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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

収益 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 ％

2023年３月期第１四半期 195,636 13.5 11,458 △5.2 13,870 4.7 4,582 △26.5

2022年３月期第１四半期 172,378 22.3 12,087 － 13,251 759.1 6,238 －
(注) 包括利益 2023年３月期第１四半期 903百万円( △94.6％) 2022年３月期第１四半期 16,633百万円( 97.1％)
　

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

2023年３月期第１四半期 12.26 12.26

2022年３月期第１四半期 16.70 16.70
　　

（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 ％

2023年３月期第１四半期 936,553 382,263 37.7

2022年３月期 1,053,016 387,414 34.0
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 353,195百万円 2022年３月期 357,854百万円
　　　

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

2022年３月期 － 15.00 － 17.00 32.00

2023年３月期 －

2023年３月期(予想) 16.00 － 16.00 32.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

収益 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 940,000 5.0 51,000 △28.8 53,000 △30.0 26,000 △52.9 69.58
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、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 ： 有

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) 2023年３月期１Ｑ 389,559,436株 2022年３月期 389,559,436株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 15,905,408株 2022年３月期 15,905,408株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 373,654,028株 2022年３月期１Ｑ 373,492,357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３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。

　

　　



株式会社博報堂ＤＹホールディングス(2433) 2023年３月期 第１四半期決算短信

1

○添付資料の目次

　

　

１．当四半期決算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 ………………………………………………………………… 3

（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及び主な注記 …………………………………………………………………… 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 …………………………………………………………… 8

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………10

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………10

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………10

（会計方針の変更） ……………………………………………………………………………………10

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

（重要な後発事象） ……………………………………………………………………………………12

　

　



株式会社博報堂ＤＹホールディングス(2433) 2023年３月期 第１四半期決算短信

2

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

　当第１四半期連結累計期間(2022年４月１日～2022年６月30日、以下「当第１四半期」)における日

本経済は、中国の都市封鎖に伴うサプライチェーンの停滞や資源価格の高騰、株安など景気下押しの

要素が多く見られたものの、行動制限が解除されサービス需要を中心に個人消費が上向いたこともあ

り、全体としては回復基調となりました。国内広告市場（注１）についても、４月、５月の２ヵ月連

続で前年同期比プラスでのスタートとなるなど、前年度から引き続き、回復傾向が継続しておりま

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、2024年３月期を最終年度

とする中期経営計画に則り、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（注２）

は3,491億６百万円（前年同期比6.8％の増収）、収益は1,956億36百万円（同13.5％の増収）と前年

同期を上回りました。

　当第１四半期の売上高を種目別に見ますと、新聞、雑誌、ラジオ、テレビと４マスでは前年同期を

下回りました。一方、マーケティング／プロモーションでは大型案件の貢献もあり大きく前年同期を

上回り、インターネットメディアも前年同期を上回りました。

　また、得意先業種別では、サプライチェーン停滞の影響が大きい「自動車・輸送機器・関連品」な

どで前年同期を下回りましたが、「官公庁・団体」、「飲料・嗜好品」及び「外食・各種サービス」

で前年同期を大きく上回ったほか、21業種中、約半分の11業種が前年同期を上回りました。（注３）

売上総利益に関しても、844億20百万円（同7.9％増加）と前年同期より61億80百万円の増加となり

ました。なお、このうち国内事業については645億18百万円と4.9％の増益、海外事業については北米

や中華圏における回復基調に加えて連結範囲の拡大もあり、212億44百万円と22.2％の増益となりま

した。販売費及び一般管理費において、中期的な成長を見据えた戦略費の投下や活動費の戻りによる

費用の増加があった結果、営業利益は114億58百万円（同5.2％減少）、為替差益９億６百万円の発生

等があった結果、経常利益は138億70百万円（同4.7％増加）となりました。

　これに特別利益３億66百万円及び特別損失６億61百万円を加味した税金等調整前四半期純利益は

135億74百万円(同1.1％増加)となりました。こうした状況に加えて、法人税等の税金負担額76億56百

万円及び非支配株主に帰属する四半期純利益13億36百万円の影響が加味された結果、親会社株主に帰

属する四半期純利益は45億82百万円(同26.5％減少)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）「売上高」は従前の会計基準に基づくものであり、財務諸表利用者にとって有用であると考えていることか

ら、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）等に準拠した開示ではないもの

の、自主的に開示しております。

（注３）当社の社内管理上の区分と集計によります。
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（２）連結財政状態に関する定性的情報

　① 資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期末の資産は、前連結会計年度末に比べ1,164億63百万円減少し、9,365億53百万円と

