
２０１２年３月期

第２四半期決算説明会

2011年11月11日

株式会社 電通



2011年度上期 決算概況 1

２０１１年度上期

決算概況

取締役 専務執行役員

中本 祥一

２０１１年11月１1日

このプレゼンテーション資料には、2011年11月11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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１０年度上期 １１年度上期 前年同期比（差） 予想比（差）※

売上高 868,407 863,340 ▲0.6% +1.6%

売上総利益 145,896 149,363 +2.4% +1.1%

  売上総利益率 16.8% 17.3% +0.5 ▲0.1

  販管費 128,309 134,807 +5.1% +1.5%

営業利益 17,586 14,556 ▲17.2% ▲2.3%

  オペレーティング･マージン 12.1% 9.7% ▲2.4 ▲0.4

経常利益 16,616 19,604 +18.0% +5.4%

税金等調整前
四半期純利益

3,283 15,524 +372.8% ▲4.2%

四半期純利益 2,859 8,003 +179.9% ▲4.7%

四半期包括利益 ▲ 3,004 10,669 － －

連結業績の概況
（百万円）

ppts

ppts

※ 予想比（差）は5/12発表の2011年度上期業績予想との差異
オペレーティング・マージン＝営業利益÷売上総利益×100

ppts

ppts
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２０１１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 402,131 ▲3.6% 461,209 +2.2%

売上総利益 68,146 +0.7% 81,217 +3.9%

     売上総利益率 16.9% +0.7 17.6% +0.3

　 販管費 63,919 +5.3% 70,888 +4.8%

営業利益 4,227 ▲39.6% 10,329 ▲1.9%

オペレーティング･マージン 6.2% ▲4.1 12.7% ▲0.8

経常利益 6,427 +125.9% 13,176 ▲3.9%

税金等調整前
四半期純利益

3,708 +140.0% 11,815 +579.7%

四半期純利益 1,308 +274.0% 6,694 +166.8%

連結四半期業績の推移 （百万円）

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、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。

ppts

ppts

ppts

ppts
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■主なグループ会社の対前年同期増減

・単体

東日本大震災の影響による減少、

前年のFIFAワールドカップの反動減

・子会社

電通ホールディングスＵＳＡ※、

北京電通などの増加

・新規連結

電通ニューアイディアズ、

ファーストボーン・マルチメディアなど

連結売上高の増減要因 コメント

連結売上高（1）

（注）単体売上減、連結子会社売上増、新規連結売上増は内部取引控除後の金額を使用。
新規連結売上高にはファーストボーン・マルチメディアを含めております。
また一部孫会社は含まれておりません。

