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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 434,132 △1.9 2,838 ― 4,152 311.4 △3,343 ―

22年3月期第2四半期 442,477 △14.0 60 △98.5 1,009 △81.1 △1,699 ―

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

23年3月期第2四半期 △86.70 ―

22年3月期第2四半期 △44.06 ―

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

23年3月期第2四半期 424,782 202,734 45.8 5,041.37
22年3月期 456,313 208,802 44.0 5,209.02

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  194,424百万円 22年3月期  200,889百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 35.00 ― 35.00 70.00

23年3月期 ― 35.00

23年3月期 
（予想）

― 35.00 70.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 922,100 0.5 10,000 63.0 12,000 46.4 0 ― 0.00



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(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ますが、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についての独立監査人の四半期レビュー報告書を受領しております。 

※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種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
ますが、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四半期決算短信【添付資料】P.4「連結業績予想に関する定性的
情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.6「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q  38,855,810株 22年3月期  38,855,810株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  290,045株 22年3月期  290,044株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  38,565,765株 22年3月期2Q 38,565,751株
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当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日）における日本経済は、好調な新

興国経済や各種の政策効果などを背景に企業収益が改善傾向をみせつつも、失業率は依然として高い水

準に留まるなど、回復基調で推移しつつも不透明な状況が続きました。一方、広告業界においては、業

種や広告主企業毎に回復の力強さ、スピードにばらつきがあるものの、広告市場全体としては底を打っ

た状況にありました。 

 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」ことをベースに積極的な営業活動を行ってまいりました。しかしながら、売上高は前年同期の水準

を下回り、4,341億32百万円（前年同期比1.9%減少）となりました。一方、収益性向上を意識した数々

の取り組みにより売上総利益率は向上し、売上総利益は、704億31百万円（前年同期比3.2%増加）とな

りました。また、販売費及び一般管理費を675億92百万円（前年同期比0.9%減少）に抑制した結果、営

業利益は大幅に改善し、28億38百万円（前年同期は60百万円）となりました。これに加えて持分法投資

利益の増加等により、経常利益は41億52百万円（前年同期は10億９百万円）となりましたが、投資有価

証券評価損39億22百万円を特別損失として計上したこと等により、税金等調整前四半期純損益は、13百

万円（前年同期は４億74百万円の損失）にとどまりました。また、四半期純損益は、一部子会社におけ

る繰延税金資産の取り崩しの影響等もあり、前年同期から16億44百万円減少し、33億43百万円の損失と

なりました。 

  

 当第２四半期連結累計期間の売上高を種目別にみますと、テレビ広告はスポット出稿が引き続き堅調

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下回る結果となりまし

た。一方、非マスメディア取引はインターネットメディアやアウトドアメディア向け出稿等が前年同期

を上回ったものの、非マスメディア取引全体では前年同期を下回っております。（※） 

 また、得意先業種別に見ると、「飲料・嗜好品」「不動産・住宅設備」「食品」等が堅調に推移する

一方、「金融・保険」「外食・各種サービス」等は前年同期から減少しております。売上構成比の高い

「自動車・関連品」「情報・通信」は、前年同期を下回ったものの、減少幅は縮小しております。

（※） 

  

（※）当社の社内管理上の区分と集計によります。 

  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ315億31百万円減少し、4,247億82百

万円となりました。これは主に、現金及び預金が56億75百万円、受取手形及び売掛金が217億33百万

円、投資有価証券が68億90百万円減少したこと、また、有価証券が28億４百万円増加したこと等により

ます。 

負債は、前連結会計年度末に比べ254億62百万円減少し、2,220億47百万円となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金が220億12百万円、賞与引当金が31億７百万円減少したこと等によります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ60億68百万円減少し、2,027億34百万円となりました。これは主

1. 当四半期の連結業績等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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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に、利益剰余金が46億93百万円、その他有価証券評価差額金が13億34百万円それぞれ減少したこと等

によるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期より49億56百万円増加

（前連結会計年度末より50億94百万円減少）し、629億10百万円となりました。 

＜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、売上債権の減少（214億52百万円）、退職給付引当金の増加

（３億58百万円）等があったものの、仕入債務の減少（△217億80百万円）や賞与引当金の減少（△31

億６百万円）等により、32億47百万円の減少（前年同期は130億44百万円の増加）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、有価証券の取得による支出（△23億19百万円）等があったも

