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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 883,038 △17.3 18,860 △50.0 21,402 △46.2 9,091 △71.2

2020年３月期第３四半期 1,068,214 1.3 37,693 △23.5 39,803 △23.5 31,613 △15.9
(注)包括利益 2021年３月期第３四半期 29,971百万円(48.1％) 2020年３月期第３四半期 20,230百万円( △51.1％)
　

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

2021年３月期第３四半期 24.35 24.35

2020年３月期第３四半期 84.72 84.71
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 849,893 333,018 35.6

2020年３月期 859,887 316,147 33.6
(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 302,958百万円 2020年３月期 289,202百万円
　　　

２．配当の状況

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

2020年３月期 － 15.00 － 15.00 30.00
2021年３月期 － 15.00 －

2021年３月期(予想) 15.00 30.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 1,260,000 △14.1 30,000 △45.6 33,000 △43.2 20,000 △55.4 53.55
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 １社（社名） GROWWW Media Co.,Ltd. 、除外 －社（社名）
　　

（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

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
　
　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期３Ｑ 389,397,652株 2020年３月期 389,146,249株

② 期末自己株式数 2021年３月期３Ｑ 15,905,175株 2020年３月期 15,905,035株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 373,375,536株 2020年３月期３Ｑ 373,151,855株

　
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また実際の業
　績等は様々な原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「１.（３）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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間(2020年４月１日～2020年12月31日、以下「当第３四半期累計」)におけ

る日本経済は、コロナ禍の影響を受け、過去最大のマイナス成長となった第１四半期を底に、第２四

半期以降、輸出、生産、個人消費などの各項目で持ち直しの動きが見られましたが、経済活動の水準

自体は、依然として低調な状況にあります。国内広告市場（注１）についても、第１四半期に大きく

落ち込んで以降、回復傾向が続いておりますが、第３四半期に入った10月度、11月度においても前年

比80％台の水準に留まっており、厳しい状況が継続しております。

このような環境下、当社グループは、コロナ禍への対応に配慮しつつも、積極的な事業展開を継続

してまいりました。その結果、足元の第３四半期連結会計期間（2020年10月１日～2020年12月31日）

の売上高前年同期比は90.6％まで回復をしているものの、上半期までの低調な業績の影響を受け、当

第３四半期累計の売上高は前年同期比82.7％、8,830億38百万円と大きく前年同期を下回りました。

当期の売上高を種目別に見ますと、当第３四半期に入ってインターネットメディア、新聞、クリエ

イティブで前年同期を上回るなど多くの種目で回復傾向が見られますが、第３四半期累計では、４マ

スメディアでは全種目で前年同期実績を下回りました。また、インターネットメディアについても４

マスメディアと比較して新型コロナウイルス感染拡大の影響が小さかったものの前年同期実績を下回

っております。マーケティング／プロモーション等メディア以外につきましても、前年を下回ってお

ります。

また、売上高を得意先業種別に見ますと、全ての業種で前年を下回ることとなりました。特に、新

型コロナウイルス感染拡大の影響が大きい「交通・レジャー」、「自動車・輸送機器・関連品」で前

年同期を大きく下回っております。（注２）

当第３四半期累計の売上総利益は、2,127億86百万円（前年同期比11.2％減少）と前年同期より268

億2百万円の減少となりました。販売費及び一般管理費において、連結範囲の拡大による費用の増加

があったものの活動費の抑制等費用コントロールを進めた結果、営業利益は188億60百万円（同50.0

％減少）、経常利益は214億２百万円（同46.2％減少）と、いずれも減益ではあるものの上半期業績

から大幅な回復となりました。

　これに特別利益70億84百万円及び特別損失35億90百万円を加味した税金等調整前四半期純利益は、

㈱リクルートホールディングス等の株式売却による投資有価証券売却益が前年同期より76億75百万円

減少した影響もあり248億96百万円(同52.5％減少)、親会社株主に帰属する四半期純利益は90億91百

万円(同71.2％減少)と、当第３四半期累計に入り最終利益も黒字となりました。

（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。
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（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期末の資産は、前連結会計年度末に比べ99億93百万円減少し、8,498億93百万円とな

