.5%

営業利益 5,728 +50.3% 6,331 +124.8%

オペレーティング･マージン 13.6% +4.3 13.2% +6.8

経常利益 9,747 ▲5.6% 6,931 +122.1%

税引前
四半期純利益(▲損失）

12,334 +20.3% ▲ 2,842 －

四半期純利益 8,746 +1.9% 72 ▲94.5%

33

単体四半期業績の推移
（百万円）

注 四半期報告書ベースでの単体数字。

ppts

ppts

ppts

ppts
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単体業務区分別売上高の状況
（百万円）

売上高
(百万円）

対前年
同期比
増減

売上高
(百万円）

対前年
同期比
増減

売上高
(百万円）

対前年
同期比
増減

売上高
(百万円）

対前年
同期比
増減

売上高
(百万円）

対前年
同期比
増減

売上高
(百万円）

対前年
同期比
増減

新聞 27,197 ▲26.0% 27,278 ▲24.0% 54,475 ▲25.0% 27,855 +2.4% 26,515 ▲2.8% 54,370 ▲0.2%

雑誌 10,310 ▲32.4% 11,172 ▲28.0% 21,482 ▲30.2% 8,938 ▲13.3% 9,948 ▲11.0% 18,886 ▲12.1%

ラジオ 4,775 ▲13.0% 4,742 ▲17.3% 9,517 ▲15.2% 4,554 ▲4.6% 4,827 +1.8% 9,382 ▲1.4%

テレビ 153,787 ▲15.6% 146,320 ▲14.3% 300,108 ▲15.0% 165,153 +7.4% 155,642 +6.4% 320,795 +6.9%

テレビタイム 70,083 ▲16.2% 73,736 ▲22.1% 143,819 ▲19.3% 71,218 +1.6% 72,284 ▲2.0% 143,503 ▲0.2%

テレビスポット 83,704 ▲15.1% 72,583 ▲4.7% 156,288 ▲10.6% 93,934 +12.2% 83,358 +14.8% 177,292 +13.4%

インタラクティブメディア 6,110 +0.1% 7,699 +12.2% 13,810 +6.5% 9,230 +51.1% 10,151 +31.8% 19,381 +40.3%

ＯＯＨメディア 11,485 ▲9.8% 7,983 ▲22.5% 19,468 ▲15.5% 11,222 ▲2.3% 9,750 +22.1% 20,972 +7.7%

クリエーティブ 39,003 ▲13.1% 39,377 ▲14.8% 78,381 ▲14.0% 40,518 +3.9% 42,926 +9.0% 83,445 +6.5%

32,743 ▲14.5% 41,425 ▲2.1% 74,168 ▲7.9% 37,555 +14.7% 45,501 +9.8% 83,056 +12.0%

コンテンツサービス 16,293 ▲7.9% 20,733 +3.6% 37,026 ▲1.8% 15,989 ▲1.9% 35,911 +73.2% 51,900 +40.2%

その他 4,967 ▲22.4% 5,211 ▲31.5% 10,179 ▲27.3% 4,926 ▲0.8% 5,275 +1.2% 10,202 +0.2%

合計 306,674 ▲16.2% 311,943 ▲13.7% 618,617 ▲14.9% 325,944 +6.3% 346,450 +11.1% 672,394 +8.7%

２００９年度 ２０１０年度

業務区分

第１四半期 第２四半期 合計 第１四半期 第２四半期 合計

マーケティング／
プロモーション
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売上高
(百万円）

対前年
同期比
増減

売上高
(百万円）

対前年
同期比
増減

売上高
(百万円）

対前年
同期比
増減

売上高
(百万円）

対前年
同期比
増減

売上高
(百万円）

対前年
同期比
増減

売上高
(百万円）

対前年
同期比
増減

情報・通信 37,698 ▲15.3% 41,579 ▲9.6% 79,278 ▲12.4% 41,797 +10.9% 60,546 +45.6% 102,343 +29.1%

飲料・嗜好品 41,245 ▲11.1% 35,460 ▲3.8% 76,705 ▲7.9% 40,597 ▲1.6% 38,845 +9.5% 79,442 +3.6%

化粧品・トイレタリー 26,070 ▲11.6% 25,266 ▲5.7% 51,336 ▲8.8% 31,342 +20.2% 30,071 +19.0% 61,414 +19.6%

金融・保険 18,793 ▲24.9% 19,350 ▲31.5% 38,143 ▲28.4% 23,160 +23.2% 21,543 +11.3% 44,703 +17.2%

食品 22,127 ▲10.4% 21,868 ▲6.0% 43,995 ▲8.3% 22,998 +3.9% 21,574 ▲1.3% 44,572 +1.3%

家電・ＡＶ機器 16,805 ▲33.0% 15,610 ▲40.2% 32,416 ▲36.7% 19,265 +14.6% 19,036 +21.9% 38,301 +18.2%

流通・小売業 15,172 ▲7.4% 16,164 ▲8.5% 31,337 ▲8.0% 17,041 +12.3% 18,271 +13.0% 35,312 +12.7%

薬品・医療用品 17,794 ▲1.9% 16,719 ▲0.2% 34,514 ▲1.1% 16,361 ▲8.1% 17,106 +2.3% 33,467 ▲3.0%