※ 電通ホールディングスUSAからは、新規連結であるファーストボーン・マルチ
メディア分を除いております。

（百万円）

１０年度上期 １１年度上期 前年同期比 前年同期比（額）

売上高 868,407 863,340 ▲0.6% ▲5,067

▲267
+21

単体 売上減 連結子会社

売上増
新規連結

売上増

8,633

（億円）

+195

10年度上期 11年度上期

8,000

9,000

8,684
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■海外の主な内訳

米州・欧州

電通ホールディングス

ＵＳＡ（連結）+116億円

中国

北京電通+24億円

連結売上高の増減要因（日本・海外）

連結売上高（2）

（注）内部取引控除後の金額を使用。米州・欧州にはロシアを含みます。

コメント

▲267

単体

8,633

（億円）

+39

10年度上期 11年度上期

8,600

8,684
8,500

8,700

+113

+36
+28

国内

その他

米州・

欧州

地域

中国

地域

海外

その他

8,400

海外計

+177

国内計

▲228
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連結売上総利益の増減要因

■主なグループ会社の対前年同期増減

・単体

売上高減少にともなう減少

・子会社

電通ホールディングスＵＳＡ※、

ＩＳＩＤなどの増加

・新規連結

ファーストボーン・マルチメディア、

電通オンデマンドグラフィックなど

コメント

連結売上総利益 （百万円）

１０年度上期 １１年度上期 前年同期比（差） 前年同期比（額）

売上総利益 145,896 149,363 +2.4% +3,467

売上総利益率 16.8% 17.3% +0.5 －

（注）新規連結売総にはファーストボーン・マルチメディアを含めております。

また一部孫会社は含まれておりません。

ppts

※ 電通ホールディングスUSAからは、新規連結であるファーストボーン・マルチ
メディア分を除いております。

1,493

1,500
単体 売総減 連結子会社

売総増

新規連結

売総増

1,458

（億円）

+44

1,400

10年度上期 11年度上期

▲17

+8



2011年度上期 決算概況 7

連結販管費の増減要因

■主なグループ会社の対前年同期増減

・単体

人件費、営業費の増加

・子会社

電通ホールディングスＵＳＡ※などの

増加

・新規連結

ファーストボーン・マルチメディアなど

コメント

連結販管費
（百万円）

（注）新規連結販管費にはファーストボーン・マルチメディアを含めております。

また一部孫会社は含まれておりません。

１０年度上期 １１年度上期 前年同期比 前年同期比（額）

販管費 128,309 134,807 +5.1% +6,498

※ 電通ホールディングスUSAからは、新規連結であるファーストボーン・マルチ
メディア分を除いております。

1,283

+19

1,300

+9

単体販管費増 連結子会社

販管費増

新規連結

販管費増

1,348

（億円）

+37

10年度上期 11年度上期

1,350

1,250
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営業利益 減価償却費等 営業費 人件費

１０年度上期 １１年度上期 前年同期比（差） 前年同期比（額）

営業利益 17,586 14,556 ▲ 17.2% ▲3,030

オペレーティング・マージン 12.1% 9.7% ▲2.4 －

コストからみた連結売上総利益の構成比

連結営業利益 （百万円）

連結営業利益／ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ ・ﾏｰｼﾞﾝの推移

（ ）は構成比＊減価償却費等にはのれん償却額を含む

（億円）

＜1,493＞

＜＞売上総利益

(4.9%)

(9.7%)

(27.5%)

(57.9%)

ppts

＜1.349＞ ＜1.458＞

(5.8%)

(5.1%)

(29.5%)

(59.6%)

(5.4%)

(12.1%)

(26.2%)

(56.4%)
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連結経常利益・四半期純利益
（百万円）

■主な営業外収益の内訳

持分法による投資利益 35億円

受取配当金 14億円

■主な営業外費用の内訳

支払利息 9億円

長期前払費用償却 7億円

■主な特別損失の内訳

減損損失 10億円

特別退職金 9億円

退職給付制度改定損 9億円

コメント
１０年度上期 １１年度上期 前年同期比

営業利益 17,586 14,556 ▲17.2%

　　　営業外収益 3,513 7,298 +107.7%

　　　営業外費用 4,484 2,250 ▲49.8%

　　営業外損益 ▲ 970 5,047 －

経常利益 16,616 19,604 +18.0%

　 　 特別利益 2,074 455 ▲78.0%

　 　 特別損失 15,407 4,535 ▲70.6%

　  特別損益 ▲ 13,332 ▲ 4,080 －

税金等調整前
四半期純利益

3,283 15,524 +372.8%

少数株主損益調整前
四半期純利益

2,617 8,794 +236.0%

四半期純利益 2,859 8,003 +179.9%
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１1年３月末 １１年９月末 増減比

流動資産 611,607 586,421 ▲4.1%

固定資産 521,692 528,003 +1.2%

資産合計 1,133,300 1,114,425 ▲1.7%

流動負債 478,975 474,741 ▲0.9%

固定負債 142,183 120,949 ▲14.9%

負債合計 621,158 595,690 ▲4.1%

株主資本 523,647 527,915 +0.8%

その他の包括利益累計額 ▲ 30,714 ▲ 28,905 －

少数株主持分 19,208 19,724 +2.7%

純資産合計 512,141 518,734 +1.3%

負債純資産合計 1,133,300 1,114,425 ▲1.7%

連結貸借対照表
（百万円）

■主な資産の増減の要因

・受取手形及び売掛金の減少

・投資その他の資産の増加

■主な負債の増減の要因

・支払手形及び買掛金の減少

・長期借入債務の減少

■主な純資産の増減の要因

・利益剰余金の増加

コメント

■財務指標
１０年 １１年 １１年

９月末 ３月末 ９月末

自己資本比率 44.0% 43.5% 44.8%

Ｄ/Ｅレシオ 0.25倍 0.21倍 0.20倍
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連結キャッシュ・フロー（１１年度上期）

