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平成 24年 8月 3日 

株式会社  電 通 

                         代表取締役社長執行役員 石井 直 

（東証第１部 コード番号：4324） 

 

平成 25 年 3月期第 1四半期連結累計期間の連結業績のお知らせ 

－ 売上高 4,474億円（前年同期比 11.3％増）、営業利益 95億円（同 126.4％増）、 

経常利益 114億円（同 78.9％増）、四半期純利益 58億円（同 349.8％増）－ 

 

株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：石井 直、資本金：589億 6,710

万円）は、平成 24 年 8月 3 日、東京・汐留の電通本社ビルで取締役会を開き、平成 25 年 3月

期第 1 四半期連結累計期間（平成 24 年 4 月 1 日～6 月 30 日）における連結および単体の決算

を確定いたしました。 

 

＜今期の決算概況＞ 

当第１四半期連結累計期間の日本経済は、東日本大震災の復興需要やエコカー補助金の政策

効果などにより、緩やかな回復の兆しがみられるものの、欧州政府債務危機を巡る不確実性の

高まりや、海外景気の下振れ、長期化する円高などによる先行き懸念から、依然として不透明

な状況で推移しました。 

広告市場は、震災の影響により厳しい状況となった前年同期からの反動増もあり、テレビス

ポットを中心に堅調に推移しました。 

こうした環境下、当社グループは平成21年7月に策定した中期経営計画「Dentsu Innovation 

2013」のもと、具体的施策を実施するとともに、当社グループの総力を結集して統合的なコミ

ュニケーション・デザインによるソリューションを提供するなど、積極的な営業活動を展開し

ました。 

 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高 4,474億69百万円（前年同期比 11.3％

増）、売上総利益 764億81百万円（同 12.2％増）、営業利益 95億71百万円（同 126.4％増）、

経常利益 114億97百万円（同 78.9％増）、四半期純利益 58億86百万円（同 349.8％増）とな

りました。 

 

所在地別業績は、日本では売上高 3,915億17百万円（前年同期比 11.4％増）、営業利益 88

億43百万円（同 128.9％増）、海外では売上高 585億32百万円（同 10.3％増）、営業利益 5

億90百万円（同 27.0％増）でした。 

  

なお、海外子会社など、決算日が12月31日の会社については、原則として当第１四半期連結

累計期間には、平成24年1月1日～3月31日の３ヵ月間の実績を反映しています。 
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また、当社単体の業績は、売上高 3,354億86百万円（前年同期比 11.4％増）、売上総利益 446

億93百万円（同 10.6％増）、営業利益 78億00百万円（同 121.9％増）、経常利益 129億71百

万円（同 34.4％増）、四半期純利益 80億77百万円（同 56.0％増）となりました。 

 

 当第 1四半期累計期間の連結業績および単体業績の詳細につきましては、 

http://www.dentsu.co.jp/ir/ をご覧ください。 

 

■参考：連結決算の範囲 

連結決算の範囲となる「連結子会社」は 147 社、「持分法適用関連会社」は 39 社、所在地別

では「日本」90社、「海外」96社、事業別では「広告業」168社、「情報サービス業」13社、「そ

の他の事業」5社であります。 

 

 

＜通期の連結業績見通し＞ 

 当第１四半期連結累計期間の業績は、ほぼ想定通りの結果となっておりますので、平成24年5

月14日に公表した第２四半期連結累計期間および通期の業績見通しを修正しておりません。 

なお、当社は英国大手広告代理店Aegis Group plcと、同社を100％子会社化する手続きを開

始することに合意し、平成24年7月12日付にて英国の公開買付規制に基づき、本件を公表いたし

ました。本件買収の効力発生は、平成24年10月～12月頃を予定しておりますが、その日程等が

未確定であることなどから、現時点の業績予想には、本件買収による影響を考慮しておりませ

ん。本件買収による平成25年3月期業績への具体的な影響額については、今後、適切な時期に開

示する予定です。 

（百万円）

平成25年3月期
（2012年度）

第１四半期連
結累計期間

（4～6月）

前年同期比
（差）

第２四半期連
結累計期間

（4～9月）※

前年同期比
（差）

通期見通し
（4～3月）※

前年同期比
（差）

売上高 447,469 +11.3% 919,400 +6.5% 1,968,000 +4.0%

営業利益 9,571 +126.4% 21,100 +45.0% 60,000 +15.4%

経常利益 11,497 +78.9% 22,800 +16.3% 62,600 ▲0.4%

四半期（当期）純利益 5,886 +349.8% 9,300 +16.2% 29,200 ▲1.3%

※ 平成24年5月14日に発表した業績見通しに修正はありません。

 

 

 
（注）将来の事象に係る記述に関する注意 

本業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断をしたものであり、

潜在的なリスクや不確定要素等の要因が内在しています。そのため、様々な要因の変化に  

より、実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。 

http://www.dentsu.co.jp/ir/
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株式会社　電　通

・当第１四半期累計期間の業績（記載金額は百万円未満を切り捨て表示）

（１）四半期連結貸借対照表

流動資産 722,223 655,738 ▲9.2%

固定資産 479,671 503,842 +5.0%

資産合計 1,201,894 1,159,580 ▲3.5%

流動負債 525,181 487,307 ▲7.2%

固定負債 119,824 113,899 ▲4.9%

負債合計 645,005 601,207 ▲6.8%

株主資本 541,929 543,965 +0.4%

その他の包括利益累計額 ▲5,638 ▲6,178 －

少数株主持分 20,598 20,586 ▲0.1%

純資産合計 556,889 558,373 +0.3%

1,201,894 1,159,580 ▲3.5%

（２）四半期連結損益計算書

402,131 447,469 +11.3%

68,146 76,481 +12.2%

4,227 9,571 +126.4%

3,500 3,001 ▲14.2%

1,300 1,076 ▲17.2%

6,427 11,497 +78.9%

136 21 ▲84.1%

2,856 1,262 ▲55.8%

3,708 10,256 +176.6%

1,308 5,886 +349.8%

（３）四半期連結包括利益計算書

1,356 5,890 +334.3%

その他の包括利益合計 1,707 ▲434 －

3,063 5,455 +78.1%

四半期純利益

税金等調整前四半期純利益

特別損失

営業外費用

営業利益

営業外収益

負
債
の
部

特別利益

純
資
産
の
部

（平成23年4月1日～6月30日）

売上高

負債及び純資産合計

売上総利益

　至　平成２４年　６月３０日

増減率

（平成24年4月1日～6月30日） （▲は減）

経常利益

当第１四半期連結累計期間前第１四半期連結累計期間

増減率

資
産
の
部

科　　　目

平成２５年３月期　第１四半期連結累計期間の業績

（平成24年6月30日）

当第１四半期連結会計期間
科　　　目

（▲は減）

　自　平成２４年　４月　１日

　（平成24年3月31日）

前連結会計年度

少数株主損益調整前当期純利益

包括利益

科　　　目
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 増減率

（平成23年4月1日～6月30日） （平成24年4月1日～6月30日） （▲は減）