なりました。主な増減は、受取手形及び売掛金の減少1,362億57百万円、のれんの増加170億56百万

円であります。

　負債は、前連結会計年度末に比べ1,113億12百万円減少し、5,542億89百万円となりました。主な

増減は、支払手形及び買掛金の減少444億13百万円、賞与引当金の減少446億85百万円であります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ51億50百万円減少し、3,822億63百万円となりました。主な

増減は、その他有価証券評価差額金の減少69億11百万円、為替換算調整勘定の増加41億46百万円で

あります。

② キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,917億44百万円となり、前年同期より79億36百

万円の増加(前連結会計年度末より110億47百万円の増加)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(135億74百万円)の計上、

賞与引当金の減少(△446億76百万円)、売上債権の減少(1,425億73百万円)、仕入債務の減少

(△499億77百万円)、法人税等の支払(△370億80百万円)等の結果、258億95百万円の収入（前

年同期は52億32百万円の収入)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、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収

入（31億13百万円）、出資金の払込による支出（△23億86百万円）、投資有価証券の取得によ

る支出（△14億68百万円）等があったため、31億４百万円の支出(前年同期は28億15百万円の

支出)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(△55億６百万円)、配当金の支払

額(△57億90百万円)等があったため、144億15百万円の支出(前年同期は40億31百万円の収入)

となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

現時点で、 連結業績予想の見直しは行っておりません。

　
（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。
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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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 183,983 195,335

受取手形及び売掛金 438,404 302,147

有価証券 28,537 21,236

金銭債権信託受益権 5,628 5,720

棚卸資産 46,203 58,053

短期貸付金 720 720

その他 52,129 43,582

貸倒引当金 △754 △710

流動資産合計 754,854 626,085

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 38,958 39,929

減価償却累計額 △18,996 △19,303

建物及び構築物（純額） 19,961 20,626

土地 9,684 9,684

その他 21,096 22,220

減価償却累計額 △13,618 △14,300

その他（純額） 7,477 7,920

有形固定資産合計 37,124 38,231

無形固定資産

ソフトウエア 13,471 14,383

のれん 45,097 62,154

その他 13,747 13,971

無形固定資産合計 72,317 90,508

投資その他の資産

投資有価証券 136,696 134,118

長期貸付金 674 704

退職給付に係る資産 9,383 9,502

繰延税金資産 9,893 4,401

その他 34,073 34,972

貸倒引当金 △2,000 △1,971

投資その他の資産合計 188,720 181,727

固定資産合計 298,162 310,467

資産合計 1,053,016 936,553
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 298,670 254,256

短期借入金 10,750 5,983

1年内返済予定の長期借入金 1,671 2,153

未払費用 20,790 21,557

未払法人税等 31,620 3,873

賞与引当金 54,094 9,409

役員賞与引当金 1,452 502

その他 86,588 100,231

流動負債合計 505,640 397,967

固定負債

長期借入金 113,988 113,533

繰延税金負債 14,055 10,136

役員退職慰労引当金 537 496

退職給付に係る負債 14,947 14,854

事業整理損失引当金 175 173

その他 16,256 17,126

固定負債合計 159,961 156,321

負債合計 665,601 554,289

純資産の部

株主資本

資本金 10,790 10,790

利益剰余金 319,758 317,863

自己株式 △11,372 △11,372

株主資本合計 319,176 317,281

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 39,418 32,507

繰延ヘッジ損益 1,561 1,505

為替換算調整勘定 256 4,402

退職給付に係る調整累計額 △2,558 △2,501

その他の包括利益累計額合計 38,678 35,914

新株予約権 225 219

非支配株主持分 29,335 28,848

純資産合計 387,414 382,263

負債純資産合計 1,053,016 936,553

　



株式会社博報堂ＤＹホールディングス(2433) 2023年３月期 第１四半期決算短信

6

（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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

収益 172,378 195,636

売上原価 94,137 111,215

売上総利益 78,240 84,420

販売費及び一般管理費

給料及び手当 31,176 33,763

退職給付費用 1,345 1,482

賞与引当金繰入額 6,289 6,346

役員退職慰労引当金繰入額 33 36

のれん償却額 1,763 1,828

貸倒引当金繰入額 △35 △87

その他 25,579 29,591

販売費及び一般管理費合計 66,152 72,961

営業利益 12,087 11,458

営業外収益

受取利息 55 107

受取配当金 946 1,117

為替差益 - 906

投資事業組合運用益 250 470

その他 352 348

営業外収益合計 1,605 2,949

営業外費用

支払利息 120 119

為替差損 21 -

持分法による投資損失 124 249

その他 175 168

営業外費用合計 441 537

経常利益 13,251 13,870

特別利益

投資有価証券売却益 158 -

事業整理損失引当金戻入額 67 -

権利譲渡収入 - 350

その他 54 16

特別利益合計 280 366

特別損失

投資有価証券評価損 45 115

特別退職金 27 285

その他 35 260

特別損失合計 108 661

税金等調整前四半期純利益 13,423 13,574

法人税、住民税及び事業税 2,621 2,061

法人税等調整額 3,369 5,594

法人税等合計 5,991 7,656

四半期純利益 7,431 5,918

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,193 1,336

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,238 4,582
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 7,431 5,918

