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平成 25年 2月 8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 3四半期連結累計期間の業績のお知らせ 

－ 売上高 1 兆 4,121 億円（前年同期比 4.0％増）、営業利益 381億円（同 24.1％増）、 

経常利益 390億円（同 4.8％増）、四半期純利益 199億円（同 50.2％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 25 年 2月 8 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 3四半期連結累計期間（平成 24年 4月 1日～12月 31日）における連結および単体の決算

を確定いたしました。 

 

＜当期の決算概況＞ 

当第3四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、欧州財政問題の長期化、中国をはじめ

とする一部新興国の経済成長の鈍化など、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

広告市場においては、期初は、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が、世界的な景気の先行きに対する不透

明感の高まりなどを背景に、夏頃から広告需要にも減速感が見え始め、その後は弱含みに推移

しました。 

こうした環境下、当社グループは「第30回オリンピック競技大会(2012/ロンドン)」、「TOYOTA 

プレゼンツ FIFAクラブワールドカップ ジャパン 2012」などを足がかりに多面的にビジネスを

展開するとともに、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いたしました。 

 

その結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高 1兆4,121億95百万円（前年同期比 

4.0％増）、売上総利益 2,489億63百万円（同 6.0％増）、営業利益 381億16百万円（同 24.1％

増）、経常利益 390億98百万円（同 4.8％増）、四半期純利益 199億39百万円（同 50.2％増）

となりました。 

事業別業績は、広告業では売上高 1兆3,689億30百万円（前年同期比 4.0％増）、セグメント

利益 351億6百万円（同 24.0％増）、情報サービス業では売上高 481億13百万円（同 9.7％増）、

セグメント利益 7億42百万円（前年同期はセグメント損失 4億61百万円）、その他の事業では

売上高 123億65百万円（同 9.9％減）、セグメント利益 8億23百万円（同 87.3％増）でありま

した。 

所在地別業績は、日本では売上高 1兆2,176億96百万円（前年同期比 1.8％増）、営業利益 347

億81百万円（同 21.7％増）、海外では売上高 2,009億80百万円（同 19.8％増）、営業利益 31



 
 

 

 2 / 4 

億20百万円（同 68.8％増）でありました。 

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3四半期連結累

計期間には、平成24年1月1日～9月30日の9ヵ月間の実績を反映しています。 

 

また、当社単体の業績は、売上高 1兆377億89百万円（前年同期比 0.9％増）、売上総利益 1,426

億99百万円（同 2.0％増）、営業利益 247億5百万円（同 23.3％増）、経常利益 285億65百万

円（同 1.8％増）、四半期純利益 158億69百万円（同 31.0％増）となりました。 

 

 当第 3四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 150 社、「持分法適用関連会社」は 38 社、所在地別

では「日本」88 社、「海外」100 社、事業別では「広告業」170 社、「情報サービス業」13 社、

「その他の事業」5社であります。 

 

 

＜通期の業績見通し＞ 

当第3四半期連結累計期間の業績は、想定をやや下回る結果となりました。しかしながら、年

明け以降広告需要が回復傾向にあることなどから、平成24年11月8日に公表した通期の連結業績

予想については、見直しを行っておりません。 

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

ましたが、本日現在、本件買収の効力は発生しておりません。同社業績について、平成25年3

月期の当社連結損益計算書へは反映いたしません。 

 

連結四半期業績の推移と通期業績見通し 

平成25年3月期
（2012年度）

第1四半期
（4～6月）

前年同期比
増減（％）

第2四半期
（7～9月）

前年同期比
増減（％）

第3四半期
（10～12月）

前年同期比
増減（％）

第3四半期
連結累計期間

（4～12月）

前年同期比
増減（％）

売上高 447,469 +11.3% 473,566 +2.7% 491,159 ▲0.6% 1,412,195 +4.0%

売上総利益 76,481 +12.2% 86,172 +6.1% 86,308 +1.1% 248,963 +6.0%

販管費 66,910 +4.7% 73,633 +3.9% 70,302 +1.5% 210,846 +3.3%

営業利益 9,571 +126.4% 12,539 +21.4% 16,005 ▲1.0% 38,116 +24.1%

経常利益 11,497 +78.9% 8,287 ▲37.1% 19,488 +10.0% 39,098 +4.8%

四半期純利益 5,886 +349.8% 3,463 ▲48.3% 10,590 +100.9% 19,939 +50.2%

（単位：百万円）

 

http://www.dentsu.co.jp/ir/
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（単位：百万円）

平成25年3月期
（2012年度）

上期実績
（4～9月）

前年同期比
増減（％）

下期見通し
（10～3月）

前年同期比
増減（％）

通期見通し
（※）

（4～3月）

前年同期比
増減（％）

売上高 921,036 +6.7% 1,039,963 +1.0% 1,961,000 +3.6%

営業利益 22,110 +51.9% 37,889 +1.2% 60,000 +15.4%

経常利益 19,784 +0.9% 37,315 ▲13.7% 57,100 ▲9.1%

当期純利益 9,349 +16.8% 18,750 ▲13.1% 28,100 ▲5.0%
 

※平成 24年 11月 8日に公表 

 

また、当社単体の通期業績予想につきましても、見直しは行っておりません。従いまして、

売上高 1兆4,400億円（前期比 2.5％増）、営業利益 390億円（同 23.1％増）、経常利益 399億

円（同 1.9％減）、当期純利益 200億円（同 52.6％減）に変更はございません。 

 

以 上 

 

 

 

（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、さまざま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。 
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株式会社　電　通

・当第3四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 722,223 580,786 ▲19.6%

固定資産 479,671 586,487 +22.3%

資産合計 1,201,894 1,167,273 ▲2.9%

流動負債 525,181 479,745 ▲8.7%

固定負債 119,824 94,767 ▲20.9%

負債合計 645,005 574,513 ▲10.9%

株主資本 541,929 554,031 +2.2%

その他の包括利益累計額 ▲5,638 17,239 －

少数株主持分 20,598 21,489 +4.3%

純資産合計 556,889 592,760 +6.4%

1,201,894 1,167,273 ▲2.9%

（２）四半期連結損益計算書

1,357,340 1,412,195 +4.0%

234,774 248,963 +6.0%

30,723 38,116 +24.1%

10,091 7,414 ▲26.5%

3,505 6,433 +83.5%

37,309 39,098 +4.8%

499 233 ▲53.2%

5,605 2,810 ▲49.9%

32,203 36,521 +13.4%

13,274 19,939 +50.2%

（３）四半期連結包括利益計算書

14,151 21,057 +48.8%

その他の包括利益合計              ▲1,162 22,961 －

12,989 44,018 +238.9%

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～12月31日）

売上高

負債及び純資産合計

売上総利益

　至　平成２４年１２月３１日

増減率

（平成24年4月1日～12月31日） （▲は減）

経常利益

当第3四半期連結累計期間前第3四半期連結累計期間

増減率

資
産
の
部

科　　　目

平成２５年３月期　第３四半期連結累計期間の業績

（平成24年12月31日）

当第3四半期連結会計期間
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四半期純利益

四半期包括利益

科　　　目
前第3四半期連結累計期間 当第3四半期連結累計期間 増減率

（平成23年4月1日～12月31日） （平成24年4月1日～12月31日） （▲は減）


