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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 917,065 △11.3 6,136 △59.1 8,194 △52.0 1,277 ―

21年3月期 1,033,396 △7.6 15,016 △40.0 17,065 △36.5 △3,277 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 33.12 33.08 0.6 1.7 0.7
21年3月期 △84.97 ― △1.6 3.3 1.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  643百万円 21年3月期  537百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 456,313 208,802 44.0 5,209.02
21年3月期 480,768 206,048 41.3 5,142.58

（参考） 自己資本   22年3月期  200,889百万円 21年3月期  198,327百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 25,300 △4,211 △3,421 68,005
21年3月期 △14,570 6,783 △4,613 50,222

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 45.00 ― 25.00 70.00 2,699 ― 1.3
22年3月期 ― 35.00 ― 35.00 70.00 2,699 211.4 1.3

23年3月期 
（予想）

― 35.00 ― 35.00 70.00 84.4

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
連結累計期間

447,000 1.0 1,500 ― 2,200 118.0 0 ― 0.00

通期 935,000 2.0 8,500 38.5 10,000 22.0 3,200 150.6 82.97
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4.  その他 

(1) 期中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）  有  

（注）詳細は11ページ 「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たりの当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 データスタジアム株式会社 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 38,855,810株 21年3月期 38,855,810株

② 期末自己株式数 22年3月期  290,044株 21年3月期  290,076株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 9,493 △13.1 4,067 △20.0 4,268 △20.2 4,130 △15.0

21年3月期 10,925 30.6 5,086 △4.7 5,347 △4.7 4,857 △8.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 107.10 ―

21年3月期 125.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 227,886 174,499 76.6 4,524.72
21年3月期 228,324 172,876 75.7 4,482.65

（参考） 自己資本 22年3月期  174,499百万円 21年3月期  172,876百万円

※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と判断する一定の条件に基づき作成しており、実際の実績は、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。上記予想に関連する事項につきましては、4ページをご参照ください。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度の日本経済は、リーマン・ショック以降の急激な景気の落ち込みにより、失業率が高水準で推移

するなど厳しい状況が続いておりますが、輸出や個人消費の復調もあり、徐々に回復基調になりつつあります。し

かしながら、国内広告業界においては、不況の影響で企業が広告費を絞り込むなか、年後半はやや持ち直しの兆し

を見せたものの、2009年度の総広告費が前年同期比二桁の減少となる（※1）等、依然非常に厳しい状況にあります。 

このような状況下、当社グループでは、中核会社である株式会社博報堂、株式会社大広、株式会社読売広告社及

び株式会社博報堂DYメディアパートナーズを中心に、懸命な営業活動を行いましたが、売上高は9,170億65百万円（前

年同期比11.3%減少）と、大幅な減収を余儀なくされました。 

一方、これまで注力してきた制作業務内製化や原価管理強化を引き続き推進することで収益性向上に努めたほか、

前連結会計年度末より連結子会社となったデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社も寄与し、売上

総利益率は約0.7ポイント改善いたしました。加えて、前連結会計年度に引き続きグループをあげて費用削減を徹底

した結果、連結範囲の拡大による経費増加や退職給付費用の増加があったにもかかわらず、販管費合計は前年同期

比15億99百万円減少いたしました。しかし、これらも大幅な減収の影響を補うには至らず、営業利益は61億36百万

円（前年同期比59.1％減少）、経常利益は81億94百万円（前年同期比52.0％減少）と、大幅な減益となりました。 

また、特別利益に投資有価証券売却益や事業譲渡益等、合計5億59百万円、特別損失に低料第三種郵便問題に関す

る和解金や投資有価証券評価損、投資有価証券売却損等、合計26億6百万円を計上し、税金等調整前当期純利益は61

億47百万円（前年同期比21.9％減少）となりました。なお、当期純利益は12億77百万円（前年同期は32億77百万円

の損失）と黒字に転換いたしました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

① 広告業  

広告業における売上高は、不況による広告需要減少の影響を受け、マスメディア取引、非マスメディア取引（そ

の他の広告）（※2）ともに扱い高が前年同期を大きく下回り、9,157億84百万円（前年同期比11.3％減少）となり

ました。 

得意先業種（※2）別に見ても、「薬品・医療品」「官公庁・団体」等、一部に前年同期を上回る業種はあったも

のの、「自動車・関連品」「情報・通信」等多くの業種で前年同期を下回りました。 

営業利益につきましては、収益率向上・経費節減で一定の成果を収めたものの、減収の影響が大きく、107億93

百万円（同47.0％減少）と大幅な減益となりました。 

なお、売上高にはセグメント間振替高を含んでおり、外部顧客への売上高は9,156億82百万円であります。 

 

② その他の事業 

その他の事業では、人材派遣業、不動産賃貸業等を行い、売上高70億35百万円（前年同期比5.1％減少）、営業利

益7億44百万円（同72.4％増加）でありました。 

なお、売上高にはセグメント間振替高を含んでおり、外部顧客への売上高は13億82百万円であります。 
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所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 日本 

日本においては、売上高8,944億34百万円（前年同期比11.0％減少）、営業利益117億77百万円（同42.3％減少）

でありました。 

なお、売上高にはセグメント間振替高を含んでおり、外部顧客への売上高は8,926億36百万円であります。 

 

② 海外 

海外においては、売上高276億89百万円（前年同期比21.9％減少）、営業損失3億円（前年同期は3億52百万円の営

業利益）でありました。 

なお、売上高にはセグメント間振替高を含んでおり、外部顧客への売上高は244億28百万円であります。 

  

（※1）「特定サービス産業動態統計調査」（経済産業省）2010年2月分確報に基づく当社推定によります。 

（※2）当社の社内管理上の区分と集計によります。 

 

（次期の見通し） 

通期の連結業績見通し（平成 22 年 4月 1日～平成 23 年 3 月 31 日）    

(単位：百万円）

上期 下期 通期

平成23年3月期 前年同期比 平成23年3月期 前年同期比 平成23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 447,000 4,523 1.0% 488,000 13,412 2.8% 935,000 17,935 2.0% 

営業利益 1,500 1,440 － 7,000 924 15.2% 8,500 2,364 38.5% 

経常利益 2,200 1,191 118.0% 7,800 615 8.6% 10,000 1,806 22.0% 

当期純利益 0 1,699 － 3,200 224 7.5% 3,200 1,923 150.6% 

(ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) (2.1%) (+2.1%) (9.0%) (+0.9%) (5.7%) (+1.5%)

