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博報堂ＤＹグループは、以下の7つの経営理念を掲げ、ビジネスを実践することにより、
ステークホルダーの皆様、さらには社会の発展に貢献してまいりたいと考えております。

1. 顧客に対して、常に最善のサービスを提供し、ビジネス価値の向上に貢献する。

2.  メディアの革新と向き合い、メディア価値の向上に貢献する。

3.  世界的にネットワークを展開し、サービス網の充実をはかる。

4.  生活者から発想することで、人々の次世代の豊かさを創造し、社会の発展に寄与する。

5.  自由と自律を尊重し、多様な個性とチーム力を価値創造の源泉とする。

6.  自立と連携の精神で新しい挑戦を続け、 
 マーケティングの進化とイノベーション創出をリードする、世界一級の企業集団を目指す。

7. 企業価値の継続的な向上をはかり、株主からの信頼と期待に応える。

Philosophy
経営理念



「生活者発想」
博報堂ＤＹグループの発想の原点。人々を単に「消費者」として捉えるのではなく、 
多様化した社会の中で主体性を持って生きる「生活者」として捉え、 
深く洞察することから新しい価値を創造していこうという考え方。 
生活者を誰よりも深く知っているからこそ、広告主と生活者、さらにはメディアとの 
架け橋をつくれるのだと考えます。

「パートナー主義」
博報堂ＤＹグループのビジネスの原点。常に生活者視点に立ち、 
広告主・媒体社のビジネスを共に見つめ、語り合い、行動することから 
ソリューションを提供していこうという考え方。 
パートナーとして広告主・媒体社と長期的な関係を築き、継続性のある一貫した 
ソリューションを提供していくことを常に目指しています。

これからの時代、私たちはこのポリシーに新たなイノベーションを起こす時を迎えていると考えます。 
広告主との間では、マーケティングソリューション全領域においてビジネス価値の向上を共に目指すパートナーとして。 
媒体社やコンテンツホルダーとの間では、多様化するメディアやコンテンツの価値向上を共に目指すパートナーとして。 
私たちは生活者発想とパートナー主義のイノベーションを通して、質の高いワンランク上のサービスを提供してまいります。

私たちは、設立以来、基本的なグループポリシーとして、「生活者発想」と 
「パートナー主義」の2つを掲げています。

Policy
ポリシー
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グループ概要

広告事業会社
3つの異なる総合広告会社に 
次世代型デジタルエージェンシーを加えた 
体制によりフロントライン機能を強化 

総合メディア事業会社
媒体社、コンテンツホルダーとの強固な 
パートナーシップに加え、デジタルメディア領域に
おける連携体制を強化

次世代型デジタルエージェンシー

総合広告会社

戦略事業組織
広告領域にとらわれない、唯一無二の 
クリエイティブ企業群によるコレクティブ。 
各社の持つクリエイティビティを融合させ、 
経済と社会を前進させる

純粋持株会社 • 持株会社体制の優位性
• グループ経営基盤強化
• シナジー効果の醸成
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次世代型デジタルエージェンシー

住生活領域における長年の経験からくるノウハウやスキルを
強みとする読売広告社は、“「街に住む人々のくらし」に対す
る洞察力”を多様な知見と組み合わせ、クライアントの事業の
成長や新しいビジネスそのものをつくりだしていくことを目指
しています。さらにはアニメーション番組やイベント事業など

のエンタテインメント領域におけるビジネス開発も得意として
おり、変化の時代におけるさまざまなクライアントの成功への
パートナーとなるべく、自らもスピードある変革に挑戦してま
いります。

アイレップは1997年に創業したデジタルマーケティングエー
ジェンシーです。「アイ（私の）レップ（代理人）」に徹するという
経営理念に則り、運用型広告の黎明期から主にリスティング広
告手法によってクライアントビジネスの成長を支援し、デジタル
マーケティング市場でのリーディングカンパニーとしての地位を
確立してきました。
2006年4月の博報堂DYメディアパートナーズとの資本提携

以降は博報堂ＤＹグループの一員としてさらなる事業拡大を続
けています。
インターネット普及から20年が経ち、ユーザーの情報行動は
大きく変化し、デジタル広告の技術・手法も高度化・多様化
していく中、運用型広告にとどまらず、フルファネルでの高度
なソリューションを提供し、デジタル広告市場での存在感を高
めてまいります。

博報堂は1895年に創業し、「生活者発想」と「パートナー主
義」という変わることのないフィロソフィーのもとで、日々革新
を続けています。高いクリエイティビティを持つプロフェッショナ
ルがチームを編成し、広告領域のみならず、経営・事業領域か
ら社会イシューまで、あらゆる領域でクライアントの皆様の国内

外における課題解決をお手伝いしています。
今後もクリエイティビティの力で生活や社会、事業構造の変革に
寄与するような新たな価値を提供してまいります。

『優れたアイディアだけが、最強のコミュニュケーションを可能に
する…』大広のフィロソフィー『Ideas win』はここから生ま
れ、クライアントのマーケティング課題の解決をはじめ、戦略的
ソリューション力と卓越したアイディアで、より効果的・効率的
なコミュニュケーションを創出、提供してまいりましたが、この考

え方をさらに進化・発展させた『ブランドアクティベーション』
によって、クライアントが企業活動全体で行うブランド活動を、
顧客を主語とした『顧客価値』創造でサポートしてゆきます。

博報堂DYメディアパートナーズは、博報堂、大広、読売広告社
の3広告会社のメディア機能を統合して設立された「総合メディ
ア事業会社」です。
博報堂ＤＹグループのメディアビジネス、コンテンツビジネスを
担い、同領域におけるプラニング、プロデュース、バイイング、ト
ラフィック、ナレッジを主要な機能として駆使し、また、デジタル
領域については、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム

との強固な連携のもと、グループの広告事業会社と協働して、
広告主、媒体社、コンテンツホルダーに対し、最適な課題解決力
を提供いたします。
「生活者」を読者・視聴者・観客として捉え、消費者・顧客へ
とつなげていく新しいメディア価値の創造。このようにメディア
を広義に捉え、「メディア効果をデザインする」ことが私たちの
目指すメディア・コンテンツビジネスです。

2014年5月に組成された博報堂ＤＹホールディングスの戦略
事業組織であり、博報堂ＤＹグループの専門性と先進性を継続
的に高めていくための組織です。
kyuは戦略的に選別され、意図的に数を制限したパートナー企
業で構成されたコレクティブです。コレクティブとしても、また

個々の会社としても自らのクリエイティビティを駆使して経済や
社会を変容させ、画期的な商品やサービスをつくり、ブラン
ディングに再度意味を持たせ、より大きな社会ムーブメントの火
付け役となることを目指します。
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グループ社員
クリエイティビティ人材

人材育成投資

クリエイティブ・ナレッジ
メディア・ナレッジ

生活者インサイト（R&Dナレッジ）
生活者データ・マネジメント・プラットフォーム 
（データ・システム／基盤テクノロジー）

自己資本
外部資本

グループネットワーク
グローバルネットワーク
得意先企業（広告主）
メディア（媒体社）
コンテンツホルダー

博報堂ＤＹグループの価値創造モデル

博報堂ＤＹグループは、「生活者発想」と「パートナー主義」という2つのポリシーを基軸に、時代と社会の変化をいち早く
捉えて、従来の広告ビジネスの枠組みにとらわれることなく事業の姿を大きく変え、成長してきました。
デジタルテクノロジーの進展とグローバル化の加速によって、生活者の情報接触行動や消費行動は既に大きく変化していま
すが、今後さらに社会の産業構造が転換するオールデジタル化による大変革時代が到来しようとしています。

経営基盤
強固な財務資本に加えて、インタンジブルな資産ともいえる
人材の力と、人材により生み出されてきた知的資産、そして
長きにわたり構築してきた多数のお取引先との関係性や
パートナーシップ、といった非財務資本が当社グループの経
営基盤となっています。 

コア・エンジン
お取引先にとって最良のパートナーであり続けるための価
値創造のコア・エンジンとなるのが、生活者データとテクノ
ロジーを駆使し、多様な個性や機能をつなぎ動かす統合力
と未来をつくるクリエイティビティであり、当社グループの
競争力の源泉となるものです。 

経営理念

ビジネス領域

統合マーケティング・ 
ソリューション

イノベーションデザイン

人的資本

マーケティング領域

知的資本

社会・関係資本

財務資本

生活者発想
パートナー主義

生活者データ

テクノロジー

クリエイティビティ

統合力
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提供するソリューション
“生活者データ・ドリブン”マーケティングを中核とした統合
マーケティング・ソリューションと、未来をつくるクリエイティ
ビティが生み出すイノベーションデザインによって、お取引
先のマーケティングの進化とイノベーション創出をサポート
し続けていきます。

創出価値
お取引先の価値創造パートナーとなることが当社グループ
の事業収益拡大につながり、さらには生活者・社会全体に
新たな価値とインパクトを与え続ける存在となることで「生
活者中心の社会づくり」に貢献し、サステナビリティ・ゴー
ルの実現を目指していきます。 

お取引先、生活者、社会全体の 
価値創造パートナーへ

マーケティング進化

イノベーション創出

非財務指標の 
改善・向上

事業活動を通じて、 
社会の発展に寄与する 

新たな価値の創造

SDGs等が示す 
社会・環境・経済課題 

解決への貢献

事業収益の拡大

社会・経済価値に関する主な指標は 
P.8-9「KEY FIGURES」をご覧ください。

ゴール

すべての生活者 

一人ひとりが、 

自分らしく、 

いきいきと生きていける

社会の実現

そうした急激な変化の本質を見極め、お取引先である企業のマーケティング及びビジネスにおけるダイナミックなイノベー
ションをリードするパートナーとして持続的な事業成長を遂げながら、同時に生活者のパートナーとして社会の発展に寄与
する新たな価値を創造し続けていく、循環型の「価値創造モデル」を策定しました。

社会・経済価値
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マーケティングソリューション

データ・システム構築

基盤テクノロジー

博報堂ＤＹグループの競争力の源泉

“生活者データ・ドリブン” 
マーケティング対応力のさらなる進化

　国内最大級の生活者データをもとに、
マーケティング戦略とメディア施策を相
互に有機的に統合することで、顧客創
造・獲得から顧客育成までのフルファネ
ルでの成果創出を約束する、統合マーケ
ティング・ソリューション「生活者DATA 
WORKS」を 核 に、質 の 高 いマーケ
ティング支援を行い、得意先企業の課題
解決に貢献するとともに、新たな顧客の
創造に挑戦していきます。

生活者インサイト

　生活者発想を具現化するために、博報堂は1981年に「博報堂生活総合研究
所」を設立しました。以来、当社グループ内に数多くのシンクタンク・専門組織・プ
ロジェクトが立ち上がり、さまざまな研究・開発を通じて、生活者の変化の兆しを
いち早く捉え、多様化する生活者への深い洞察を続けています。

当社グループの競争力の源泉であり、オールデジタル化する社会においてこそ活かされる強みは、生活者データとテクノロ
ジーの活用基盤、未来をつくるクリエイティビティ、多様な個性や機能をつなぎ動かす統合力を融合することができること、
そして、生活者、企業、メディアをはじめ、社会のあらゆるステークホルダーを結び付け、チーム一体となって協働できること
だと考えます。

博報堂生活総合研究所「生活定点」の調査データを一般公開

　博報堂生活総合研究所は、人間を「まるごと」観て、生活の未来を考える「生活者発想」を実践・
推進する研究所です。2019年3月期は、1992年から隔年で続けている、生活者を時系列で俯瞰す
る大規模なライフスタイル調査「生活定点」を、2018
年5～6月に 実 施しました。20～69歳 の 男 女 約
3,000人を対象に、約1,400項目にわたる多角的な
質問を投げ掛け、生活者の意識や行動の変化を観測し
ています。
　26年分の蓄積したデータを特設ホームページにて無
償で一般公開し、お取引先をはじめ官公庁や大学研究
者など、多くの方々にご活用いただいています。

生活者データ

テクノロジー

「最大の資産」で　ある人材の成長

特設ホームページ　 
https://seikatsusoken.jp/teiten/
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未来をつくるクリエイティビティ

　生活者の心を動かし、価値を共有し、購買行動を誘発するための鍵となるのは、
“徹底した生活者発想から生まれたクリエイティビティ”です。クリエイティビティが
ある当社グループこそ、オールデジタル化する社会においても新しい物語をつむぎ、
イノベーティブなビジネスをデザインすることができると考えます。クリエイティビ
ティを常にアップデートさせ、チームの力として結集させることにより、新たな生活
や社会風景を構想し、実現していきます。

多様な個性と機能をつなぎ動かす統合力

　社員自らが起点となり、社内外を巻き込み、大きなチームを組成し、クリエイティ
ビティをぶつけ合うことで、新しいアイデアを生み出し、実現していきます。生活者
と社会の幸せにつながる価値ある市場を生み出すために、クリエイティビティを通じ
て社会のさまざまなテーマと向き合い、さまざまなステークホルダーを結び付け、新
しい生活やビジネス、サービスの開発に取り組んでいます。

それを実現するのは、当社グループの最大の資産であるクリエイティビティ人材です。人材の成長が会社の成長につながり
ます。マーケティング戦略構築からイノベーション創出まで、さまざまな場面でクリエイティビティを発揮し、未来をデザイン
し、社会にインパクトを与えることにより、生活者一人ひとりが自分らしく、いきいきと生きていける「生活者中心の社会づ
くり」に貢献していきます。

クリエイティビティ

統合力

「最大の資産」で　ある人材の成長
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人材育成のための教育投資額（社員1人当たりの金額）*2

11.0億円（19.0万円）

「1年前と比較して成長した」と回答した社員の割合 *1

71.1% （博報堂） 68.6%（博報堂DYメディアパートナーズ）

健康経営の推進

外部評価

「健康経営優良法人2019 
（ホワイト500）」に選定

健康診断受診率 *2

99.4%

社員1人当たりの年間平均研修時間 *2

28.2時間

社員の目標管理、能力開発のための延べ面談時間 
（社員1人当たりの時間）*2

9,499時間（1.6時間）

ソーシャルアクション活動件数（活動に参加した社員数）

116件（延べ735人）

障害者雇用率 *4

2.43%

グループ横断のビジネスアイデア公募・育成プログラム
「AD+VENTURE」*3

9年間で応募されたビジネス企画 延べ816件
事業化された案件 延べ18件

（3月期）
0

6,000

12,000

18,000

24,000

2018 2019201720162015

KEY FIGURES
（2019年3月期）

人材

　当社グループは、クリエイティビティを発揮する人材こそが

最大の資産であり、競争力の源泉だと考えています。社員の

主体的な「成長」を引き出す人事制度に基づき、短期的な

目標・成果の管理だけではなく、社員と上長が実質的かつ

本質的な対話を行い、社員一人ひとりの成長計画を共有し、

中長期的なキャリア計画の実現に取り組んでいます。

　そして、社員の「成長」と「健康」を支え、社会から求めら

れる価値を作り出す「新しい働き方」を推進し、クリエイティ

ビティ溢れる人材育成の強化を進めています。

グループ社員数

人

*1 博報堂及び博報堂DYメディアパートナーズが対象
*2 博報堂、大広、読売広告社、博報堂DYメディアパートナーズが対象
*3 博報堂ＤＹグループ59社が対象
*4 2019年6月1日現在
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財務指標（（株）メルカリ株式売却の影響を除く）

グループプレゼンス

クリエイティビティ

（3月期）
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4.0

8.0

12.0

16.0

201920182017201620152014

のれん償却前営業利益 *5／
のれん償却前オペレーティング・マージン *6

*5 のれん償却前営業利益とは、企業買収によって生じるのれんの償却額等を除外して算出される営業利益のことです。
*6 のれん償却前オペレーティング・マージンは、売上総利益に対するのれん償却前営業利益の比率を表示しています。
*7 のれん償却前ROE＝のれん償却額等（持分法適用会社分含む）を除外した親会社株主に帰属する当期純利益/自己資本（期首・期末平均）

グループ規模

日本で2位、 
世界で12位 *8

の規模を持つ広告会社グループ

第58回ACC TOKYO  
CREATIVITY AWARDS*10 

グランプリ3個を含む 
59の賞を獲得

事業エリア

世界21以上 
の国・地域

子会社、関連会社

2014

233社
2019

374社

*8 2019年5月「Ad Age」調べ
*9 国内広告市場は、「特定サービス産業動態統計調査」（経済産業省）をベースに計算しています。

第65回カンヌライオンズ 
国際クリエイティビティ・ 
フェスティバル2018*11

ゴールド1個を含む 
11の賞を獲得

スパイクス・アジア 
（Spikes Asia） 
2018*12

グランプリなど 
24の賞を獲得

第22回アジア 
太平洋広告祭 

（ADFEST）2019*13

27の賞を獲得

*10 日本国内最大規模の広告祭
*11 広告・コミュニケーション領域における世界最大規模の広告祭
*12 カンヌライオンズの地域版フェスティバルとして2009年にスタートしたアジア地域最大級の広告祭
*13 アジア太平洋地区で最も権威のある広告祭