のの、定期預金の払戻による収入（13億80百万円）、債権信託受益権の減少（12億96百万円）、投資有

価証券の売却による収入（４億16百万円）等により、３億71百万円の増加（前年同期は36億91百万円の

減少）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、短期借入金の減少（△２億65百万円）、配当金の支払（△13

億46百万円）等により、17億59百万円の減少（前年同期は19億33百万円の減少）となりました。 
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連結業績見通しは、平成22年10月26日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」から変更

ありません。 

（参考）平成22年10月26日公表の業績予想と修正理由 

 
  

(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22年3月期 平成23年3月期 前期比

5月13日時点の
当期見通し 

実績 見通し 増減額 （％）

売上高 917,065 922,100 5,035 0.5%
 

935,000 

営業利益 6,136 10,000 3,864 63.0% 8,500 

経常利益 8,194 12,000 3,806 46.4% 10,000 

当期純利益 1,277 0 △ 1,277 － 3,200 

 
 

(オペレーティング・ 
マージン)

(4.3%) (6.7%) (2.5%) － (5.7%)

 (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

 実績 増減額 （％） 見通し 増減額 （％） 見通し 増減額 （％）

売上高 434,132 △ 8,344 -1.9% 487,968 13,380 2.8% 922,100 5,035 0.5% 

営 業 
利 益

2,838 2,778 － 7,162 1,086 17.9% 10,000 3,864 63.0% 

経 常 
利 益

4,152 3,143 311.4% 7,848 663 9.2% 12,000 3,806 46.4% 

当 期 
純利益

△ 3,343 △ 1,644 － 3,343 367 12.3% 0 △ 1,277 －

     
(オペレ
ーティン
グ・マー
ジン)

(4.0%) (+3.9%) － (9.2%) (+1.1%) － (6.7%) (+2.5%) －

 (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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①第２四半期連結累計期間の連結業績予想の修正理由 

 国内の広告市場には、底打ち感が出てきておりますが、第２四半期連結累計期間の売上高は、その回

復基調が、期初に見通していたペースよりも緩やかなものとなり、予想を下回る見通しです。しかしな

がら、売上総利益率の向上、販管費のコントロールに努めた結果、営業利益と経常利益は、予想を上回

る見通しです。なお、当期純利益は、投資有価証券評価損などが発生したことから、予想を下回る見通

しとなりました。 

②通期の連結業績予想の修正理由 

下期の見通しにつきましては、期初の見通しから、基本的に変わっておりません。 

そのため、通期の連結業績予想は、上記の第２四半期連結累計期間の修正をほぼ反映しております。そ

の結果、通期の売上高は、前回予想を下回る見通しです。一方、営業利益、経常利益は、前回予想を上

回る見通しです。当期純利益は、第２四半期連結累計期間に投資有価証券評価損などが発生したことか

ら、予想を下回る見通しとなりました。 

  

 なお、下期については、広告市場が緩やかに回復していく中で、広告主の課題解決に注力し、売上総

利益率の向上、販管費のコントロールに努め、前年同期比増収、増益を見込んでおります。  
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 該当事項はありません。 

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法  

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。  

  

① 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10

日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成

20年３月10日）を適用しております。これによる損益への影響は軽微であります。 

  

② 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。これにより、営業利益及び経常利益が12百万円、税金等調整前四半

期純利益が89百万円、それぞれ減少しております。  

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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）

当第2四半期
連結会計期間末

（平成22年9月30日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成22年3月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 69,195 74,870

受取手形及び売掛金 211,706 233,440

有価証券 5,824 3,019

たな卸資産 6,893 6,737

その他 22,445 22,481

貸倒引当金 △1,189 △1,191

流動資産合計 314,875 339,357

固定資産

有形固定資産 19,647 20,253

無形固定資産

のれん 1,981 2,245

その他 4,164 4,925

無形固定資産合計 6,145 7,170

投資その他の資産

投資有価証券 43,091 49,981

その他 44,741 43,448

貸倒引当金 △3,719 △3,899

投資その他の資産合計 84,113 89,530

固定資産合計 109,906 116,955

資産合計 424,782 456,313

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 189,453 211,466

短期借入金 1,749 1,994

1年内返済予定の長期借
入金

122 81

未払法人税等 1,802 2,530

資産除去債務 18 －

賞与引当金 6,381 9,489

債務保証損失引当金 50 50

その他 11,252 12,519

流動負債合計 210,830 238,131

固定負債

長期借入金 66 53

資産除去債務 94 －

退職給付引当金 6,287 5,934

役員退職慰労引
当金

1,228 2,045

その他 3,540 1,345

固定負債合計 11,217 9,378

負債合計 222,047 247,510
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（単位：百万円）