外食・各種サービス 15,269 ▲15.5% 15,563 ▲5.2% 30,832 ▲10.6% 16,689 +9.3% 16,004 +2.8% 32,694 +6.0%

自動車・関連品 15,545 ▲38.4% 16,673 ▲23.5% 32,218 ▲31.5% 14,532 ▲6.5% 15,170 ▲9.0% 29,703 ▲7.8%

趣味・スポーツ用品 17,908 ▲7.4% 16,619 ▲11.3% 34,527 ▲9.3% 13,705 ▲23.5% 15,027 ▲9.6% 28,733 ▲16.8%

官公庁・団体 8,999 +29.3% 14,344 +42.5% 23,343 +37.1% 12,927 +43.6% 13,008 ▲9.3% 25,935 +11.1%

交通・レジャー 12,639 ▲17.1% 12,967 ▲18.9% 25,607 ▲18.0% 12,499 ▲1.1% 13,286 +2.5% 25,786 +0.7%

不動産・住宅設備 8,117 ▲23.0% 9,329 ▲21.4% 17,447 ▲22.2% 8,409 +3.6% 9,110 ▲2.4% 17,519 +0.4%

ファッション・アクセサリー 6,552 ▲12.3% 6,806 ▲19.9% 13,358 ▲16.4% 7,727 +17.9% 8,854 +30.1% 16,581 +24.1%

その他 25,932 ▲22.1% 27,620 ▲23.7% 53,552 ▲23.0% 26,887 +3.7% 28,992 +5.0% 55,880 +4.3%

合計 306,674 ▲16.2% 311,943 ▲13.7% 618,617 ▲14.9% 325,944 +6.3% 346,450 +11.1% 672,394 +8.7%

第２四半期 合計

２００９年度 ２０１０年度

業種

第１四半期 第２四半期 合計 第１四半期

35

単体業種別売上高の状況

※ 「その他」は２０１０年度第２四半期累計期間の上位１５業種以外の合計。

（百万円）
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単体営業利益の状況

（百万円）

０９年度上期 １０年度上期 前年同期比（差）

売上総利益 84,965 89,890 +5.8%

　　人件費 50,253 50,641 +0.8%

　　　　給料手当 40,514 40,915 +1.0%

　　　　その他 9,738 9,725 ▲0.1%

　　営業費 22,807 22,531 ▲1.2%

　　減価償却費 5,273 4,653 ▲11.8%

　　販管費合計 78,334 77,826 ▲0.6%

営業利益 6,630 12,063 +81.9%

7.8% 13.4% +5.6　　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
（百万円）

０９年度上期 １０年度上期 前年同期比

営業利益 6,630 12,063 +81.9%

　　営業外収益 8,480 8,588 +1.3%

　　営業外費用 1,661 3,923 +136.2%

　営業外損益 6,819 4,665 ▲31.6%

経常利益 13,450 16,729 +24.4%

　   特別利益 588 7,550 12.8倍

　   特別損失 1,218 14,787 12.1倍

　特別損益 ▲ 630 ▲ 7,236 －

税引前

四半期純利益
12,820 9,492 ▲26.0%

四半期純利益 9,884 8,818 ▲10.8%
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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

０９年度実績 １０年度見通し 前年同期比（差） 予想比（差）※

売上高 1,678,618 1,820,600 +8.5% +4.0%

売上総利益 296,490 311,100 +4.9% +0.6%

   　 売上総利益率 17.7% 17.1% ▲0.6 ▲0.6

　販管費 259,166 263,600 +1.7% ▲1.3%

営業利益 37,323 47,500 +27.3% +12.6%

　   オペレーティング ･マージン 12.6% 15.3% +2.7 +1.7

経常利益 44,790 48,800 +9.0% +14.3%

税金等調整前

当期純利益
40,048 35,200 ▲12.1% ▲12.2%

当期純利益 31,130 20,800 ▲33.2% ▲8.8%

（百万円）

ppts

ppts

ppts

ppts

注 10年度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23億50百万円(のれん償却8億66百万円控除後)としており
ます。なお、為替レートについては他の関係会社同様、平成22年１月から9月の平均為替レート１ユーロ＝約117.8円を用いております。

※予想比（差）は8/11発表の2010年度通期業績予想との差異
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通期の単体業績の見通し
（百万円）

０９年度実績 １０年度見通し 前年同期比（差）
予想比（差）※

売上高 1,315,072 1,384,400 +5.3% +3.2%

売上総利益 185,479 191,000 +3.0% +1.8%

   　売上総利益率 14.1% 13.8% ▲ 0.3 ▲ 0.2

　販管費 159,165 158,900 ▲0.2% +0.8%

営業利益 26,313 32,100 +22.0% +6.6%

　   オペレーティング ･マージン 14.2% 16.8% +2.6 +0.8

経常利益 33,702 38,300 +13.6% +8.8%

税引前当期純利益 28,830 31,100 +7.9% ▲17.7%

当期純利益 27,055 21,300 ▲21.3% ▲9.0%

ppts

ppts

※ 予想比（差） は8/11発表の2010年度通期業績予想との差異

ppts

ppts