国内外の広告賞で高い評価を獲得

億円 億円 %

億円 % %

国内広告市場における 
シェア *9

2014

19.0% 
2019

21.6%

 売上総利益　  海外売上総利益比率

 のれん償却前 
営業利益

 のれん償却前  
オペレーティング・マージン

売上総利益／海外売上総利益比率売上高

のれん償却前ROE*7
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クリエイティブへの高い評価

多くの人々の注目を集め、メッセージを印象
づける広告クリエイティブの力は重要です。
世界最大の広告祭「カンヌライオンズ」で、
博報堂は2度グランプリを獲得。世界各国
の広告祭において数多くの受賞を重ねてい
ます。

生活者発想 
＝博報堂生活総合研究所を設立

「クライアントのパートナー」として認められ
るには、クライアントの先にいる生活者を誰
よりもよく知らなければなりません。生活者
をより深く洞察することを目的に、博報堂生
活総合研究所を1981年に設立し、その後、
海外にも展開しています。

経営統合、 
博報堂ＤＹグループの誕生

2003年10月、国内2位の博報堂、5位の
大広、6位の読売広告社は、共同持株会社
博報堂ＤＹホールディングスの設立による経
営統合を行い、また同年12月、日本初の総
合メディア事業会社博報堂DYメディアパー
トナーズを設立しました。

博報堂ＤＹグループのビジネスと事業領域の拡大

明治維新後、次々と創刊された新聞、雑誌のために広告を集める「メディアの代理店（パートナー）」であることが、当時の
広告会社の役割でした。1950年代に入り、ラジオに加えてテレビの放送が始まり、メディアの拡張に対応して広告会社は
急速な発展を遂げました。中核事業会社である博報堂は、クライアント（広告主）のマーケティング活動を支援する「クライ
アントの代理店（パートナー）」へと役割を大きく進化させ、事業領域を積極的に拡げてきました。
1990年代以降はインターネットが急速に普及するなど、生活者が主役となり、「マーケティング・コミュニケーション」は新
しい時代に突入しました。2003年、博報堂と大広、読売広告社の3社は共同持株会社「博報堂ＤＹホールディングス」を設
立し、経営統合を果たしました。2024年3月期を最終年度とする中期経営計画に基づき、お取引先企業のマーケティング
の進化とイノベーション創出をリードする企業集団として、お取引先の「価値創造パートナー」となることを目指しています。	

■ 沿革

読売広告社

大広
博報堂

1895
瀨木博尚が「出版を通じて、青少年の
教育に貢献する」という志のもと、
教育雑誌の広告取次事業として博報堂を創業

1944
大広創業

1929
読売広告社創業

1981
「生活者」をより深く知ることを目的として、
博報堂生活総合研究所を設立

1996
博報堂、読売広告社、 

ほか5社の共同出資により、 
D.A. コンソーシアムを設立。 

1998年には大広が参加

広告・プロモーション領域 •	広告開発　•	インサイト開発　•	表現制作　•	メディアプラニング
•	広告効果測定　•	キャンペーン企画　•	販促プラン	...

マーケティング領域

博報堂ＤＹホールディングス10
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統合マーケティング・ソリューション

2009年秋に発表した中期経営計画で、「統合マーケティング・ソリュー
ション」を推進していくことを掲げ、2013年秋発表の中期経営計画では
「統合マーケティング・ソリューション」のさらなる先進性・創造性を追求
し、デジタル化の進展を踏まえ、膨大なデータを収集・分析し、活用してい
く“生活者データ・ドリブン”マーケティング対応力の強化を打ち出してい
ます。

“専門性”と“先進性”の 
継続的な取り込み 戦略事業組織「kyu」

各専門領域にて唯一無二かつ先端的な欧米企業をM&Aし、
クリエイティブ企業の集合体を形成することを目的として、
2014年に「kyu」を組成しました。「イノベーションコンサル
ティング」「行動経済学に基づくコンサルティング」「人間中心
のデザイン思考に基づくコンサルティング」など、多彩かつユ
ニークな企業集団を形成しています。

2005
東証1部上場

2009
リーマンショックの影響により
初の当期純損失を計上

2014
戦略事業組織kyu組成

2003
博報堂DYメディアパートナーズ設立

	売上高*

1兆 4,456億円

営業利益*

653億円

2003

共同持株会社
「博報堂ＤＹ 

ホールディングス」
を設立

*	2019年3月期

•	広告開発　•	インサイト開発　•	表現制作　•	メディアプラニング
•	広告効果測定　•	キャンペーン企画　•	販促プラン	...

マーケティング領域 • 商品開発　• ネーミング開発　• パッケージ開発　 
• チャネル戦略　• 価格戦略　• 顧客獲得　• CRM ...

事業戦略領域 • 事業戦略　• 事業開発　• 企業ブランド戦略　
• 広報戦略　• インナーブランディング　• 拠点政策 ...
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財務ハイライト

百万円

各表示年の3月31日に終了した会計年度 2015 2016 2017 2018 2019

会計年度

売上高 ¥1,131,064 ¥1,215,250 ¥1,255,474 ¥1,335,030 ¥1,445,614

売上総利益 205,867 232,498 248,640 272,335 324,916

販売費及び一般管理費 169,045 187,503 201,379 220,147 259,523

営業利益 36,821 44,994 47,261 52,187 65,392

親会社株主に帰属する当期純利益 19,879 28,531 25,880 29,834 47,408

のれん等償却額1 1,672 2,290 3,120 3,615 6,886

のれん償却前営業利益2 38,494 47,285 50,381 55,803 72,278

会計年度末

総資産 ¥  633,904 ¥  678,532 ¥  722,051 ¥  798,135 ¥  905,547

有利子負債残高3 4,597 8,086 11,829 9,956 116,136

純資産 282,729 294,031 325,818 367,367 316,694

1株当たり（円）

当期純利益 ¥    53.22 ¥    76.56 ¥     69.45 ¥    80.03 ¥    127.11

当期純利益（潜在株式調整後） 53.16 76.44 69.44 79.85 126.86

配当金 15.00 18.00 24.00 26.00 28.00

比率（%）

売上総利益率 18.2 19.1 19.8 20.4 22.5

のれん償却前オペレーティング・マージン4 18.7 20.3 20.3 20.5 22.2

オペレーティング・マージン5 17.9 19.4 19.0 19.2 20.1

人件費比率6 55.5 54.2 54.5 53.9 53.2

ROE（自己資本利益率） 7.9 10.6 9.0 9.2 15.2

自己資本比率 41.6 40.3 42.2 43.0 31.2

1 のれん等償却額とは、企業買収によって生じるのれんの償却額等のことです。
2 のれん償却前営業利益とは、企業買収によって生じるのれんの償却額等を除外して算出される営業利益のことです。
3  有利子負債残高は、短期借入金と長期借入金（1年以内返済予定を含む）を合算したものです。
4 のれん償却前オペレーティング・マージンは、売上総利益に対するのれん償却前営業利益の比率を表示しています。
5  オペレーティング・マージンは、売上総利益に対する営業利益の比率を表示しています。
6  人件費比率は、売上総利益に対する人件費の比率を表示しています。

博報堂ＤＹホールディングス12
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国内広告市場と当社グループ国内売上高の推移

　国内の広告市場は、リーマンショックの影響もあり2008年3月期をピークに減少しましたが、2010年3月期を底に
2017年3月期まで回復基調が継続しました。しかしながら、その後低調な推移となり、2019年3月期はピーク時の2008
年3月期を100とした場合、94程度となっています。これに対して、当社グループの国内売上高は、中期経営計画の取り
組みが奏功し毎期着実に伸びています。その結果、2019年3月期の指数は118程度となり、これらをベースに計算した
マーケットシェアは、2008年3月期の17.2%から2019年3月期は21.6%に拡大しました。
　なお、国内広告市場のデータは「特定サービス産業動態統計調査」（経済産業省）から引用していますが、同データは、近
年、我々の感じる市場の実勢よりやや低く出る傾向があると見ています。

*1  国内広告市場のデータは、「特定サービス産業動態統計調査」（経済産業省）から引用しています。また、同調査で公表されている実数データは、 
調査対象の変更等の影響により一部不連続が生じているため、伸び率データを用いて補正した実数データを使用しています。

*2  名目GDPのデータは、「四半期別GDP速報（2019年1-3月期2次速報値）」（内閣府）から引用しています。
*3 国内広告市場規模の経年推移をご確認いただくため、直近過去11年間における最大値であった2008年3月期を基準として各年度の指数を算出しています。
*4 2019年3月期のHDY連結（国内）売上高は、株式会社メルカリの株式売却の影響を除いた金額を用いています。

十億円

 
 
買付期間

 
株式数*

（株）

 
買付総額

（百万円）

発行済 
株式総数に 
対する割合

2007年
5月15日～5月22日 1,160,000 939 0.3%

2008年
2月12日～2月20日 1,695,100 999 0.4%

2011年
2月8日～3月7日 6,000,000 3,105 1.6%

2014年 
5月12日～5月28日 7,000,000 6,289 1.8%

年間 15.0 18.0 24.0 26.0 28.0

株主還元に関する基本方針

　配当については、安定的かつ継続して実施することを基本としています。また、配当額を決定する際は、資金需要の状況、
業績の動向及び企業競争力強化のための内部留保の充実等を総合的に勘案の上決定し、業績動向等に不測の事態が発生
しない限り、1株当たり5.0円を下限とする方針です。
　自社株買いについては、株主還元及び資本効率向上のための手段として、また経営環境の変化に対応した機動的な資本
政策の遂行のため、適宜検討の上、必要に応じ、実施していく方針です。

1株当たりの配当金 自社株買い

*  2013年10月1日付で、普通株式1株につき10株の割合をもって株式分割を行いました。過去からの推移や比較を考慮し、株式分割前についても、 
株式分割後の株式数を記載しています。

国内広告市場の推移と株主還元に関する基本方針

円
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表紙について

博報堂ＤＹグループには多様な人材やリソースが
包含されています。それらが交じり合い、広がっ
ていく様をイメージしています。

編集方針

当社グループは、持続的な成長と企業価値の継続
的な向上の実現には、利益成長とともに、事業を
通じた社会課題解決への取り組みが重要だと考え
ています。
これまで、アニュアルレポートでは、経営戦略や事
業活動、財務情報等を中心とした報告を行って
きましたが、企業としての社会的な責任を果たし
ていくためには、社会や環境に対する取り組みに
ついても詳しくご紹介させていただくことが望ま
しいと考え、2018年3月期より当社グループの
サステナビリティとESGに関する活動報告を包
摂した統合報告書として作成しています。

免責事項

博報堂ＤＹグループに関連する業績見通し、計画、
方針、経営戦略、目標、予定、将来の数値・数額、
事実の認識・評価等といった、将来に関する情
報をはじめとする歴史的事実以外の全ての記述
は、当社グループが現在入手している情報に基
づく、現時点における予測、期待、想定、計画、認
識、評価等を基礎としているものです。また、見
通し・予想数値を算定するためには、過去に確定
し正確に認識された事実以外に、見通し・予想を
行うために不可欠となる一定の前提（仮定）を
使用しております。これらの記述または前提（仮
定）については、その性質上、客観的に正確であ
るという保証も、また将来その通りに実現すると
いう保証もありません。
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戦略／ 
サステナビリティ
このセクションでは、当社グループの経営戦略に対する理解を深めていただくた
めに、新旧中期経営計画につきご説明するとともに、マネジメントからのメッセー
ジをお伝えいたします。
さらに、当社グループが持続的に価値を創造する上で、最大の資産であり競争
力の源泉となるクリエイティビティ人材の育成に関する考え方や施策、社会や環
境などサステナビリティへの取り組みについてもご説明いたします。
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生活者の豊かな未来の創造、経済の伸長、 
社会の発展への貢献を通じて、持続的な成長と 
企業価値の継続的な向上の実現を目指します。 

ステークホルダーの皆様へ

代表取締役会長 CEO
戸田 裕一

博報堂ＤＹホールディングス16



　ステークホルダーの皆様には、ますますご清祥のことと、お慶び申し上げます。

　当期の日本経済は、第2四半期の度重なる自然災害や米中通商問題の長期化、先行き不透明感から

くる消費者／企業マインドの低下など景気下押しの要素が重なり、弱含みの展開となりました。国内広

告市場はこうした影響もあり、期初より低調に推移しました。

　このような環境下、当社グループは、2019年3月期を最終年度とする中期経営計画（以下、本中

計）に則り、積極的な事業展開を継続した結果、「外食・各種サービス」「情報・通信」「流通・小売

業」など11業種で前年を上回りました。また海外においては、本中計の戦略推進のためのM&Aが着

実に寄与し、欧米、中華圏、アセアンいずれの地域においても売上総利益を拡大しました。

　当社グループは、「“生活者データ・ドリブン”マーケティング対応力の強化」「アジアを中心とした新

興国での体制強化」「“専門性”と“先進性”の継続的な取り込み」を本中計における3つの成長ドライ

バーとしてきましたが、生活者データ・マネジメント・プラットフォームの拡充や外部パートナーとの連

携強化、アジアにおける統合マーケティング・ソリューション体制の強化、「kyu」による新たな専門性

と先進性の取り込みやシナジー創出へ向けた取り組みを着実に実行しながら、目標を達成することが

できました。

　株主還元につきましては、安定配当の考え方を基本に、業績の動向などを総合的に勘案して決定し

ています。当期の配当金は年間28.0円とさせていただきました。今期の配当金につきましては、この

考え方に基づき2.0円増配の年間30.0円の予定です。

　また、当社グループは持続的な成長と企業価値の継続的な向上の実現を目的とし、生活者の豊かな

未来の創造、経済の伸長、社会の発展に貢献することを目指しています。そのためには、利益成長とと

もに事業を通じた社会課題解決への取り組みが重要だと考えています。

　「生活者、社会の刻々と変化する課題を解決し、新たな価値を創造していくことにより、生活者、社

会の中に新しい幸せを生み、幸せをつなげ、ともに広げていくこと。」というサステナビリティの考え方

のもと、ESG（環境、社会、ガバナンス）の取り組みについても積極的に行っていきます。

　さらに、今回の統合報告書ではグループの持続的な成長にとって不可欠な、最大の資産であり競争

力の源泉ともいえる「人材の力」について、詳しくご紹介させていただきます。今後も当社グループな

らではの活動を通して、企業としての社会的責任を果たしていきます。

　ステークホルダーの皆様の日頃のご支援に心から感謝申し上げるとともに、引き続き当社グループ

へのご理解をよろしくお願い申し上げます。

代表取締役会長CEO
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マネジメント・メッセージ

業績の振り返りと中期経営計画のレビュー

当社グループは、2019年3月期を最終年度とする 
5ヵ年の中期経営計画を推進してきました。
ここでは、本中期経営計画の指揮を執ってきた 
代表取締役会長CEOの戸田裕一と前・副社長（現・特別顧問） 
の沢田邦彦より、2019年3月期の業績振り返り、 
及び中期経営計画の総括についてご説明いたします。

2019年3月期業績の振り返り
　2019年3月期の国内広告市場は、国内経済の弱い流
れの影響もあり、やや低調な動きで推移しました。このよう
な環境下、当社グループは、当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きた結果、売
上高は1兆4,456億円（前年同期比8.3%増加）の増収
となりました。売上高を種目別に見ますと、4マスメディア
では、前年同期を下回ったものの、4マスメディア以外では、
インターネットメディアの順調な伸びに加え、マーケティン
グ／プロモーションとクリエイティブが好調に推移し、4マ
スメディア以外取引合計は前年同期を上回りました。
　売上総利益は、既存事業の順調な拡大に加え、新規連
結子会社の取り込みによる押し上げ効果、（株）メルカリ株
式売却の影響（以下、メルカリの影響）もあり、前年同期よ
り525億円増加し、3,249億円（同19.3%増加）となり
ました。M&Aによる新規連結子会社の費用取り込み、の

れん等償却額の増加などによる販管費の増加があったもの
の、営業利益は653億円（同25.3%増加）、経常利益は
688億円（同26.6% 増加）と、いずれも大幅な増益とな
りました。
　特別損益については、確定給付企業年金制度の一部を
確定拠出年金制度へ移行したことに伴う退職給付制度終
了益及び退職給付信託財産が返還されたことに伴う退職
給付信託返還益を計上した結果、特別利益は218億円と
なり、またD.A.コンソーシアムホールディングス（株）の自
己新株予約権消却損を計上した結果、特別損失は47億円
となりました。
　以上を加味した税金等調整前当期純利益は858億円

（同69.6%増加）、親会社株主に帰属する当期純利益は
474億円（同58.9%増加）と大幅な増益となりました。

中期経営計画の総括
　当社グループは、当期を最終年度とする中期経営計画を
2013年11月に発表し、以降、5年間積極的な事業活動
を展開してきました。
　2019年3月期の売上総利益は、既存事業会社での強い
伸びに加え、M&Aによる押し上げ効果もあり、前年同期比

+19.3%、メルカリの影響を除いても+14.3%と大きく
伸長しました。
　この増加の具体的な要因としては、我々の強みである統
合マーケティング・ソリューションをベースとした提案が得
意先企業から評価され、低調な国内広告市場においても売
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売上総利益増加の推移
億円

M&A

+276

+112

+31
+72

+60

売上総利益増分比率（基準年差）

2014年3月期
（基準年）

1,901億円

2019年3月期

3,113億円
+1,212億円

年率+10.2%（中期経営目標見直し後）
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年平均成長率
+5.8%