税金等調整前四半期純利益

減価償却費等

持分法による投資利益

運転資本の増減

法人税等支払額

コメント連結キャッシュ・フローの状況

+155億円

+84億円

△35億円

+64億円

△117億円

有価証券・出資金等の取得

有形固定資産・ｿﾌﾄｳｴｱの取得

△84億円

△46億円

配当金支払

長期借入金の返済による支出

△37億円

△25億円

営業活動によるキャッシュ・フロー

+237億円

投資活動によるキャッシュ・フロー

△146億円

財務活動によるキャッシュ・フロー

△78億円

現金及び現金同等物の増減
+14億円

<注>現金及び現金同等物には、換算差額等+1億円を含む。

※キャッシュの増（+） キャッシュの減（△）
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１０年度実績 １１年度見通し 前年同期比（差） 予想比（差）※

売上高 1,833,449 1,870,000 +2.0% +1.0%

売上総利益 317,696 328,300 +3.3% +1.0%

　 売上総利益率 17.3% 17.6% +0.3 ▲0.0

　販管費 266,758 281,100 +5.4% +2.1%

営業利益 50,937 47,200 ▲7.3% ▲5.6%

　   オペレーティング  ･マージン 16.0% 14.4% ▲1.6 ▲1.0

経常利益 54,166 57,200 +5.6% ▲2.1%

税金等調整前
当期純利益

35,379 50,000 +41.3% ▲10.6%

当期純利益 21,635 27,300 +26.2% ▲14.7%

通期の連結業績の見通し
（百万円）

ppts

ppts

注 連結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、前年同期実績に基づき33億29百万円(のれん償却8億48百万円控除後)としている。（為替レートは、2011年1月から9月の平均為替レート
１ユーロ＝約113.4円を使用）

※予想比（差）は5/12発表の2011年度通期業績予想との差異

ppts

ppts
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配当
コメント１株当たり配当金と配当金総額の推移

（注）1株当たり配当金は、2009年1月実施の株式分割後ベース。

＜基本方針＞

■株主への利益還元に配慮しつつ

・中長期的な財務の安全性、健全性維持

に重点を置く。

・成長に必要な投資を維持するため、

一定の内部留保を確保する。

【２０１1年度】

配当金総額（見込）

年間約74.7億円

１株当たり配当金（見込）

.年間30.0円

【 中間15.0円、期末15.0円 】

（１株当たり：円） （配当金総額：億円）



２０１1年度上期総括と今後の経営方針

２０１1年度上期総括と今後の経営方針

代表取締役 社長執行役員

石井 直

２０１１年11月１1日

14

このプレゼンテーション資料には、2011年11月11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。



２０１1年度上期総括と今後の経営方針

売上高・売上総利益は、
前年比ほぼ横ばい

電通グループ 業績推移

２０１１年度上期総括

15

【売上高】

テレビスポットは順調に回復
デジタル領域は引き続き好調

【売上総利益】

震災関連の対応
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２０１1年度上期総括と今後の経営方針

電通グループの目指す将来像

16

「真のクライアント・セントリック」

グローバルなフィールドで

クライアントの成長に貢献する

広告会社を超えた価値を提供する企業グループへ

「２０１０年度総括と今後の経営方針」より
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起点となるマーケティング・プラットフォームの拡充

17

マーケティングデータの取得
（マーケティングプラットフォーム）

課題の特定・解決策の立案
インプリケーション導出

（マーケティング・インテリジェンス）

収益化する力×顧客基盤
（フロントライン強化と収益創造）

インプットの拡充 価値への変換 「価値」を「対価」に変換

生活者

企業

メディア

マスメディア接触（視聴率等），Web・モバイル接触
検索行動，コンテンツ視聴・利用，ソーシャルメディアログ

クライアント（自社）の出稿状況
SEMの実績・検証データ

顧客データ，売上実績，
販売データ（POS・ダイレクト）

レスポンスデータ，自社メディアログ
・・・

・・・

・・・

・・・

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://monitor.macromill.com/i_campaign/imgs/img_macromill.gif&imgrefurl=http://monitor.macromill.com/i_campaign/&usg=__ClR9WJvdUugoagABb6qRYhG0rgU=&h=118&w=118&sz=6&hl=ja&start=2&sig2=SoUS-38rGRLNZsUfMGLrcQ&zoom=1&tbnid=Bjar2nWwXcWEmM:&tbnh=88&tbnw=88&ei=bNWDTqi7FYeImQWt16gq&prev=/search?q=%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9F%E3%83%AB&um=1&hl=ja&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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マーケティング・インテリジェンスの強化