りました。主な増減は、受取手形及び売掛金の減少538億92百万円、投資有価証券の増加246億67百

万円、のれんの増加112億76百万円であります。

　負債は、前連結会計年度末に比べ268億64百万円減少し、5,168億75百万円となりました。主な増

減は、支払手形及び買掛金の減少439億82百万円、賞与引当金の減少110億24百万円、短期借入金の

増加99億11百万円であります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ168億70百万円増加し、3,330億18百万円となりました。主な

増減は、その他有価証券評価差額金の増加192億42百万円であります。

② キャッシュ・フローの状況

当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,536億50百万円となり、前年同期より221億63百

万円の増加(前連結会計年度末より96億49百万円の減少)となりました。

＜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(248億96百万円)の計上、

賞与引当金の減少(△110億98百万円)、売上債権の減少(546億69百万円)、仕入債務の減少(△

446億17百万円)、法人税等の支払(△223億89百万円)等の結果、45億16百万円の収入（前年同

期は36億69百万円の支出)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、投資有価証券の売却による収入（83億62百万円）、

子会社株式及び出資金の取得による支出(△61億45百万円)、連結範囲の変更を伴う子会社株式

及び出資金の取得による支出(△48億20百万円)、有形固定資産の取得による支出(△22億40百万

円)、無形固定資産の取得による支出(△42億64百万円)等があったため、103億17百万円の支出

(前年同期は８億93百万円の収入)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、短期借入金の純増減(95億５百万円)、配当金の支払

額(△106億78百万円)等があったため、26億31百万円の支出(前年同期は172億61百万円の支出)

となりました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2020年12月２日公表の通期業績予想では当期の売上高を１兆2,470億円、営業利益を240億円、親会

社に帰属する当期純利益を175億円といたしましたが、本日次の通り修正いたします。

（単位：百万円）

2020年３月期
実績

2021年３月期
予想

前年同期比

増減額 （％）

売上高 1,466,249 1,260,000 △206,249 △14.1％

営業利益 55,131 30,000 △25,131 △45.6％

経常利益 58,100 33,000 △25,100 △43.2％

親会社株主に帰属する

当期純利益
44,893 20,000 △24,893 △55.4％

１株当たり配当金 30.0円 30.0円 － －

※中間配当を含む年間配当金予定

（通期業績予想について）

国内景気及び広告市場はコロナ禍の影響により依然不透明な状況ではありますが、第３四半期ま

での実績と足元の広告市場動向を反映し、第４四半期のトップラインについては前年同期比95％程

度と想定し、通期の売上高予想を１兆2,600億円（前年同期比14.1％減少）とし、従来予想から130

億円上方修正いたします。

販売費及び一般管理費については引き続き費用コントロールを行い、通期の営業利益は300億円

（同45.6％減少）、経常利益は330億円（同43.2％減少）と、それぞれ従来予想を60億円上方修正

いたします。

また、子会社において特別利益及び特別損失が一定程度発生することを織り込み、親会社株主に

帰属する当期純利益の予想は200億円（同55.4％減少）と、従来予想から25億円上方修正いたしま

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。

（配当金予想について）

当社は、安定かつ継続して配当を実施することを基本としながら、資金需要の状況、業績の動向

及び内部留保の充実等を総合的に勘案の上配当金額を決定することとしております。

また、期末の配当金予想については、従来予想から変更なく、１株当たり15円、年間合計で前年

同額の１株当たり30円といたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 166,576 156,835

受取手形及び売掛金 357,101 303,208

有価証券 22,830 30,675

金銭債権信託受益権 4,979 3,250

たな卸資産 13,673 24,489

短期貸付金 609 541

その他 29,903 33,614

貸倒引当金 △594 △577

流動資産合計 595,080 552,038

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 33,469 34,654

減価償却累計額 △15,213 △16,384

建物及び構築物（純額） 18,255 18,270

土地 9,775 9,720

その他 16,667 16,937

減価償却累計額 △10,568 △11,630

その他（純額） 6,098 5,306

有形固定資産合計 34,129 33,297

無形固定資産

ソフトウエア 11,801 12,650

のれん 27,905 39,182

その他 12,676 14,270

無形固定資産合計 52,383 66,103

投資その他の資産

投資有価証券 137,260 161,927

長期貸付金 826 757

退職給付に係る資産 8,665 9,171

繰延税金資産 6,685 1,432

その他 26,928 27,086

貸倒引当金 △2,073 △1,922

投資その他の資産合計 178,294 198,454

固定資産合計 264,807 297,855

資産合計 859,887 849,893
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 292,309 248,327