オーガニック

+153

+132

+165

+97

+250

+383

+548

次に、売上総利益の増加要因を「オーガニック／M&A」そして「国内／海外」という2つの切り口でご説明します。

* 上記実績は、株式会社メルカリの株式売却の影響を除いた金額を用いています。

オーガニック／ M&A
　オーガニックは、売上総利益の増加額が+630億円、年
平均成長率は+5.8%となりました。特に主戦場である国
内の広告市場が伸び悩む中、各種戦略の推進により競争力
を強化し、さらなるシェアアップを実現、市場の成長を大き
く上回る伸びを継続させることができました。

　一方、M&Aにおいても、グループの機能強化のために積
極的に実行、新たに損益の取り込みを開始した会社の売上
総利益の合計額は+591億円と大幅に拡大し、オーガニッ
クとM&Aの売上総利益増加分に占める構成比率は52：
48と、中期経営計画において掲げた成長イメージである
50：50をほぼ達成することができました。

上高を伸ばすことができたこと、その中で広告事業会社か
ら制作系子会社まで幅広いグループ各社の収益性向上の取
り組みによって売上総利益率を向上させたこと、さらに、海
外において当期から損益の取り込まれた新規M&Aの寄与
があげられます。
　また、中期経営目標及び重点指標として掲げた、以下4
つの数値計画すべてにおいて2016年11月に上方修正を
行った目標水準を上回ることができました。

のれん償却前営業利益
　売上総利益の大幅な伸長と、高水準ののれん償却前オペ
レーティング・マージンの結果、メルカリの影響を除くのれん
償却前営業利益は、前年より31億円増益の589億円と 
なり、中期経営目標に掲げた570億円を19億円上回り 
ました。

売上総利益年平均成長率
　2016年3月期～2019年3月期間の年平均成長率は 
+10.2%と、目標水準の+7～10%を超える二桁成長を
実現しました。

のれん償却前オペレーティング・マージン
　目標水準として設定した18～20%のレンジ内の18.9%
と高い水準となりました。

のれん償却前ROE
　のれん償却前ROEは、メルカリの影響の他、年金関連の
一時的な押し上げ要素を除いても、12%強と目標水準をク
リアする10%以上の着地となりました。

+591

+315

+82
+630

M&A

48% 
+591億円

オーガニック

52% 
+630億円

+173
+204
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続いて、中期経営計画で掲げた3つの成長ドライバーを中心に体制や対応力を強化してきた施策についてご説明します。

1.  “生活者データ・ドリブン”マーケティング 
 対応力の強化

　“生活者データ・ドリブン”マーケティング対応力の強化
については、基盤となるデータやテクノロジーの強化を行
い、生活者データ・マネジメント・プラットフォーム（以下、
生活者DMP）の拡充を進めてきました。また、独自に開発
してきた多種多様なソリューションを体系化し、「生活者
DATA WORKS」としてリリースしました。
　その結果、数百社での生活者データの活用実績を積み重
ね、ノウハウや人材を蓄積することで、当社グループの競
争優位を支えるひとつの柱へと成長させることができたと
考えています。

2. アジアを中心とした新興国での体制強化
　M&Aを積極的に実施したことも奏功し、アジアの売上
総利益の規模は、2014年3月期の実績の約2.5倍の規
模まで拡大しました。体制面でも制作やPR、アクティベー
ション、デジタルなど、サービスラインナップの拡充を図る
ことができました。

3. “専門性”と“先進性”の継続的な取り込み
　2014年5月に新設した戦略事業組織kyuが、さまざま
な領域のユニークかつ先進的な会社をメンバーに加え、現
在は10社11ブランドで構成する共同体へ成長しました。
数値面でも、売上総利益が400億円を超える規模まで拡
大するなど、質・量の両面で当社グループの成長に大きく
貢献しました。
　さらに、国内でのM&Aも多数実行し、国内の専門機能
強化も進捗しています。

3つの成長ドライバーの進捗

売上総利益増分比率（基準年差）

2014年3月期
（基準年）

1,901億円

2019年3月期

3,113億円
+1,212億円 

年率+10.2%（中期経営目標見直し後）
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年平均成長率
+6.5%

国内

+256

+407

+578

+151

+150

+171

+104

国内

56% 
+677億円

海外

44% 
+541億円

+116

+181

* 上記実績は、株式会社メルカリの株式売却の影響を除いた金額を用いています。

+677
+99

+541

+297

国内／海外
　国内は、この5年間、広告市場の伸びを上回る年平均＋
6.5%で伸長し、売上総利益増加額は＋677億円となりま
した。
　海外事業についても、アジア及びkyuの事業拡大により、
年率＋46.4%のスピードで成長し、売上総利益に占める

海外比率も当初計画した20%を上回る20.4%となりま
した。
　国内と海外の売上総利益増加分に占める構成比率は
56：44と、こちらも中期経営計画の成長イメージ50：50
に近い水準を実現しました。

+169
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オールデジタル時代における企業のマーケティングの進化と 
イノベーション創出をリードする

新中期経営計画について

　当社グループを取り巻く環境変化については、「オール
デジタル化による大変革時代が到来する」と考えています。
情報端末を中心に進展してきたデジタル化が、家、都市と
いった単位で生活全体に広がる動きや、それに伴うデータ
量の増大、新たなインフラ／サービスの拡充、さらにはデジ
タルテクノロジーを駆使するさまざまなプレーヤーが出現
するなど、まさに大変革時代を迎えることとなります。
　この「オールデジタル化」による変革には、大きく3つの
動きがあるとみています。まず、これまでなかったサービス
やインフラが整備され、情報のデジタル化が日々の生活に
波及し、生活全体がデジタル化する動きです。また、ビッグ
データ／IoT／AI／ロボットなどのデジタルテクノロジー
の進化が起点となって、これまでの市場の垣根が融解し、
産業構造の転換が進み、企業はこれまで以上に先端テクノ
ロジーの取り込みやビジネスモデルの変革などダイナミック
なイノベーションの必要性に迫られるようになります。さら
に、オールデジタル化は、企業活動のボーダレス化を加速
させることになります。
　こうした環境変化の中、当社グループの強み・競争力の
源泉とは、当社グループのポリシーでもある「生活者発想」

を起点に、「生活者データとテクノロジー」の活用基盤と、
未来をつくる「クリエイティビティ」、それに、多様な個性や
機能をつなぎ動かす「統合力」を融合することができるこ
とです。そして、生活者、企業、メディアをはじめ、あらゆる
プレーヤーとパートナー関係を構築し、チーム一体となって
協働できること。そうした「人材の力」こそが、他社が持ち
えない当社グループの競争力の源泉であり、オールデジタ
ル化する社会でこそ活かされる強みであると考えています。
　以上を踏まえ、当社グループは、生活者発想を基軸に、
クリエイティビティ、統合力、データ／テクノロジー活用力
を融合することによって、オールデジタル時代における企
業のマーケティングの進化とイノベーション創出をリードす
る。そのことで、生活者、社会全体に新たな価値とインパク
トを与え続ける存在になることを新中期基本戦略といたし
ます。
　未来をデザインし、社会実装を進め、生活者一人ひとり
が自分らしく活きいきと生きられる「生活者中心の社会づ
くり」によりいっそう貢献していきたいと考えています。

当社グループは、2019年5月に、 
2024年3月期を最終年度とした 
新しい5ヵ年の中期経営計画を発表しました。
代表取締役会長CEOの戸田裕一と 
代表取締役社長の水島正幸より、 
新たな中期基本戦略及び成長戦略の概要 
についてご説明します。

統合報告書 2019 2121



～～

（3月期）
0

300

400

600

500

700

2019年
　（中期目標）

2016年 2018年 2019年2017年2015年2014年

基準年 中計期間

～～

0

17

18

19

21

20

22

基準年 中計期間

（3月期） 2019年
　（中期目標）

2016年 2018年 2019年2017年2015年2014年

～～

0

8

9

10

12

13

11

14

基準年 中計期間

（3月期） 2019年
　（中期目標）

2016年 2018年 2019年2017年2015年2014年

～～

0

1,500

3,000

2,500

2,000

3,500

基準年 中計期間

（3月期） 2019年
　（中期目標）

2016年 2018年 2019年2017年2015年2014年

中期経営計画のレビュー（2015年3月期～2019年3月期）

当社グループは、2019年3月期を最終年度とする中期経営計画の実現に向け、3つの成長ドライバーを強化し、 
統合マーケティング・ソリューションの高度化／先鋭化に努めてきました。ここでは、前中期経営計画の成果について 
レビューを行います。

中期経営目標（（株）メルカリ株式売却の影響を除く）
　すべての指標において、2016年11月に上方修正を行った目標水準を上回ることができました。最重要指標であるの
れん償却前営業利益は、メルカリ株式売却の影響を除いても589億円と計画を過達。売上総利益は直近3ヵ年平均で二桁
成長を実現し、大きな事業成長を実現しました。

重点指標  売上総利益年平均成長率
計画期間における年平均成長率

中期経営目標  のれん償却前営業利益

のれん償却前営業利益

のれん償却前オペレーティング・マージン

売上総利益

のれん償却前ROE

3,113

+87 
億円

+30
億円

+54
億円

+31
億円

+35 
億円

570億円

3ヵ年平均 *1

+7～10%

*1 2016年3月期と2019年3月期の比較における年平均成長率

*2  のれん償却前ROE＝のれん償却額等（持分法適用会社分含む）を除外した親会社株主
に帰属する当期純利益／自己資本（期首・期末平均）

349
384

472
503

589
558 570

重点指標  ROE（自己資本利益率）

[中期目標] 
のれん償却前
10%以上

8.7

8.6

11.5

10.3

10.5

12%強

のれん償却前*2

10% 以上

1,901
2,058

+10.2%

年平均成長率
（中期経営目標見直し後）

2,324
2,486

2,723

+12.9
%

+6.9
%

+9.5
%

+14.3 
%

+8.3
%

3ヵ年平均年成長率 
+7〜10%

重点指標  のれん償却前オペレーティング・マージン

[中期目標] 
18〜20%

18.4
18.7

20.3 20.3

18～20%

20.5

18.9

億円

% %

億円
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売上総利益の増加要因

オーガニック／M&A 国内／海外

オーガニック*1

＋630億円

52%
+5.8%

国内

+677億円

56%
+6.5%

M&A*2

+591億円

48%
－

海外

+541億円
44%

+46.4%

基準年差*3

構成比

年平均成長率

基準年差*3

構成比

年平均成長率

売上総利益に占める海外比率

2019年3月期
20.4%

2014年3月期
5.0%

*1 オーガニック増分：既存事業会社及びスピンアウト等新規拠点
における中計期間の売総増分の累計

*2 M&A増分：中計期間にP/L取り込みを行ったM&A対象会社
の売総総額（M&A後の対象会社の成長分を含む）

*3 基準年：2014年3月期

3つの成長ドライバーの進捗

成長ドライバー

“生活者データ・ドリブン” 
マーケティング対応力の強化

❶
成長ドライバー

アジアを中心とした 
新興国での体制強化

❷
成長ドライバー

“専門性”と“先進性”の 
継続的な取り込み

❸

• 基盤となるデータ／テクノロジー 
強化、生活者DMPの拡充を進め、 
生活者 DATA WORKSをリリース

• 活用実績を積み重ね、ノウハウや 
人材を蓄積し、当社グループの 
競争優位を支えるひとつの柱へと
成長

• M&Aの寄与もあり、売上総利益
はアジア全体で2014年3月期の
2.5倍近い規模まで拡大

• エージェンシー機能のみならず、 
専門マーケティングサービスの 
ラインナップも拡充

• kyuが10社11ブランドで構成 
する共同体へ成長し、質と量の 
両面で大きく貢献

• M&Aによる国内の専門機能 
強化も進捗

オーガニック
50%

M&A
50%

国内
50%

海外
50%

売上総利益に占める海外比率 

2019年3月期に 20%へ

計画期間中の成長イメージ

2019年3月期 実績
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新中期経営計画（2020年3月期～2024年3月期）

デジタルテクノロジーの進展とグローバル化の加速によって、生活者の情報接触行動や消費行動は既に大きく変化していま
すが、当社グループを取り巻く事業環境においては、今後さらに社会の産業構造が転換する「オールデジタル化による大変
革時代」が到来すると考えられます。
当社グループは、こうした劇的な環境変化を見据え、2024年3月期を最終年度とした新しい中期経営計画を策定しました。
ここでは、新たな中期基本戦略と成長戦略の概要及びその目標についてご説明します。

当社グループを取り巻く環境の変化

情報のデジタル化 → 生活全体がデジタル化

• 多様なデジタルタッチポイントを通じて、いつでもどこでも誰とでもつながることが可能に
• 生活者が世の中のあらゆる動きをリードする生活者中心の社会が本格的に到来

テクノロジー進化による産業構造の転換 → イノベーションの時代へ

• デジタルテクノロジーの進化が起点となって、市場の垣根は融解し、産業構造が転換
• 産業や国、企業を問わず、ダイナミックなイノベーションが求められる時代へ

企業活動のボーダレス化が加速

• 企業が海外での事業拡大を目指す「グローバルシフト」の動きは今後も継続
• さらにオールデジタル化の流れが加わり、企業活動のボーダレス化が加速

オールデジタル化による大変革時代の到来

スマート 
シティ

スマート 
ハウス

スマート 
デバイス

エンタメ表現の 
多様化

ヘルスケア 
サービスの登場情報の 

デジタル化

生活全体の 
デジタル化

SNSの普及

情報接触量の 
拡大

“作業”から 
の解放

決済手段の 
高度化

コンテンツ利用 
環境の拡大

効率的 
エネルギー利用

ヘルスケア 
サービスの拡大

ECのさらなる 
加速

移動の効率化 移動の 
自由時間化

IoTによるハウス・
コントロール

大

小

データ量
プレイヤー数

データ量
プレイヤー数

音声操作という 
新手段

アプリサービス 
の利用

ウェアラブル端末

PC

スマート
フォン

AR・VR

スマートTV

AIスピーカー
スマート家電

太陽光自家発電

タブレット

ショッピング産業用ロボット 遠隔医療

位置情報関連
サービス

自動輸送

自動運転
コネクティッドカー

生活者

ネットワーク 
通信基盤整備

AI・IoT活用 
による高度処理

データ連携による 
付加価値の創造
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中期基本戦略

博報堂ＤＹグループは、生活者発想を基軸に、クリエイティビティ、統合力、 
データ／テクノロジー活用力を融合することで、オールデジタル時代における 
企業のマーケティングの進化と、イノベーション創出をリードする。

そのことで、生活者、社会全体に新たな価値とインパクトを与え続ける存在になる。

積極的な投資により3つの成長基盤を強化

　以下、3つの成長基盤の強化、積極的な投資を行うことでスピーディかつダイナミックな事業成長を目指します。

当社グループの強み 取引先企業 社会／生活者

新たな価値

インパクト

外部連携による 
イノベーションの加速

ボーダレス化する 
企業活動への対応力強化

広義デジタル領域での 
リーディングポジション確立 

積極的な投資
データ／テクノロジー／インフラ／人材／M&Aなど幅広く投資を積極化

成長基盤 成長基盤 成長基盤

生活者発想
パートナー主義

〈必須機能〉

生活者データ
&

テクノロジー

〈コアコンピタンス〉

クリエイティビティ

統合力

マーケティング

イノベーション
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成長するインターネット 

メディア領域での 
体制の拡充

 
多様化するデジタル 
タッチポイントへの 

対応

 
“生活者データ・ドリブン” 

マーケティングの 
高度化

マーケティングソリューション

データ・システム構築

基盤テクノロジー

成長基盤 　広義デジタル領域でのリーディングポジション確立

1. “生活者データ・ドリブン”マーケティングの高度化
　オールデジタル化に向けて、テクノロジー／データ・システム／ソリューションをアップデートするとともに、クリエイティビ
ティとの掛け算による“生活者データ・ドリブン”マーケティングの高度化を推進します。

高度化の視点

• オールデジタル時代に 
適した体系へ

• より統合的／効率的な 
運用力

• クリエイティビティとの 
掛け算による新たな 
価値創造

• 新たに生成される 
データへの対応

• 個人情報保護への配慮
• アドテクノロジ―／ 
マーケティング 
テクノロジーの進化

オールデジタル時代を見据えた、 
広義デジタル領域でのリーディングポジション確立
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既存メディア由来の 
デジタルタッチポイント

リアル空間に新たに出現する 
デジタルタッチポイント

フロントラインの両輪

グループ共通の基盤

＜高度デジタルマーケティング＞

次世代型デジタルエージェンシー
（irep）

＜デジタルを含めた統合マーケティング＞

総合広告会社
（博報堂／大広／読売広告社 ほか）

博報堂ＤＹホールディングス デジタル事業推進ユニット

成長基盤 　広義デジタル領域でのリーディングポジション確立

2. 多様化するデジタルタッチポイントへの対応
　既存メディアのデジタル化、リアル空間に新たに出現するデジタルタッチポイントなど、多様化するデジタルタッチポイント
への対応体制の整備を進めていきます。

3. 成長するインターネットメディア領域での体制の拡充
　多様な得意先ニーズに応じた最適なサービス提供体制を整備するため、総合広告会社の機能強化に加え、高度なデジタ
ルソリューションの提供に軸足を置いた「次世代型デジタルエージェンシー」機能を拡充します。
　さらに、両輪となるフロントラインを支える総合メディア事業会社もオールデジタル時代に適した次世代の形へと進化さ
せていきます。

