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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 199,286 △6.2 △2,745 ― △1,911 ― △3,666 ―

23年3月期第1四半期 212,397 △0.9 △1,757 ― △911 ― △2,310 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △1,344百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △4,061百万円 （―％）

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1四半期 △96.58 ―

23年3月期第1四半期 △59.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 427,555 203,470 45.3
23年3月期 474,126 206,455 41.5

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  193,704百万円 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 ―

24年3月期（予想） 35.00 ― 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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 410,700 △5.4 △1,000 ― 0 ― △800 ― △21.07

通期 943,000 0.7 14,400 0.9 16,400 △4.1 6,400 40.7 168.57



(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P3「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://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1Q 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1Q 890,055 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1Q 37,965,755 株 23年3月期1Q 38,565,766 株



  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ……………………………………… 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………… 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………… 2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………… 3 

2. 四半期連結財務諸表 ………………………………………………………………… 4 

(1) 四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………… 4 

(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 ……………………… 6 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………… 9 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………11 

(5) セグメント情報 ……………………………………………………………………11 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………11 

  

  

○添付資料の目次

(株)博報堂ＤＹホールディングス(2433)　平成24年3月期　第1四半期決算短信

1



当第1四半期連結累計期間（以下、「当四半期」）における日本経済は、本年３月11日に発生した東日本大震

災による生産活動の低下、輸出の減少、個人消費の停滞等厳しい状況の中で推移し、震災以前の回復傾向に

大きなブレーキがかかっております。広告業界においても、震災以降、広告出稿やキャンペーンの中止・延期が

相次ぎ、国内広告市場は、一部に回復の兆しがみえつつあるものの、当四半期では前年同期に比べてマイナス

となる見込みです。 

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」ことをベースに積極

的な営業活動を行なってまいりました。しかしながら、当四半期の業績は前年同期の水準に至らず、売上高1,992

億86百万円（前年同期比6.2％減）、売上総利益308億86百万円（同4.2％減）、営業損失27億45百万円（前年同

期は17億57百万円の損失）、経常損失19億11百万円（同9億11百万円の損失）となりました。また、投資有価証券

評価損などの特別損失18億16百万円を計上したこと等により、税金等調整前四半期純損失は、36億24百万円

（同25億42百万円の損失）、四半期純損失は、36億66百万円（同23億10百万円の損失）となりました。 

当四半期の売上高を種目別に見ますと、４マスメディアでは震災の影響が特にテレビスポットで大きく、４マスメ

ディア取引合計では前年同期を下回る結果となりました。一方、４マスメディア以外は、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伸びたことで、４マスメディア以外取引合計も前年同期を下回りましたが、その減

少率は小幅に留まりました。 

 また、得意先業種別に見ますと、「流通・小売業」「外食・各種サービス」などは前年同期を上回りましたが、生産

面で震災の影響を大きく受けた「飲料・嗜好品」「自動車・関連品」などは大幅に減少しております。（注） 

（注）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 

 当四半期末の資産は、前連結会計年度末に比べ465億70百万円減少し、4,275億55百万円となりました。主な

増減は、現金及び預金の減少27億33百万円、受取手形及び売掛金の減少453億37百万円、有価証券の減少28

億15百万円、たな卸資産の増加14億47百万円、投資有価証券の増加18億32百万円であります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ435億85百万円減少し、2,240億85百万円となりました。主な増減は、支払

手形及び買掛金の減少332億84百万円、賞与引当金の減少85億55百万円、未払法人税等の減少41億83百万

円であります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ29億84百万円減少し、2,034億70百万円となりました。主な増減は、利益

剰余金の減少49億41百万円、その他有価証券評価差額金の増加17億22百万円であります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当四半期末の現金及び現金同等物の残高は800億81百万円となり、前年同期より140億45百万円の増加（前連

結会計年度末より28億67百万円の減少）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、売上債権の減少（455億42百万円）等があったものの、税金等調整前四半

期純損失36億24百万円の計上、仕入債務の減少（△336億23百万円）、賞与引当金の減少（△86億16百万円）

等の結果、２億23百万円の減少（前年同期は１億75百万円の増加）となりました。 

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

（2）連結財政状態に関する定性的情報
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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、有価証券の売却による収入（27億60百万円）等があったものの、投資有

価証券の取得による支出（△15億36百万円）、債権信託受益権の増加（△13億73百万円）、無形固定資産の取

得による支出（△２億75百万円）等により、10億13百万円の減少（前年同期は４億57百万円の減少）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、配当金の支払（△12億20百万円）、短期借入金の減少（△１億84百万円）

等の結果、17億12百万円の減少（前年同期は16億65百万円の減少）となりました。 

  

広告市場環境は、震災直後の大きな落ち込みから、前年並みの水準に戻りつつありますが、現時点で見通し

を変更するだけの確かな判断材料がないため、平成23年５月12日発表の業績見通しを変更しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（3）連結業績予想に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表等

（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１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 88,295 85,562

受取手形及び売掛金 240,534 195,196

有価証券 4,202 1,387

たな卸資産 5,373 6,821

その他 24,402 24,345

貸倒引当金 △721 △451

流動資産合計 362,086 312,862

固定資産

有形固定資産 19,125 19,007

無形固定資産

のれん 1,334 1,415

その他 4,108 4,113

無形固定資産合計 5,443 5,529

投資その他の資産

投資有価証券 45,938 47,771

その他 44,038 44,853

貸倒引当金 △2,507 △2,468

投資その他の資産合計 87,469 90,155

固定資産合計 112,039 114,693

資産合計 474,126 427,555
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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１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 221,375 188,090