 (ｵﾍﾟﾚｰﾃｨﾝｸﾞ・ﾏｰｼﾞﾝ) = 営業利益／売上総利益  

平成 23 年 3月期は、依然不透明なビジネス環境にあるものの、広告市場は、緩やかに回復してくると見ており

ます。そのような環境の中、着実な利益確保を図るとともに、中長期の成長へ向けた取り組みを進めて行きたいと

考えております。 

 

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。 

 

◎ マクロ環境：国内広告費の市場は、テレビなど一部に回復の兆しが見え始めましたが、不透明な部分も多く、

回復基調は緩やかになると見ております。そのため、前年と比較しますと、通期ベースで、横ばい程度と考え

ております。 

◎ 売上高：このような環境の中、広告主の課題解決に注力し、通期売上高は、9,350 億円、前期比で+2.0%の伸び

を見込んでおります。 
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◎ 営業利益：売上総利益率につきましては、継続して収益性を意識した取り組みを進め、もう一段の向上を目指

してまいります。販管費につきましては、引き続き、費用抑制に努めますが、中期経営計画達成に向けた戦略

的な費用も確保していきたいと考えており、前期比 20 億円程度増加する見通しです。その結果、通期の営業利

益は 85 億円と前期比 23 億円程度の増益見通しです。 

◎ 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、100 億円と前期比 18

億円程度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、32 億円と前期比 19

億円程度の増益見通しです。 

 

 （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。 

 

（中期経営計画等の進捗状況） 

当社グループは昨年11月に、平成26年3月期を 終年度とする中期経営計画を新たに策定し、現在それに基づき事

業展開しております。当計画における 終年度の定量目標は、次の通りです。 

・ 営業利益  280 億円 

・ オペレーティングマージン 16% 

・ 売上総利益 1,750 億円 

計画初年度である当連結会計年度は、売上高及び売上総利益について、若干計画を下回る滑り出しとなりました

が、費用削減効果もあり、利益面では概ね想定の範囲内の結果となりました。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末より244億55百万円減少して、4,563億13百万円となりました。 

項目別にみると、流動資産は前連結会計年度末より235億70百万円減少し、3,393億57百万円となりました。科目

別の前連結会計年度末からの主要な増減としては、現金及び預金が198億92百万円の増加、受取手形及び売掛金が360

億18百万円の減少でありました。 

固定資産は前連結会計年度末より8億85百万円減少し、1,169億55百万円となりました。項目別にみると、有形固

定資産が14億76百万円減少しました。 

負債は前連結会計年度末より272億10百万円減少して、2,475億10百万円となりました。科目別の主要な増減とし

ては、支払手形及び買掛金が290億82百万円減少しました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末より177億82百万円増加し、680億5百万円とな

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、税金等調整前当期純利益61億47百万円を計上したほか、売上債権の増減額

および仕入債務の増減額等により、253億円の増加（前連結会計年度は145億70百万円の減少）となりました。 
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＜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、投資有価証券の取得による支出25億95百万円、連結の範囲の変更を伴う子

会社株式の取得による支出11億60百万円等の投資を行ったほか、定期預金の預入による支出59億26百万円、定期預金

の払戻による収入43億15百万円等の結果、42億11百万円の減少（前連結会計年度は67億83百万円の増加）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、配当金の支払額23億10百万円等の結果、34億21百万円の減少（前連結会計

年度は46億13百万円の減少）となりました。 

 

（財政状態関連指標の推移） 

なお、財政状態及びキャッシュ・フローの主要な指標は次のとおりであります。 

 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日)

自己資本比率 (注1) 41.3％ 44.0％

流動比率 (注2) 135.7％ 142.5％

有利子負債期末残高 (注3) (百万円) 2,679 2,129

フリー・キャッシュ・フロー (注4) (百万円) △7,787 21,088

（注1）自己資本比率＝（純資産－少数株主持分－新株予約権）／総資産×100 

（注2）流動比率＝流動資産／流動負債×100 

（注3）有利子負債＝短期借入金＋長期借入金(１年以内返済予定を含む) 

（注4）フリー・キャッシュ・フロー＝営業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 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

配当につきましては、安定かつ継続して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決定し、業績動向等に不測の事態が発生しない限り、1株当たり50円(注1)を下限

にする方針であります。 

毎事業年度における配当の回数については、中間、期末の年2回を基本方針としており、これらの配当の決定機関

は、中間配当においては取締役会、期末配当においては株主総会であります。 また、内部留保資金につきましては、

企業競争力強化のための支出に対する備えとしております。 

平成22年3月期の年間配当額は、1株当たり70円(うち中間配当35円)とし、翌平成23年3月期の年間配当額も同額の

1株当たり70円（うち中間配当35円）を予定しております。 

（注1）現在の発行済株式数を前提にしております。  

（注2）当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めております。 

 

㈱博報堂ＤＹホールディングス　(2433)　平成22年3月期決算短信

6



 

 

なお、平成22年3月期の剰余金の配当は以下のとおりであります。 

決議年月日 配当金の総額（百万円） 1株当たり配当金(円）

平成21年11月10日 取締役会決議 1,349 35

平成22年6月29日 定時株主総会決議（予定） 1,349 35

 

(4) 事業等のリスク 

 以下において、当社グループの事業及びその他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を

記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重

要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。 

 なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努

めてまいりますが、当社の株式に関する投資判断は、本項目及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重に

検討した上で行われる必要があります。また、本項目に記載した予想、見通し、方針等、将来に関する事項は、当

連結会計年度末現在において判断したものであり、将来実現する実際の結果とは異なる可能性がありますのでご留

意ください。 

 

① 経済状況・市場環境の変動 

国内企業の広告費の支出は、企業が景況に応じて広告費を調整する傾向にあるため、国内の景気動向に大きく影

響を受ける傾向にあります。当社グループの国内売上高は、連結売上高全体に占める割合が非常に高く、国内景況

が悪化すると当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

当社グループは、景況の悪化による影響を軽減するため、広範囲の業種にわたる顧客基盤の構築、マーケティン

グ・コミュニケーションサービスの多様化、海外展開等をはかる所存でありますが、日本経済の回復が遅いもしく

は不十分な場合、又は当社グループの対応が十分ではない場合もしくは十分にはかかる影響を軽減できない場合に

は、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

 