18

マーケティングデータの取得
（マーケティングプラットフォーム）

課題の特定・解決策の立案
インプリケーション導出

（マーケティング・インテリジェンス）

収益化する力×顧客基盤
（フロントライン強化と収益創造）

インプットの拡充 価値への変換 「価値」を「対価」に変換

生活者

企業

メディア
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強固なフロントラインを通じた収益の創造

19

マーケティングデータの取得
（マーケティングプラットフォーム）

課題の特定・解決策の立案
インプリケーション導出

（マーケティング・インテリジェンス）

収益化する力×顧客基盤
（フロントライン強化と収益創造）

インプットの拡充 価値への変換 「価値」を「対価」に変換

ダイレクト・マーケティング
領域

プラットフォーム・ビジネス
領域

デジタル・ビジネス
領域

・・・

クライアントのダイレクトビジネスの成功を支援

新たな収益基盤創造への挑戦

確立した競争優位の強化とアライアンスの拡充
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収益基盤の多様化と拡充

20

マーケティングデータの取得
（マーケティングプラットフォーム）

課題の特定・解決策の立案
インプリケーション導出

（マーケティング・インテリジェンス）

収益化する力×顧客基盤
（フロントライン強化と収益創造）× ×

クリエーティビティ

新たな収益基盤の創出既存収益基盤の強化

インプットの拡充 価値への変換 「価値」を「対価」に変換
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デジタルを起点にしたグローバルでの競争力強化

21

2010.1
「Innovation Interactive」の買収

2011.2  
「ファーストボーン・マルチメディア」の買収

グローバルで展開。デジタルマーケティングに強み

2011.6
「ステーキ・グループ」の買収

デジタル・クリエーティブに強み
SEMに強み

(Search Engine Marketing)
アドネットワークに強み

2008.3
「電衆数碼」の設立

中国を中心に統合的なデジタルマーケティングに強み

2011.8
「アドジャグ」の株式80％を取得

http://www.innovationinteractive.com/
http://www.innovationinteractive.com/search-and-performance.htm
http://www.innovationinteractive.com/search-management-tools.htm
http://www.steakdigital.co.uk/


２０１1年度上期総括と今後の経営方針

グローバル領域での取組みの成果～収益の状況～

22
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海外グループ会社営業利益目標
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※上記数値は、海外グループ会社の営業利益（円換算）の単純合算数値であり、
有価証券報告書等の財務会計ベースの集計値と異なります。



２０１1年度上期総括と今後の経営方針

中期経営目標の達成に向けて

23

売上・利益共に好調

中期経営目標（2013年度）

■連結営業利益 700億円

■オペレーティング・マージン 20％以上

■ROE 8％

373
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このプレゼンテーション資料には、2011年11月11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。

<補足資料>

２０１１年度上期 決算概況
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連結の業績
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１０年度上期 １１年度上期 前年同期比（差） 予想比（差）※

売上高 868,407 863,340 ▲0.6% +1.6%

売上総利益 145,896 149,363 +2.4% +1.1%

  売上総利益率 16.8% 17.3% +0.5 ▲0.1

  販管費 128,309 134,807 +5.1% +1.5%

営業利益 17,586 14,556 ▲17.2% ▲2.3%

   オペレーティング･マージン 12.1% 9.7% ▲2.4 ▲0.4

経常利益 16,616 19,604 +18.0% +5.4%

税金等調整前
四半期純利益

3,283 15,524 +372.8% ▲4.2%

四半期純利益 2,859 8,003 +179.9% ▲4.7%

四半期包括利益 ▲ 3,004 10,669 － －

連結業績の概況
（百万円）

ppts

ppts

※ 予想比（差）は5/12発表の2011年度上期業績予想との差異
オペレーティング・マージン＝営業利益÷売上総利益×100

ppts

ppts
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２０１１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 402,131 ▲3.6% 461,209 +2.2%