短期借入金 3,978 13,889

1年内返済予定の長期借入金 320 2,213

未払費用 15,761 11,772

未払法人税等 12,973 5,060

賞与引当金 28,478 17,454

役員賞与引当金 507 376

債務保証損失引当金 50 50

事業整理損失引当金 － 246

その他 41,342 58,658

流動負債合計 395,721 358,050

固定負債

長期借入金 106,225 109,727

繰延税金負債 12,169 21,440

役員退職慰労引当金 436 503

退職給付に係る負債 18,240 18,064

事業整理損失引当金 246 －

その他 10,699 9,089

固定負債合計 148,017 158,825

負債合計 543,739 516,875

純資産の部

株主資本

資本金 10,491 10,648

資本剰余金 324 50

利益剰余金 261,698 259,588

自己株式 △11,372 △11,372

株主資本合計 261,142 258,915

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 33,900 53,142

繰延ヘッジ損益 13 －

為替換算調整勘定 △3,245 △6,879

退職給付に係る調整累計額 △2,607 △2,220

その他の包括利益累計額合計 28,060 44,043

新株予約権 218 236

非支配株主持分 26,726 29,823

純資産合計 316,147 333,018

負債純資産合計 859,887 849,893
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 1,068,214 883,038

売上原価 828,625 670,252

売上総利益 239,589 212,786

販売費及び一般管理費

給料及び手当 88,891 90,376

退職給付費用 3,692 4,134

賞与引当金繰入額 16,827 15,691

役員退職慰労引当金繰入額 74 186

のれん償却額 5,895 5,555

貸倒引当金繰入額 △250 △12

その他 86,764 77,992

販売費及び一般管理費合計 201,895 193,925

営業利益 37,693 18,860

営業外収益

受取利息 324 204

受取配当金 2,040 2,359

持分法による投資利益 89 205

投資事業組合運用益 10 －

その他 478 922

営業外収益合計 2,942 3,692

営業外費用

支払利息 434 369

為替差損 112 361

投資事業組合運用損 － 81

その他 286 339

営業外費用合計 832 1,151

経常利益 39,803 21,402

特別利益

投資有価証券売却益 14,683 7,007

関係会社株式売却益 75 －

その他 2,415 77

特別利益合計 17,174 7,084

特別損失

減損損失 2,895 129

関係会社株式売却損 300 －

投資有価証券評価損 322 72

求償債権償却額 － 2,710

新型コロナウイルス感染症による損失 － 241

その他 1,064 437

特別損失合計 4,583 3,590

税金等調整前四半期純利益 52,393 24,896

法人税、住民税及び事業税 13,976 8,804

法人税等調整額 5,594 4,838

法人税等合計 19,570 13,642

四半期純利益 32,822 11,253

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,209 2,161

親会社株主に帰属する四半期純利益 31,613 9,091
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 32,822 11,253

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,436 22,209

繰延ヘッジ損益 － △29

為替換算調整勘定 △1,188 △3,746

退職給付に係る調整額 81 387

持分法適用会社に対する持分相当額 △49 △103

その他の包括利益合計 △12,592 18,717

四半期包括利益 20,230 29,971

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 24,912 25,070

非支配株主に係る四半期包括利益 △4,681 4,900
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 52,393 24,896

求償債権償却額 － 2,710

減価償却費 5,337 5,934

減損損失 2,895 129

のれん償却額 5,895 5,555

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,067 △11,098

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △579 △130

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 175 △120

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13 66

貸倒引当金の増減額（△は減少） △279 △151

受取利息及び受取配当金 △2,364 △2,564

支払利息 434 369

為替差損益（△は益） 84 59

持分法による投資損益（△は益） △89 △205

投資有価証券売却損益（△は益） △14,616 △7,007

関係会社株式売却損益（△は益） 225 －

投資有価証券評価損益（△は益） 322 72

売上債権の増減額（△は増加） 29,664 54,669

たな卸資産の増減額（△は増加） △206 △10,749

仕入債務の増減額（△は減少） △33,003 △44,617

預り金の増減額（△は減少） 133 14,726

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △204 11

その他 △15,530 △11,335

小計 19,607 21,219

利息及び配当金の受取額 2,771 2,531

利息の支払額 △414 △366

助成金等の受取額 － 1,901

求償債権の回収による収入 － 1,620

法人税等の支払額 △25,633 △22,389

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,669 4,516
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(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 △1,594 △1,159