② 当社グループの事業活動に関するリスク 

当社グループの新聞・雑誌・ラジオ・テレビといったマスメディア広告の売上高は、ここ数年、売上高全体に占

める構成比が減少してきているものの、平成 22 年 3月期においても、59％程度と大きなシェアを占めております。

また、今後も引き続き、広告主のマーケティング活動に活用され、当社グループの中心的な事業であり続けると認

識しております。 

一方、インターネット等の新たなメディアを活用した広告は、マスメディア広告などと組み合わせることにより、

相乗効果が高まるものと考えられ、広告市場全体の拡大に寄与すると思われます。 

そのため、当社グループは、メディアの構造変化やマーケティング・コミュニケーションサービスの多様化など

に対応した施策を随時行っております。しかし、このような施策を迅速かつ十分に行うことができない場合、当社

グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

 

③ 広告業界における取引慣行 

マスメディアの広告取引は、広告主からの受注に基づき行いますが、各広告会社は自社の責任で媒体社等と取
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引を行うのが一般的です。そのため、広告主の倒産等により、広告料金を回収できなかった場合には、広告会社が

媒体社や制作会社に媒体料金や制作費を負担することとなります。 

また、優良なコンテンツや広告枠を確保する等の目的で事前に広告枠を一定の金額で買取り、自社の裁量によ

り販売する取引を行うこともあります。その場合、広告枠の販売状況にかかわらず媒体社等へ媒体料金の支払いが

生じるため、販売状況によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

 

また、広告業界では、慣行上、広告計画や内容の変更に柔軟かつ機動的に対応できるよう契約書を締結するこ

とは一般的には行われておりません。当社グループにおいても、継続的な取引関係が成立している広告主との間で

あっても、個別取引に関する書面は存在するものの、基本契約書等を締結していないことが一般的であります。そ

のため、広告主との間で明確な契約書を締結していないことにより、取引関係の内容、条件等について疑義が生じ

たり、これをもとに紛争が生じたりする可能性があります。 

なお、欧米では「一業種一社制」(同一業種では一社のみの広告主を広告代理店が担当する取引形態)が一般的

であり、広告会社の報酬構造や報酬決定方法も異なっております。日本においてはこのような取引形態は一般的で

はありませんが、欧米の広告主、広告会社が日本に進出してきている昨今の状況に鑑みると、今後これらの取引形

態及び報酬構造や報酬決定方法が日本の広告の取引慣行に影響を与える可能性があります。当社グループにおきま

しては、こうした動向に対応し、サービス形態の多様化等に努めてきておりますが、今後、取引慣行の動向・変化

に適切に対応できない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

 

④ 法規制等の導入や変更 

広告主の広告活動、メディアにおける広告の掲載・放送方法や内容等、広告会社の事業活動等に関する法令・

規制・制度の導入や強化、法令等の解釈の変更等がなされる場合があります。法規制等の導入や強化等に対して当

社グループが適切に対応できない場合又は広告主の広告活動が減少する場合には、当社グループの財政状態及び経

営成績に悪影響を与える可能性があります。 

 

⑤ 広告主との関係 

当社グループと広告主の間は、継続的な取引関係が成立しておりますが、広告主がコスト削減の要請を強める

昨今の状況の中で、今後取引関係が解消、縮減等されない保証はなく、また、報酬等の水準は当事者間の合意によ

るものであり、その水準が今後も保証されるものではありません。もし従前と同様の取引関係が継続されない場合

又は従前の取引条件が変更される場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があり

ます。なお、平成 22 年 3月期における当社グループの上位広告主 10 社に対する売上高は、当社グループの全売上

高の約 2割となっております。 

 

⑥ 媒体社との関係 

当社グループの広告事業においては、新聞・雑誌・ラジオ・テレビといったマスメディアの広告に関する事業

が主体であるため、主要媒体社からの仕入れの依存度は高くなっております。 

当社グループと媒体社では、長年の継続的な取引関係が成立しておりますが、媒体社との取引が継続されない

場合又は取引条件等が変更された場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があり

ます。 
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⑦ 広告業界における競争状況 

我が国の広告業界では、サービスの多様性、対応力、企画力、販売力等の観点から、売上高で上位の広告会社

への集中傾向が高く、また上位広告会社を中心に熾烈な競争が行われております。更には、大手の海外広告会社も

日本市場に参入してきており、競争がますます激しくなる傾向にあります。 

当社グループは、サービスの多様化、企画力、創造的提案力、経験、広告主との長年の継続的な取引関係等に

より競争上の優位性を確保していく所存でありますが、今後かかる優位性を確保できる保証はなく、優位性を逸し

た場合あるいは競争の激化に伴い報酬が低下した場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与え

る可能性があります。 

 

⑧ インターネット広告等のニューメディアの進展 

近年、インターネット、モバイル等新たな広告メディアの進展も著しく、かかる分野における広告市場は拡大

傾向にあります。当社グループといたしましても、早期の段階からインターネットメディアレップ会社であるデジ

タル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱の設立に関与し、連携強化に努めていることを含め、積極的な取り組

みを行い、また新規メディアと既存メディアを組み合わせた広告戦略を広告主に提案してきております。 

しかしながら、インターネット、モバイル等の新しいメディアが、既存のメディアの広告価値を低め、かかる

状況に対して広告主等へ広告戦略の構築、推進等の対応を当社グループが適切に提案、実行できない場合又はイ

ンターネット、モバイル等の新しいメディアに対する当社グループの事業戦略や取り組みが効を奏しないもしく

は十分でない場合には、当社グループのサービスの低下をきたし、もって当社グループの財政状態及び経営成績

に悪影響を与える可能性があります。 

 

⑨ 当社グループの事業展開に関するリスク 

当社グループは、総合広告会社である㈱博報堂、㈱大広、㈱読売広告社及び総合メディア・コンテンツ事業会

社である㈱博報堂 DY メディアパートナーズの４社並びに４社がそれぞれ所有する広告関連サービスを提供する子

会社群等から形成されており、広告主に対しワンストップでのマーケティング・コミュニケーションサービスを提

供すべく事業展開をしております。グループ会社を通じた事業展開、すなわちインターネット分野等の特定の事業

に特化、注力する会社の設立、買収、資本業務提携等により出資を含むグループ会社関係を構築することについて

は、出資額あるいは場合によっては出資額を超える損失が発生するリスク、グループの信用低下リスク等を伴う可

能性があり、出資会社の事業活動や経営成績によっては、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える

可能性があります。 

 