売上総利益 68,146 +0.7% 81,217 +3.9%

     売上総利益率 16.9% +0.7 17.6% +0.3

　 販管費 63,919 +5.3% 70,888 +4.8%

営業利益 4,227 ▲39.6% 10,329 ▲1.9%

     オペレーティング･マージン 6.2% ▲4.1 12.7% ▲0.8

経常利益 6,427 +125.9% 13,176 ▲3.9%

税金等調整前
四半期純利益

3,708 +140.0% 11,815 +579.7%

四半期純利益 1,308 +274.0% 6,694 +166.8%

連結四半期業績の推移 （百万円）

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、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。

ppts

ppts

ppts

ppts
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１１年度上期 前年同期比

広告業

（構成比95.4%）

情報サービス業
（構成比 3.5%）

その他の事業

（構成比1.1％）

　　計 874,796 ▲0.6%

セグメント間の消去 ▲ 11,455 －

連　　結 863,340 ▲0.6%

30,640 +6.1%

▲26.1%9,462

834,693 ▲0.4%

１１年度上期 前年同期比

■広告業

地域電通5社 51,482 +3.0%

電通テック 63,627 +0.1%

cci 27,792 ▲1.3%

電通ﾎｰﾙﾃﾞィﾝｸﾞｽ
ＵＳＡ（連結）

36,901 +36.7%

北京電通 27,827 +9.6%

■情報サービス業

ISID（連結） 30,638 +6.1%

報告セグメントの売上高 主な子会社の売上高

連結売上高の状況 ＜１＞

（百万円） （百万円）

注1：各社の売上高は内部取引控除前、会計処理統一等のための補正後。

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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１１年度上期 前年同期比 構成比

米  州 40,192 +34.7% 4.6%

欧  州 6,668 ▲11.6% 0.8%

中  国 32,123 +11.2% 3.7%

アジア（中国を除く） 30,102 +15.2% 3.5%

海外ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の消去 ▲ 17 － －

海外計 109,069 +18.2% 12.6%

日  本 759,297 ▲2.7% 87.4%

  計 868,367 － 100.0%

ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の消去 ▲ 5,026 － －

連  結 863,340 ▲0.6% －

所在地別の売上高

連結売上高の状況 ＜2＞

（百万円）

注：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2011年度上期には、2011年1月1日～6月30日の6ヵ月間の実績を
反映しております。
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新規連結子会社の売上貢献

連結売上高の状況 ＜3＞

主な新規連結子会社

・新規連結子会社数 10社

・除外 8社

・連結子会社数合計 133社 （前年同期比2社増）

・新規連結売上高合計 21億円
※新規連結には、2010年度下期に新規連結した子会社を含む。
※新規連結売上高は内部取引控除後の金額を使用。ファーストボーン・マルチメディアを含めております。
一部孫会社は含まれておりません。

【１１年度上期～】【１０年度下期～】

• 電通オンデマンドグラフィック
• Firstborn Multimedia Corporation
• Dentsu Australia Pty Ltd. 
• 匯通文化伝播有限公司 等

• Dentsu Entertainment USA Inc.
• Dentsu New Ideas, LLC
• Dentsu Media Hong Kong Ltd.
• Dentsu Sports Asia Pte. Ltd .
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１０年度上期 １１年度上期 前年同期比（差）

売上総利益 145,896 149,363 +2.4%

　人件費 82,304 86,511 +5.1%

　　　給料手当 68,020 71,214 +4.7%

　　　その他 14,284 15,296 +7.1%

　営業費 38,173 41,038 +7.5%

　減価償却費等 7,831 7,256 ▲7.3%

　販管費合計 128,309 134,807 +5.1%

営業利益 17,586 14,556 ▲17.2%

12.1% 9.7% ▲2.4　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）

１０年度上期 １１年度上期 前年同期比

営業利益 17,586 14,556 ▲17.2%

　　　営業外収益 3,513 7,298 +107.7%

　　　営業外費用 4,484 2,250 ▲49.8%

　　営業外損益 ▲ 970 5,047 －

経常利益 16,616 19,604 +18.0%

　 　 特別利益 2,074 455 ▲78.0%

　 　 特別損失 15,407 4,535 ▲70.6%

　  特別損益 ▲ 13,332 ▲ 4,080 －

税金等調整前
四半期純利益

3,283 15,524 +372.8%

少数株主損益調整前
四半期純利益

2,617 8,794 +236.0%

四半期純利益 2,859 8,003 +179.9%
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四半期連結包括利益の状況
（百万円）

