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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 402,131 △3.6 4,227 △39.6 6,427 125.9 1,308 274.0
23年3月期第1四半期 416,998 9.4 6,997 413.9 2,845 8.4 349 △81.7

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 3,063百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △48百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第1四半期 5.25 5.20
23年3月期第1四半期 1.40 1.36

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 1,096,396 511,277 44.9
23年3月期 1,133,300 512,141 43.5

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  492,110百万円 23年3月期  492,933百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 14.50 ― 15.00 29.50

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 850,100 △2.1 14,900 △15.3 18,600 11.9 8,400 193.8 33.71
通期 1,850,800 0.9 50,000 △1.8 58,400 7.8 32,000 47.9 128.43



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、当社が現時点で合理的であると判断する一定の条件に基づき作成しておりますが、実際の業績は、様々な要因によって大きく異なる
可能性があります。上記予想に関連する事項につきましては、【添付資料】 4ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 278,184,000 株 23年3月期 278,184,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 29,030,144 株 23年3月期 29,029,808 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 249,154,033 株 23年3月期1Q 249,156,841 株
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当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年６月30日）の日本経済は、３月に発生した

東日本大震災とその後の原発問題、電力供給の制約等により、生産や輸出が減少し企業収益が悪化、個

人消費も停滞するなど、総じて弱含みに推移しました。 

 また、一部の広告主においては、サプライチェーンが被災し、製品の生産・出荷に支障をきたしたこ

となどもあり、広告主各社の広告費支出への慎重な姿勢がみられ、厳しい経営環境となりました。 

このような環境の下、当社グループは中期経営計画「Dentsu Innovation 2013」に基づいて様々な具

体的施策を推進するとともに、当社グループの総力を結集し統合的なコミュニケーション・デザインに

よるソリューションを提供するなど、積極的な営業活動を展開してまいりました。その結果、当第１四

半期連結累計期間の連結業績は、売上高4,021億31百万円（前年同期比3.6％減）、売上総利益681億46

百万円（同0.7％増）、営業利益42億27百万円（同39.6％減）、経常利益64億27百万円（同125.9％

増）、四半期純利益13億８百万円（同274.0％増）となりました。 

なお、持分法適用会社であるピュブリシスグループが四半期決算を開示していないため、当第１四半

期連結累計期間においては、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

償却を行っておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間における報告セグメントの業績は、次のとおりです。 

ａ．広告業 

広告業では、売上高3,897億18百万円（前年同期比3.6％減）、セグメント利益38億78百万円（同

44.6％減）でありました。 

  

ｂ．情報サービス業 

情報サービス業では、売上高128億65百万円（前年同期比4.0％増）、セグメント損失６億93百万円

（前年同期はセグメント損失12億58百万円）でありました。㈱電通国際情報サービスのグループ各社

が当セグメントの対象会社となります。 

  

ｃ．その他の事業 

その他の事業では、売上高44億52百万円（前年同期比21.3％減）、セグメント利益１億44百万円

（同69.4％減）でありました。 

  

所在地別業績は、次のとおりです。 

ａ．日本 

日本では、売上高3,514億57百万円（前年同期比6.8％減）、営業利益38億64百万円（同41.9％減）

でありました。 

  

ｂ．海外 

海外では、売上高530億76百万円（前年同期比28.8％増）、営業利益４億64百万円（同7.8％増）で

ありました。 

  

なお、海外子会社など、決算日が12月31日の会社については、原則として当第１四半期連結累計期間

には、平成23年１月１日～３月31日の３ヵ月間の実績を反映しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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連結業績には、当社単体の業績が大きく影響しております。当第１四半期連結累計期間における当社

単体の業績および業務区分別・業種別業績の概況は、以下のとおりです。 

当社単体の業績は、売上高3,010億24百万円（前年同期比7.6％減）、売上総利益404億３百万円（同

3.8％減）、営業利益35億14百万円（同38.6％減）、経常利益96億53百万円（同1.0％減）、四半期純利

益51億77百万円（同40.8％減）となりました。 

  

＜業務区分別＞ 

 
  

注1：主要な業務区分の内容は、下記のとおりです。   

       新聞：新聞広告枠の取引業務 

      雑誌：雑誌広告枠の取引業務 

      ラジオ：ラジオ広告枠の取引業務 

       テレビ：テレビ広告枠の取引業務 

       テレビタイム：テレビタイム広告枠（番組提供による番組内）の取引業務  

       テレビスポット：テレビスポット広告枠（主に番組間）の取引業務  

       インタラクティブメディア：インターネット、モバイルに関する広告枠の取引業務  

       ＯＯＨメディア：アウト・オブ・ホーム・メディア（交通、屋外、折込）広告枠の取引業務  

       クリエーティブ：広告表現立案業務、広告制作業務および関連業務  

       マーケティング/プロモーション：クライアントのマーケティング、コミュニケーション、ブランド、 

                   経営等の戦略立案、コンサルティング業務、 

                   および課題解決のためのSP、イベント、PR、eプロモーション、 

                   ダイレクトマーケティング等のソリューションの企画・実施作業 

       コンテンツサービス：スポーツ領域、エンタテインメント領域での権利販売業務、企画立案・制作実施 

              業務およびその他のコンテンツサービス 

    その他：衛星その他のメディア、メディアプランニングなどが含まれます。 

注2：各業務区分の構成比は、小数第１位未満を四捨五入しています。 

  

