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平成24 年5 月11 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 24 年 3 月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 参考資料 
 

 

 本日公表しました平成24年3月期 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23 年4 月1 日～平成24 年3 月31 日） 

(単位：百万円）

平成23年3月期 平成24年3月期 前年同期比

（実績） （実績） 増減額 （％）

売上高 936,476 978,321 41,844 4.5% 

売上総利益 152,218 160,756 8,537 5.6% 

（売上総利益率） (16.3%) (16.4%) (+0.2%)

販管費 137,951 140,940 2,988 2.2% 

営業利益 14,266 19,816 5,549 38.9% 

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (9.4%) (12.3%) (+3.0%)

営業外損益 2,841 2,129 △ 711 -25.0% 

経常利益 17,107 21,945 4,837 28.3% 

特別損益 △ 3,975 △ 1,590 2,384

税引前利益 13,132 20,355 7,222 55.0% 

当期純利益 4,550 8,604 4,054 89.1% 

 (ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) = 営業利益／売上総利益  
 

当連結会計年度の日本経済は、東日本大震災の影響等により中ごろまで厳しい状況が続きましたが、

その後、緩やかな持ち直し傾向となりました。国内広告市場(注１)においても、震災直後となる第１

四半期(４～６月)には前年同期比93.6％と落ち込みましたが、第２四半期(７～９月)には幅広い業種

で広告出稿が回復いたしました。昨年４月から本年２月までの11 ヶ月累計では、同99.9％となり、

2011 年度通期では前年プラスで着地する可能性が高まりつつあります。 

 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最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、「インターネット」「マーケティング／プロモーション」「グローバル」の

３つの領域を重点戦略領域と定め、積極的な事業展開を継続してまいりました。この結果、売上高は

9,783 億21 百万円（前年同期比4.5％増加）と増収となりました。 

 当連結会計年度の売上高を種目別に見ますと、４マスメディアでは第２四半期以降テレビスポッ
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ト出稿が好調に推移して前年を上回り、雑誌、ラジオの出稿は減少したものの４マスメディア取引合

計では前年を上回る結果となりました。また、４マスメディア以外は、新規子会社の寄与等でインタ

ーネットメディアが大きく伸びたことに加え、その他の種目も全般的に回復基調が鮮明となり、４マ

スメディア以外取引合計は前年を上回りました。一方、得意先業種別に見ますと、売上構成比が高い

「自動車・関連品」「飲料・嗜好品」や「不動産・住宅設備」等で業績を伸ばしております。(注２) 

 売上総利益に関しては、当社グループ全体での収益性向上のための様々な取り組みを継続したこ

とにより、1,607 億56 百万円（同5.6％増加）となりました。販売費及び一般管理費は、新規連結

会社の損益取り込みの影響もあり前期に比べ微増となりましたが、営業利益は198 億16 百万円（同

38.9％増加）、経常利益は219 億45 百万円（同28.3％増加）と、いずれも増益となりました。 

 これに特別利益の９億46 百万円（同66.0％増加）及び特別損失の25 億36 百万円（同44.2％

減少）を加味した税金等調整前当期純利益は203 億55 百万円（同55.0％増加）となり、税金等を

控除した当期純利益は86 億４百万円（同89.1％増加）と大幅な増益となりました。 

 

（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。 

 