１０年度上期 11年度上期 前年同期比

少数株主損益調整前
四半期純利益

2,617 8,794 +236.0%

その他の包括利益 ▲ 5,621 1,875 －

　　その他有価証券評価差額金 ▲ 2,069 1,695 －

　　繰延ヘッジ損益 ▲ 1,899 ▲ 1,033 －

　　為替換算調整勘定 ▲ 1,715 ▲ 273 －

　　持分法適用会社に対する持分相当額 62 1,486 23.6倍

四半期包括利益 ▲ 3,004 10,669 －

(内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 ▲ 2,495 9,811 －
少数株主に係る四半期包括利益 ▲ 508 858 －
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連結貸借対照表の状況
（百万円）

１1年３月末 １１年９月末 増減比

流動資産 611,607 586,421 ▲4.1%

固定資産 521,692 528,003 +1.2%

資産合計 1,133,300 1,114,425 ▲1.7%

流動負債 478,975 474,741 ▲0.9%

固定負債 142,183 120,949 ▲14.9%

負債合計 621,158 595,690 ▲4.1%

株主資本 523,647 527,915 +0.8%

その他の包括利益累計額 ▲ 30,714 ▲ 28,905 －

少数株主持分 19,208 19,724 +2.7%

純資産合計 512,141 518,734 +1.3%

負債純資産合計 1,133,300 1,114,425 ▲1.7%
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単体の業績
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１０年度上期 １１年度上期 前年同期比（差） 予想比（差）※

売上高 672,394 648,619 ▲3.5% +1.6%

売上総利益 89,890 88,186 ▲1.9% ▲1.5%

　 売上総利益率 13.4% 13.6% +0.2 ▲ 0.4

　販管費 77,826 79,791 +2.5% +1.1%

営業利益 12,063 8,394 ▲30.4% ▲20.8%

   オペレーティング･マージン 13.4% 9.5% ▲3.9 ▲2.3

経常利益 16,729 15,030 ▲10.2% ▲13.1%

税引前
四半期純利益

9,492 12,603 +32.8% ▲27.1%

四半期純利益 8,818 7,978 ▲9.5% ▲28.8%

単体業績の概況
（百万円）

ppts

ppts

※ 予想比（差）は5/12発表の2011年度上期業績予想との差異

ppts

ppts
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２０１１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 301,024 ▲7.6% 347,594 +0.3%

売上総利益 40,403 ▲3.8% 47,783 ▲0.2%

     売上総利益率 13.4% +0.5 13.7% ▲0.1

　 販管費 36,888 +1.7% 42,902 +3.3%

営業利益 3,514 ▲38.6% 4,880 ▲22.9%

     オペレーティング･マージン 8.7% ▲4.9 10.2% ▲3.0

経常利益 9,653 ▲1.0% 5,457 ▲21.3%

税引前
四半期純利益

7,583 ▲38.5% 5,020 －

四半期純利益 5,177 ▲40.8% 2,800 38.7倍

単体四半期業績の推移
（百万円）

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 27,855 +2.4% 26,515 ▲2.8% 54,370 ▲0.2% 24,569 ▲11.8% 26,642 +0.5% 51,212 ▲5.8%

雑誌 8,938 ▲13.3% 9,948 ▲11.0% 18,886 ▲12.1% 6,846 ▲23.4% 9,224 ▲7.3% 16,070 ▲14.9%

ラジオ 4,554 ▲4.6% 4,827 +1.8% 9,382 ▲1.4% 4,386 ▲3.7% 4,332 ▲10.2% 8,718 ▲7.1%

テレビ 165,153 +7.4% 155,642 +6.4% 320,795 +6.9% 150,833 ▲8.7% 160,006 +2.8% 310,839 ▲3.1%

