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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 690,516 2.7 10,921 29.7 12,746 18.3 2,280 18.7
23年3月期第3四半期 672,072 0.4 8,420 231.9 10,772 167.3 1,921 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 5,054百万円 （770.9％） 23年3月期第3四半期 580百万円 （―％）

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3四半期 60.07 60.02
23年3月期第3四半期 49.82 49.78

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 464,066 207,701 42.7
23年3月期 474,126 206,455 41.5

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  198,180百万円 23年3月期  196,707百万円

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 ― 35.00 ― 35.00 70.00
24年3月期 ― 35.00 ―

24年3月期（予想） 35.00 70.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

通期 972,000 3.8 18,000 26.2 20,000 16.9 5,600 23.1 147.50



(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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。 
・四半期決算補足説明資料は、当社ホームページ（http://www.hakuhodody-holdings.co.jp/）に掲載しております。 
 

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3Q 38,855,810 株 23年3月期 38,855,810 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 890,073 株 23年3月期 890,055 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 37,965,746 株 23年3月期3Q 38,565,765 株
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 当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）における日本経済は、東日本大震災や

タイの洪水、欧州の政府債務危機などを背景とした景気下振れリスクの影響等により、依然として厳しい状況が続

いております。国内広告市場（注１）においては、震災直後となる第１四半期（４～６月）には前年同期比6.2％減と

マイナスで推移したものの、第２四半期（７～９月）には同2.9％増とプラスに転じました。第３四半期（10～12月）に

ついては前年同期比でマイナスで推移する見込みであるものの、第３四半期累計では回復基調が見られます。 

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」ことをベースとして

積極的な営業活動を継続してまいりました。この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高6,905億16

百万円（前年同期比2.7％増）、売上総利益1,134億62百万円（同3.5％増）、営業利益109億21百万円（同29.7％

増）、経常利益127億46百万円（同18.3％増）、税金等調整前四半期純利益は106億７百万円（同23.7％増）、四

半期純利益は22億80百万円（同18.7％増）と、いずれも前年同期を上回る利益水準となりました。 

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、テレビ広告はスポット広告が引き続き堅調に推移

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0.8％下回る結果となりました。一方、非

マスメディア取引は、新規子会社の寄与等によりインターネットメディアが大幅に増加するなど、前年同期を9.8％

上回りました。 

また、売上高を得意先業種別に見ますと、多くの業種で回復基調に入ってきましたが、中でも構成比の高い

「自動車・関連品」や、「飲料・嗜好品」が第３四半期（10～12月）で大幅に増加しました。なお、当第３四半期連結

累計期間における主な増加業種は、「自動車・関連品」、「外食・各種サービス」、「不動産・住宅設備」等となって

おります。一方、主な減少業種は、「官公庁・団体」、「金融・保険」、「情報・通信」等となっております。（注２） 

  

（注１）「特定サービス産業動態統計調査」（経済産業省）によります。 

（注２）当社の社内管理上の区分と集計によります。 

  

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

(株)博報堂DYホールディングス(2433)　平成24年3月期　第3四半期決算短信

2



  

 当第３四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ100億59百万円減少し、4,640億66百万円

となりました。主な増減は、現金及び預金の減少153億20百万円、受取手形及び売掛金の増加22億86百万円、

有価証券の減少26億80百万円、たな卸資産の増加31億87百万円、投資有価証券の増加46億28百万円でありま

す。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ113億５百万円減少し、2,563億65百万円となりました。主な増減は、支払手

形及び買掛金の減少55億95百万円、賞与引当金の減少20億56百万円、未払法人税等の減少30億18百万円で

あります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ12億45百万円増加し、2,077億１百万円となりました。主な増減は、利益

剰余金の減少３億２百万円、その他有価証券評価差額金の増加21億67百万円、為替換算調整勘定の減少３億

91百万円、少数株主持分の減少３億５百万円であります。 

 当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は679億56百万円となりました。前年同期より３億

36百万円減少し、前連結会計年度末より149億92百万円減少しております。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益106億７百万円の計上、投資有価証券評