⑩ 知的財産権 

広告業一般におけると同様、当社グループにおいても、事業活動を行う過程で、当社グループが所有する又は

使用許諾を受けている以外の知的財産権を侵害してしまうおそれ、また逆に当社グループが所有する知的財産権が

侵害されてしまうおそれがあり、当社グループがかかる事態を防止し、あるいは適切な回復をすることができない

可能性があります。その場合、当社グループの財政状態、経営成績及び社会的信用に悪影響を与える可能性があり

ます。 
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⑪ 人材の確保及び育成 

当社グループの成長性及び競争上の優位性は、優秀な人材の確保に大きく依存します。人材に関しては、新卒

者の安定的採用や即戦力となる中途採用の推進により確保をはかり、各職責、能力、市場環境の変化に対応した教

育研修等による育成に努めておりますが、何らかの理由により優秀な人材が流出する可能性や人材の確保に支障を

きたすおそれもあります。かかる事態が生じた場合、当社グループの競争力に悪影響を与える可能性があります。 

 

⑫ メディア・コンテンツビジネスに関わるリスク 

当社グループは、今後もスポーツ等イベントの権利取得や興業、映画製作への投資、アニメ・キャラクター関

連番組制作等のコンテンツ関連ビジネスを行ってまいります。しかしながら、メディア・コンテンツビジネスの

事業展開には、投資リスクを伴うものもあり、計画通りに進行しない場合又は収益を確保できない場合には当社

グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

 

⑬ アジア等の海外市場展開 

当社グループは、広告主のニーズに応えるため、海外市場（特にアジア）において更なる拠点拡充を含め、積

極展開をはかってまいりますが、これらの事業展開には、海外の事業投資に伴うリスク(為替リスク、カントリー

リスク等)、出資額あるいは出資額を超える損失が発生するリスク、グループの信用低下リスク等を伴う可能性が

あり、計画通りに事業展開ができない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性

があります。 

 

⑭ グループ経営基盤に関わるリスク 

当社グループは、持株会社体制という枠組みの持つ優位性等、経営統合の相乗効果を 大限活用し、グループ

経営基盤の強化に努めてまいりますが、持株会社統治等の効果が十分発揮されなかった場合には当社グループの

財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

また、資金運用面においても、グループ内での資金運用・配分の効率化を進めておりますが、その効果が十分

に発揮されない場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

更に、コスト面での統合シナジー実現の施策として、情報システムのグループ内統一化及び間接部門のプロセ

ス業務のグループ共有化を実施しておりますが、この施策が計画通りにいかない場合には、当社グループの財政

状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

なお、グループ経営基盤の強化、資金運用の効率化、システム等のグループ内統一化が当社の計画通りに進展

したとしても、他の不確定要因により当社グループの財政状態及び経営成績が当社の予想している水準に達する

保証はありません。 

 

⑮ 訴訟等に関わるリスク 

当社グループは、現在においてその業績に重大な影響を与え得る訴訟・紛争には関与しておりませんが、様々

な要因により今後直接又は間接的に、何らかの訴訟・紛争に関与することとなる可能性は否定できません。当社

グループが訴訟・紛争に関与した場合、その経過・結果如何によっては、当社グループの財政状態、経営成績及

び社会的信用に悪影響を与える可能性があります。 
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⑯ 投資有価証券に関わるリスク 

当社グループは、投資有価証券の評価基準及び評価方法として、投資有価証券のうち時価のあるものについて

は期末の時価を適用し、株式市況等の変動により評価損を計上する可能性があります。そのほか、投資有価証券

については、発行会社の財務状況や今後の見通しなどに鑑み、時価が著しく下落し、その回復が見込めない場合

には、減損処理により評価損を計上する可能性があります。このような状況になった場合、当社グループの財政

状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

⑰ 退職給付債務に関わるリスク 

当社グループの退職給付債務及び退職給付費用は、割引率、年金資産の期待運用収益率等の一定の前提条件に

基づいて数理計算を行っております。実際の結果が前提条件と異なる場合又は前提条件が変更された場合、その

差額は将来にわたって規則的に認識されます。したがって、金利の低下、運用利回りの低下、年金資産の時価の

下落等があった場合や退職金制度、年金制度を変更した場合には、追加的な退職給付引当金の計上、未認識の過

去勤務債務の発生又は将来の退職給付費用の増加により、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与え

る可能性があります。また、退職給付に関する会計基準等の設定や変更により、従来の会計方針を変更した場合

には、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

 

⑱ 役職員等の不正行為のリスク 

当社グループは、その規模、業務範囲及び活動領域が広範に亘っていることから、日常的に、その役職員が法

令や社内規程を遵守しているとの確証を得ることはできません。法令及び社内規程の遵守のための様々な取組み

をもってしても、役職員の不正行為を完全に防止できる保証はありません。また、当社グループの取引先等の不

正行為への関与が問題となる可能性もあります。平成 22 年３月期においては、当社連結子会社の社員による低料

第三種郵便物の不適正利用が判明し、厳正な社内処分の上、コンプライアンスの強化などの再発防止策を講じて

おりますが、解決金の支払いによる経営成績への悪影響や広告主との関係への悪影響などが生じました。そのほ

か、当社グループの役職員またはその取引先等により顧客情報その他の機密情報が漏洩したり不正に使用される

可能性もあります。これらの役職員等の不正行為により、当社グループの財政状態、経営成績及び社会的信用に

悪影響を与える可能性があります。 

 

 

２． 企業集団の状況 

当連結会計年度において、持分の取得にともないデータスタジアム㈱を連結子会社としております。それ以外に

つきましては、 近の有価証券報告書（平成21年6月30日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

 

 

３． 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、持株会社である当社傘下に、株式会社博報堂、株式会社大広、株式会社読売広告社の３つの広

告事業会社と、総合メディア事業会社 株式会社博報堂 DY メディアパートナーズを保有する我が国広告業界では前

例の無いマルチ･エージェンシー･グループであります。 
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当社グループは、業界初のこの枠組みを 大限に活用し、以下の７つの『グループ経営理念』の下、社会環境、

事業環境の変化に率先して対応し、グループ企業価値の継続的な向上に努めてまいる所存であります。 

《グループ経営理念》 

① 広告主に対して、常に 善のサービスを提供し、ビジネス価値の向上に貢献する。 

② メディアの革新と向き合い、メディア価値の向上に貢献する。 

③ 世界的にネットワークを展開し、サービス網の充実をはかる。 

④ 生活者(注)から発想することで、人々の次世代の豊かさを創造し、社会の発展に寄与する。 

⑤ 自由と自律を尊重し、多様な個性とチーム力を価値創造の源泉とする。 

⑥ 競争と協調の精神で、新しい挑戦を続け、世界一級の広告会社グループを目指す。 

⑦ 企業価値の継続的な向上を図り、株主からの信頼と期待に応える。 

(注)「生活者」とは、単に消費する人＝「消費者」ではなく、価値観や欲求が個性化、多様化した様々な生

活の中で行動する人を指す意味で用いております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは、グループ総体での継続的シェア拡大による業界ポジションの強化を前提に、中期的な経営目標