テレビタイム 71,218 +1.6% 72,284 ▲2.0% 143,503 ▲0.2% 66,853 ▲6.1% 73,335 +1.5% 140,189 ▲2.3%

テレビスポット 93,934 +12.2% 83,358 +14.8% 177,292 +13.4% 83,979 ▲10.6% 86,670 +4.0% 170,650 ▲3.7%

インタラクティブメディア 9,230 +51.1% 10,151 +31.8% 19,381 +40.3% 9,871 +6.9% 11,425 +12.6% 21,296 +9.9%

ＯＯＨメディア 11,222 ▲2.3% 9,750 +22.1% 20,972 +7.7% 10,356 ▲7.7% 11,397 +16.9% 21,753 +3.7%

クリエーティブ 40,518 +3.9% 42,926 +9.0% 83,445 +6.5% 37,846 ▲6.6% 47,714 +11.2% 85,561 +2.5%

37,555 +14.7% 45,501 +9.8% 83,056 +12.0% 34,799 ▲7.3% 47,622 +4.7% 82,421 ▲0.8%

コンテンツサービス 15,989 ▲1.9% 35,911 +73.2% 51,900 +40.2% 15,660 ▲2.1% 21,836 ▲39.2% 37,496 ▲27.8%

その他 4,926 ▲0.8% 5,275 +1.2% 10,202 +0.2% 5,855 +18.8% 7,392 +40.1% 13,247 +29.8%

合計 325,944 +6.3% 346,450 +11.1% 672,394 +8.7% 301,024 ▲7.6% 347,594 +0.3% 648,619 ▲3.5%

第２四半期 合計

マーケティング／
プロモーション

２０１０年度 ２０１１年度

業務区分

第１四半期 第２四半期 合計 第１四半期
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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 41,564 +10.6% 60,116 +45.4% 101,680 +28.8% 38,970 ▲6.2% 50,367 ▲16.2% 89,338 ▲12.1%

飲料・嗜好品 40,597 ▲1.6% 38,845 +9.6% 79,442 +3.6% 34,353 ▲15.4% 40,745 +4.9% 75,098 ▲5.5%

化粧品・トイレタリー 31,342 +20.2% 30,065 +19.0% 61,408 +19.6% 31,913 +1.8% 32,395 +7.7% 64,309 +4.7%

金融・保険 23,160 +23.2% 21,543 +11.3% 44,703 +17.2% 21,555 ▲6.9% 21,629 +0.4% 43,184 ▲3.4%

流通・小売業 17,045 +12.2% 18,269 +13.0% 35,315 +12.6% 19,942 +17.0% 22,550 +23.4% 42,493 +20.3%

食品 22,005 +3.6% 20,488 +2.6% 42,493 +3.1% 19,015 ▲13.6% 21,651 +5.7% 40,667 ▲4.3%

家電・ＡＶ機器 19,265 +14.6% 19,036 +21.9% 38,301 +18.2% 16,909 ▲12.2% 16,385 ▲13.9% 33,294 ▲13.1%

薬品・医療用品 17,354 ▲7.1% 18,192 ▲2.2% 35,546 ▲4.7% 16,201 ▲6.6% 16,711 ▲8.1% 32,913 ▲7.4%

外食・各種サービス 16,919 +10.0% 16,420 +4.0% 33,340 +7.0% 13,433 ▲20.6% 15,720 ▲4.3% 29,153 ▲12.6%

官公庁・団体 12,927 +43.6% 13,008 ▲9.3% 25,935 +11.1% 11,323 ▲12.4% 15,452 +18.8% 26,776 +3.2%

趣味・スポーツ用品 13,705 ▲23.5% 15,035 ▲9.5% 28,741 ▲16.8% 11,242 ▲18.0% 15,092 +0.4% 26,335 ▲8.4%

交通・レジャー 12,499 ▲1.1% 13,285 +2.4% 25,784 +0.7% 13,531 +8.3% 12,779 ▲3.8% 26,311 +2.0%

自動車・関連品 14,532 ▲6.5% 15,170 ▲9.0% 29,703 ▲7.8% 8,086 ▲44.4% 16,621 +9.6% 24,707 ▲16.8%