価損の計上（20億70百万円）等があったものの、仕入債務の減少（△53億27百万円）、たな卸資産の増加（△

32億26百万円）、法人税等の支払（△83億72百万円）等の結果、44億82百万円の減少（前年同期は34億39百

万円の増加）となりました。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入（37億64百万円）等があったものの、投資

有価証券の取得による支出（△41億24百万円）、定期預金の預入による支出（△28億81百万円）、連結の範囲

の変更を伴う子会社株式の取得による支出（△18億24百万円）等により、53億62百万円の減少（前年同期は74

百万円の増加）となりました。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払（△25億43百万円）、子会社の自己株式の取得による

支出（△13億14百万円）等の結果、48億40百万円の減少（前年同期は28億26百万円の減少）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況
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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23年11月10日に公表いたしました平

成24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。 

  

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

(単位：百万円） （参考）

 
平成23年３月期 平成24年３月期 前期比

５月12日発表の
当期見通し 

実績 見通し 増減額 （％）

売上高 936,476 972,000 35,523 3.8%
 

943,000

営業利益 14,266 18,000 3,733 26.2% 14,400

経常利益 17,107 20,000 2,892 16.9% 16,400

当期純利益 4,550 5,600 1,049 23.1% 6,400

 
 

(オペレーティング・ マージン) (9.4%) (11.2%) (+1.9%) － (9.4%)

 (オペレーティング・マージン) = 営業利益／売上総利益

(単位：百万円）

 上期 下期 通期

 
平成24年 
３月期

前年同期比
平成24年
３月期

前年同期比
平成24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 430,994 △3,138 -0.7% 541,005 38,661 7.7% 972,000 35,523 3.8% 

営 業 
利 益

2,488 △350 -12.3% 15,511 4,083 35.7% 18,000 3,733 26.2% 

経 常 
利 益

3,857 △294 -7.1% 16,142 3,186 24.6% 20,000 2,892 16.9% 

当 期 
純利益

△ 889 2,453 － 6,489 △ 1,404 -17.8% 5,600 1,049 23.1%

      
(オペレーテ

ィング・マ

ージン)

(3.5%) (-0.5%) － (17.3%) (+3.3%) － (11.2%) (+1.9%) －

 (オペレーティング・マージン) = 営業利益／売上総利益
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（修正の理由） 

 平成23年11月の時点では、国内広告市場回復のタイミングが、やや期初の想定よりも早く、通期の業

績が期初の予想を上回る可能性があると見ておりました。しかしながら、その時点では、予想を変更す

るだけの確かな判断材料がなかったため、通期の業績予想については、５月12日に公表しました予想か

ら変更を行いませんでした。 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比2.7％増加と回復基調が鮮明となり、また、第４

四半期の売上高見通しも堅調であることから、今回、通期の連結業績の見直しを行いました。 

 その結果、通期の売上高を、前回公表時の見通し9,430億円（前年同期比0.7％増）から、9,720億円

（同3.8％増）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。しかしながら、当第３四半期連結累計期間に特別損失に計上した減損処理による投資有価証券評価

損が第２四半期連結累計期間から増加したことや、法人税率引下げに関する法律が公布（平成23年12月

２日）されたことに伴い、繰延税金資産の一部取り崩しを織り込んだことなどにより、当期純利益は、

前回公表時の見通しを下回る見込みであります。 

  

（注１）当社は、投資有価証券の減損処理に当たっては、四半期洗い替え法を採用しており、平成24年３月期末日の時価

によっては、投資有価証券評価損計上額が変動する場合があります。 

（注２）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。 
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２．四半期連結財務諸表
（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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 88,295 72,975

受取手形及び売掛金 240,534 242,821

有価証券 4,202 1,521

たな卸資産 5,373 8,561

その他 24,402 22,165

貸倒引当金 △721 △623

流動資産合計 362,086 347,421

固定資産

有形固定資産 19,125 18,649

無形固定資産

のれん 1,334 2,743

その他 4,108 4,328

無形固定資産合計 5,443 7,072

投資その他の資産

投資有価証券 45,938 50,566

その他 44,038 42,607

貸倒引当金 △2,507 △2,251

投資その他の資産合計 87,469 90,922

固定資産合計 112,039 116,644

資産合計 474,126 464,066
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 221,375 215,780