として以下の指標を重視しております。 

①  利益創出力の拡大： 連結営業利益 

②  付加価値創出力の向上： 連結売上総利益、連結オペレーティング・マージン 

③  資本効率の向上： 株主資本利益率（ＲＯＥ） 

(注）オペレーティング･マージン＝営業利益／売上総利益 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

国内広告市場における総広告費は、米国の金融危機に端を発した世界的な景気後退の影響をうけ大幅な減少が続

いており、先行きについても未だに不透明な状況が続いております。また、デジタルテクノロジーの進展により、

全てのメディア上での活動が計測可能になるというメディア環境の構造的変化や、生活者が情報体験のイニシアテ

ィブを握っていく「生活者主導社会ＴＭ」の到来といった変化が生み出され、これらのことが企業のマーケティング

活動全体に大きな影響を及ぼしつつあります。さらに、人口減少、高齢化、ライフスタイルの多様化等に象徴され

る国内市場の成熟化に伴い、企業は今まで以上に効果的かつ効率的なマーケティング・ソリューションを求めてき

ております。 

当社グループは、このような企業の課題・ニーズの変化に対応し、グループ全体の持続的成長を実現するため、

昨年１１月に、平成２６年３月期を 終年度とする新たな中期経営計画を策定しました。本中期経営計画期間の５

年間を長期的な成長に向けて事業構造の転換を実現するための移行期間と捉え、以下の中期基本戦略に則り、重点

戦略領域における対応力とグループ経営基盤の強化を行い、中期経営目標の達成に取り組んでおります。 

 

Ⅰ 中期基本戦略 

当社グループは、「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」ことを中期基本戦略としております。 

これまでも当社グループは、企業のマーケティングコミュニケーション活動が、「４マスメディア中心」から
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「４マスメディアと４マスメディア以外の統合化・ 適化」、換言すれば、「マスマーケティングとリレーショ

ンシップマーケティングの統合化・ 適化」に向かっていると認識しておりました。このような視点に加えて、

デジタルの計測可能性を活用したＲＯＩ重視のマーケティングとの 適化及びソーシャルメディアなど生活者主

導型メディアと既存メディアとの 適な組み合わせ等、生活者の情報体験全体を統合的かつ効果的にデザインす

ることが必要になっております。それら複雑かつ高度な課題に対して多様なソリューションを提供し、マーケテ

ィング活動全体の 適化を図っていくことが、当社グループの目指す「次世代型統合マーケティング・ソリュー

ション」という成長モデルであり、「責任あるパートナーとなる」ための競争優位と考えております。 

 

 

Ⅱ 重点戦略領域における対応力の強化 

① インターネット領域 

インターネット領域は、「次世代型統合マーケティング・ソリューション」の展開において極めて重要な

領域と捉えております。当社グループでは、従来から当領域の強化に努めてまいりましたが、今後も競争力

の強化や外部専門企業との連携・協働を積極的に行ってまいります。 

具体的には、昨年２月に連結子会社化したデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社との連携

をさらに強化し、インタラクティブマーケティング領域全般での売上拡大を図ります。加えて、外部専門企業

とのアライアンス戦略を更に推し進め、対応領域を拡大し、連結での成長を目指します。 

また、強化したインターネット領域での対応力をマスメディアとのクロスメディア展開に活かすほか、当社

グループが強みとするダイレクトマーケティング領域のノウハウ、ソリューションと融合させ、顧客基盤の一

層の磐石化を図ってまいります。さらに、主に販売促進に重心を置き、インターネットを中心にマーケティン

グ活動を展開するクライアントの開拓も推進してまいります。 

 

② マーケティング／プロモーション領域 

企業がコントロールすべきマーケティング活動領域は拡大しており、「次世代型統合マーケティング・ソ

リューション」の展開において、マーケティング／プロモーション領域の強化も重要な課題と捉えておりま

す。 

当社グループは、これまでもマーケティング／プロモーション領域の強化に注力し、ＳＰ、ＷＥＢ制作領

域等における対応体制を整備してまいりました。今後は、企業のマーケティング活動における商品開発等の

「川上領域」、顧客獲得・維持のための「顧客マーケティング領域」等、幅広い領域におけるサービスやそ

の提供体制を整備し、企業のマーケティング活動の多様なニーズに対応してまいります。 

また同時に、利益成長に貢献してきた内製化体制の整備を推進し、グループ連結での利益率の更なる向上

を図ってまいります。 

 

③ グローバル領域 

当社グループでは、中国及びアジア地域市場を特に重要な市場と捉え、これまでも積極的に事業拡大の取

り組みを行ってまいりました。今後、国内市場の成熟化に伴い、企業の「グローバルシフト」が加速すると

考えられるため、グローバル領域、特に成長著しい中国を中心としたアジア地域での対応力を強化してまい

ります。 
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具体的には、「自動車・関連品」、「家電・ＡＶ機器」に続く新たな成長業種の取り込み、組織・人材・

制度等の現地化対応の整備、国内のナレッジ・ノウハウ・ツール類の積極展開、更には、広告周辺領域にお

ける対応力強化等を行い、日系クラアントのマーケティング・パートナーとして顧客基盤の一層の盤石化を

図ってまいります。 

 

 

Ⅲ  グループ経営基盤の強化 

当社グループは、経営統合以来、基幹情報システムの統合、間接業務のシェアドサービス会社再編等、グル

ープ経営基盤を強固にすべく様々な施策に取り組んでまいりました。また、オフィスについては、当社及び中

核事業会社並びに関係会社の一部を東京都港区赤坂地区に集結させ、「イノベーションの創発拠点」としてグ

ループ競争力の向上を図っております。 

今後は、当社グループの事業構造の更なる転換を推進するため、上記「（２）重点戦略領域における対応力の

強化」で掲げた３つの重点戦略領域を中心に経営資源を積極的に投入する一方、事業構造の転換に合わせ資源

配分の適正化を進め、グループ全体での経営効率向上を図ってまいります。また、成長領域での多様なビジネ

スに対応するための人材育成、能力開発も強化してまいります。更に、不確実かつ不透明な今後のビジネス環

境を考慮し、現在活動中のコスト構造改革の取り組みを継続し、グループ全体で効率化を進めてまいります。 

 