定期預金の払戻による収入 2,050 1,177

有形固定資産の取得による支出 △4,684 △2,240

有形固定資産の売却による収入 4,021 105

無形固定資産の取得による支出 △4,473 △4,264

投資有価証券の取得による支出 △3,840 △2,509

投資有価証券の売却による収入 16,990 8,362

出資金の払込による支出 △203 △629

出資金の回収による収入 － 81

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金
の取得による支出

△1,477 △4,820

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

444 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△309 －

子会社株式及び出資金の取得による支出 △4,554 △6,145

敷金の差入による支出 △1,593 △525

敷金の回収による収入 220 298

短期貸付金の増減額（△は増加） 57 45

長期貸付けによる支出 △11 △94

長期貸付金の回収による収入 28 79

金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） △3 1,751

その他 △173 168

投資活動によるキャッシュ・フロー 893 △10,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △2,523 9,505

長期借入れによる収入 76 6,429

長期借入金の返済による支出 △1,255 △3,183

社債の発行による収入 250 －

社債の償還による支出 △48 △2,019

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △271 △349

自己株式の取得による支出 △0 △0

子会社の自己株式の取得による支出 △992 △754

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却
による収入

4 －

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△234 △658

配当金の支払額 △10,670 △10,678

非支配株主への配当金の支払額 △1,648 △673

非支配株主からの払込みによる収入 53 －

非支配株主への払戻による支出 － △250

その他 － 1

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,261 △2,631

現金及び現金同等物に係る換算差額 △631 △1,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,667 △9,649

現金及び現金同等物の期首残高 152,154 163,299

現金及び現金同等物の四半期末残高 131,486 153,650
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間において、 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り扱い、 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＞

Ⅰ．前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)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。

　

ⅰ．地域別の業績

（単位：百万円）

日本 海外 計
消去

又は全社
連結

売上高

　(1) 外部顧客に対する売上高 955,681 112,532 1,068,214 ― 1,068,214

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高 2,747 3,346 6,093 (6,093) ―

計 958,429 115,879 1,074,308 (6,093) 1,068,214

売上総利益 192,480 49,266 241,747 (2,158) 239,589

営業利益又は営業損失（△） 49,961 △1,297 48,663 (10,969) 37,693

　

ⅱ．海外売上高

(1) 海外売上高(百万円) 117,890

(2) 連結売上高(百万円) 1,068,214

(3) 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 11.0

　

(注) 「海外」に区分される主な国又は地域

アメリカ、 カナダ、 ドイツ、 イギリス、 フランス、 オランダ、 トルコ、 ロシア、 中国、 台湾、 韓国、 タイ、 マレーシア、

シンガポール、 ベトナム、 フィリピン、 インド、 オーストラリア
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Ⅱ．当第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)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。

　

ⅰ．地域別の業績

（単位：百万円）

日本 海外 計
消去

又は全社
連結

売上高

　(1) 外部顧客に対する売上高 781,620 101,417 883,038 ― 883,038

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高 2,436 1,848 4,285 (4,285) ―

計 784,057 103,266 887,324 (4,285) 883,038

売上総利益 169,765 45,165 214,931 (2,144) 212,786

営業利益又は営業損失（△） 34,855 △4,851 30,004 (11,143) 18,860

　

ⅱ．海外売上高

(1) 海外売上高(百万円) 106,055

(2) 連結売上高(百万円) 883,038

(3) 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 12.0

　

(注) 「海外」に区分される主な国又は地域

アメリカ、 カナダ、 ドイツ、 イギリス、 フランス、 オランダ、 トルコ、 ロシア、 中国、 台湾、 韓国、 タイ、 マレーシア、

シンガポール、 ベトナム、 フィリピン、 インド、 オーストラリア

（重要な後発事象）

　 該当事項はありません。

　