２．連結貸借対照表 要約（平成24 年3 月31 日）   
(単位：百万円）

平成23年3月末 平成24年3月末 前期末比

金額 構成比 金額 構成比 増減額 （％）

流動資産 362,086 76.4% 400,531 77.2% 38,444 10.6%

固定資産 112,039 23.6% 118,274 22.8% 6,234 5.6%

資産合計 474,126 100.0% 518,805 100.0% 44,679 9.4%

流動負債 255,999 54.0% 286,887 55.3% 30,888 12.1%

固定負債 11,670 2.5% 12,636 2.4% 966 8.3%

負債合計 267,670 56.5% 299,524 57.7% 31,854 11.9%

株主資本 199,213 42.0% 205,233 39.6% 6,019 3.0%

評価・換算差額等 △ 2,506 -0.5% 881 0.2% 3,387 -135.2%

新株予約権 154 0.0% 287 0.0% 133 86.0%

少数株主持分 9,593 2.0% 12,878 2.5% 3,284 34.2%

純資産合計 206,455 43.5% 219,280 42.3% 12,825 6.2%

負債及び純資産合計 474,126 100.0% 518,805 100.0% 44,679 9.4%
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３．通期の連結業績予想（平成24 年4 月1 日～平成25 年3 月31 日） 

 

平成25 年3 月期の連結業績見通しについては、以下の通りといたします。 
(単位：百万円）

上期 下期 通期

平成25年3月期 前年同期比 平成25年3月期 前年同期比 平成25年3月期 前年同期比

見通し 増減額 （％） 見通し 増減額 （％） 見通し 増減額 （％）

売上高 476,000 45,005 10.4% 561,000 13,673 2.5% 1,037,000 58,678 6.0% 

営業利益 5,800 3,311 133.0% 17,700 372 2.2% 23,500 3,683 18.6% 

経常利益 7,000 3,142 81.4% 18,600 512 2.8% 25,600 3,654 16.7% 

当期純利益 2,800 3,689 － 8,700 △ 794 -8.4% 11,500 2,895 33.6% 

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (7.4%) (+3.9%) (18.8%) (-0.4%) (13.6%) (+1.3%)

 (ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) = 営業利益／売上総利益 注）下期見通しは、通期見通し－上期実績  
 

上記の連結業績見通しにつきましては、以下のような考え方で作成しております。 

 

平成25年3月期の日本の広告市場は堅調に推移すると見ております。また、当社グループとしましては、

平成26 年3 月期を最終年度とする中期経営計画達成に向けて、体制をさらに強化し、利益水準をもう一段

押し上げていく期であると考えております。 

 

◎ マクロ環境：平成25 年3 月期の広告市場は、景気や企業業績の回復に加え、復興需要等の震災の反動

による押し上げ効果などに支えられ、欧州債務危機や円高に限らず、いくつかの懸念材料はあるものの、

堅調に推移し、通期では前期の伸びを上回ると見ております。 

 

◎ 売上高：このような環境の中、中期経営計画の戦略を着実に実行し、シェア拡大を図りながら広告市場

の伸びを上回る成長を目指してまいります。その結果、通期の売上高は、１兆370 億円、前年同期比 

+6.0%の伸びを見ております。なお、上期売上高は前年に東日本大震災の影響を受けた反動もあり、前

年同期を大きく上回る見通しでございます。 

 

◎ 営業利益：売上総利益率につきましては、利益を伴う売上高拡大を意識し、高い売上総利益率水準の更

なる向上に取り組んでまいります。また、販売管理費につきましては、シェア拡大に必要な投資や戦略

的費用を投じつつ、常に効率化や集中化などを意識することで、これまでの費用コントロールで築いて

きた体質を維持し、増加率を売上総利益の伸び以下に止め、オペレーティング・マージンの向上を追求

してまいります。その結果、通期の営業利益は前年同期比36 億円増益の235 億円の見通しでございま

す。中期経営計画の目標値280 億円に向けて利益水準をもう一段押し上げてまいります。 

 

◎ 経常利益：受取配当金、持分法による投資利益など営業外損益を加えました経常利益は、256 億円と前

年同期比36 億円の増益と見ております。 

 

◎ 当期純利益：現時点で、大きな特別損益は見込んでおりません。そのため、当期純利益は、115 億円と

前年同期比28 億円の増益見通しでございます。 

 

なお、1 株当たり配当金につきましては、安定配当の考え方を基本としておりますが、利益の回復基調な

どを総合的に勘案し、平成24 年3 月期から10 円増配し、年間80 円の予定でおります。 

 
（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 