Ⅳ  中期経営計画における目標 

本中期経営計画で掲げた 終年度の数値目標は、以下のとおりです。 

・ 連結営業利益：280億円 

・ 連結オペレーティング・マージン：16% 

・ 連結売上総利益：1,750億円 

上記に掲げた中期経営計画の達成に向け、５年間での事業構造転換を確実なものとし、より強固な競争優位を

確立することで、更なる企業価値向上へとつなげてまいります。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 54,977 74,870

受取手形及び売掛金 269,459 233,440

有価証券 3,685 3,019

金銭債権信託受益権 2,700 5,382

たな卸資産 12,624 6,737

短期貸付金 1,009 1,093

繰延税金資産 6,153 6,190

その他 12,886 9,814

貸倒引当金 △569 △1,191

流動資産合計 362,928 339,357

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,556 17,143

減価償却累計額 △7,470 △8,006

建物及び構築物（純額） 10,086 9,136

土地 9,530 9,247

その他 5,167 5,299

減価償却累計額 △3,054 △3,430

その他（純額） 2,113 1,869

有形固定資産合計 21,730 20,253

無形固定資産   

ソフトウエア 4,296 3,144

のれん 1,359 2,245

その他 1,752 1,780

無形固定資産合計 7,408 7,170

投資その他の資産   

投資有価証券 46,330 49,981

長期貸付金 809 728

前払年金費用 14,274 13,565

繰延税金資産 7,922 6,762

その他 23,445 22,392

貸倒引当金 △4,081 △3,899

投資その他の資産合計 88,701 89,530

固定資産合計 117,840 116,955

資産合計 480,768 456,313
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 240,548 211,466

短期借入金 2,413 1,994

1年内返済予定の長期借入金 173 81

未払費用 5,148 5,527

未払法人税等 1,694 2,530

賞与引当金 10,710 9,489

役員賞与引当金 67 62

債務保証損失引当金 50 50

その他 6,633 6,930

流動負債合計 267,439 238,131

固定負債   

長期借入金 93 53

退職給付引当金 4,254 5,934

役員退職慰労引当金 1,859 2,045

その他 1,072 1,345

固定負債合計 7,280 9,378

負債合計 274,720 247,510

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 104,583 103,546

自己株式 △1,972 △1,972

株主資本合計 201,505 200,468

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,744 1,589

為替換算調整勘定 △1,433 △1,168

評価・換算差額等合計 △3,177 421

新株予約権 93 126

少数株主持分 7,627 7,786

純資産合計 206,048 208,802

負債純資産合計 480,768 456,313
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,033,396 917,065

売上原価 879,337 773,485

売上総利益 154,059 143,579

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 56,132 58,723

退職給付費用 2,758 5,816

賞与引当金繰入額 10,461 9,053

役員退職慰労引当金繰入額 379 396

役員賞与引当金繰入額 57 67

のれん償却額 934 519

貸倒引当金繰入額 1,132 725

その他 67,187 62,140

販売費及び一般管理費合計 139,042 137,443

営業利益 15,016 6,136

営業外収益   

受取利息 401 188

受取配当金 697 629

持分法による投資利益 537 643

保険解約返戻金 － 487

その他 902 595

営業外収益合計 2,539 2,544

営業外費用   

支払利息 109 63

投資事業組合運用損 245 251

その他 134 171

営業外費用合計 490 485

経常利益 17,065 8,194

特別利益   

固定資産売却益 1,437 10

投資有価証券売却益 68 199

ゴルフ会員権売却益 － 35

持分変動利益 － 114

事業譲渡益 － 196

新株予約権戻入益 － 3

特別利益合計 1,506 559
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 0 37

固定資産除却損 196 141

減損損失 286 235

投資有価証券売却損 208 401

関係会社株式売却損 0 0

投資有価証券評価損 6,408 518

のれん償却額 1,665 －

たな卸資産評価損 900 －

事務所移転費用 193 105

賃貸借契約解約損 612 －

特別退職金 88 371

和解金 － 683

その他 136 112

特別損失合計 10,697 2,606

税金等調整前当期純利益 7,874 6,147

法人税、住民税及び事業税 3,802 4,743

法人税等調整額 7,075 △262

法人税等合計 10,878 4,480

少数株主利益 272 389

当期純利益 △3,277 1,277
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 10,000 10,000

当期末残高 10,000 10,000

資本剰余金   

前期末残高 88,894 88,894

当期変動額   

自己株式の処分 － △0

当期末残高 88,894 88,894

利益剰余金   

前期末残高 111,987 104,583

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △1,192 －

当期変動額   

剰余金の配当 △3,278 △2,313

当期純利益又は当期純損失（△） △3,277 1,277

連結範囲の変動 342 －

当期変動額合計 △6,212 △1,036

当期末残高 104,583 103,546

自己株式   

前期末残高 △1,972 △1,972

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △0 0

当期末残高 △1,972 △1,972

株主資本合計   

前期末残高 208,910 201,505

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △1,192 －

当期変動額   

剰余金の配当 △3,278 △2,313

当期純利益又は当期純損失（△） △3,277 1,277

連結範囲の変動 342 －

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △6,212 △1,036

当期末残高 201,505 200,468
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,416 △1,744

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,160 3,334

当期変動額合計 △3,160 3,334

当期末残高 △1,744 1,589

為替換算調整勘定   

前期末残高 737 △1,433

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,170 265

当期変動額合計 △2,170 265

当期末残高 △1,433 △1,168

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,153 △3,177

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,331 3,599

当期変動額合計 △5,331 3,599

当期末残高 △3,177 421

新株予約権   

前期末残高 － 93

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 93 32

当期変動額合計 93 32

当期末残高 93 126

少数株主持分   

前期末残高 3,009 7,627

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,617 159

当期変動額合計 4,617 159

当期末残高 7,627 7,786

純資産合計   

前期末残高 214,074 206,048

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △1,192 －

当期変動額   

剰余金の配当 △3,278 △2,313

当期純利益又は当期純損失（△） △3,277 1,277

連結範囲の変動 342 －

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △620 3,791

当期変動額合計 △6,833 2,754

当期末残高 206,048 208,802
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 7,874 6,147

減価償却費 4,278 4,268

減損損失 286 235

のれん償却額 2,600 519

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,246 △1,220

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △256 △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,030 1,673