見逃し配信

新聞／雑誌 
コンテンツ配信

音声メディア

デジタル 
サイネージ

スマート
ロケーション IoTデバイス

モビリティ 
サービス

＜メディア基盤＞

次世代型総合メディア事業会社
（博報堂DYメディアパートナーズ／ D.A.コンソーシアム ほか）
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当社グループ

得意先の 
グローバルシフト

取引先企業

得意先／媒体社／コンテンツホルダー／ 
プラットフォーマー ほか

ベンチャー企業

新たなデータ／テクノロジー／ 
ビジネスモデルを保有する新興企業 ほか

提供サービスの 
イノベーション

自社の 
イノベーション

成長基盤 　外部連携によるイノベーションの加速

成長基盤 　ボーダレス化する企業活動への対応力強化

　3つの要素を起点に海外事業を強化し、ボーダレス化する企業活動への対応体制の拡充を図ります。

専門性／先進性
“生活者データ・ 

ドリブン” 
マーケティング

• データ／ソリュー
ション基盤の構築 
（投資／アライアンス）
• デジタルアクティ 
ベーション実行体制の
整備

• 中核事業会社を 
中心とした国内外 
一体運営の強化

• M&Aも含めた 
専門性／先進性の 
取り込みの継続

ボーダレス化する企業活動への対応力強化

　取引先企業に加え、先進的なテクノロジー企業など外部企業との「連携基盤」を構築し、提供サービス及び自社のイノ
ベーションを加速します。

連携基盤の 
構築

• コーポレート・ベンチャーキャピタル・ファンドの組成
• ミライの事業センター新設、quantumの機能強化（博報堂）
• イノベーションセンターの機能拡充（博報堂DYメディアパートナーズ）

具体的な
アクション
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*1 調整後＝投資事業を除く
*2 2019年3月期～2024年3月期

中期経営目標
（2024年3月期）

重点指標

売上総利益年平均成長率 5ヵ年平均 *2 ＋7%以上
のれん償却前営業利益年平均成長率 5ヵ年平均 *2 ＋8%以上
のれん償却前 
オペレーティング・マージン 20%以上

のれん償却前ROE 15%以上
株主還元 安定／継続的な配当

業績や財務状況に応じた還元

のれん償却前営業利益

インターネットメディア事業の「面の拡大」 海外事業の「利益ある成長」

950億円

調
整
後 *1

成長イメージ

基準年 中計期間

（3月期） 2021年 2023年 2024年2022年2020年2019年

2,950

5ヵ年平均
+7%以上

基準年 中計期間

（3月期） 2021年 2023年 2024年

880億円以上

2022年2020年2019年

597

“調整後”売上総利益 “調整後”のれん償却前営業利益

億円 億円

5ヵ年を通じて 
継続的に高成長

効果の発現／ 
刈取フェーズ

• デジタル人材の拡充
• 働き方改革（オフィス／システム含む）
• データ／テクノロジー基盤強化　ほか

先行投資 
フェーズ

※ 上記の数値は国内事業を対象としています。

グループ連結 インターネットメディア売上高

「2倍以上」
（2019年3月期比）

売上総利益規模

「2倍以上」
（2019年3月期比）

2019年3月期

2,300億円
2024年3月期

5,000億円以上
のれん償却前 

オペレーティング・マージン

「継続的な改善」
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中核事業会社トップメッセージ —企業価値向上と持続的成長に向けて

当社グループ最大の資産であり、競争力の源泉はクリエイティビティ人材です。
各社の持続的成長に向けた経営方針と人材育成に関する考え方や具体的な取り組みについて、各事業会社トップが 
語ります。

多様なクリエイティビティが価値創造の源泉

　2019年、博報堂は、「生活者の変化の兆しを捉えて、
新しい価値をデザインすること」にチャレンジします。
　私たちを取り巻く環境は、情報のデジタル化によって大
きく変わってきました。そしてそれがいまや、家、車、お店、
お金など、生活を取り巻くすべてのモノがインターネットに
つながるようになって、生活のあらゆるシーンがデジタル化、
データ化されていきます。
　スマートフォンが単なる情報端末ではなく、課金を伴う
サービスのインターフェースになっているように、IoT化の
進展により、生活者を取り囲むあらゆるタッチポイントが生
活者に新たな体験とサービスを提供するインターフェース
に変わっていく、「生活者インターフェース市場」が出現す
ると考えています。10兆円を超えるとされるこの新たな市
場で、博報堂はクライアントである得意先企業に対して新た
な価値を提供していくことを目指しています。
　私たち博報堂には、生活者の変化の兆しをいち早く捉え
ることができる強みがあります。
　1981年に生活総合研究所を立ち上げ、多様化する生
活者への深い洞察を続けてきました。
 

　2014年からは、生活者を24時間×365日まるごと捉
える「生活者データ・マネジメント・プラットフォーム」を
構築し、データも駆使しながら、より深く広く生活者を知ろ
うと努めてきました。
　さらに、最大の強みともいえるのが、「クリエイティビティ」
の力によって、人の心を動かすアウトプットを創ることです。
我々が生み出すアウトプットは「広告をつくる」を超えて、商
品開発、事業戦略、人材育成、経営戦略などへと拡がって
きています。企業や自治体の皆様とともに、既存事業のさ
らなる成長に向けた取り組みや新サービスの開発などに取
り組んでおり、マーケットデザイン／ビジネスデザイン領域
において、あらゆるソリューションを提供しています。
　博報堂では、こうしたソリューション（課題解決）を担う
人材を育成するため、異なる個性やスキルを持った社員が
それぞれ違う輝き方をする、「粒ちがい」になることを支援
してきました。一つの会社の中に、これほど多様なクリエイ
ティビティが集う会社は世界的に見ても他にないと思いま
す。そしてその粒ちがいの人材たちがクリエイティビティを
発揮するための「チーム文化」を大切にしてきました。クリ
エイティビティをぶつけ合い、新しいアイディアを生み出し、
実現する。社内外を巻き込み、異なる価値観をリスペクト
し、お互いを刺激し合うことで全く新しいアイディアを生み
出す。こうした文化は、他社に真似できない博報堂グルー
プならではの強みです。
　デジタルテクノロジーの進化や、SDGsが示す課題への
取り組みが進む中、日本でも世界でも、社会の風景は急速
に変化しています。そうした中、持続的な成長と企業価値
の継続的な向上の実現を目指すサステナビリティの観点か
らも、博報堂が誇るクリエイティビティ溢れる人材がコアエン
ジンとなり、価値創造の源泉となるものと確信しています。

博報堂 
代表取締役社長

水島 正幸
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顧客価値を見極める力を持ったブランドアクティベーション人材

社員のモチベーションを大切に、「強い組織」を目指す

大広 
代表取締役社長

落合 寛司

読売広告社 
代表取締役社長

藤沼 大輔

　2019年、大広は「Our Challenge 2023」と銘打ち、
アクティベーションデザインを深化そして進化させたその先の、
「ブランドアクティベーション」によるさらなる成長を目指し
動き始めました。ブランドアクティベーションとは顧客価値を
積み重ね、ブランドの活動をつくること、つまり得意先が企業
活動全体で行うブランドの支援を「顧客価値」創造により、
サポートしていくことです。 
　大広は独自のマーケティングモデルであるアクティベー
ションデザインビジネスを推進し、「得意先の顧客をともにつ
くり、味方にし、ロイヤル顧客となってもらう」フルファネルの
サポートにより、生活者の先にある顧客の重要さを実感して
きました。 
　現在、広告産業を取り巻く環境は厳しく、デジタルを基点
に他業種の業界進出、得意先の内製化、テクノロジー・産
業・ソーシャルイシューの進化とともに、広告会社の仕事は
変化を余儀なくされていますが、私たち大広は、広告・販促
業務に加えて、顧客の声を聞き続けることを礎としたCRM・
プラットフォーム・データマネジメントを行い、発展させるこ
とで、フルファネルを超えた事業領域での新たなビジネスを

萌芽させてきました。 
　大広には「顧客にとっての価値を見極める力」があります。
得意先のビジネスを「顧客を主語」にし、得意先とその顧客、
そして社会をつなぐ真ん中にある価値の創造でその力を発揮
していきます。この顧客価値を見極める力に磨きをかけ、拡
大・発展させ、それを繰り返すことで、筋肉質で動的なもの
としていきます。 
　また、私たちは「人の成長」も財産と考えます。顧客価値
を見極める力を研鑽し、発揮していくには、ビジネスパート
ナーとしての当事者意識を高めることが重要だと考え、大広
という会社を「成長の場」とする制度・風土改革を行うこと
としました。そのアクションの一つが戦略的な人材開発の強
化です。ブランドアクティベーションの実践を担う人材育成プ
ログラムの開発や、人材を見出し、内外へ発信するキャリアデ
ザイン・タレントマネジメントを「Brand Activation 
WORKOUT GYM」が支援します。
　顧客価値創造にいたる体幹となるWORKOUTによって、
圧倒的な当事者意識を持ったプロデュース人材を育成してい
きます。また、キャリアデザインでは、人材のタレント力を可
視化し、社内だけでなくオープンイノベーションでの活躍をも
支援し、人材の多様化を進め、さらには働き方改革にも寄与
していきます。まさしく筋肉質なブランドアクティベーション
人材が2023年の大広を作っていくのです。
　企業の社会価値化が課題となった今、大広は「企業と顧客
と、社会を敬愛し」、全社員が見出す顧客価値とそのプロ
デュース力により、企業が進める顧客との事業共創パートナー
となっていきます。

　読売広告社は、街づくりを起点としてビジネスに関わって
きました。その私たちならではの「街に住む人々のくらし」に

対する洞察力は、不動産業種関連にとどまらず、広く生活者
インサイトの分析に強みを持つものであり、東京や大阪をはじ
めとして都市そのものに注目が集まる今後、ますます必要と
され、期待される力であると思います。そこに「博報堂ＤＹグ
ループの持つデジタル・データ知見」、「ニュートラルにネット
ワークする力を活かしてつないできた内外の知見」、「経験に
裏打ちされたクリエイティビティ」、そして「これまでのビジネ
スで築き上げてきた得意先や関連会社との信頼関係」といっ
た資産を組み合わせて、得意先事業の成長、そして新しいビ
ジネスそのものをともにつくりだしていきます。さらに、その
得意先の事業課題に対するアカウントデザインも含めて、全
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　博報堂 DYメディアパートナーズは、博報堂、大広、読売
広告社の3広告会社のメディア機能を統合した総合メディ
ア事業会社として設立され、昨年12月に15周年を迎えま
した。
　そして令和の時代を迎え、東京オリンピック・パラリン
ピックも約1年後に迫ってきました。時を同じくして、日本
国内はもちろん各国で次世代移動体通信「5G」の導入
が進んでいます。毎年1月に米ラスベガスで開催される
Consumer Electronics Showですが、今年は5Gがひと
きわ注目を集めていました。まもなく、5Gのインフラによっ
てヒト・モノ・マチすべてが通信インフラ上でつながるIoT時
代が始まります。この時代を広告会社の視点で捉え直すと、
車・建物・家電・家具など私たちの身の回りにあるモノと生
活者の接点すべてがメディアになる時代と言えます。自動運
転車の車内であったり電化製品の表面であったり、あるいは
建物の壁面などの至る所に通信につながったモニターが出現
し、そこには映像と音声の情報が流れる。そんな時代が近づ
いています。
　これからの私たちの役割は、既存メディアと通信インフラ
上でつながるメディアの双方の価値を持続的に高め続ける

ことであると考え、当社ではメディアのプロフィットデザイン
を実践する会社たることを経営方針に掲げています。そして、
“生活者データ・ドリブン”マーケティング、クリエイティブ&
テクノロジー、コンテンツといった領域に力を入れています。
“生活者データ・ドリブン”マーケティングでは、オンライン・
オフラインの購買データ、スマートフォンやスマートメーター
等から得られる生活行動データ、メディア接触から生まれる
メディアデータ等を収集、整理・統合、解析し、生活者や市
場のインサイトを読み解きながら、最先端のデータマーケ
ティングサービスを提供しています。また、各種デバイスや
プラットフォームなどのテクノロジーを活用したクリエイティ
ブ、広告主・メディア・生活者の強いエンゲージメントを生
み出すコンテンツ、これらを三位一体で提供することで、メ
ディアの価値を持続的に高めることに貢献していきます。
　通信インフラの発展によりメディアという言葉の示すもの
が拡がり、広告がマーケティングにおいて果たす役割もより
大きくなります。私たちは、広告主のマーケティング活動にこ
れまで以上にメディアをご活用いただけるよう、博報堂ＤＹグ
ループ各社との連携を強化していきます。
　こうした動きに合わせて当社では「越境できる人材の育成」
を進めています。越境とは、社員一人ひとりが担当領域のプ
ロフェッショナルとして、別の領域のプロフェッショナルと連
携をしてビジネスを創り出し、新たな価値を生み出していこう
という行動方針です。この先、通信が発展するほど、領域を
越えた人材の融合が求められるため、社員各人が越境の意識
を持ち行動しなければなりません。そこで当社では、幹部を
中心にイノベーションをテーマにした人材育成「Boot Camp 
in Silicon Valley」や、若手が中心となりクロスセクション
で当社の未来を考える「プロジェクト2030」等も行っており、

社を挙げて「都市くらしマーケティング」の武器化に取り組ん
でいます。
　社会を取り巻く環境は激変していますが、得意先課題が複
雑化・多様化することによって加速する「広告ビジネスモデ
ルの転換」をチャンスと捉え、そこに新たな価値を主体的に
創造できる組織「チーム読広」として挑戦していきます。ま
た、読売広告社のカルチャー・風土には、「ワンチームの機
動力」、「風通しの良さ」、「チャレンジする風土」があり、そ
の“ 読広らしさ”が、得意先も巻き込む柔軟なチームビル
ディングを可能にしています。さらに「社員みんなが毎日、い
きいきと充実した気持ちで仕事に挑戦することができる会
社」を実現する個々のパフォーマンス向上を通した強い組織

を目指すとともに、社員の働きやすさを追求するために、「働
き方改革」に取り組み、生産性の向上、労働環境の整備に
向けた各種施策を実施しています。そして、最先端事例の体
験や社外ネットワーク構築に直結するような、社員の学び、
能力開発の機会を積極的にバックアップしています。
　2020年3月期からは、人が成長すること・人を育てるこ
とが成果となる「新人事制度」を、評価制度からスタートしま
した。読売広告社が一番大切にしているものは、社員一人ひ
とりのモチベーションです。社員の主体性を醸成し、組織内
のコミュニケーションを活性化させ、競争優位性のある『強い
組織』となることを目標として、人材を大切に成長させてい
きます。

博報堂DYメディアパートナーズ 
代表取締役社長

矢嶋 弘毅

メディアのプロフィットデザイン実践と越境できる人材の育成

博報堂ＤＹホールディングス32



　kyuは博報堂ＤＹホールディングスの戦略事業組織です。
kyuグループは2014年5月、クリエイティブ・サービスの領
域と博報堂ＤＹグループの規模をともに拡大するために設立
されました。
　kyuが「経済と社会を前進させるクリエイティビティの源」
になるという目的を掲げているのは、クリエイティビティで達
成できることの範囲を広げたいと考えているからです。私た
ちは、クリエイティブ志向のマインドセットを知的に応用すれ
ば、世界最大級の機会や課題にも取り組めると固く信じてい
ます。
　私たちはクリエイティビティを、最も広く深い意味で定義し
ています。商品やサービスをいかにデザイン・開発するか、制
度をいかにして変革するか、ブランドをいかにして構築・再
構築するか、社会インフラをいかにして改善するかといった、
アートとサイエンスの両面における創造性ということです。
　現時点でkyuには、世界屈指のデザイン／イノベーション
企業IDEO、数々の受賞歴を誇るクリエイティブ／マーケ
ティング・エージェンシーSid Lee、トランスフォーメーショ
ナル・マネジメントの第一人者SYPartners、デジタル・メ
ディアのマーケット・リーダーKepler Group、行動経済学
に基づくコンサルティングのパイオニアBEworksなどの企業
が加わっています。2019年4月時点で、kyuメンバー10社

（11のサービス・ブランド）は全世界で2,500人を超える従
業員を擁しています。
　これらをはじめとする企業は、kyuの内部で「コレクティブ」
を形成しています。コレクティブとは、各メンバーがその専門
性と先進性を十分に発揮すると同時に、他のメンバー企業や
個人と協力し、さらに大きなインパクトを目指す企業グループ
のことです。kyuの財務管理は他の企業グループと似通って