マス四媒体の売上高は、1,866億35百万円（前年同期比9.6％減）となりました。また、マス四媒体以

外の売上高は1,143億88百万円（同4.2％減）となり、売上高構成比は38.0％と前年同期から1.4ポイン

ト増加しました。 

  

業 務 区 分 売上高 構成比
前年同期 
増減率

百万円 ％ ％

新     聞 24,569 8.2 △11.8

雑     誌 6,846 2.3 △23.4

ラ  ジ  オ 4,386 1.5 △3.7

テ  レ  ビ 150,833 50.1 △8.7

（テレビタイム） (66,853) (22.2) (△6.1)

（テレビスポット） (83,979) (27.9) (△10.6)

インタラクティブメディア 9,871 3.3 6.9

ＯＯＨメディア 10,356 3.4 △7.7

クリエーティブ 37,846 12.6 △6.6

マーケティング 

/プロモーション
34,799 11.6 △7.3

コンテンツサービス 15,660 5.2 △2.1

そ  の  他 5,855 1.9 18.8

計 301,024 100.0 △7.6
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＜業種別＞ 

 
注：各業種の構成比は、小数第１位未満を四捨五入しています。 

  

当第１四半期連結累計期間において、当社単体売上高に占める割合の大きい15業種で売上高が増加し

たのは、「化粧品・トイレタリー」（前年同期比1.8％増）、「流通・小売業」（同17.0％増）など５

業種にとどまりました。一方、「情報・通信」（同6.2％減）、「飲料・嗜好品」（同15.4％減）など

10業種で売上高が減少する厳しい状況となりました。 

  

  

景気の先行きについては、サプライチェーンの急速な復旧による生産活動の回復などを背景に、持ち

直していくことが期待されています。広告市場においても、テレビスポットが５月に大幅な落ち込みと

なったものの、その後回復基調にあります。一方で、電力供給の制約や、米国の景気回復の遅れ・欧州

の財政危機等による円高など、景気の下振れリスクも存在しています。 

 こうした状況を鑑み、第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、平成23年５月

12日に発表した業績予想を現時点では据え置いております。 

なお、連結業績予想に関して、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、通期の持分法投資利

益は、ピュブリシスグループの前期実績に基づき53億33百万円(のれん償却17億12百万円控除後)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23年１月から３月の平均為替レート１

ユーロ＝約112.6円を用いております。 

  

業  種 売上高 構成比
前年同期 

増減率

百万円 ％ ％

情報・通信 38,970 12.9 △6.2

飲料・嗜好品 34,353 11.4 △15.4

化粧品・トイレタリー 31,913 10.6 1.8

金融・保険 21,555 7.2 △6.9

流通・小売業 19,942 6.6 17.0

食   品 19,015 6.3 △13.6

家電・ＡＶ機器 16,909 5.6 △12.2

薬品・医療用品 16,201 5.4 △6.6

交通・レジャー 13,531 4.5 8.3

外食・各種サービス 13,433 4.5 △20.6

官公庁・団体 11,323 3.8 △12.4

趣味・スポーツ用品 11,242 3.7 △18.0

不動産・住宅設備 9,120 3.0 8.5

ファッション・ 
アクセサリー

8,850 2.9 14.5

自動車・関連品 8,086 2.7 △44.4

そ の 他 26,574 8.8 △1.2

計 301,024 100.0 △7.6

（２）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を

適用しております。 

 持分法適用会社であるピュブリシスグループが四半期決算を開示していないため、当第１四半期連結

累計期間においては、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を

行っておりません。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報

 1.会計基準等の改正

 2.その他
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成23年６月30日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 132,483 148,225

受取手形及び売掛金 430,477 370,833

有価証券 94 94

たな卸資産 9,458 16,966

その他 41,357 40,709

貸倒引当金 △2,262 △2,896

流動資産合計 611,607 573,932

固定資産   

有形固定資産   

土地 160,379 160,388

その他（純額） 83,197 82,829

有形固定資産合計 243,577 243,218

無形固定資産   

のれん 32,853 35,304

その他 20,327 19,697

無形固定資産合計 53,180 55,001

投資その他の資産   

投資有価証券 155,193 155,771

その他 73,045 72,187

貸倒引当金 △3,198 △3,615

投資損失引当金 △106 △100

投資その他の資産合計 224,934 224,243

固定資産合計 521,692 522,463

資産合計 1,133,300 1,096,396
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成23年６月30日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 379,374 349,342

