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本資料の内容には、2011年2月10日現在の経営陣の
将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が
含まれています。経済情勢などに関わるリスクや
不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅
に異なる可能性があります。
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連結の業績
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09年4～12月 10年4～12月 前年同期比（差）

売上高 1,213,826 1,348,644 +11.1%

売上総利益 209,964 228,682 +8.9%

    　売上総利益率 17.3% 17.0% ▲0.3

　  販管費 191,001 193,374 +1.2%

営業利益 18,963 35,308 +86.2%

　オペレーティング･マージン ※ 9.0% 15.4% +6.4

経常利益 22,560 33,629 +49.1%

税金等調整前
四半期純利益

21,548 15,592 ▲27.6%

四半期純利益 19,506 8,710 ▲55.3%

連結業績の概況 （百万円）

ppts

ppts

注 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の償却については、上期計上額（6か月分）のみを反映。

※ オペレーティング・マージン＝営業利益÷売上総利益×100
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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）
第３四半期

前年同期比

（差）

売上高 416,998 +9.4% 451,409 +11.5% 480,236 +12.2%

売上総利益 67,700 +7.2% 78,195 +9.0% 82,786 +10.3%

     売上総利益率 16.2% ▲0.4 17.3% ▲0.4 17.2% ▲0.3

 販管費 60,702 ▲1.8% 67,662 +2.1% 65,064 +3.4%

営業利益 6,997 +413.9% 10,533 +92.5% 17,721 +46.3%

　オペレーティング･マージン 10.3% +8.1 13.5% +5.9 21.4% +5.3

経常利益 2,845 +8.4% 13,713 +75.0% 17,013 +40.8%

税金等調整前
四半期純利益

1,544 ▲30.1% 1,738 ▲78.0% 12,309 +7.6%

四半期純利益 349 ▲81.7% 2,509 ▲52.0% 5,851 ▲52.7%

連結四半期業績の推移
（百万円）

ppts

ppts

ppts

ppts

ppts

ppts

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の償却については、第１四半期および第３四半期において計上しておらず、

第２四半期に上期分を計上しております。
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10年4～12月 前年同期比 10年4～12月 前年同期比

広告業 1,303,687 +11.0% 広告業
（構成比95.5%） 地域電通5社 79,203 +10.1%

情報サービス業 42,179 +3.5% 電通テック 102,934 +9.2%

（構成比3.1%） cci 45,374 +18.4%

その他の事業 19,212 +18.7%
電通ﾎｰﾙﾃﾞィﾝｸﾞｽ
ＵＳＡ（連結）
ＵＳＡ（連結）

41,630 +138.4%

（構成比1.4%） 北京電通 40,167 +24.4%

　　計 1,365,079 +10.9% 情報サービス業

セグメント間の消去 ▲ 16,434 － ISID（連結） 42,171 +3.5%

連　　結 1,348,644 +11.1%

連結売上高の状況 ＜１＞

報告セグメントの売上高 主な子会社の売上高

（百万円）（百万円）

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＞

10年4～12月 前年同期比 構成比

米　州 46,672 +133.6% 3.4%

欧  州 11,590 +48.8% 0.9%

中  国 45,468 +22.1% 3.4%

アジア（中国を除く） 39,896 +48.7% 2.9%

海外ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の消去 ▲ 166 － －

海外計 143,460 +56.3% 10.6%

日  本 1,211,370 +7.6% 89.4%

  計 1,354,831 － 100.0%

ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の消去 ▲ 6,186 － －

連  結 1,348,644 +11.1% －

（百万円）

注：海外における「10年4～12月」は2010年1月～9月
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09年4～12月 10年4～12月 前年同期比（差）

売上総利益 209,964 228,682 +8.9%

　　人件費 121,109 125,767 +3.8%

　　　　給料手当 99,661 104,166 +4.5%

　　　　その他 21,447 21,601 +0.7%

　　営業費 58,298 56,194 ▲3.6%

　　減価償却費等 11,593 11,411 ▲1.6%

　販管費合計 191,001 193,374 +1.2%

営業利益 18,963 35,308 +86.2%

9.0% 15.4% +6.4　オペレーティング･マージン

連結営業利益の状況
（百万円）

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4～12月 10年4～12月 前年同期比

営業利益 18,963 35,308 +86.2%

　　営業外収益 6,632 5,125 ▲22.7%

　　営業外費用 3,034 6,804 +124.2%

　営業外損益 3,597 ▲ 1,678 －
経常利益 22,560 33,629 +49.1%

　　特別利益 1,753 2,780 +58.5%

　　特別損失 2,766 20,817 +652.6%

　特別損益 ▲ 1,012 ▲ 18,037 －
税金等調整前
四半期純利益

21,548 15,592 ▲27.6%

　法人税等合計 2,959 6,854 +131.6%

　少数株主利益（▲損失） ▲ 917 27 －

四半期純利益 19,506 8,710 ▲55.3%

注 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の償却については、上期計上額（6か月分）のみを反映。
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単体の業績
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09年4～12月 10年4～12月 前年同期比（差）