いる点はありますが、そのDNAは異なっています。そこには、
フラットな構造とパートナーシップ意識が同居しています。
　コレクティブというマインドセットが機能しているのは、kyu
メンバー各社がそれを望んでいるからです。kyuメンバーは
探究者です。それは、過去を振り返るよりも、将来を見つめ
る企業であり、誰かに手渡すのではなく、自社のために新た
なプラットフォームの構築を望むクリエイターであり、混沌と
したマーケットで強力な新規参入企業との競争に勝つために
は、自らがディスラプションの客体ではなく、主体とならねば
ならないことを理解している企業です。そして、ディスラプ
ションの主体となるためには、組織に強要されずとも、パート
ナーシップを通じて活用できる新しく多様なスキルを取り込ん
でいかなければなりません。
　kyuがさらに5年先を見つめ前進を始める上で、私たちが
もたらすインパクトの広さと深さを実証することが不可欠と
なっています。その中で重要性を増しているのが、人材の分
野です。kyuがベストを目指す中で必要となるのは、適切に
採用、育成され、モチベーションを与えられた最高の人材な
のです。
　kyuは数多くの人材プログラムを立ち上げています。
2017年に発足した人材交流プログラムkyu MARUにより、
kyu企業はそれぞれの社員を別のメンバー企業に出向させ
ることができるようになりました。博報堂ＤＹホールディング
スの社員も、この人材交流に参加しています。このプログラ
ムによって、参加者は異なる視点を身に着けられるだけでな
く、派遣元企業と派遣先企業の関係も深まり、将来のパート
ナーシップ強化に向けた下地ができ上がります。
　さらに最近では、kyu Futuresという、ソート・リーダー
シップ養成プログラムも発足しました。初回のセッションでは
「人材採用の未来」が中心的トピックとなりました。コレクティ
ブ各社の人事責任者と外部専門家が3ヵ月にわたり、仕事と
人材の絶えず変化する力学に関して、企業はどうすれば最終
的に選ばれる雇用主になれるのか、という課題に共同で取り
組みました。
　私たちは、kyu MARUやkyu Futuresといった取り組
みを通じ、kyuコレクティブの持続可能な成長を維持し、強
化するのは、人材のエンパワーメントであるという確信を強く
しています。 

kyu CEO

マイケル・バーキン

経済と社会を前進させるクリエイティビティの源となる

全社員での意識改革、未来づくりを進めています。
　第4次産業革命とも言われる時代を乗り越えるために、メ
ディアのプロフィットデザインを実践する会社になるという経

営方針と越境できる人材の育成を両輪にしながら進んでまい
ります。進化を続ける博報堂DYメディアパートナーズに、ど
うぞご期待ください。
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サステナビリティの考え方とマテリアリティ

当社グループは、持続的な成長と企業価値の継続的な向上の実現を目指し、生活者の豊かな未来の創造、経済の伸長、 
社会の発展に貢献すべく、新たな価値創造に取り組んでいます。それを実現していく上での考え方や重要課題等、当社 
グループのサステナビリティへの取り組みについてご説明します。

サステナビリティの考え方   

　生活者、社会の刻々と変化する課題を解決し、新たな価値を創造していくことにより、生活者、社会の中に新しい幸せを
生み、幸せをつなげ、ともに広げていくこと。

最大の資産はクリエイティビティを発揮する人材
　当社グループが考える価値創造とは、すべての生活者一人ひとりが、自分らしく、いきいきと生きていける社会の実現に
向けて、当社グループならではの強みや資産を活かしながら、事業活動を通じて貢献することです。当社グループにとって、
生活者と社会に新たな価値を創造するための源泉であり、最大の資産はクリエイティビティを発揮する人材です。SDGsが
示すさまざまな課題とそのゴールに対し、本業である日々の仕事を通じて貢献するとともに、一人の生活者として社員が自
発的にソーシャルアクションに取り組んでいます。社会課題に取り組むというチャレンジによって得られた経験や知識、ネッ
トワークは社員の成長を支え、会社の成長につながっています。社員一人ひとりが社会課題を見つめ、さまざまなステーク
ホルダーのパートナーとなり、生活者、社会の渦の中に飛び込み、新たな渦をつくり、生活者と社会の幸せの実現を目指し
ています。

マテリアリティ（重要課題）への取り組み  

　現在、当社グループでは、自社の企業価値と社会の両面に影響を及ぼしうる重要な課題（マテリアリティ）の特定に取り
組んでいます。

高

高中
自社の事業への影響

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
の
期
待

・ 公正な事業慣行と責任ある業務遂行   
・ グループガバナンス   
・ ダイバシティ&インクルージョン   
・ ステークホルダーとの良好な関係    

・ 業務及び自社の環境活動推進  
・ 次世代教育  
・ 適正なサプライチェーンの維持    

・ 人と社会の幸せをつくるクリエイティビティ  
・ 生活者にとって価値ある市場の創出  
・ イノベーションによる新価値創造  
・ クリエイティビティ人材育成と能力発揮のための場づくり   
・ 健康・健全な働き方  
・ 人権の尊重   
・ データ・情報・権利のマネジメント   

・ 複合領域統合、新領域事業の強化 
・ 生活者DMP等のデジタル対応力・競争力 
・ 生活者研究とデータの社会資産化  
・ オープンなチーム共創   
・ 社会インフラとしてのメディア価値の向上と創造   

 事業領域　  社員　  環境　  サプライチェーン　  社会　  ガバナンスとマネジメント

2017年3月期 CSRの観点で、広告事業会社及び総合メディア事業会社においてマテリアリティを特定

2018年3月期 博報堂において各事業領域の責任者によるワークショップ、ボードメンバーによるディスカッションを行い、 
経営・事業活動の視点も加えてマテリアリティを更新

2019年3月期 博報堂において、新中期経営計画の内容及び社会の変化を踏まえ、社長と各事業領域の責任者による検討を行い、 
マテリアリティを更新
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サステナビリティ推進体制   

CSR委員会
　博報堂ＤＹホールディングス代表取締役会長CEOを委員長とし、取締役から構成する「博報堂ＤＹグループCSR委員会」
を設置しています。本委員会では、当社グループにふさわしいCSRに関する基本方針、テーマ及び施策案の検討・策定を
行います。

CSR委員会事務局
　博報堂ＤＹホールディングス グループ広報・IR室CSRグループが事務局となり、CSRテーマ及び施策案に関するマネ
ジメント、モニタリングKPIの計測・管理、広報、プロデュースの各機能を担い、活動を推進しています。

重点的な取り組みについて  

　当社グループの最大の資産であり、競争力の源泉はクリエイティビティを発揮する人材です。社員の成長は､チームの成
長､企業の成長につながっています。当社グループでは、社員の成長を最大限引き出すための施策・制度の策定や､健康・
健全に働ける環境整備等に取り組むとともに、重要指標を設定して数値を把握し、改善を図っています。

■ 重要指標例

社員の成長 新しい働き方

「1年前と比較して成長した」と 
回答した社員の割合

71.1%
（博報堂）

68.6%
（博報堂DYメディアパートナーズ）

*1 博報堂、大広、読売広告社、博報堂DYメディアパートナーズが対象
*2 平日5日連続で休暇を取得できる「フリーバカンス制度（年2回付与）」を含む。その他にも、社員一人ひとりの状況に応じて

取得できる「介護休暇」「ステップ休暇」など、健康に働き続けられるようにするための制度整備を進めています。

年次休暇の平均取得日数 

11.8日*2　
（博報堂）

13.4日*2

（博報堂DYメディアパートナーズ）

5.5日
（大広）

10.5日
（読売広告社）

健康診断受診率*1

99.4%

人材育成のための教育投資額 
（社員1人当たりの金額）*1

11.0億円（19.0万円）

社員1人当たりの 
年間平均研修時間*1

28.2時間

社員の目標管理、能力開発のための 
延べ面談時間（社員1人当たりの時間）*1

9,499時間（1.6時間）

博報堂 大広 読売広告社 博報堂DY 
メディアパートナーズ kyu

博報堂ＤＹグループCSR委員会

広告事業会社 戦略事業組織総合メディア事業会社
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中長期的な視点で、社員の成長のための多様な機会を提供  

　当社グループでは、「自由と自律を尊重し、多様な個性とチーム力を価値創造の源泉とする」という経営理念を掲げてい
ます。いつの時代においても社会の変化をいち早く捉え、クリエイティビティを発揮して自ら変化をつくり、仕掛けていく存
在になることを目指し、社員一人ひとりが「自ら成長する」という強い意志を持って新しい領域に挑戦してきました。成長
を一時的なものではなく、持続的なものにするためには、社員一人ひとりの成長計画を会社と社員が共有し、中長期的な
キャリア計画を実現するための仕組みをつくることが重要です。社員の成長を最大限引き出すための多様な機会を提供し、
継続的でより高度な成長を促進することによって、会社全体の価値向上を実現していきます。

社員一人ひとりの成長は、企業の成長

最大の
資産であり

競争力の源泉は 
クリエイティビティ 

を発揮する

人材

人材育成

社内賞

人材育成（クリエイティビティ、統合力、キャリア）

博報堂及び博報堂DYメディアパートナー
ズでは、さまざまな場面で高いクリエイティ
ビティを発揮する人材を生み出すための推
進力として「企業内大学 HAKUHODO 
UNIV.」を2005年に設立し、年間200
講座以上の研修プログラムを実施していま
す。社員が講師を務め、チームで考えたり、議論したりするワークショップ形式
の研修が多いことなどが大きな特徴です。「成果」と「成長」を評価指標とす
る人事制度や中長期のキャリアを計画するプログラム等を導入しています。大
広の社員一人ひとりのキャリアビジョン実現を支援する「大広創塾」、主体的な
社員の成長をサポートする「成長活動ファンド」、読売広告社の社員のさまざ
まな分野・領域の知識や能力の向上を継続的に促進する「読広動場」、「社員
の成長」と「社員を育てること」の両軸で評価する人事制度などを通じて、社
員一人ひとりの個性と自律性を尊重し、中長期的なキャリア構築・能力開発の
機会を提供しています。

当社グループが取引先に提案していく領域は、事業変革
やイノベーションへと広がっています。デジタルテクノロ
ジーが日々進展する変革期をチャンスと捉え、未来をつく
るクリエイティビティを磨き、社員が新たな領域にチャレン
ジしていくための研修・セミナーを拡充しています。

講師を務めた社員数

延べ996人
対象：	2019年3月期	博報堂及び	

博報堂DYメディアパートナーズ

先端テクノロジーやナレッジの共有のためのセミナー開催　

全131回／延べ5,024人
の社員が参加

対象：	2019年3月期	博報堂、大広、読売広告社、博報堂DYメディアパートナーズ
が主催したセミナーへの当社グループ社員の参加数

イノベーション

ナレッジ共有

先端テクノロジーやナレッジの共有のためのセミナー開催

コンプライ 
アンス

多様な人材の
活躍

 「成長活動ファンド」で社員の成長を全力応援（大広）

「人の成長が財産」という経営の意思のもと、「成長活
動ファンド」は2017年にスタートしました。社員自身
の「やりたい!」気持ちを大切に、そして「伸びる力」に
信頼を寄せ、そのための場づくりと活動の支援をしてい
ます。2年間の応募件数は125件、応募社員数は延べ410名を数え、投資案
件は延べ18件にのぼっています。2019年3月期には、サブカルチャーのプロ
フェッショナルへの成長や未来をストーリーで語るフューチャリストが誕生しま
した。
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ワークライフ 
バランス

日々の仕事を超えた成長機会

イノベーション

会社、組織、年次、職種を超えて社員が集い、タテ・ヨコ・ナナメにつながることを目的としたさまざまな場や、働きやすい、
家族を大切にする職場づくりを目指したイベントを企画・運営しています。

タテ・ヨコ・ナナメの場の推進

 ミライの新規事業開発に向けた機会提供「On the Job Invention」

日々の業務の中で、社員一人ひとりが「未来の発明」にチャレンジしていこう
という活動として、2016年にスタートしました。生活者発想を軸に、新たなビ
ジネスアイデアの創出にチャレンジすることを目的として、東京・大阪でイベン
トやワークショップを開催し、延べ2,200人が参加しました。これまでに延べ503件のビジネスアイデアが生まれました。

  社員一人ひとりが自らの力を活かして取り組む「ソーシャルアクション」

生活者と社会の幸せの実現に向けて、社員一人ひとりが「クリエイティビティ」
「伝える力」「一人ひとりの個性」を主体的に発揮しながら、多様なソーシャル
アクションに取り組んでいます。取り組むテーマや領域は年々広がり、日々の
仕事を超えた新たな活動が毎年生まれています。

 外部への社員による講師協力

 グループ横断のビジネスアイデア公募・育成プログラム「AD+VENTURE」

既存ビジネス領域にとどまらないイノベーションを通じて、グループ全体の活性化、及び風土醸成を目的とし、各グループ
会社から広く新規ビジネスアイデアを募集、
審査、育成し、事業化を図るプログラムで
す。2010年に発足し、10周年を迎えまし
た。これまでに延べ1,290人によって、延べ
816件のビジネス企画が応募されました。

対象：博報堂ＤＹグループ59社／	2010年より開始／1案件につき、目安として5,000万円
を出資し、テストマーケティングに臨む

*	グループ社員へのインターネット調査結果（回答数1,164名）

イノベーション風土の醸成に	
寄与していると感じる割合*

約80%
現在の事業数

10 件
事業化された案件

延べ18件

活動に参加した社員数　

延べ735人
2019年3月期の	

ソーシャルアクション活動件数　

116件

156の教育機関で107人の社員が延べ756回の講義を実施し、

延べ11,432人の学生が講義に参加

対象：博報堂ＤＹグループ

対象：博報堂／博報堂DYメディアパートナーズ

「健康・健全な働き方」「ワークライフバランス」「多様な人材の活躍」「コンプライアンス」など社員の成長を支える基盤整備に向けた具体的な取り組みはP.38～40に 
掲載しています。

日々の仕事を
超えた	
成長機会

タテ・ヨコ・	
ナナメの場の
推進

健康・健全な
働き方
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サステナビリティの取り組み

健康・健全な働き方 

健康経営に向けて  

　当社グループでは、クリエイティビティを発揮して生活者と社会に新たな価値を創造し続けることに社員一人ひとりが挑
戦しています。それは社員の成長と健康があってはじめて実現するという考え方のもと、社員がいきいきと活躍できる環境
づくりを推進しています。
　博報堂及び博報堂DYメディアパートナーズにおいては、時代と仕事の変化に対応した「新しい働き方」の実現に向けて

「働きやすさ」改革と「健康第一」施策の2つの柱を軸に活動を推進しています。大広では、2016年秋に社長を委員長と
する「長時間労働対策委員会」を設置し、時間外労働の削減に取り組むとともに、月2回の「ノー残業デー」を実施してい
ます。読売広告社では、多様な個の尊重と成長に向けて2017年6月に設置した､社長を委員長とする「働き方改革委員
会」のもとに、時間外労働の削減と健康を第一に置いた働き方を推進する「働き方改革推進部」を2018年4月に新設し、

「9連休取得制度」「朝方勤務推奨制度」「勤務時間インターバル制度」などを実施しています。

「新しい働き方への取り組み」（博報堂／博報堂DYメディアパートナーズ）

　博報堂及び博報堂DYメディアパートナーズでは、「時間デザイン」のための「働きやすさ」改革と、「健康第一」施策の 
2つを柱に推進してきました。単なる労働時間の削減にとどまらず、社員の「成長」と「健康」を支え、社会から求められる
価値を創り出す「新しい働き方」を実現するための施策を、各部門が互いに連携しながら計画・実行しています。

①「働きやすさ」改革
　いきいきと、楽しく働くためには、「作業時間」「待ち時間」をできるだけ減らし、提案・チャレンジのための「創造的な時間」を十分に取ることが必
要です。パソコン上の単純作業をロボットプログラムで代替するRPA（Robotic Process Automation）の整備や新しいビジネスインテリジェント
ツールの導入による作業の効率化に取り組んでいます。サテライトオフィスやシェアオフィスの拡充、モバイルPCやスマートフォンの配布、社内PCと
同様の環境で社外でも作業ができるVDI*を整備し、テレワークの充実による柔軟な働き方を実現しています。また、勤務時間を日々管理し、タイム 
マネジメント意識を持つことを目的とした「勤怠システム」の導入や、企画書作成に便利なツールを集めた「企画書作成支援ツール」なども提供して 
います。2019年3月期は、いつでもどこでも経費精算ができるシステムを導入し、自由に自律的に仕事ができる環境を整備しています。
* Virtual Desktop Infrastructure

②「健康第一」施策
　社員一人ひとりが充実した会社生活を送る上で土台となる、健康に関する取り組みを充実させています。

• 本社には、診療所（一般内科、歯科）と、健康に関する相談を受け付ける「健康サポートセンター」を設け、健診、健康相談などに対応しています。 
健康診断による高リスク者に対しては、産業医面談の実施など事後のフォロー体制を整えています。

• 博報堂健康保険組合では、生活習慣病予防のためのオンラインサービスや健康指導などを実施しています。

③ 新しい働き方による広告ビジネスガイドライン*
　博報堂は、2018年3月に広告関係4団体より発表された「広告制作取引『受発注』ガイドライン」にて約束された「新しい働き方に向けた、広告業
務受発注時の新ルール（平成30年ルール）」の精神を尊重し遵守しています。これに準じ、広告制作のみならずすべての広告業務についてのガイドラ
インを策定し、2018年5月より、運用を開始しました。
* 博報堂のみ対象

　これら施策を実行した結果、2019年3月期は勤務時間の削減を実現しました。

勤務時間の削減（前年比）
博報堂 博報堂DYメディアパートナーズ 大広 読売広告社

勤務時間 98.3% 98.3% 98.6% 97.8%

社員の健康リテラシー向上のための 
セミナー及びイベント実施回数

計8回    延べ参加人数1,816人 
（博報堂／博報堂DYメディアパートナーズ）

健康診断受診率　

7年連続 100%
（博報堂／博報堂DYメディアパートナーズ）

人間ドック対象者（28才以上）の受診率　 
（博報堂健康保険組合が実施）

84.9%（博報堂）　　　　
87.5%（博報堂DYメディアパートナーズ）
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「健康経営優良法人2019（ホワイト500）」に選定