当第2四半期
連結会計期間末

（平成22年9月30日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成22年3月31日）

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 98,853 103,546

自己株式 △1,972 △1,972

株主資本合計 195,775 200,468

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 254 1,589

為替換算調整勘定 △1,605 △1,168

評価・換算差額等合計 △1,350 421

新株予約権 147 126

少数株主持分 8,162 7,786

純資産合計 202,734 208,802

負債純資産合計 424,782 456,313
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間
（自 平成21年4月1日
至 平成21年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自 平成22年4月1日
至 平成22年9月30日）

売上高 442,477 434,132

売上原価 374,229 363,701

売上総利益 68,247 70,431

販売費及び一般管理費

給料及び手当 29,328 29,551

退職給付費用 2,907 2,542

賞与引当金繰入額 4,964 5,645

役員退職慰労引当金繰入額 216 204

のれん償却額 202 328

貸倒引当金繰入額 37 －

その他 30,531 29,320

販売費及び一般管理費合計 68,187 67,592

営業利益 60 2,838

営業外収益

受取利息 98 81

受取配当金 513 562

持分法による投資利益 278 596

その他 298 361

営業外収益合計 1,189 1,602

営業外費用

支払利息 28 24

為替差損 23 84

投資事業組合運用損 120 128

その他 68 50

営業外費用合計 240 288

経常利益 1,009 4,152

特別利益

固定資産売却益 1 0

投資有価証券売却益 4 135

ゴルフ会員権売却益 15 3

貸倒引当金戻入額 － 5

事業譲渡益 177 －

持分変動利益 76 －

新株予約権戻入益 2 6

その他 － 3

特別利益合計 277 154
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（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間
（自 平成21年4月1日
至 平成21年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自 平成22年4月1日
至 平成22年9月30日）

特別損失

固定資産売却損 12 25

固定資産除却損 95 50

減損損失 235 0

関係会社株式売却損 0 －

関係会社株式評価損 － 104

持分変動損失 － 4

投資有価証券売却損 0 24

投資有価証券評価損 435 3,922

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 270 55

和解金 683 －

その他 28 29

特別損失合計 1,761 4,293

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△474 13

法人税、住民税及び事業税 1,163 2,026

法人税等調整額 43 826

法人税等合計 1,206 2,853

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,839

少数株主利益 18 503

四半期純損失（△） △1,699 △3,343
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：百万円）

前第2四半期連結会計期間
（自 平成21年7月1日
至 平成21年9月30日）

当第2四半期連結会計期間
（自 平成22年7月1日
至 平成22年9月30日）

売上高 228,237 221,735

売上原価 191,837 183,555

売上総利益 36,400 38,179

販売費及び一般管理費

給料及び手当 14,676 14,707

退職給付費用 1,451 1,263

賞与引当金繰入額 2,727 3,133

役員退職慰労引当金繰入額 106 70

のれん償却額 103 165

貸倒引当金繰入額 25 129

その他 15,202 14,244

販売費及び一般管理費合計 34,294 33,713

営業利益 2,106 4,466

営業外収益

受取利息 45 44

受取配当金 34 46

持分法による投資利益 178 362

その他 240 184

営業外収益合計 499 638

営業外費用

支払利息 0 10

為替差損 － 48

投資事業組合運用損 120 91

その他 － 20

営業外費用合計 120 170

経常利益 2,485 4,934

特別利益

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 0 23

ゴルフ会員権売却益 5 3

持分変動利益 76 －

事業譲渡益 4 －

新株予約権戻入益 2 5

その他 － 3

特別利益合計 89 35

(株）博報堂ＤＹホールディングス（2433）　平成23年3月期第2四半期決算短信 

11



（単位：百万円）

前第2四半期連結会計期間
（自 平成21年7月1日
至 平成21年9月30日）

当第2四半期連結会計期間
（自 平成22年7月1日
至 平成22年9月30日）

特別損失

固定資産売却損 2 △0

固定資産除却損 79 5

減損損失 205 0

関係会社株式評価損 － 104

持分変動損失 － 4

投資有価証券売却損 0 5

投資有価証券評価損 336 2,253

特別退職金 28 24

和解金 683 －

その他 22 15

特別損失合計 1,359 2,413

税金等調整前四半期純利益 1,216 2,556

法人税、住民税及び事業税 571 1,363

法人税等調整額 512 1,935

法人税等合計 1,083 3,299

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △743

少数株主利益 49 289

四半期純利益又は四半期純損失（△） 82 △1,033
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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2四半期連結累計期間
（自 平成21年4月1日
至 平成21年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自 平成22年4月1日
至 平成22年9月30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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△474 13