売上高 962,281 1,043,524 +8.4%

売上総利益 133,388 141,711 +6.2%

      売上総利益率 13.9% 13.6% ▲ 0.3

　販管費 117,009 117,516 +0.4%

営業利益 16,378 24,195 +47.7%

 オペレーティング･マージン 12.3% 17.1% +4.8

経常利益 23,944 28,078 +17.3%

税引前
四半期純利益

23,101 15,341 ▲33.6%

四半期純利益 22,007 11,027 ▲49.9%

単体業績の概況
（百万円）

ppts

ppts
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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）
第３四半期

前年同期比

（差）

売上高 325,944 +6.3% 346,450 +11.1% 371,129 +8.0%

売上総利益 42,013 +2.9% 47,876 +8.4% 51,821 +7.0%

　　売上総利益率 12.9% ▲0.4 13.8% ▲0.4 14.0% ▲0.1

　 販管費 36,285 ▲1.9% 41,544 +0.5% 39,689 +2.6%

営業利益 5,728 +50.3% 6,331 +124.8% 12,131 +24.6%

　　オペレーティング･マージン 13.6% +4.3 13.2% +6.8 23.4% +3.3

経常利益 9,747 ▲5.6% 6,931 +122.1% 11,349 +9.0%

税引前
四半期純利益(▲損失） 12,334 +20.3% ▲ 2,842 － 5,848 ▲43.1%

四半期純利益 8,746 +1.9% 72 ▲94.5% 2,208 ▲81.8%

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

ppts

ppts
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単体業務区分別売上高の状況

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 27,855 +2.4% 26,515 ▲2.8% 34,324 +8.7% 88,694 +3.1%

雑誌 8,938 ▲13.3% 9,948 ▲11.0% 10,733 ▲4.6% 29,620 ▲9.5%

ラジオ 4,554 ▲4.6% 4,827 +1.8% 4,653 ▲9.9% 14,036 ▲4.4%

テレビ 165,153 +7.4% 155,642 +6.4% 178,388 +6.7% 499,184 +6.8%

テレビタイム 71,218 +1.6% 72,284 ▲2.0% 75,940 +3.3% 219,444 +1.0%

テレビスポット 93,934 +12.2% 83,358 +14.8% 102,447 +9.3% 279,740 +11.9%

インタラクティブメディア 9,230 +51.1% 10,151 +31.8% 13,129 +38.6% 32,510 +39.6%

ＯＯＨメディア 11,222 ▲2.3% 9,750 +22.1% 11,150 +17.5% 32,123 +10.9%

クリエーティブ 40,518 +3.9% 42,926 +9.0% 44,242 +12.5% 127,687 +8.5%

37,555 +14.7% 45,501 +9.8% 51,300 +9.2% 134,356 +10.9%

コンテンツサービス 15,989 ▲1.9% 35,911 +73.2% 17,223 ▲2.7% 69,124 +26.3%

その他 4,926 ▲0.8% 5,275 +1.2% 5,983 +8.7% 16,186 +3.2%

合計 325,944 +6.3% 346,450 +11.1% 371,129 +8.0% 1,043,524 +8.4%

２０１０年度

業務区分

第１四半期 第３四半期第２四半期 累計

マーケティング／
プロモーション
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単体業種別売上高の状況

※ 「その他」は２０１０年度第３四半期累計期間の上位１５業種以外の合計。

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 41,797 +10.9% 60,545 +45.6% 48,494 +8.2% 150,836 +21.6%