　博報堂ＤＹホールディングス、博報堂、博報堂DYメディアパートナーズの3社は、
経済産業省と日本健康会議が共同で選出する「健康経営優良法人2019（ホワイト
500）」に認定されました。「健康経営優良法人2019（ホワイト500）」は、地域
の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもと
に、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰するものです。今後も、「働き
やすさ」改革と「健康第一」施策により、社員の「成長」と「健康」を支援し、企業
としてのさらなる成果創出を目指していきます。

TOPICS

ワークライフバランス  

　妊娠・育児・介護など、社員一人ひとりがライフステージに応じたより柔軟な働き方を選択できるよう、ワークライフバ
ランス実現のための環境整備を進めています。

• 妊娠期～出産～復職までの各ステップにおいて、法定を上回る基準
で両立支援に関する諸制度を導入し、仕事と子育ての両立を支援し
ています。

2019年3月期の育児休業取得者数及び復職率*
（そのうち、2019年6月までに復職した社員の割合）

90人（71.1%）

多様な人材の活躍  

　社員一人ひとりの個性を認め合い、それぞれの持つ力を最大限発揮することにより、すべての社員がいきいきと働ける
職場を目指しています。

• 女性社員のキャリア形成と継続のための人材育成や
環境の整備を進め、女性の活躍推進に取り組んでい
ます。

• 大広では､女性が自分の“働き方をデザインできる会社”となるために、社長を座長として「女性が
心おきなく活躍する職場づくりプロジェクト（COCO-project）」を2017年1月に立ち上げまし
た。2019年3月期は、女性社員の声を反映した具体的な提案を行い、現在、実施に向けて活動し
ています。引き続き、多様な働き方を支援する提言を続けていきます。

• 当社グループの特例子会社「博報堂DYアイ・オー」は、1989年12月に社員14人で設立し、
2019年5月現在で社員156人（障害者88人、健常者68人 ※出向者を除く）に成長した当社
グループ各社のシェアードサービス会社です。業務はデータ入力・印刷出力・帳簿チェック等が
ベースとなり、障害のある社員と健常者が協働しています。2017年12月には、厚生労働省委託
事業受託団体である全国重度障害者雇用事業所協会より、「障害者活躍企業」としての認証を受けました。当社グループ
の障害者雇用率は、グループ算定で2.43%（2019年6月1日現在）となっており、さらなる障害者雇用の拡大を目指し
ていきます。

女性役職者比率
7.1%
（博報堂）

4.4%
（博報堂DYメディアパートナーズ）

※ くるみん認定の対象は博報堂

*  博報堂、大広、読売広告社、博報堂DYメディアパートナーズが対象
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環境

博報堂ＤＹグループ環境方針  

　博報堂ＤＹグループは、事業所としての環境負荷低減はもとより、ステークホルダーとの連携、社員一人ひとりのクリエイ
ティビティを発揮した環境貢献活動の推進支援を行動指針とし、以下の基本理念のもと、環境に対する取り組みを推進して
います。

基本理念

　博報堂ＤＹグループは、「生活者発想」と「パートナー主義」をポリシーとし、お取引先や社会の課題解決を通して、
「生活者と社会の幸せを生み、幸せをつなげ、ともに広げていくこと」を目指しています。
　環境対応への意識が日々高まる中、持続可能な社会の実現と発展を目指す取り組みは、生活者や社会の幸せの
ためにも不可欠なものとなっています。
　博報堂ＤＹグループは事業活動において、環境に関連する法律・条例および業界基準等の順守を行い、環境負荷
低減に自主的に努めていくとともに、社員一人ひとりが持つクリエイティビティや行動力・実現力を活かし、お取引
先とのビジネスなどを通じ、持続可能な社会の実現と発展を目指してまいります。

博報堂ＤＹグループ行動規範の研修受講率／
コンプライアンス研修受講率／法務研修受講率　

すべて100%　

コンプライアンス  

　「博報堂ＤＹグループ行動規範および遵守事項」の規定に基づき、企業及
び社員一人ひとりに求められる基本的な責任を確実に果たしていきます。

博報堂ＤＹグループ環境管理体制  

　博報堂ＤＹグループCSR委員会において環境に関する基本方針、テーマ及び施策案の検討を行います。本委員会傘下に
グループ全体の環境活動の責任者として博報堂ＤＹグループ環境管理責任者を設置しています。また、博報堂、大広、読売
広告社、博報堂DYメディアパートナーズでは、環境管理責任者をそれぞれ設置し、環境への取り組みを進めています。

ISO14001取得状況（博報堂グループ）  

　博報堂ＤＹグループ環境方針のもと、一部組織では環境の国際規格ISO14001に基づいたマネジメントを実施しています。
現在、博報堂及びグループ会社であるオズマピーアール、博報堂アイ・スタジオにおいてISO14001認証を取得しています。

主な目標と達成状況（博報堂）  

2019年3月期の主な目標と達成状況

項目 目標 実績

省エネを通じたCO2削減 2010・2011年3月期平均比5%の削減 2,436kl（原油換算エネルギー消費量） 
基準比4.6%の削減

廃棄物の削減 2011年3月期比5%の削減 591トン　基準比0.9%の削減

リサイクルの推進 83%以上のリサイクル率 84.4%のリサイクル率

※対象：博報堂東京本社
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外部評価
　CDP*1による環境調査「CDP2018気候変動質問書」へ回答し、「B」の評価を受けました。
　また、エコバディス社*2のサステナビリティ調査において博報堂グループがシルバー評価を獲得しました。
今後も適切な情報開示を進めていきます。
*1 CDP：企業に対して気候変動への対応戦略や温室効果ガスの排出量に関する情報公開を求める、機関投資家と連携したNGO
*2 エコバディス社：企業のサステナビリティに関連する方針、施策、実績を調査するためのプラットフォームを提供するフランスの調査機関

サプライチェーン

博報堂調達基本方針とガイドラインの策定（博報堂）  

　サプライチェーンにおけるCSR調達の浸透を目的として、博報堂調達基本方針とガイドラインを2019年2月に策定しま
した。最適なソリューションの提供における、人権擁護、法令遵守、労働環境、環境、知的財産の尊重・セキュリティ、業務
品質、責任あるパートナー等の観点で、CSR調達活動への協力をお願いしています。

博報堂調達基本方針  

　私たちのビジネスの原点は、「パートナー主義」の下、あらゆるステークホルダーの責任あるパートナーとなって、
最適なソリューションを提供することです。そのために「博報堂ＤＹグループ行動規範」に則り、ここに博報堂として

「博報堂調達基本方針」を定めます。

1.  私たちは健全かつ公正で対等なパートナーシップに基づく取引を行います。
2. 私たちは法令を遵守した取引を行います。
3.  協力会社の選定にあたってはコンプライアンスへの取り組みを充分に考慮します。
4.  私たちと協働していただく皆様にお願いする事項を「博報堂調達ガイドライン」として定めます。

ワークスタイルの効率化、デジタル化を通じたペーパーレスの推進（博報堂／博報堂DYメディアパートナーズ）

　博報堂及び博報堂DYメディアパートナーズが推進する「働きやすさ」改革は、紙資源を無駄にしないワークスタ
イルにもつながっています。
　社員へのモバイルPCの貸与や大型の会議室モニターの導入により、ペーパーレスでの会議環境を整備しているほ
か、これまで紙と併用していた各種帳票類のデジタル化や、パソコン上の単純作業をロボットプログラムで代替する
RPA（Robotic Process Automation）、及び日常業務を補助するさまざまなビジネスインテリジェントツールの
導入を推進し、端末内での作業完結を支援しています。
　また、一部部門では各部署内で固定席を廃止し、自由な席で業務をするファジーアドレスを開始し、書類をストック
しない働き方を進めることにより不必要な印刷を抑制しています。
　こうした取り組みにより、2019年3月期はコピー用紙の購入量を前年比13%削減*しました。
* 対象：博報堂

TOPICS
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事業を通じたSDGsへの取り組み

当社グループは、SDGsが示すさまざまな課題とそのゴールに対して、本業である日々の仕事でお取引先の皆様とともに取
り組むとともに、多様な研修プログラムや人事制度によって成長した社員がこれまでに培ったナレッジやスキル、課題解決力
を活かし、自発的に取り組んでいます。国連広報センターをはじめ、関係省庁、自治体、グローバル・コンパクト・ネットワー
ク・ジャパン（GCNJ）、日本ユニセフ協会、国連開発計画（UNDP）、NPO、NGO、他企業と連携・協働し、SDGs達成
に向けたさまざまな取り組みを推進しています。

「SDGs普及・啓発に向けた取り組み」（博報堂ＤＹグループ）  

　SDGsの普及・啓発を担う国連広報センターと協力し、博報堂は、クリエイティブ・ボランティアの活動として、SDGsの
アイコンの英語キャッチコピーを2016年に日本語化しました。
　また、博報堂ＤＹホールディングスは、GCNJ、国連広報センターの後援のもと、シンポジウム「デザイン思考でSDGsに挑
む」を2018年12月に観世能楽堂にて開催しました。デザイン思考の先駆者として国際的に展開する、当社グループのデザ
インコンサル会社IDEOからスピンオフした非営利組織「IDEO.org」によるSDGsへの取り組みの実例紹介を通じて、社会
課題解決型イノベーションを起こすためのヒントを提供することを本シンポジウムの目的とし、約400名にご来場いただきま
した。

外務省国際協力局地球課題総括課長 甲木浩太郎氏、GCNJ代表理事／富士ゼロックス株式会社
シニア・アドバイザー 有馬利男氏、国連広報センター所長 根本かおる氏、IDEOチーフ・クリエイ
ティブ・オフィサーのポール・ベネットと、IDEO.org最高経営責任者 ジョセリン・ワイアット、博報
堂ＤＹホールディングス グループ広報・IR室CSRグループ 川廷昌弘が登壇しました。

SDGsのアイコンの日本語キャッチコピーは、わかりやすい表現でアクション
につながるように、国連関係機関、国際協力NGO、JICA、外務省と協議を
重ね、国連広報センターと協力し、クリエイティブ・ボランティアの活動とし
て博報堂が制作しました。

「Beat Plastic Pollution」の日本語ロゴとステートメントを制作

　日本における「Beat Plastic Pollution」の普及・啓発を目的として、博
報堂は国連広報センターと協力し、日本語ロゴとステートメントをクリエイティ
ブ・ボランティアの活動として2018年6月の「世界海洋デー」に向けて制作
しました。

TOPICS
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価値ある市場の創出 

SDGs達成のために、生活者の意志ある買い物を 
サポートするプログラム「EARTH MALL」（博報堂）  

　「買い物」を「生活者が未来を変えるアクション」と位置付け、商品の
成り立ちや適量を考えた買い物を促し、SDGs達成に向けて生活者の意
志ある買い物をサポートするプログラムです。地球を一つのショッピング
モールと捉え、地球での豊かな生活を続けていくために必要な情報・コン
テンツを提供するとともに、商品選定や情報発信のコンサルティングを
行っています。楽天と連携し、国際認証を取得した商品が購入できる

「EARTH MALL with Rakuten」を2018年11月に楽天ホームペー
ジ内に立ち上げました。

群馬県高崎の市民に愛される老舗食堂を紹介する、 
ローカル型グルメサービス「絶メシリスト」（博報堂／博報堂ケトル）  

　店主の高年齢化や後継ぎ問題などで、時代とともに次々となくなって
いる地方のまちの“絶やすには惜しすぎる絶品グルメ”=「絶メシ」と名付
け、群馬県高崎市のローカルグルメを紹介するウェブサイトです。群馬県
高崎市、博報堂、博報堂ケトルが共同で企画・制作し、2017年9月に
ウェブサイトを公開しました。お店の後継者やインターン募集など雇用創
出にもつながり、地域課題の解決に貢献しています。
※  「第58回ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」マーケティング・エフェクティブネス部門で最高賞のACC

グランプリ・総務大臣賞、「第66回カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル2019」メディア部
門ブロンズ、 「第22回ADFEST 2019」 Brand Experience & Engagement Lotus - Integrated 
Campaign Led by Brand Experience & Engagement“gold”等を受賞

イノベーション

走るための役目を終えたバッテリーは、生まれ変わっても 
人のために生き続ける「THE REBORN LIGHT」（TBWA\HAKUHODO）  

　福島県浪江町、日産自動車、フォーアールエナジーは、電気自動車「日
産リーフ」の使用済みバッテリーを再利用し制作した「外灯」を設置する
プロジェクト「THE REBORN LIGHT」に取り組んでいます。TBWA\
HAKUHODOは、「走るための役目を終えたバッテリーは、生まれ変わっ
ても人のために生き続ける」という事業コンセプトの立案、「外灯」のデ
ザイン、コミュニケーションの設計、映像制作などをサポートしています。
2018年3月の福島県浪江町での試験点灯を機に、本プロジェクトをス
タートさせました。今後も、使用済みバッテリーの新しい可能性を探って
いきます。

国際的な広告賞を 
多数受賞

統合報告書 2019 4343



模試形式のスマホコンテンツで「防災力」を試す 
「全国統一防災模試」（博報堂／博報堂ケトル／博報堂アイ・スタジオ）  

　「全国統一防災模試」は、災害時に必要な知識や災害への対応力を日頃から養っておく
ことを目的とした、「Yahoo! JAPAN」アプリなどのスマートフォン上で実施するテスト形
式のコンテンツです。ヤフーと博報堂は、2016年より防災意識の啓発を目的とした取り組
みをスタートし、2017年3月の「銀座ソニービルの防災広告」に続き、2018年3月に本
コンテンツを制作・公開しました。災害時にスマホでプッシュ通知を受け取る場面から始ま
り、災害伝言ダイヤルの操作方法、避難時の行動など時系列に沿って解答を進めていくこ
とで、自らの防災力を把握し、必要な知識を取得することができます。博報堂は主に本コン
テンツの企画・コンセプト開発、広告制作等を手がけています。2回目となる2019年3月
期は、2019年3月1日～31日に公開し、すべての問題を解いた受験者は2019年3月末
現在で73万人を超えました。さらに、集中豪雨等による災害を背景に台風・豪雨編を2018年8月30日～9月30日の期
間限定で公開し、すべての問題を解いた受験者は、2018年9月末現在で40万人を超えました。現在は出題した問題とそ
の解説を「全国統一防災模試」のウェブサイトにて公開しています。

次世代教育

子どもたちと社員が楽しみながら学び合う、対話・体験型のプログラム 
「H-CAMP」（博報堂／博報堂DYメディアパートナーズ／読売広告社／博報堂プロダクツ）  

　当社グループが最も大切にしているクリエイティビティを、体験を通じて楽しみな
がら実感していただくことを目指し、2013年に博報堂でスタートした教育プログ
ラムです。中高生が個人参加できる「OPEN-CAMP」、学校単位で参加する「企
業訪問-CAMP」、NPOや自治体などさまざまなステークホルダーと連携した「外
部とのリレーションプログラム」の3つの取り組みを推進しています。これまでに延
べ6,820人の子どもたちが参加、延べ228人の社員が関わり、次世代を担う子ど
もたちと刺激と発見に満ちた学び合いの場づくりを進めています。
　また、外部への社員の講師協力では、156の教育機関で107人の社員が延べ
756回の講義を実施し、延べ11,432人の学生が講義に参加しました。
※ 2019年3月期の実績

桃太郎を題材にした道徳授業「みんなで考える桃太郎」（博報堂）  

　「みんなで考える桃太郎」は、桃太郎に父親を殺されたという鬼の子どもを描いた新聞広
告を題材に、この新聞広告を制作した博報堂のクリエイターと桃太郎伝説の地である岡山県
の中学校の先生、一般社団法人シンク・ジ・アースが協働して考案したワークショップ型授業
です。多様な価値観がぶつかり合う現代において、異なる視点を持つことの大切さを伝え、お
互いの価値観や意見を尊重し合う土壌をつくることを目的として2017年3月期にスタート
し、岡山県や東京都の中学校の授業、教師を目指す方たちのワークショップなどで活用され
ています。
※ 第12回キッズデザイン賞　経済産業大臣賞を受賞

73万人が挑戦

延べ6,820人の 
子どもたちが参加

統合報告書でご紹介できなかった当社グループの100件を超えるソーシャルアクション事例及びCSRの詳細については、博報堂ＤＹホールディングスのホームページ「CSR」と 
サステナビリティレポート「新しい幸せをみんなでつくろう！博報堂ＤＹグループ SDGs Collaboration Book 2019」(2019年9月公開予定）にてご覧いただけます。
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マネジメント
このセクションでは、当社グループの持続的成長を支える 
コーポレートガバナンス及び経営体制についてご説明いたします。
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純粋持株会社

総合メディア事業会社広告事業会社 戦略事業組織

1：基本的な方針  
（1）本ガイドラインの目的
•  当社グループは、持続的な成長と企業価値の継続的な

向上の実現を目的とし、生活者の豊かな未来の創造、経
済の伸長、社会の発展に貢献することを目指しておりま
す。そのための重要な経営課題の一つとして、コーポレー
トガバナンスを位置づけ、その強化・充実を進めており
ます。