短期借入金 2,284 2,243

1年内返済予定の長期借入金 129 125

未払法人税等 5,536 1,353

資産除去債務 128 128

賞与引当金 11,769 3,214

債務保証損失引当金 50 50

その他 14,726 17,117

流動負債合計 255,999 212,324

固定負債

長期借入金 131 402

資産除去債務 8 9

退職給付引当金 7,087 7,260

役員退職慰労引当金 1,338 1,143

その他 3,104 2,945

固定負債合計 11,670 11,760

負債合計 267,670 224,085

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 105,397 100,455

自己株式 △5,078 △5,078

株主資本合計 199,213 194,271

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △724 998

為替換算調整勘定 △1,782 △1,565

その他の包括利益累計額合計 △2,506 △566

新株予約権 154 159

少数株主持分 9,593 9,606

純資産合計 206,455 203,470

負債純資産合計 474,126 427,555
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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１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 212,397 199,286

売上原価 180,145 168,399

売上総利益 32,251 30,886

販売費及び一般管理費

給料及び手当 14,844 14,858

退職給付費用 1,279 1,474

賞与引当金繰入額 2,511 2,823

役員退職慰労引当金繰入額 134 89

のれん償却額 162 141

貸倒引当金繰入額 － △232

その他 15,076 14,476

販売費及び一般管理費合計 34,008 33,631

営業損失（△） △1,757 △2,745

営業外収益

受取利息 37 56

受取配当金 515 514

持分法による投資利益 234 185

保険解約返戻金 － 40

その他 176 149

営業外収益合計 963 947

営業外費用

支払利息 14 21

為替差損 36 32

投資事業組合運用損 37 1

その他 30 59

営業外費用合計 118 114

経常損失（△） △911 △1,911

特別利益

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 112 8

ゴルフ会員権売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 134 －

持分変動利益 0 0

新株予約権戻入益 1 －

関係会社株式売却益 － 22

投資有価証券償還益 － 68

その他 － 1

特別利益合計 249 103
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

特別損失

固定資産売却損 26 0

固定資産除却損 44 22

投資有価証券売却損 18 －

投資有価証券評価損 1,669 1,720

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 30 34

関係会社清算損 － 5

その他 13 33

特別損失合計 1,880 1,816

税金等調整前四半期純損失（△） △2,542 △3,624

法人税、住民税及び事業税 662 406

法人税等調整額 △1,109 △616

法人税等合計 △446 △209

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,096 △3,414

少数株主利益 213 252

四半期純損失（△） △2,310 △3,666
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,096 △3,414

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,065 1,829

為替換算調整勘定 102 198

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 42

その他の包括利益合計 △1,964 2,070

四半期包括利益 △4,061 △1,344

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,297 △1,659

少数株主に係る四半期包括利益 236 314
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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１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６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損失（△） △2,542 △3,624

減価償却費 1,024 580

のれん償却額 162 141

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,444 △8,616

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18 △231

退職給付引当金の増減額（△は減少） 270 70

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △887 △294

貸倒引当金の増減額（△は減少） △203 △319

受取利息及び受取配当金 △553 △571

支払利息 14 21

為替差損益（△は益） 92 94

持分法による投資損益（△は益） △234 △185

関係会社株式売却損益（△は益） － △22

投資有価証券売却損益（△は益） △93 △8

投資有価証券評価損益（△は益） 1,669 1,720

固定資産売却損益（△は益） 25 △0

固定資産除却損 19 22

売上債権の増減額（△は増加） 22,304 45,542

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,426 △1,450

仕入債務の増減額（△は減少） △14,820 △33,623

前払年金費用の増減額（△は増加） △167 527

その他 3,325 3,525

小計 1,516 3,297

利息及び配当金の受取額 653 626

利息の支払額 △8 △10

法人税等の支払額 △1,985 △4,136

営業活動によるキャッシュ・フロー 175 △223
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６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 △153 △152

定期預金の払戻による収入 517 34

有価証券の取得による支出 △300 －

有価証券の売却による収入 － 2,760

有形固定資産の取得による支出 △186 △193

有形固定資産の売却による収入 6 0

無形固定資産の取得による支出 △460 △275

投資有価証券の取得による支出 △263 △1,536

投資有価証券の売却による収入 372 69

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
る収入

45 99

敷金の差入による支出 △25 △73

敷金の回収による収入 237 22

短期貸付金の増減額（△は増加） △716 91

長期貸付けによる支出 △10 △20

長期貸付金の回収による収入 9 9

債権信託受益権の増減額（△は増加） 325 △1,373

その他 142 △480

投資活動によるキャッシュ・フロー △457 △1,013

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） △333 △184

長期借入れによる収入 － 7

長期借入金の返済による支出 △28 △59

配当金の支払額 △1,241 △1,220

少数株主への配当金の支払額 △49 △278

少数株主からの払込みによる収入 － 38

その他 △12 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,665 △1,712

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20 79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,968 △2,870

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 66,036 80,081

(株)博報堂ＤＹホールディングス(2433)　平成24年3月期　第1四半期決算短信

10



 該当事項はありません。 

  

Ⅰ．前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

当社およ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。 

Ⅱ．当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日  至 平成23年６月30日) 

当社およ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。 

当第１四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。 

  

（4）継続企業の前提に関する注記

（5）セグメント情報等

（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 190,521 8,764 199,286 ― 199,286

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

695 1,102 1,797 (1,797) ―

計 191,217 9,866 201,084 (1,797) 199,286

営業利益 △1,078 98 △979 (1,765) △2,745

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,288

Ⅱ 連結売上高(百万円) 199,286

Ⅲ 連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
4.7

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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