短期借入金 2,284 1,986

1年内返済予定の長期借入金 129 144

未払法人税等 5,536 2,518

資産除去債務 128 50

賞与引当金 11,769 9,713

債務保証損失引当金 50 50

その他 14,726 14,159

流動負債合計 255,999 244,403

固定負債

長期借入金 131 262

資産除去債務 8 8

退職給付引当金 7,087 7,591

役員退職慰労引当金 1,338 1,262

その他 3,104 2,836

固定負債合計 11,670 11,961

負債合計 267,670 256,365

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 88,894 88,894

利益剰余金 105,397 105,094

自己株式 △5,078 △5,078

株主資本合計 199,213 198,910

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △724 1,443

為替換算調整勘定 △1,782 △2,173

その他の包括利益累計額合計 △2,506 △730

新株予約権 154 232

少数株主持分 9,593 9,288

純資産合計 206,455 207,701

負債純資産合計 474,126 464,066
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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３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日）

売上高 672,072 690,516

売上原価 562,488 577,053

売上総利益 109,583 113,462

販売費及び一般管理費

給料及び手当 44,273 44,595

退職給付費用 3,794 4,396

賞与引当金繰入額 8,536 8,988

役員退職慰労引当金繰入額 280 245

のれん償却額 513 354

貸倒引当金繰入額 － △86

その他 43,764 44,047

販売費及び一般管理費合計 101,163 102,541

営業利益 8,420 10,921

営業外収益

受取利息 119 152

受取配当金 667 714

持分法による投資利益 1,387 970

保険解約返戻金 － 95

その他 486 326

営業外収益合計 2,661 2,259

営業外費用

支払利息 38 60

為替差損 75 87

投資事業組合運用損 131 166

その他 64 120

営業外費用合計 309 434

経常利益 10,772 12,746

特別利益

固定資産売却益 1 1

投資有価証券売却益 202 237

ゴルフ会員権売却益 3 －

貸倒引当金戻入額 6 －

事業譲渡益 － 18

新株予約権戻入益 6 －

関係会社清算益 2 －

関係会社株式売却益 16 70

投資有価証券償還益 － 68

段階取得に係る差益 215 25

その他 1 9

特別利益合計 457 432
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日）

特別損失

固定資産売却損 29 4

固定資産除却損 39 86

減損損失 1,032 111

関係会社株式売却損 57 －

関係会社株式評価損 104 －

持分変動損失 － 3

投資有価証券売却損 68 9

投資有価証券評価損 1,046 2,070

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 76 －

特別退職金 55 153

関係会社清算損 1 6

事務所移転費用 10 8

貸倒引当金繰入額 74 －

その他 53 116

特別損失合計 2,650 2,571

税金等調整前四半期純利益 8,578 10,607

法人税、住民税及び事業税 3,992 4,779

法人税等調整額 1,928 2,632

法人税等合計 5,921 7,411

少数株主損益調整前四半期純利益 2,657 3,196

少数株主利益 735 915

四半期純利益 1,921 2,280
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日）

少数株主損益調整前四半期純利益 2,657 3,196

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,530 2,319

為替換算調整勘定 △498 △390

持分法適用会社に対する持分相当額 △47 △71

その他の包括利益合計 △2,076 1,858

四半期包括利益 580 5,054

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △84 4,124

少数株主に係る四半期包括利益 665 929
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 8,578 10,607