•  本ガイドラインは、グループの持株会社である当社のコー
ポレートガバナンスについて、その考え方と概要をまと
めたものです。

•  本ガイドラインの内容は、当社の取締役会の決議により
決定され、1年に1度、その内容を取締役会で検討し、
アップデートすることとしております。

（2）当社グループの概要
•  当社グループは、純粋持株会社である当社の傘下に中

核事業会社グループとして3つの広告事業会社グループ
と1つの総合メディア事業会社グループ、1つの戦略事
業組織を擁し、200社以上の多彩な事業会社を展開す
る、日本初の総合広告持株会社グループです。

　当社グループは、持続的な成長と企業価値の継続的な向上の実現を目的とし、生活者の豊かな未来の創造、経済の伸長、
社会の発展に貢献することを目指しており、そのための重要な経営課題の一つとして、コーポレートガバナンスを位置付け
ています。上場会社である博報堂ＤＹホールディングスは、2015年12月より「コーポレートガバナンス・ガイドライン*」を
ホームページに公開しています。ガイドラインでは、当社のコーポレートガバナンスの考え方及びその概要とともに、「コーポ
レートガバナンス・コード」の各原則への対応状況を説明し、株主をはじめとするさまざまなステークホルダーへの説明責
任を果たすことにも努めています。
*  以下に掲載する「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の内容は、2018年12月28日現在のものです。 
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の内容に変更が生じた際は、当社ホームページにて速やかに公開いたします。 

コーポレートガバナンス
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（3）当社グループの基本的な理念
•  当社グループは、以下の基本的な理念のもと、持続的な

成長と企業価値の継続的な向上の実現を目的としてグ
ループ全体でビジネスを実践し、株主を始めとしたさま
ざまなステークホルダーからの信頼に応え、生活者の豊
かな未来の創造、経済の伸長、社会の発展に貢献してい
きます。

 ♦ グループ経営理念
 1.  顧客に対して、常に最善のサービスを提供し、 

ビジネス価値の向上に貢献する。
 2.  メディアの革新と向き合い、メディア価値の向上に 

貢献する。
 3.  世界的にネットワークを展開し、サービス網の充実を

はかる。
 4.  生活者から発想することで、人々の次世代の豊かさ

を創造し、社会の発展に寄与する。
 5.  自由と自律を尊重し、多様な個性とチーム力を価値

創造の源泉とする。
 6.  自立と連携の精神で、新しい挑戦を続け、世界一級

のマーケティングサービス企業集団を目指す。
 7.  企業価値の継続的な向上をはかり、株主からの信頼

と期待に応える。

 ♦ グループのポリシー
 1.「生活者発想」
   私たちの発想の原点は、生活者である

 2.「パートナー主義」
    私たちのビジネスの原点は、あらゆるステークホル

ダーの責任あるパートナーとなって、最適なソリュー
ションを提供することである

 
   ♦グループ行動規範
 •  当社グループで働く一人ひとりが、クリエイティビティ

を発揮し、あらゆるステークホルダーのパートナーと
して信頼され続けるために、以下の行動規範に明確
な責任を負うことを自覚し、高潔な倫理観と高いコン
プライアンス意識をもって公正に行動することとして
います。

 1. 高品質のサービスを提供する
 2. 社会から常に信頼されることを目指す
 3. 個の力を最大限に発揮し、かつ尊重し合う
 4. 高い透明性と公正な姿勢に基づき行動する

（4）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
•  当社グループは、持続的な成長と企業価値の継続的な

向上の実現のため、さまざまなステークホルダーからの
信頼と期待に応え、クリエイティビティの力をもとにした
世界一級のマーケティングサービスの提供を通じ、生活
者の豊かな未来を創造し、経済を伸長させ、社会を発展
させることへの貢献を目指しております。

•  そのために、当社は、持株会社として傘下の多彩な事業
会社の「自立と連携」が促進される環境を整え、各社の
連携が単なる総和以上の価値を発揮できるように、グ
ループ全体の経営管理を強化することを経営の重点課
題の一つであると認識し、その改善に努め、当社グルー
プにおけるコーポレートガバナンスの強化・充実に取り
組んでまいります。

•  なお、傘下の事業会社のうち上場企業に対しても、その
独立性を尊重しつつ、グループとしての連携も図ること
としております。

（5）中期経営計画
•  当社グループでは、基本的な理念に基づき、5年を期間と

する中期経営計画を策定・推進することとしております。
•  中期経営計画は、直前の計画目標の達成状況について

十分に分析をし、今後の経営環境への洞察等を踏まえた
上で策定し、取締役会で決議した上で、公表しております。

•  取締役会は、中期経営計画が株主に対するコミットメント
の一つであるとの認識に立ち、その実現に向け最善の努
力を行います。

  *  現中期経営計画は、2020年3月期を初年度として推進中です。具体的な内容は
P.24～29をご覧ください。
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2：コーポレートガバナンスの体制   
（1）機関体制
•  当社は、会社法上の機関体制として監査役会設置会社

を選択し、取締役会において経営の重要な意思決定お
よび業務執行の監督を行うとともに、監査役および監査
役会により職務執行の状況等の監査を実施しております。

•  また、業務執行機能の更なる強化・拡大を企図し、経営
体制をより堅固なものとするため、執行役員制度を採用
しております。執行役員は、取締役会が決定する経営の
方針および計画に基づき、取締役会が委嘱した職務を
忠実に遂行することをその責務とし、その任期は、原則
として、就任後1年以内に終了する最終の事業年度の末
日までとしております。

（2）内部統制体制
•  当社は、会社法の定めに基づき「内部統制システム整備

の基本方針」を定め、取締役会においてその実施・運用
状況を報告し、毎年、基本方針の見直しの要否を決議す
ることによりPDCA改善活動を推進しております。

•  当社は、当社グループが共有する「グループ行動規範お
よび遵守事項」に基づき、法令遵守を企業活動の前提
とすることを基本とし、企業文化・風土を踏まえたうえ
で定期的な改定を行い、取締役会において決議すること
としております。

•  当社は、取締役会の委嘱を受け、当社および中核事業
会社の社長を中心に構成される「グループコンプライ
アンス委員会」を設置し、その下部組織として「グルー
プ情報セキュリティ委員会」「情報セキュリティ委員会」
「グループリスク対応チーム」を置き、情報セキュリティ
並びにリスクマネジメントを始めとするコンプライアンス
体制を構築し、その精神およびルールの徹底、重大なリ
スク事案への不適切な対応による当社グループの社会
的信用の失墜および企業価値の多大なる毀損を未然
に防止します。さらに「危機管理規程」を制定し、対象
となるリスク事案およびリスク対応体制を明確化し、リ
スク事案発生時の迅速かつ適切な対応を強化しており
ます。

•  当社グループ自らが主体的に不正行為の早期発見と是
正を図るため、当社並びに中核事業会社の社内に加え
て、社外の顧問弁護士事務所に「企業内通報・相談窓
口」を設置し、「企業内通報・相談窓口利用要領」にお

いて、情報提供者・相談者を保護し、不利益な取り扱い
をすることを禁止することを定めております。

•  当社は、金融商品取引法の定めに基づき、財務報告の
信頼性を確保するための内部統制に係る報告体制を整
備しております。

•  当社グループの経営課題を共有し、グループ企業価値
の最大化を図る経営を行うため、当社と中核事業会社
は相互に一部の取締役を兼務する体制をとるとともに、
「事業会社管理規程」による経営管理を行うことにより、
当社グループの総合的な事業の発展を企図します。

（3）取締役会
① 取締役会の役割・責務
  –  当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明

責任を踏まえ当社グループの基本的な理念に従い、
生活者の豊かな未来の創造、経済の伸長、社会の発
展に資するよう、当社グループ全体の経営の大きな
方向付けを行います。その上で、会社の業績等の適
切な評価や個々の重要な業務執行の意思決定、取締
役や執行役員に対する実効性の高い監督、正確で適
切な情報開示、内部統制やリスク管理体制の整備と
その運用の監督を行います。

  –  取締役会に付議される事項は、法令、定款、「取締役
会規則」および「職務権限規程」の定めにより、自己
株式の取得、中間配当の実施、経営戦略、経営計画、
組織、制度、業績等、経営に係る当社の重要事項と
しております。

  –  取締役会が執行役員に意思決定を委任できる事項に
ついては、「職務権限規程」に定めております。

② 取締役会の構成
  –  取締役会は、定款の定めに従い、取締役の員数を14

名以内としております。
  –  当社は、当社グループに精通した社内取締役と豊富

な経験と幅広い見識を有する社外取締役を複数名
選任し、取締役会を構成することで、当社グループの
企業価値向上のための助言および経営に対する監督
強化を図り、取締役会の実効性を確保しております。

  –  当社は、当社グループの経営課題に対する共通認識
を持ち、グループ企業価値の最大化に向けた経営を
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行うため、当社の取締役および監査役の一部が中核
事業会社の取締役および監査役を兼務する体制とし
ております。

  –  また、取締役会の多様性の観点から取締役会全体と
しての知識・経験・能力等のバランスを考慮した構
成としております。

③ 取締役会議長
  –  取締役会議長は、取締役会長が務めることとしており

ます。議長は、取締役会の議論が自由闊達で建設的
な議論になるよう適正な運営に努めております。

④ 取締役会の運営
  –  取締役会の適切かつ円滑な運営を実現するため、専

任部署として取締役会事務局を設置しております。
  –  取締役会は、定期的（原則月2回）または必要に応じ

て臨時取締役会を開催するものとし、当該事務局を
通じて資料の事前配付、説明、各取締役からの情報
提供要請への対応、年間スケジュールと審議事項の
計画の作成、審議時間の適切な設定等のサポート対
応を行い、取締役会の実効性の確保を行います。

⑤ 取締役会の分析・評価
  –  取締役会の分析・評価については、その実効性の維

持・向上を図ることを目指して、社外取締役を含む
体制整備の検討を進め、実施の際には結果の概要を
開示することとします。

（4）監査役会
① 監査役会の役割・責務
  –  監査役会は、株主の負託を受けた独立の機関として

取締役の職務の執行を監査することにより、当社の
取締役および執行役員があらゆるステークホルダー
の利害に配慮するとともに、これらステークホルダー
との協働に努め、健全で持続的な成長と中長期的な
企業価値の創出を実現し、社会的信頼に応える良質
なコーポレートガバナンスを確立することの後押しを
する責務を負っております。

　　

② 監査役会議長
  –  監査役会は、監査役会規則の定めにより、その決議

によって監査役の中から議長を定めております。

③ 監査役会の運営
  –  監査役会は、法律・財務・会計等に関する適切な知

見を有する者を含み、定款の定めに従い、監査役の
員数を5名以内とし、その半数以上を独立社外監査
役により構成しております。

  –  監査役会は、原則として月1回開催され、常勤および
社外監査役相互の活発な意見交換が可能な実効性
の高い監査体制を維持できるよう努めております。

④ 他の機関等との連携
  –  監査役会は、各取締役の職務執行状況に関するアン

ケートを年1回実施しており、個別のヒアリングを実
施する等により、取締役の職務執行の実情把握に努
めております。

  –  監査役会は、四半期毎の年4回、会計監査人からの
監査報告を受けております。

  –  また「三様監査連絡会」として会計監査人、内部監
査部門および監査役会の連絡会を年2回開催してお
り、適切な連携を整備しております。

  –  監査役会は、日本監査役協会の指針に準拠して会計
監査人を評価する基準を策定し、1年間の監査状況
を評価することとしており、また会計監査人の独立性
と専門性についても確認しております。

（5）報酬委員会および指名委員会
① 報酬委員会および指名委員会の役割・責務
  –  当社の報酬委員会および指名委員会は、取締役会の

諮問機関として、取締役会の決議の透明性と合理性
を担保するために、報酬委員会において当社の取締
役および執行役員の報酬制度および個別の報酬金額
の審議を行い、指名委員会において当社の取締役お
よび執行役員の人事制度および個別の人事について
審議を行います。

  –  取締役会が、当社の取締役および執行役員の報酬制
度および個別の報酬金額について決議する際には、
必ず報酬委員会の審議を経ることとし、当社の取締
役および執行役員の人事制度および個別の人事につ
いて決議する際には、必ず指名委員会の審議を経る
こととします。
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② 報酬委員会および指名委員会の構成
  –  報酬委員会および指名委員会は、内規の定めに従い、

それぞれの委員会において、独立社外取締役を含む
取締役を委員として構成し、委員の員数を3名以上と
し、その半数以上を独立社外取締役で構成することと
しております。

  –  報酬委員会および指名委員会の委員は、取締役会の
決議により選任することとしております。

③ 報酬委員会および指名委員会の議長
  –  報酬委員会および指名委員会のそれぞれの委員会の

議長は独立社外取締役が務め、報酬委員会および指
名それぞれの委員会決議により、独立社外取締役の
中から選定することとしております。

（6）取締役および監査役
① 役割・責務
  –  当社の取締役および監査役は、株主からの受託者責

任を十分に認識し、ステークホルダーとの適切な協働
を確保しつつ、会社や株主共同の利益のために職務
を執行します。

  –  取締役および監査役は、その役割・責務を適切に果
たすために必要となる知識の習得、研鑽に努めてお
ります。

  –  当社は、当社グループの企業価値の最大化を図る観
点から、取締役および監査役の一部が中核事業会社
の取締役および監査役を兼務する体制をとっており
ます。

② 社内役員候補者の指名基準
  –  社内取締役候補者の指名にあたっては、当社グルー

プの事業に精通し、当社グループの経営を適切に遂
行する能力を持ち、優れた人格と見識を持ち、当社
の持続的な成長と企業価値の向上に貢献するための
資質を備えていることをその要件とします。

  –  社内監査役候補者の指名にあたっては、当社グルー
プの業務執行内容等に精通し、あるいは法律・財
務・会計等の専門的知見を有し、取締役の職務の執
行の監査を適切、公正に遂行することができる知識、
経験を有することを要件とします。

　

③ 指名の手続き
  –  取締役の候補者の指名については、指名委員会の審

議を経て、取締役会が決定します。また、監査役候補
については監査役会の同意のうえ候補者の決定を行
います。

  –  取締役、監査役の候補者の指名にあたっては、株主
総会招集通知において、個々の略歴、指名理由を記
載し説明します。

④ 最高経営責任者（CEO）の選解任の方針と手続き
  –  最高経営責任者（CEO）の後継者計画の策定・運用

にあたっては、当社における選任方針の策定および
候補者の選定について、指名委員会で社外取締役と
の審議を行います。

  –  最高経営責任者（CEO）の解任にあたっては、その業
務執行において法令・定款違反の疑いおよびその他
職務を適切に遂行することが困難と認められる事由
が生じた場合に、解任について、指名委員会で社外
取締役との審議を行います。

  –  これらの指名委員会での審議を経て、最高経営責任
者（CEO）の選解任について、取締役会での審議の
うえ決議します。

⑤ 任期
  –  取締役の任期は、定款の定めにより、選任後1年以

内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までとします。

  –  監査役の任期は、定款の定めにより、選任後4年以
内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までとします。

⑥ 報酬（P.57ご参照）
  –    取締役の報酬の決定にあたっては、次の事項を基本

方針としております。
   • グループ経営理念に根ざしたものであること
   •  株主の皆様との価値意識を共有し、中長期的な企

業価値向上を動機づけるものであること
   •  当社の取締役の役割と責務にふさわしい、優秀な

人材を確保・維持できる水準であること
   •  報酬決定のプロセスにおいて透明性や合理性が担

保されていること
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  –    取締役（社外取締役を除く）の報酬は、年額報酬、年
次賞与（短期インセンティブ）、株式型報酬（中長期
インセンティブ）により構成しております。

  –    年額報酬および年次賞与の総額並びに株式型報酬
の総額は、それぞれ株主総会での決議の範囲内の額
とします。

  –    各取締役の総報酬において、業績に応じて金額や価
値が変動する「年次賞与」及び「株式型報酬」の占
める割合を、標準的な業績の場合、4割となるように
設定します。

  –    報酬額の決定に際しては、取締役会の決議に加えて、
透明性と合理性を確保するために、報酬委員会の審
議を経ることとしております。

  –    社外取締役の報酬は、その役割と独立性の確保の観
点から年額報酬のみで構成しております。監査役の
報酬は、「監査役報酬内規」の定めにより固定報酬
のみで構成し、監査役の協議により決定しております。

⑦ 独立社外役員の役割・責務
  –  独立社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識に基づ

く当社グループの企業価値向上のための助言および
経営の監督を行います。また、独立した立場から会社
と取締役・執行役員・主要株主等との間の利益相反
取引を監督し、ステークホルダーの意見を取締役会に
適切に反映させます。

  –  独立社外監査役は、豊富な経験と幅広い見識を活か
し、会計監査人・内部監査部門とも連携し、独立かつ
中立の立場から監査業務を遂行します。

  –  独立社外役員の独立・客観的な立場に基づく情報交
換・認識共有を図るため、常勤監査役がオブザー
バーとなり、独立社外役員を構成員とする会合を定
期的に実施することとしております。

  –  独立社外役員の他社での兼任状況については、株主
総会招集通知、有価証券報告書等において毎年開示
します。

　

⑧ 独立社外役員の候補者の指名基準
  –  会社経営、法曹、会計、行政、コンサルティング、教育

等の分野での豊富な経験、幅広い見識、専門的知見
を有し、独立社外取締役については当社グループの
企業価値向上のための助言および経営の監督を行う
能力を有すること、独立社外監査役については取締
役・執行役員の業務執行の適法性の監査を行う能力
を有することを指名の基準としております。