飲料・嗜好品 40,597 ▲1.6% 38,845 +9.5% 38,330 +14.6% 117,773 +6.9%

化粧品・トイレタリー 31,342 +20.2% 30,071 +19.0% 30,804 +13.9% 92,218 +17.6%

金融・保険 23,160 +23.2% 21,543 +11.3% 24,017 +9.9% 68,721 +14.5%

家電・ＡＶ機器 19,265 +14.6% 19,036 +21.9% 26,618 +11.9% 64,920 +15.5%

食品 22,998 +3.9% 21,574 ▲1.3% 19,421 ▲10.3% 63,994 ▲2.5%

流通・小売業 17,045 +12.2% 18,278 +13.0% 19,570 +9.5% 54,894 +11.5%

薬品・医療用品 16,361 ▲8.1% 17,106 +2.3% 20,868 +6.3% 54,336 +0.4%

外食・各種サービス 16,686 +9.4% 15,991 +2.8% 19,948 +1.0% 52,626 +4.1%

自動車・関連品 14,532 ▲6.5% 15,170 ▲9.0% 17,697 ▲13.0% 47,400 ▲9.8%

趣味・スポーツ用品 13,705 ▲23.5% 15,027 ▲9.6% 17,166 ▲16.1% 45,899 ▲16.5%

官公庁・団体 12,927 +43.6% 13,008 ▲9.3% 19,356 +50.2% 45,292 +25.0%

交通・レジャー 12,499 ▲1.1% 13,285 +2.5% 14,737 +3.8% 40,521 +1.8%

ファッション・アクセサリー 7,727 +17.9% 8,854 +30.1% 10,635 +27.3% 27,217 +25.3%

不動産・住宅設備 8,409 +3.6% 9,118 ▲2.3% 9,445 +17.8% 26,973 +5.9%

その他 26,887 +3.7% 28,992 +5.0% 34,017 +15.2% 89,897 +8.2%

合計 325,944 +6.3% 346,450 +11.1% 371,129 +8.0% 1,043,524 +8.4%

第２四半期 累計

２０１０年度

業種

第１四半期 第３四半期
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09年4～12月 10年4～12月 前年同期比（差）

売上総利益 133,388 141,711 +6.2%

　　人件費 76,287 77,906 +2.1%

　　　　給料手当 61,607 63,146 +2.5%

　　　　その他 14,680 14,759 +0.5%

　　営業費 32,949 32,689 ▲0.8%

　　減価償却費 7,772 6,921 ▲11.0%

　販管費合計 117,009 117,516 +0.4%

営業利益 16,378 24,195 +47.7%

12.3% 17.1% +4.8　オペレーティング ･マージン

単体営業利益の状況

ppts

（百万円）
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単体経常利益・四半期純利益の状況

09年4～12月 10年4～12月 前年同期比

営業利益 16,378 24,195 +47.7%

　　営業外収益 10,433 10,251 ▲1.7%

　　営業外費用 2,867 6,367 +122.1%

　営業外損益 7,566 3,883 ▲48.7%

経常利益 23,944 28,078 +17.3%

　　特別利益 1,120 7,575 +576.2%

　　特別損失 1,963 20,312 10.3倍

　特別損益 ▲ 843 ▲ 12,737 －
税引前
四半期純利益 23,101 15,341 ▲33.6%

法人税等合計 1,093 4,313 +294.4%

四半期純利益 22,007 11,027 ▲49.9%

（百万円）
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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 1,830,500 +9.0% +0.5%

売上総利益 296,490 314,700 +6.1% +1.2%

   　 売上総利益率 17.7% 17.2% ▲0.5 +0.1

　販管費 259,166 263,000 +1.5% ▲0.2%

営業利益 37,323 51,700 +38.5% +8.8%

  オペレーティング ･マージン 12.6% 16.4% +3.8 +1.1

経常利益 44,790 52,000 +16.1% +6.6%

税金等調整前
当期純利益

40,048 33,800 ▲15.6% ▲4.0%

当期純利益 31,130 19,000 ▲39.0% ▲8.7%

（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11/8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 1,396,700 +6.2% +0.9%

売上総利益 185,479 193,500 +4.3% +1.3%

   　売上総利益率 14.1% 13.9% ▲ 0.2 +0.1

　販管費 159,165 159,000 ▲0.1% +0.1%

営業利益 26,313 34,500 +31.1% +7.5%

  オペレーティング ･マージン 14.2% 17.8% +3.6 +1.0

経常利益 33,702 39,100 +16.0% +2.1%

税引前
当期純利益 28,830 26,300 ▲8.8% ▲15.4%

当期純利益 27,055 17,300 ▲36.1% ▲18.8%

ppts

ppts

※ 予想比（差） は11/8発表の2010年度通期業績予想との差異

ppts

ppts