減価償却費 2,521 1,777

減損損失 956 111

のれん償却額 513 354

賞与引当金の増減額（△は減少） △112 △2,152

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3 △186

退職給付引当金の増減額（△は減少） 862 412

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △749 △174

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,128 △356

受取利息及び受取配当金 △787 △867

支払利息 38 60

為替差損益（△は益） 89 58

持分法による投資損益（△は益） △1,387 △970

持分変動損益（△は益） 4 3

関係会社株式売却損益（△は益） 39 △70

関係会社株式評価損益（△は益） 104 －

投資有価証券売却損益（△は益） △133 △228

投資有価証券評価損益（△は益） 1,046 2,070

固定資産売却損益（△は益） 28 3

固定資産除却損 35 86

売上債権の増減額（△は増加） 6,467 △368

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,123 △3,226

仕入債務の増減額（△は減少） △9,226 △5,327

前払年金費用の増減額（△は増加） △345 1,376

その他 1,577 41

小計 6,868 3,034

利息及び配当金の受取額 943 905

利息の支払額 △35 △50

法人税等の支払額 △4,336 △8,372

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,439 △4,482
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,254 △2,881

定期預金の払戻による収入 1,730 2,977

有価証券の取得による支出 △2,319 △1,000

有価証券の売却による収入 2,824 3,764

有形固定資産の取得による支出 △421 △590

有形固定資産の売却による収入 17 16

無形固定資産の取得による支出 △761 △837

投資有価証券の取得による支出 △1,074 △4,124

投資有価証券の売却による収入 697 590

出資金の回収による収入 0 3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △1,824

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

366 99

敷金の差入による支出 △155 △513

敷金の回収による収入 880 383

短期貸付金の増減額（△は増加） △795 90

長期貸付けによる支出 △24 △35

長期貸付金の回収による収入 23 24

債権信託受益権の増減額（△は増加） 133 △900

その他 208 △605

投資活動によるキャッシュ・フロー 74 △5,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 54 △383

長期借入れによる収入 142 292

長期借入金の返済による支出 △62 △457

子会社の自己株式の取得による支出 △344 △1,314

子会社の自己株式の処分による収入 － 6

配当金の支払額 △2,590 △2,543

少数株主への配当金の支払額 △72 △464

少数株主からの払込みによる収入 19 88

その他 27 △63

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,826 △4,840

現金及び現金同等物に係る換算差額 △399 △309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 287 △14,994

現金及び現金同等物の期首残高 68,005 82,949

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 2

現金及び現金同等物の四半期末残高 68,293 67,956
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  該当事項はありません。 

  

Ⅰ．前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

当社及び当社の連結子会社は、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、デジタルメディア等各種媒体における広告業

務の取扱い、及び広告表現に関する企画、制作並びにマーケティング、PR等のサービスの提供を主たる業務

としており、事業を集約し単一セグメントとしているため記載を省略しております。 

  

（参考情報） 

前第３四半期連結累計期間における地域別の業績及び海外売上高の状況は、以下のとおりです。 

① 地域別の業績 

 
  

② 海外売上高 

 
  

（注）「海外」に区分される主な国又は地域 

アメリカ、ドイツ、フランス、ロシア、中国、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム、インド、オーストラリア  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

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

 (1) 外部顧客に対する売上高 649,795 22,277 672,072 ― 672,072

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,537 3,289 4,826 (4,826) ―

計 651,333 25,566 676,899 (4,826) 672,072

営業利益 11,886 325 12,211 (3,790) 8,420

Ⅰ 海外売上高(百万円) 22,277

Ⅱ 連結売上高(百万円) 672,072

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
3.3
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Ⅱ．当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日  至 平成23年12月31日) 

当社及び当社の連結子会社は、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、デジタルメディア等各種媒体における広告業

務の取扱い、及び広告表現に関する企画、制作並びにマーケティング、PR等のサービスの提供を主たる業務

としており、事業を集約し単一セグメントとしているため記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間における地域別の業績及び海外売上高の状況は、以下のとおりです。 

① 地域別の業績 

 
  

② 海外売上高 

 
  

（注）「海外」に区分される主な国又は地域 

アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、中国、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム、インド、オーストラリア

  

  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

（参考情報）

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

 (1) 外部顧客に対する売上高 665,843 24,672 690,516 ― 690,516

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,547 3,015 4,563 (4,563) ―

計 667,391 27,688 695,079 (4,563) 690,516

営業利益 13,644 374 14,018 (3,096) 10,921

Ⅰ 海外売上高(百万円) 27,150

Ⅱ 連結売上高(百万円) 690,516

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
3.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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