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 56 185

貸倒引当金の増減額（△は減少） 713 427

受取利息及び受取配当金 △1,099 △818

支払利息 109 63

為替差損益（△は益） 19 6

持分法による投資損益（△は益） △537 △643

持分変動損益（△は益） － △114

関係会社株式売却損益（△は益） 0 0

投資有価証券売却損益（△は益） 140 201

投資有価証券評価損益（△は益） 6,408 528

固定資産売却損益（△は益） △1,436 27

固定資産除却損 171 99

売上債権の増減額（△は増加） 27,770 36,952

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,458 5,963

仕入債務の増減額（△は減少） △54,385 △29,722

前払年金費用の増減額（△は増加） △1,087 708

その他 △4,693 2,559

小計 △9,824 28,044

利息及び配当金の受取額 1,516 1,219

利息の支払額 △100 △62

法人税等の支払額 △6,162 △3,901

営業活動によるキャッシュ・フロー △14,570 25,300
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 △2,658 △5,926

定期預金の払戻による収入 10,105 4,315

有価証券の取得による支出 △95 △1,224

有価証券の売却による収入 808 3,402

有形固定資産の取得による支出 △6,857 △465

有形固定資産の売却による収入 2,142 225

無形固定資産の取得による支出 △2,304 △824

投資有価証券の取得による支出 △5,840 △2,595

投資有価証券の売却による収入 723 1,461

出資金の払込による支出 △77 △258

出資金の回収による収入 15 7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △1,160

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

4,920 169

敷金の差入による支出 △543 △364

敷金の回収による収入 8,916 524

短期貸付金の増減額（△は増加） △34 △29

長期貸付けによる支出 △42 △67

長期貸付金の回収による収入 151 157

債権信託受益権の増減額（△は増加） △2,681 △2,647

その他 138 1,087

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,783 △4,211

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） △215 △431

長期借入金の返済による支出 △306 △173

社債の償還による支出 △770 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △26 △39

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の処分による収入 － 0

配当金の支払額 △3,273 △2,310

少数株主への配当金の支払額 △31 △493

少数株主からの払込みによる収入 10 26

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,613 △3,421

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,432 115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,832 17,782

現金及び現金同等物の期首残高 63,358 50,222

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 697 －

現金及び現金同等物の期末残高 50,222 68,005
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

【会計方針の変更】 

 
前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））

及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認

会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響額は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、（セグメント

情報）に記載しております。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（その3）（企業会計基準第 19 号 平成20年７

月31日）を適用しております。 

 数理計算上の差異を翌期から償却するため、これによ

る営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与

える影響はありません。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務

の差額の未処理残高は4,786百万円であります。 

 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従

来、主として個別法による原価法によっていましたが、

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会

計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として個別

法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しておりま

す。 

これにより、営業利益及び経常利益は210百万円、税

金等調整前当期純利益は1,110百万円それぞれ減少して

おります。 

なお、セグメント情報に与える影響は、（セグメント

情報）に記載しております。 

 

 

 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計

基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）

を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これにより、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、

それぞれ57百万円減少しております。 
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【表示方法の変更】 

 
前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において営業外費用の「その他」

に含めて記載しておりました「投資事業組合運用損」

は、当連結会計年度において、重要性が増したため、

区分掲記することといたしました。 

 なお、前連結会計年度の「投資事業組合運用損」

は26百万円であります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱博報堂ＤＹホールディングス　(2433)　平成22年3月期決算短信

24



 

 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 

 
広告業 
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計(百万円) 
消去又は 

全社(百万円) 
連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

1,032,005 1,390 1,033,396 － 1,033,396

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

57 6,022 6,080 (6,080) －

計 1,032,063 7,413 1,039,477 (6,080) 1,033,396

営業費用 1,011,694 6,981 1,018,675 (295) 1,018,380

営業利益 20,369 431 20,801 (5,785) 15,016

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出 

 

資産 448,333 13,524 461,857 18,910 480,768

減価償却費 4,123 148 4,271 6 4,278

減損損失 286 － 286 － 286

資本的支出 7,467 238 7,705 － 7,705

(注) １ 事業区分の方法 

  当社グループの経営の実態を具体的かつ適切に開示できるよう、本業である広告業及びその周辺領域事業と

その他の事業に区分しております。 

２ 各事業区分の主な内容 

広告業    ：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等のサービス活動の一切 

その他の事業 ：不動産賃貸、物品販売、ビルサービス、人材派遣等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の管理部門に係

る費用であり、当連結会計年度は4,554百万円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での現金及び預金、管理部門に係

る資産等であり、当連結会計年度は19,680百万円であります。 

５ 会計方針の変更 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

これに伴う営業費用、営業利益に与える影響額は軽微であります。 

また、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっていま

したが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 

企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

この結果、広告業において営業費用が210百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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)

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

892,636 24,428 917,065 － 917,065

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,798 3,261 5,059 (5,059) －

計 894,434 27,689 922,124 (5,059) 917,065

営業費用 882,656 27,989 910,646 282 910,928

営業利益又は営業損失(△) 11,777 △300 11,477 (5,341) 6,136

Ⅱ 資産 422,706 15,610 438,316 17,996 456,313

(注) １ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  海外：アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、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 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の管理部門に係

る費用であり、当連結会計年度は4,097百万円であります。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での現金及び預金、管理部門に係

る資産等であり、当連結会計年度は19,875百万円であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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)

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

1,003,389 30,006 1,033,396 － 1,033,396

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,821 5,450 7,271 (7,271) －

計 1,005,210 35,457 1,040,668 (7,271) 1,033,396

営業費用 984,797 35,105 1,019,903 (1,523) 1,018,380

営業利益 20,413 352 20,765 (5,748) 15,016

Ⅱ 資産 448,821 14,047 462,869 17,899 480,768

(注) １ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  海外：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 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の管理部門に係

る費用であり、当連結会計年度は4,554百万円であります。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での現金及び預金、管理部門に係

る資産等であり、当連結会計年度は19,680百万円であります。 

４ 会計方針の変更 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

これに伴う営業費用、営業利益に与える影響額は軽微であります。 

また、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっていま

したが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 

企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

この結果、日本において営業費用が210百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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)

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

892,636 24,428 917,065 － 917,065

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

1,798 3,261 5,059 (5,059) －

計 894,434 27,689 922,124 (5,059) 917,065

営業費用 882,656 27,989 910,646 282 910,928

営業利益又は営業損失(△) 11,777 △300 11,477 (5,341) 6,136

Ⅱ 資産 422,706 15,610 438,316 17,996 456,313

(注) １ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  海外：アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、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 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の管理部門に係