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,488 △9,068

繰延ヘッジ損益 - △109

為替換算調整勘定 3,642 4,048

退職給付に係る調整額 △3 57

持分法適用会社に対する持分相当額 74 57

その他の包括利益合計 9,201 △5,015

四半期包括利益 16,633 903

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 14,939 1,818

非支配株主に係る四半期包括利益 1,694 △915
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022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利益 13,423 13,574

減価償却費 2,073 2,485

のれん償却額 1,763 1,828

事業整理損失引当金戻入額 △67 -

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,050 △44,676

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △502 △931

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 819 △213

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △140 △41

貸倒引当金の増減額（△は減少） △129 △123

受取利息及び受取配当金 △1,001 △1,224

支払利息 120 119

為替差損益（△は益） △17 △457

持分法による投資損益（△は益） 124 249

投資有価証券売却損益（△は益） △158 -

関係会社株式売却損益（△は益） △0 86

投資有価証券評価損益（△は益） 45 115

特別退職金 27 285

売上債権の増減額（△は増加） 67,486 142,573

棚卸資産の増減額（△は増加） △11,667 △11,599

仕入債務の増減額（△は減少） △53,200 △49,977

預り金の増減額（△は減少） 24,154 12,401

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 2 30

その他 1,122 △1,011

小計 23,224 63,494

利息及び配当金の受取額 1,269 1,110

利息の支払額 △86 △94

特別退職金の支払額 △4,402 △1,533

法人税等の支払額 △14,772 △37,080

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,232 25,895
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(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022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 △9 △72

定期預金の払戻による収入 524 373

有形固定資産の取得による支出 △472 △1,008

無形固定資産の取得による支出 △928 △1,261

投資有価証券の取得による支出 △1,294 △1,468

投資有価証券の売却による収入 790 0

出資金の払込による支出 △165 △2,386

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

△380 △351

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

- 3,113

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

- △227

子会社株式及び出資金の取得による支出 △212 -

敷金の差入による支出 △359 △418

敷金の回収による収入 143 162

長期貸付けによる支出 △24 △41

長期貸付金の回収による収入 22 16

金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） △434 △81

その他 △13 547

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,815 △3,104

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） 10,638 △5,506

長期借入れによる収入 1,723 944

長期借入金の返済による支出 △2,154 △2,313

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △147 △226

子会社の自己株式の取得による支出 △398 △269

子会社の自己株式取得のための預託金の増減額
(△は増加)

- △731

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

△157 △263

配当金の支払額 △5,094 △5,790

非支配株主への配当金の支払額 △463 △258

非支配株主からの払込みによる収入 84 -

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,031 △14,415

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,317 2,670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,765 11,047

現金及び現金同等物の期首残高 176,042 180,697

現金及び現金同等物の四半期末残高 183,807 191,744
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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。

（会計方針の変更）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）

（以下、時価算定会計基準適用指針）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会

計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める

新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与

える影響はありません。
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（セグメント情報等）

前第１四半期連結累計期間及び当第１四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１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)における地域別の業績及

び海外収益の状況は、 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

収益

　(1) 外部顧客からの収益 132,671 39,706 172,378 ― 172,378

　(2) セグメント間の内部
　 収益又は振替高 901 594 1,496 (1,496) ―

計 133,572 40,301 173,874 (1,496) 172,378

売上総利益 61,513 17,385 78,898 (658) 78,240

営業利益又は営業損失（△） 16,711 △895 15,816 (3,728) 12,087

　

ⅱ．海外収益

(1) 海外収益(百万円) 46,456

(2) 連結収益(百万円) 172,378

(3) 連結収益に占める海外収益の割合(％) 27.0

　

(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１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)における地域別の業績及

び海外収益の状況は、 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

収益

　(1) 外部顧客からの収益 146,916 48,719 195,636 ― 195,636

　(2) セグメント間の内部
　 収益又は振替高 1,338 779 2,117 (2,117) ―

計 148,254 49,499 197,754 (2,117) 195,636

売上総利益 64,518 21,244 85,762 (1,342) 84,420

営業利益又は営業損失（△） 17,660 △897 16,762 (5,304) 11,458

　

ⅱ．海外収益

(1) 海外収益(百万円) 52,074

(2) 連結収益(百万円) 195,636

(3) 連結収益に占める海外収益の割合(％) 26.6

　

(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。

　