短期借入金 3,138 2,590

未払法人税等 11,412 1,061

引当金 566 904

資産除去債務 53 40

その他 84,428 88,188

流動負債合計 478,975 442,127

固定負債   

長期借入金 78,961 77,601

退職給付引当金 33,177 35,092

その他の引当金 661 480

資産除去債務 784 827

その他 28,598 28,989

固定負債合計 142,183 142,990

負債合計 621,158 585,118

純資産の部   

株主資本   

資本金 58,967 58,967

資本剰余金 60,899 60,899

利益剰余金 468,846 466,422

自己株式 △65,064 △65,065

株主資本合計 523,647 521,223

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,930 2,865

繰延ヘッジ損益 △2,823 △3,442

土地再評価差額金 △7,187 △7,187

為替換算調整勘定 △22,634 △21,348

その他の包括利益累計額合計 △30,714 △29,112

少数株主持分 19,208 19,167

純資産合計 512,141 511,277

負債純資産合計 1,133,300 1,096,396
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日） 

売上高 416,998 402,131

売上原価 349,298 333,984

売上総利益 67,700 68,146

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 31,700 33,334

役員賞与引当金繰入額 92 107

退職給付引当金繰入額 2,709 2,826

役員退職慰労引当金繰入額 50 40

福利厚生費 4,377 4,575

減価償却費 3,175 2,961

のれん償却額 648 558

貸倒引当金繰入額 － 590

その他 17,947 18,924

販売費及び一般管理費合計 60,702 63,919

営業利益 6,997 4,227

営業外収益   

受取利息 108 172

受取配当金 1,258 1,239

持分法による投資利益 － 1,022

その他 960 1,066

営業外収益合計 2,327 3,500

営業外費用   

支払利息 546 477

持分法による投資損失 2,564 －

為替差損 2,620 158

長期前払費用償却 348 375

その他 399 288

営業外費用合計 6,479 1,300

経常利益 2,845 6,427
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日） 

特別利益   

固定資産売却益 4 3

投資有価証券売却益 1,347 116

その他 73 16

特別利益合計 1,424 136

特別損失   

固定資産売却損 3 16

固定資産除却損 40 172

減損損失 226 －

特別退職金 1,478 1,005

退職給付制度改定損 － 949

その他 977 711

特別損失合計 2,725 2,856

税金等調整前四半期純利益 1,544 3,708

法人税、住民税及び事業税 967 176

法人税等調整額 813 2,175

法人税等合計 1,781 2,351

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△236 1,356

少数株主利益又は少数株主損失（△） △586 47

四半期純利益 349 1,308
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日） 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△236 1,356

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,221 999

繰延ヘッジ損益 △1,053 △623

為替換算調整勘定 510 1,176

持分法適用会社に対する持分相当額 1,951 155

その他の包括利益合計 187 1,707

四半期包括利益 △48 3,063

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 516 2,910

少数株主に係る四半期包括利益 △565 153
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    該当事項はありません。 

  

 
(注) 1 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額は、セグメント間取

引の消去および未実現利益の控除によるものであります。 

 2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  （のれんの金額の重要な変動） 

当社は、Dentsu Innovation Interactive,LLCを当第１四半期連結会計期間から新規に連結し

ております。これによるのれんの発生額は、当第１四半期連結会計期間においては13,034百万円

であり、広告業セグメントにおける増加であります。 

  

 
(注) 1 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額は、セグメント間取

引の消去および未実現利益の控除によるものであります。 

 2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

   該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

 Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)

  1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

広告業 
(百万円)

情報サービス業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

調整額  
(百万円)

四半期連結損益
計算書計上額 
(百万円)

 売上高 404,380 12,376 5,654 422,411 △5,412 416,998

 セグメント利益 

  又は損失(△)
7,000 △1,258 472 6,214  782 6,997

  2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日)

  1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

広告業 
(百万円)

情報サービス業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

調整額  
(百万円)

四半期連結損益
計算書計上額 
(百万円)

 売上高 389,718 12,865 4,452 407,037 △4,906 402,131

 セグメント利益 

  又は損失(△)
3,878 △693 144 3,330 897 4,227

  2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
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(注) 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

海外 … 米国、中国 

  

 
  

 
  
(注) １ 各区分に属する主な国又は地域 

  海外 … 米国、中国 

２ 海外売上高は、連結財務諸表提出会社および連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高でありま

す。 

  

  該当事項はありません。 

  

（参考情報）

［所在地別情報］

  前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)

日本 
(百万円)

海外
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高 377,050 41,212 418,262 △1,263 416,998

 営業利益 6,648 431 7,079 △82 6,997

  当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日)

日本 
(百万円)

海外
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高 351,457 53,076 404,533 △2,402 402,131

 営業利益 3,864 464 4,328 △101 4,227

［海外売上高］

  前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)

Ⅰ海外売上高 40,379百万円

Ⅱ連結売上高 416,998百万円

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合 9.7％

  当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日)

Ⅰ海外売上高 50,707百万円

Ⅱ連結売上高 402,131百万円

Ⅲ連結売上高に占める海外売上高の割合 12.6％

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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