減価償却費 2,057 1,878

減損損失 235 0

のれん償却額 202 328

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,928 △3,106

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △41 △29

退職給付引当金の増減額（△は減少） 742 358

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 80 △816

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 △172

受取利息及び受取配当金 △611 △644

支払利息 28 24

為替差損益（△は益） 8 82

持分法による投資損益（△は益） △278 △596

持分変動損益（△は益） △76 4

関係会社株式売却損益（△は益） 0 －

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） △3 △110

投資有価証券評価損益（△は益） 442 3,922

固定資産売却損益（△は益） 10 24

固定資産除却損 38 50

売上債権の増減額（△は増加） 55,115 21,452

たな卸資産の増減額（△は増加） 345 △203

仕入債務の増減額（△は減少） △40,864 △21,780

前払年金費用の増減額（△は増加） 271 △191

その他 1,447 △2,018

小計 13,734 △1,426

利息及び配当金の受取額 826 747

利息の支払額 △16 △24

法人税等の支払額 △1,499 △2,543

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,044 △3,247
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（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間
（自 平成21年4月1日
至 平成21年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自 平成22年4月1日
至 平成22年9月30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 △2,145 △433

定期預金の払戻による収入 2,660 1,380

有価証券の取得による支出 － △2,319

有価証券の売却による収入 1,802 1,024

有形固定資産の取得による支出 △259 △278

有形固定資産の売却による収入 5 8

無形固定資産の取得による支出 △342 △556

投資有価証券の取得による支出 △1,813 △400

投資有価証券の売却による収入 332 416

出資金の払込による支出 △1,622 △19

出資金の回収による収入 5 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△111 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

8 45

敷金の差入による支出 △132 △130

敷金の回収による収入 83 792

短期貸付金の増減額（△は増加） 0 △656

長期貸付けによる支出 △37 △15

長期貸付金の回収による収入 27 17

債権信託受益権の増減額（△は増加） △2,458 1,296

その他 305 201

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,691 371

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） △384 △265

長期借入金の返済による支出 △101 △50

配当金の支払額 △963 △1,346

少数株主への配当金の支払額 △472 △72

その他 △12 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,933 △1,759

現金及び現金同等物に係る換算差額 312 △459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,731 △5,094

現金及び現金同等物の期首残高 50,222 68,005

現金及び現金同等物の四半期末残高 57,954 62,910
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 
  

 
(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 

 

 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 
  

 
（注）１ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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)

売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 441,811 666 442,477 ― 442,477

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

68 2,883 2,951 (2,951) ―

計 441,879 3,549 445,428 (2,951) 442,477

営業利益 2,467 351 2,818 (2,758) 60

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

【所在地別セグメント情報】

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 431,620 10,856 442,477 ― 442,477

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

881 1,378 2,259 (2,259) ―

計 432,501 12,235 444,737 (2,259) 442,477

営業利益又は営業損失（△） 3,100 △297 2,803 (2,742) 60

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
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（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社の事業セグメントは、当社の構成単位のうち分離した財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社グループは主に新聞、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等のサービスを行っており、当

社は持株会社として存在し、事業活動は株式会社博報堂、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核会社として実施しております。中核会社はそれぞれ関係

会社を持ち、グループを形成、提供するサービスについて包括的な戦略を立案し、事業を展開しており

ます。従って、当社グループは中核会社の構成するグループ別のセグメントから構成されております。

 しかし、これらセグメントはいずれも上記の広告に関連するサービスを主な事業としており、その経

済的特徴、サービスの提供方法及び販売方法、対象とする市場及び顧客、業種に特有の規制環境等は概

ね類似しており、また、これらを集約することは、当社グループの過去の業績を理解し、将来のキャッ

シュ・フローの予測を適切に評価するための事業活動の内容及び経営環境についての適切な情報提供に

つながると判断できるため、当社グループでは連結全体を１つの報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当社グループは、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。 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

  当社グループは、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。 

  

４. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  当社グループは、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。 

【セグメント情報】
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当第２四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 

  

 該当事項はありません。 

  

（デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社による株式会社アイレップ株券等に対する公開

買付けの開始） 

当社の連結子会社であるデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社（コード4281 ＪＡＳ

ＤＡＱ、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋弘毅、以下「ＤＡＣ」といいます。）は、平成22年

10月27日開催の同社取締役会において、同社の持分法適用関連会社である株式会社アイレップ（コード

2132 ＪＡＳＤＡＱ、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：紺野俊介、以下「アイレップ」といいま

す。）の株式及び新株予約権を公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを

決議し、同日、「株式会社アイレップ株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」として、これ

を開示いたしました。 

 本公開買付けの目的、買付けの概要等は以下のとおりです。 

（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 419,427 14,704 434,132 ― 434,132

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

935 2,140 3,076 (3,076) ―

計 420,363 16,845 437,209 (3,076) 434,132

営業利益 5,175 220 5,395 (2,638) 2,838

Ⅰ 海外売上高(百万円) 14,704

Ⅱ 連結売上高(百万円) 434,132

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

3.4

(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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１．本公開買付けの目的等 

ＤＡＣは、当社グループにおいてインターネット広告スペースの販売事業を主力事業としつつ、広告制

作や広告配信、広告テクノロジーの開発・販売等様々なインターネット広告関連サービスを提供しており

ます。一方でアイレップは、検索連動型広告（以下「リスティング広告」といいます。）取り扱いや検索

エンジン 適化（以下「ＳＥＯ」といいます。）等の検索エンジンマーケティング（以下「ＳＥＭ」とい

います。）を中心とする「インターネットマーケティング事業」を主力事業としております。 

 ＤＡＣ及びアイレップは、企業のマーケティングにおいて重要な役割を担うインターネット広告領域に

おいて、広告主企業のニーズに即したマーケティングサービスの提供体制を構築し、同領域でのプレゼン

スを高めるため、連携強化を図ることといたしました。 

 ＤＡＣは、本公開買付けによってアイレップを連結子会社とし、インターネット広告領域におけるサー

ビス提供機能を強化・拡充いたします。  

  

２．株式会社アイレップの概要 

（１）商号          株式会社アイレップ 

（２）事業内容        ＳＥＭサービス（リスティング広告、ＳＥＯ、ウェブ解析等） 

（３）設立年月日       平成９年11月17日 

（４）本店所在地       東京都渋谷区渋谷二丁目１番１号 

（５）代表者の役職・氏名   代表取締役社長 紺野 俊介 

（６）資本金         537百万円 

（７）大株主及び持ち株比率（平成22年3月31日現在） 

               高山 雅行（47.24%） 

               デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株）（20.92%） 

               日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口）（6.77%） 

               （株）博報堂ＤＹメディアパートナーズ（4.68%） 

               日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口）（1.83%） 

               ＮＣＴ信託銀行（株）（投信口）（1.58%） 

               大阪証券金融（株）（1.20%） 

               （株）アイレップ（1.16%） 

               菊谷 友志（0.99%） 

               水元 公仁（0.85%）          
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３．本公開買付けの概要  

（１）買付け等の価格 

普通株式１株につき、100,000円 

平成16年９月13日開催の臨時株主総会及び平成17年３月30日開催の取締役会の決議に基づき発行された

新株予約権１個につき、金１円 

平成17年９月29日開催の臨時株主総会及び平成17年11月１日開催の取締役会の決議に基づき発行された

新株予約権１個につき、金１円 

（２）買付け予定の株券等の数 

買付予定数    8,337株 

買付予定数の下限 8,337株 

買付予定数の上限  － 株 

（３）買付代金 

833,700,000円 

なお、買付代金は、買付予定数（8,337株）にアイレップの１株当たりの買付価格（100,000円）を乗じ

た金額を記載しております。 

（４）買付け等の期間 

①届出当初の買付け等の期間 

  平成22年10月28日から平成22年11月29日まで（21営業日） 

②アイレップの請求に基づく延長の可能性 

法第27条の10第３項の規定により、アイレップから買付け等の期間の延長を請求する旨の記載がさ

れた意見表明報告書が提出された場合は、買付け等の期間は平成22年12月10日（30営業日）までとな

ります。 

（５）買付け等による株券等所有割合の異動 

①買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 

  5,704個（買付け等前における株券等所有割合 20.55％） 

②買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数 

  14,661個（買付け等前における株券等所有割合 52.82％） 

③買付予定の株券等に係る議決権の数 

  8,337個（買付け等後における株券等所有割合 73.36％） 

④アイレップの総株主等の議決権の数 

  26,954個 
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