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平成23 年2 月4 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3 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22 年4 月1 日～平成22 年12 月31 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3四半期累計 第3四半期累計 増減額 （％）

売上高 669,145 672,072 2,927 0.4% 

売上総利益 104,442 109,583 5,141 4.9% 

（売上総利益率） (15.6%) (16.3%) (+0.7%)

販管費 101,904 101,163 △ 741 -0.7% 

営業利益 2,537 8,420 5,883 231.9% 

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (2.4%) (7.7%) (+5.3%)

営業外損益 1,493 2,351 858 57.5% 

経常利益 4,030 10,772 6,741 167.3% 

特別損益 △ 1,698 △ 2,193 △ 495

税引前利益 2,331 8,578 6,246 267.9% 

四半期純利益（損失） △ 916 1,921 2,838   ---  

 (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３四半期連結累計期間（平成22 年４月１日～平成22 年12 月31 日）における日本経済は依然

として足踏み状態が続いているものの、好調な新興国経済や各種の政策効果を背景に、一部に持ち直し

の兆しが見られました。広告業界においても、幅広い業種において広告出稿が前年同期を上回り、広告

市場全体としては回復基調が着実なものとなりつつあります。 

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。その結果、売上高は6,720 億72 百万円

（前年同期比0.4％増加）と前年同期の水準を上回りました。当第３四半期連結累計期間の売上高を種

目別に見ますと、テレビ広告ではスポット出稿が好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、クリエイティブ等が前年同期を上回った結果、非マスメディア

取引全体でも前年同期を上回りました。また、得意先業種別に見ると、「不動産・住宅設備」「食品」「飲

料・嗜好品」等が堅調に推移する一方、「趣味・スポーツ用品」「外食・各種サービス」「交通・レジャー」
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等は前年同期から減少しております。なお売上構成比の高い「自動車・関連品」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。（※１） 

売上総利益については、グループ全体での収益性向上のための様々な取り組みによって売上総利益率

が向上したことにより1,095 億83 百万円（前年同期比4.9％増加）となり、販売費及び一般管理費に

ついては、1,011 億63 百万円（前年同期比0.7％減少）に抑制しました。これらの結果、営業利益は

大幅に改善し84 億20 百万円（前年同期比231.9％増加）となり、経常利益は持分法投資利益の増加

等もあり107 億72 百万円（前年同期比167.3％増）となりました。これに特別利益４億57 百万円及

び特別損失26 億50 百万円（※２）を加味した税金等調整前四半期純利益は、85 億78 百万円（前年同

期比267.9％増加）となりました。なお、税金等を控除した四半期純利益は19 億21 百万円と黒字に

転じ、前年同期から28 億37 百万円の増益となりました。 

 

（※１）当社の社内管理上の区分と集計によります。 

（※２）当第3 四半期連結累計期間の特別損失は26 億50 百万円で、第２四半期連結累計期間（42

億93 百万円）と比較して減少しております。この減少の主な要因は、当社が有価証券の評価を洗替

方式により行っているためであります。なお、時価の変動の結果、当第３四半期連結累計期間におけ

る投資有価証券評価損は10 億46 百万円となり、第２四半期連結累計期間の39 億22 百万円から

28 億75 百万円減少しております。 

 

 

２．連結貸借対照表 要約（平成22 年12 月31 日） 

 
(単位：百万円）

平成22年3月末 平成22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 339,357 74.4% 337,412 75.3% △ 1,945 -0.6%

固定資産 116,955 25.6% 110,679 24.7% △ 6,275 -5.4%

資産合計 456,313 100.0% 448,091 100.0% △ 8,221 -1.8%

流動負債 238,131 52.2% 229,191 51.1% △ 8,940 -3.8%

固定負債 9,378 2.0% 11,441 2.6% 2,063 22.0%

負債合計 247,510 54.2% 240,633 53.7% △ 6,877 -2.8%

株主資本 200,468 44.0% 199,690 44.6% △ 778 -0.4%

評価・換算差額等 421 0.1% △ 1,569 -0.4% △ 1,991 -472.9%

新株予約権 126 0.0% 150 0.0% 24 19.0%

少数株主持分 7,786 1.7% 9,187 2.1% 1,400 18.0%

純資産合計 208,802 45.8% 207,458 46.3% △ 1,344 -0.6%

負債及び純資産合計 456,313 100.0% 448,091 100.0% △ 8,221 -1.8%
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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） 

 

当第３四半期連結累計期間の業績及び 近の業績動向をふまえ、平成22 年11 月10 日に公表いた

しました平成23 年3 月期通期の連結業績見通しを以下の通り修正いたしました。 

 

(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 917,065 931,000 13,935 1.5% 922,100

営業利益 6,136 13,500 7,364 120.0% 10,000

経常利益 8,194 16,350 8,156 99.5% 12,000

当期純利益 1,277 4,500 3,223 252.3% 0

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (4.3%) (8.9%) (+4.7%) (6.7%)

 (ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) = 営業利益／売上総利益

11月10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% 496,868 22,280 4.7% 931,000 13,935 1.5% 

営業利益 2,838 2,778 － 10,662 4,586 75.5% 13,500 7,364 120.0% 

経常利益 4,152 3,143 311.4% 12,198 5,013 69.8% 16,350 8,156 99.5% 

当期純利益（損失） △ 3,343 △ 1,644 － 7,843 4,867 163.5% 4,500 3,223 252.3% 

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (4.0%) (+3.9%) (13.2%) (+5.2%) (8.9%) (+4.7%)

 (ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) = 営業利益／売上総利益  
 
（修正の理由） 

国内の広告市場は底を打ち、緩やかに回復してきております。 

平成22 年11 月10 日に公表しました連結業績見通しにおいて、下期売上高を前年同期比2.8%増加

と見ておりましたが、当第3 四半期の売上高は、それを上回る伸びとなり、また、第4 四半期の売上高

見通しも堅調であることから、下期売上高の見直しを行ないました。その結果、通期の売上高を、前回

公表時の見通し9221 億円（同0.5％増加）から、9310 億円（同1.5％増加）に修正しております。 

また、引き続き、売上総利益率の向上、販売費及び一般管理費のコントロールに努めることで、営業

利益、経常利益とも前回公表時の見通しを上回る見込みであります。 

加えて、当第3 四半期連結累計期間では、第2 四半期連結累計期間から、投資有価証券評価損が減少

したことなどから、当期純利益も、前回公表時の0 百万円を上回り、45 億円となる見込みであります。 

 
（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 