不動産・住宅設備 8,408 +3.6% 9,013 ▲3.4% 17,421 ▲0.1% 9,119 +8.5% 11,667 +29.5% 20,787 +19.3%

ファッション・アクセサリー 7,727 +17.9% 8,860 +30.2% 16,587 +24.2% 8,850 +14.5% 9,222 +4.1% 18,072 +9.0%

その他 26,888 +3.7% 29,098 +5.3% 55,986 +4.5% 26,575 ▲1.2% 28,600 ▲1.7% 55,175 ▲1.4%

合計 325,944 +6.3% 346,450 +11.1% 672,394 +8.7% 301,024 ▲7.6% 347,594 +0.3% 648,619 ▲3.5%

第２四半期 合計

２０１０年度 ２０１１年度

業種

第１四半期 第２四半期 合計 第１四半期

単体業種別売上高の状況
（百万円）

※ 「その他」は２０１１年度上期の上位１5業種以外の合計
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単体営業利益の状況
（百万円）

１０年度上期 １１年度上期 前年同期比（差）

売上総利益 89,890 88,186 ▲1.9%

 人件費 50,641 51,919 +2.5%

   給料手当 40,915 41,592 +1.7%

   その他 9,725 10,327 +6.2%

 営業費 22,531 23,637 +4.9%

 減価償却費 4,653 4,233 ▲9.0%

 販管費合計 77,826 79,791 +2.5%

営業利益 12,063 8,394 ▲30.4%

13.4% 9.5% ▲3.9 オペレーティング･マージン ppts



<補足資料> 2011年度上期 決算概況 41

単体経常利益・四半期純利益の状況
（百万円）

１０年度上期 １１年度上期 前年同期比

営業利益 12,063 8,394 ▲30.4%

　　営業外収益 8,588 8,779 +2.2%

　　営業外費用 3,923 2,144 ▲45.3%

　営業外損益 4,665 6,635 +42.2%

経常利益 16,729 15,030 ▲10.2%

　  特別利益 7,550 1,059 ▲86.0%

　  特別損失 14,787 3,486 ▲76.4%

　特別損益 ▲ 7,236 ▲ 2,426 －

税引前
四半期純利益

9,492 12,603 +32.8%

四半期純利益 8,818 7,978 ▲9.5%
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業績見通し
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１０年度実績 １１年度見通し 前年同期比（差） 予想比（差）※

売上高 1,833,449 1,870,000 +2.0% +1.0%

売上総利益 317,696 328,300 +3.3% +1.0%

　 売上総利益率 17.3% 17.6% +0.3 ▲0.0

　販管費 266,758 281,100 +5.4% +2.1%

営業利益 50,937 47,200 ▲7.3% ▲5.6%

　  オペレーティング  ･マージン 16.0% 14.4% ▲1.6 ▲1.0

経常利益 54,166 57,200 +5.6% ▲2.1%

税金等調整前
当期純利益

35,379 50,000 +41.3% ▲10.6%

当期純利益 21,635 27,300 +26.2% ▲14.7%

通期の連結業績の見通し
（百万円）

ppts

ppts

注 連結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、前年同期実績に基づき33億29百万円(のれん償却8億48百万円控除後)としている。（為替レートは、２０１１年１月から9月の平均為替レート１
ユーロ＝約113.4円を使用）

※予想比（差）は5/12発表の2011年度通期業績予想との差異

ppts

ppts
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１０年度実績 １１年度見通し 前年同期比（差） 予想比
（差）※

売上高 1,396,798 1,405,300 +0.6% +0.6%

売上総利益 193,129 194,900 +0.9% ▲1.3%

    売上総利益率 13.8% 13.9% +0.1 ▲ 0.2

　販管費 159,329 163,100 +2.4% +0.2%

営業利益 33,799 31,800 ▲5.9% ▲8.4%

　   オペレーティング  ･マージン 17.5% 16.3% ▲ 1.2 ▲ 1.3

経常利益 40,312 40,500 +0.5% ▲6.5%

税引前
当期純利益

26,551 35,100 +32.2% ▲18.9%

当期純利益 17,471 20,000 +14.5% ▲24.2%

通期の単体業績の見通し
（百万円）

ppts

ppts

※予想比（差）は5/12発表の2011年度通期業績予想との差異

ppts

ppts