る費用であり、当連結会計年度は4,097百万円であります。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での現金及び預金、管理部門に係

る資産等であり、当連結会計年度は19,875百万円であります。 
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【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 30,796

Ⅱ 連結売上高(百万円) 1,033,396

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

3.0

(注) １ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  海外：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 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 25,347

Ⅱ 連結売上高(百万円) 917,065

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

2.8

(注) １ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

  海外：アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、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 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 
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 (１株当たり情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額             5,142円58銭

 

１株当たり純資産額             5,209円02銭

 

１株当たり当期純利益            △84円97銭

 

１株当たり当期純利益           33円12銭

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

－

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

         33円08銭 

  

(注)1 １株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 前連結会計年度末 当連結会計年度末 

 平成21年3月31日 平成22年3月31日 

純資産の部の合計額(百万円) 206,048 208,802

普通株式に係る純資産額(百万円) 198,327 200,889

差額の主な内訳(百万円) 

 新株予約権 93 126

 少数株主持分 7,627 7,786

普通株式の発行済株式数(千株) 38,855 38,855

普通株式の自己株式数(千株) 290 290

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 
普通株式の数(千株) 

38,565 38,565

  
(注) 2  前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在しますが、１株当

たり当期純損失であるため記載しておりません。 

3  １株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定の基礎は、次のとお

りであります。 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益金額 

連結損益計算書上の当期純利益 
又は当期純損失（△） (百万円) 

△3,277 1,277

普通株式に係る当期純利益 
又は当期純損失（△） (百万円) 

△3,277 1,277

普通株式の期中平均株式数(千株) 38,565 38,565

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額(百万円) － △1

調整の主な内訳(百万円) 

関連会社の発行する潜在株式 
(ストックオプション) 

－ △1
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(重要な後発事象) 
 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当社の連結子会社である株式会社博報堂エルグの執
行役員が、低料第三種郵便制度を利用したダイレクトメ
ールの取り扱いをめぐり、平成21年4月16日に郵便法違
反容疑で大阪地方検察庁に逮捕され、同年5月6日に大阪
簡易裁判所に起訴されました。 

当該案件の今後の推移によっては当社の連結業績に
影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響
は不明です。 
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,257 1,250

営業未収入金 301 572

関係会社短期貸付金 24,350 14,390

有価証券 3,299 2,500

金銭債権信託受益権 2,700 5,382

未収入金 1,053 903

前払費用 49 47

立替金 203 179

繰延税金資産 289 332

その他 18 18

流動資産合計 34,523 25,577

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 － 26

減価償却累計額 － △2

建物及び構築物（純額） － 24

車両運搬具 29 29

減価償却累計額 △18 △21

車両運搬具（純額） 11 7

工具、器具及び備品 10 11

減価償却累計額 △8 △8

工具、器具及び備品（純額） 2 2

有形固定資産合計 14 34

無形固定資産   

ソフトウエア 0 80

無形固定資産合計 0 80

投資その他の資産   

投資有価証券 10,781 10,367

関係会社株式 170,774 180,774

敷金及び保証金 530 798

関係会社長期貸付金 11,160 10,160

繰延税金資産 540 94

投資その他の資産合計 193,786 202,194

固定資産合計 193,800 202,309

資産合計 228,324 227,886

㈱博報堂ＤＹホールディングス　(2433)　平成22年3月期決算短信

32



(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

グループファイナンス預り金 53,368 51,771

未払金 79 90

未払費用 1,692 1,230

未払法人税等 55 43

預り金 8 7

その他 27 10

流動負債合計 55,231 53,154

固定負債   

役員退職慰労引当金 215 232

固定負債合計 215 232

負債合計 55,447 53,387

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,000 10,000

資本剰余金   

資本準備金 153,538 153,538

資本剰余金合計 153,538 153,538

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 11,771 13,588

利益剰余金合計 11,771 13,588

自己株式 △1,972 △1,972

株主資本合計 173,338 175,154

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △461 △655

評価・換算差額等合計 △461 △655

純資産合計 172,876 174,499

負債純資産合計 228,324 227,886
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

受取配当金 5,227 4,149

受取手数料 5,697 5,344

営業収益合計 10,925 9,493

一般管理費   

給料及び手当 1,605 1,472

賞与 386 281

役員退職慰労引当金繰入額 57 52

不動産賃借料 517 564

減価償却費 6 12

業務委託費 1,917 1,774

その他 1,347 1,267

一般管理費合計 5,839 5,426

営業利益 5,086 4,067

営業外収益   

受取利息 488 359

受取配当金 167 174

その他 65 40

営業外収益合計 720 574

営業外費用   

支払利息 218 134

投資事業組合運用損 228 225

その他 11 13

営業外費用合計 459 374

経常利益 5,347 4,268

特別損失   

固定資産除却損 0 0

投資有価証券売却損 29 －

投資有価証券評価損 － 11

賃貸借契約解約損 612 －

事務所移転費用 13 35

特別損失合計 655 46

税引前当期純利益 4,692 4,221

法人税、住民税及び事業税 88 3

法人税等調整額 △253 86

法人税等合計 △165 90

当期純利益 4,857 4,130
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 10,000 10,000

当期末残高 10,000 10,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 153,538 153,538

当期末残高 153,538 153,538

資本剰余金合計   

前期末残高 153,538 153,538

当期末残高 153,538 153,538

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 10,192 11,771

当期変動額   

剰余金の配当 △3,278 △2,313

当期純利益 4,857 4,130

当期変動額合計 1,579 1,816

当期末残高 11,771 13,588

利益剰余金合計   

前期末残高 10,192 11,771

当期変動額   

剰余金の配当 △3,278 △2,313

当期純利益 4,857 4,130

当期変動額合計 1,579 1,816

当期末残高 11,771 13,588

自己株式   

前期末残高 △1,972 △1,972

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △1,972 △1,972

株主資本合計   

前期末残高 171,759 173,338

当期変動額   

剰余金の配当 △3,278 △2,313

当期純利益 4,857 4,130

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 1,578 1,816

当期末残高 173,338 175,154
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △40 △461

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △420 △194

当期変動額合計 △420 △194

当期末残高 △461 △655

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △40 △461

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △420 △194

当期変動額合計 △420 △194

当期末残高 △461 △655

純資産合計   

前期末残高 171,719 172,876

当期変動額   

剰余金の配当 △3,278 △2,313

当期純利益 4,857 4,130

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △420 △194

当期変動額合計 1,157 1,622

当期末残高 172,876 174,499
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 
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