⑨ 独立社外役員の独立性に関する基準
  –  当社は、会社法上の要件に加え、「社外役員の独立

性に関する基準」を策定し、この独立性要件を基準
に独立社外取締役および独立社外監査役の候補者
を指名することといたします（P.56ご参照）。

⑩ 支援体制、トレーニング方針
＜支援体制＞
 –  当社は、取締役の職務の執行を補助するため取締役

会事務局を設置し、また「監査役補助体制規程」に基
づき、監査役の職務を補助するための専任部署を設
置し、必要な支援を行っております。

 –  当社は、当該支援体制のもと、取締役および監査役が
その役割・責務を実効的に果たすために必要な情報・
資料等の提供を適確に実施しております。

＜トレーニング方針＞
 –  当社は、取締役および監査役がその役割・責務を適

切に果たすために求められる知識を得られる機会や外
部専門家の助言を得られる機会を必要に応じて提供
し、費用支援を含めたサポートを行っております。

 –   当社は、当社グループの人材開発・人材育成の方向
性を各事業会社のマネジメント層が共有し創発するこ
とを目的に、取締役を含むマネジメント層に対する教
育プログラムとして「経営創発プログラム」を開発・
導入し、実施しております。

　

統合報告書 2019 5151



（7）会計監査人
  役割・責務
  –  当社は、会計監査人が財務報告の信頼性の確保等、

株主・投資家に対する責務を負っていることを認識
し、適正な監査の確保に向けた対応を協働して実施

しております。会計監査人による監査の実効性を図
るため、毎年「経営者ディスカッション」として、社長
およびコーポレート担当役員と会計監査人のパート
ナーとで経営方針、重点課題やコーポレートガバナン
スについて質疑応答を実施しております。

以下は、2019年6月28日提出の有価証券報告書に基づく参考資料です。

コーポレートガバナンス体制一覧
組織形態 監査役会設置会社
取締役の人数 13名
　うち社外取締役の人数 3名
監査役の人数 5名
　うち社外監査役の人数 3名
独立役員の人数 6名
取締役の任期 1年
報酬等開示状況 総額開示
報酬等の額またはその算定方法の決定方針の有無 有

【役員の報酬等】
1. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

報酬等の種類別の総額

年額報酬 年次賞与 株式型報酬

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

員数
（名）

総額
（百万円）

員数
（名）

総額
（百万円）

員数
（名）

総額
（百万円）

取締役（社外取締役を除く） 310 7 160 5 95 7 54

社外取締役 36 3 36 — — — —

監査役（社外監査役を除く） 44 3 44 — — — —

社外監査役 32 3 32 — — — —

合計 423 16 274 5 95 7 54

2. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の種類別の額（百万円）

氏名
連結報酬等の総額 

（百万円） 役員区分 会社区分 年額報酬 年次賞与 株式型報酬

戸田 裕一 112
取締役 博報堂ＤＹホールディングス 34 29 14

取締役 連結子会社　博報堂 34 — —

水島 正幸 104
取締役 博報堂ＤＹホールディングス — — —

取締役 連結子会社　博報堂 60 31 12

（注）連結報酬等の総額が1億円以上の者に限定して記載しています。
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3：株主等ステークホルダーとの関係  
（1） 株主等との関係
① 株主総会
  –  当社は、議決権を有する株主により構成される最高

意思決定機関である株主総会を株主との建設的な対
話を行うための重要な場と認識し、株主が適正に権
利行使を行うことができる環境整備を行います。

  –  株主が総会議案を十分検討する時間を確保するため、
招集通知の早期発送に努めるとともに、電子的手段
により当社ホームページ等へその内容を掲示、公表し
ます。

  –  議決権の電子行使の採用並びに招集通知の英訳を行
うことにより、すべての株主に対し議決権行使の利便
性を確保できるよう努めております。

  –  株主総会の開催日については、会社法を遵守し、必
要な法定書類の策定や監査の手続きの確保、さらに
適切な会場の確保等を考慮して決定することとしてい
ます。

　② 株主の権利の確保
  –  当社は、少数株主および外国人株主を含むすべての

株主の権利が実質的に確保されるよう、適切な対応
を行います。

  –  当社は、株主総会における議決権行使結果を真摯に
受け止め、相当数の反対票が投じられた会社提案議
案があったときは、反対票が多くなった原因の分析を
行い、取締役会で対策の検討を行います。

  –  当社は、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投
資家等が、予め株主総会において自らの議決権行使
等を希望する場合に対応するため、信託銀行等と協
議を行い、対応を検討します。

  –  当社において増資やMBO等を検討する際には、既
存株主を不当に害することのないよう、その必要性と
合理性を取締役会において検討し、適正な手続きを
確保するとともに、実施にあたっては、株主へ十分な
説明を行うこととします。

③ 株主との建設的な対話
  –  株主との建設的対話を積極的に行い、グループの持

続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよ
う努めております。

  –  株主や投資家をはじめとするすべてのステークホル
ダーとの建設的な対話を促進するための体制整備・
取り組みに関する基本方針を作成しております（P.56 
ご参照）。

④ 資本政策の基本的な考え方
  –  当社は、持続的な企業価値の向上と、株主への適正

な利益の配分を、資本政策の重要な目的と位置づけ
ております。

  –  具体的には、企業価値の創出と資本の効率性に関わ
る重要な指標として、ROEを中長期的な経営目標の
1つとして設定しております。

  –  株主へ安定且つ継続して配当を実施することを、株主
還元の基本方針とし、自己株式取得等についても、経
営状況、市場環境等に鑑み、適宜検討・実施する方
針としております。

⑤ 政策保有株式に関する方針
  –  当社グループは、取引関係の維持強化を目的として、

取引先の株式を保有しております。
  –  株式取得にあたっては、取引関係の維持強化によっ

て得られる当社グループの利益と投資額等を総合的
に勘案して、その投資可否を判断しております。

  –  また、保有する取引先の株式について、当社グループ
の資本コストも意識した上で、個別銘柄毎に、定期的、
継続的に保有の意義を検証し、その意義が乏しいと
判断される銘柄については、取引や事業面で考慮す
べき事情や市場への影響等に配慮しつつ縮減してま
いります。一方、その意義が認められる銘柄について
は、保有を継続します。

  –  当社および中核事業会社では、保有する取引先の株
式について保有の意義の検証を行い、当社の取締役
会に報告を行います。なお、中核事業会社は、事前
に各社の取締役会に報告を行うこととしております。
2018年2月開催の当社取締役会において、当社グ
ループが保有する取引先の株式について検証を行い、
その意義が乏しいと判断された銘柄について、売却
を進めております。

  –  議決権の行使は、当該投資先企業の経営方針・戦略
等を十分尊重したうえで、当社の出資目的・意義に
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合致した提案内容であるか否か、企業価値を毀損す
る内容となっていないか、などの観点から個別議案ご
とに内容を精査の上、賛否を総合的に判断し、議決
権行使を行っております。

  –  当社は、政策保有株主による当社の株式の売却等を
妨げる行為や、会社や株主共同の利益を害するよう
な政策保有株主との取引は行いません。

⑥ 買収防衛策
  –  当社は、買収防衛策を導入しておりません。
  –  当社の株式が公開買付けに付された場合は、状況を

判断した上で、適宜、取締役会としての考え方を明確
に表明し対応します。

⑦ 関連当事者間の取引
  –  当社は、当社役員との間で法令に定める競業取引お

よび利益相反取引を行う場合には、株主価値を毀損
しないことを確認したうえで、取締役会での承認を得
ることとしております。

  –  また、主要株主との間で取引を行う場合には、取引
内容の合理性および妥当性について事前に確認を
行ったうえで、当該取引が株主共同の利益を害する
ことのないよう、実施します。

⑧ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
  –  当社グループは、企業年金の適正な運用の執行と管

理を行うため、人事・経理・財務など専門性を持っ
た人材を登用し、年金資産管理委員会や代議員会な
どを構成するとともに、第三者運用コンサルティング
機関との契約に基づき、年金資産運用全般に対して
専門的かつ高度な助言・サポート・チェック機能を受
けられる体制を構築し、企業年金のアセットオーナー
としての機能発揮に取り組んでおります。

  –  また、当社グループの企業年金の運用委託先は全て、
日本版スチュワードシップ・コードを受け入れており
ます。

  –  なお、確定拠出年金制度の加入者に対しては、研修
を実施する等、資産運用に関する教育を行い、加入
者の資産形成を支援しております。

（2） 従業員との関係
•  当社グループは、「人が資産」であることを認識し、従業

員一人ひとりがクリエイティビティを発揮し、すべてのス
テークホルダーからパートナーとして信頼される存在と
なるよう育成を行います。

•  その際には、自由であるが自律した個を尊重し、一人ひ
とりがいきいきと輝く「粒違い」の個性を大切にし、多
様なプロフェッショナルが連携して目標に突き進む「チー
ムワーク」を重視します。

•  また、出産や育児、介護をサポートするための制度を設け、
女性を含む多様な従業員が働きやすく、個々人がその能
力を十分に発揮できる環境を整えることを目指します。

（3） 顧客との関係
•  当社グループは、「パートナー主義」をビジネスの原点と

捉え、常に生活者視点に立ち、得意先、媒体社・コン
テンツホルダーと課題を共有し、責任あるパートナーと
して最適なソリューションを提供します。さらに、パート
ナーとの長期的な関係のもと、一貫したソリューションを
提供していくことで、その関係が一層深化されることを
目指します。

（4）取引先との関係
•  当社グループは、すべての取引先との関係において健全

かつ公正で対等なパートナーシップに基づく取引が重要
であることを認識し、法令を遵守し公正で自由な取引・
競争を確保することとします。

（5）社会との関係
•  当社グループは、「生活者発想」と「パートナー主義」の

グループポリシーに基づき、従業員一人ひとりが持つ志
のもとにCSR活動に取組み、社会的責任を果たすこと
を目的に、CSRの基本理念と推進体制を定め活動して
います。　
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4：情報開示の整備   
（1）情報開示体制
•  株主や投資家とのコミュニケーションの充実を図るため、

対応の窓口としてIR部を設置し、株主や投資家との長
期的な信頼関係を構築します。

•  当社だけでなくグループ内の情報開示体制を整備し、法
定・適時開示情報をはじめとするIR情報を集約し、積
極的な情報開示に努めております。

 

（2）情報開示の充実
•  株主や投資家をはじめとするすべてのステークホルダー

との長期的な信頼関係を構築するため、情報開示につ
いては、法定開示のみならず経営方針や財務情報、事業
の取り組みのほか、その背景にある要因や経営環境など
投資判断に必要な情報を、速やかに、正確かつ公正公
平に伝えることを情報開示の基本方針とします。

•  公平性並びに対話を通じてグローバル水準の企業価値
向上に資するため、合理的な範囲において英語での情
報開示に努めております。

（参考情報）  
【株主との建設的な対話に関する基本方針】
•  株主を含む投資家との建設的な対話が、会社の持続的

な成長と中長期的な企業価値向上に資すると考え、積
極的なIR活動を実施します。

•  株主を含む投資家との対応の窓口としてIR部を設置し、
社長が統括をしております。また、株主を含む投資家か
らの対話（面談）の要望がある場合には、面談の主な関
心事項等も踏まえたうえで、必要に応じ、社長、取締役

（社外取締役を含む）および執行役員が面談に臨みます。
•  取締役またはそれに準ずる役職者のうちから選任する情

報取扱責任者が当社グループを一元的に代表し、情報
開示事項の社内管理、情報の更新および訂正の必要性
を判断し、適時開示を担当するとともに、非開示情報の
取扱いについて社長へ適宜相談・提言を行います。

•  当社に係る法定・適時開示情報をはじめとするIR情報
については、社内関連部門を横断する「IR委員会」を
設置し、情報の共有を図ります。

•  機関投資家に対しては、中長期の経営ビジョン、決算、
個別事業等の説明会を実施します。また、説明会に出席
できない機関投資家や個人投資家に対しては、説明会
の説明資料等を当社ホームページに公表します。

•  公平性並びに対話を通じてグローバル水準の企業価値
向上に資するため、合理的な範囲において英語での情
報開示に努めます。

•  IR部は、対話において把握された株主を含む投資家の
意見や質問等を定期的に社長、情報取扱責任者並びに
関連する取締役及び執行役員に報告し、示唆に富む指
摘を経営に反映することにより中長期的な企業価値向

上に生かします。また、企業グループ内の情報共有、グ
ループとしてのIR方針の決定並びにそれに係る重要事
項の協議の場として、グループを横断する「グループIR
委員会」を設置し、その場においても株主を含む投資家
の意見や質問等を報告し情報の共有を図ります。

•  インサイダー情報の管理については、「情報開示規程」
に基づき、フェアーディスクロージャーを徹底し、適切に
対応します。

•  株主名簿に基づき、定期的に株主構造の把握を行い、取
締役会に報告します。

【社外役員の独立性に関する基準】
　当社は、社外取締役および社外監査役の独立性につい
て、以下に該当する場合、「独立性」があると判断します。

1.  現在および過去10年間※1において、当社又は当社の子
会社の取締役（社外取締役を除く）、執行役員又は使用
人であったことがないこと

2.  以下の①～③に、現在および過去3年間において該当し
ないこと

 ①  当社の主要な取引先（注1）の取締役、執行役員又は使
用人

 ②  当社から役員報酬以外に多額の金銭（注2）その他の財
産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、コンサ
ルタント等※2

 ③  当社の主要株主（注3）又はその取締役、執行役員又は
使用人　
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3.  当社との間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に
派遣している法人、組合等の団体の取締役、執行役員
又は使用人でないこと

4.  当社から多額の寄付（注4）を受ける法人、組合等の団体
の取締役、執行役員又は使用人でないこと

5.  1および2に該当する者が重要な者（注5）である場合にお
いて、その配偶者又は二親等内の親族でないこと

※1  但し、過去10年内のいずれかの時において当社又は子会社の非業務執行取締役
又は監査役であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間

※2  但し、それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者

（注1） 主要な取引先とは、当社との取引額が、当社又は取引先の年間連結売上高の
2% 以上を占めている企業をいう

（注2） 多額の金銭とは、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体
の連結売上高の2% 以上を超えることをいう

（注3） 主要株主とは、議決権所有割合の10% 以上（直接保有、間接保有の双方を含
む）の株主をいう

（注4） 多額の寄付とは、年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の
2%のいずれか大きい額を超えることをいう

（注5） 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員、部長およびそれと同等
の管理職にある使用人をいう

【取締役の報酬制度の考え方について】
1.報酬制度の基本方針
•  グループ経営理念に根ざしたものであること
•  株主の皆様との価値意識を共有し、中長期的な企業価

値向上を動機づけるものであること
•  当社の取締役の役割と責務にふさわしい、優秀な人材

を確保・維持できる水準であること
•  報酬決定のプロセスにおいて透明性や合理性が担保さ

れていること

2.具体的な報酬項目とその概要
•  報酬項目は「年額報酬」、「年次賞与」及び「株式型報

酬」で構成します。各報酬項目の概要は、以下の①～③
の通りです。（注6）

•  各取締役の総報酬において、業績に応じて金額や価値
が変動する「年次賞与」及び「株式型報酬」の占める
割合を、標準的な業績の場合、4割となるように設定し
ます。

•  社外取締役の報酬につきましては、その役割と独立性の
確保の観点から「年額報酬」のみとします。

 ① 年額報酬
    年額報酬は、各取締役の役位と担務における期待成

果と創出成果等に応じて決定します。

 ② 年次賞与（短期インセンティブ）
    年次賞与は、単年度の業績達成を強く動機づけるた

め、各事業年度における当社グループの利益水準、
経営指標の達成状況及び取締役個人の単年度の成
果を総合的に勘案して決定します。

 ③ 株式型報酬（中長期インセンティブ）
    株式型報酬は、中長期的な企業価値の向上を動機づ

け、株主の皆様との価値意識の共有を促すために、
譲渡制限付株式を付与します。

3.報酬の決定プロセスについて
•  報酬制度及び個別の報酬金額の決定に際しては、取締

役会の決議に加えて、透明性と合理性を確保するため
に、委員長を社外取締役とする取締役会の諮問機関で
ある報酬委員会の審議を経ることとします。

（注6）監査役の報酬制度について 
監査役の報酬は、「監査役報酬内規」の定めにより年額報酬のみで構成し、監査役の協議に
より決定します。
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博報堂ＤＹホールディングス
社外取締役

服部 暢達

「攻め」と「守り」のガバナンスを推進し、持続的成長に寄与する

1. 社外取締役としての役割認識

　私は、法曹（検事・弁護士）としての専門性に加え、預金保険機構理事長や他社の社外取

締役等の経験を踏まえ、当社の社外取締役として、独立性、客観性、公平性を保持しつつ、

「攻めのガバナンス」の推進はもとより「守りのガバナンス」にも留意し、取締役会で適宜発

言する等して実効的な経営のモニタリングや助言等を行っています。当社を含むグループ全

体の持続的な成長と企業価値向上に寄与したいと考えています。

2. ガバナンスの実効性についての評価

　当社取締役会は、異なる経験・知見等を有する3名の独立社外取締役を含む構成であり、

付議案件の件数や内容等も相当で、審議では、各社外取締役等が独立・客観的立場から自

由かつ闊達に企業価値向上に向けた建設的発言等を行っています。また、審議の深化を図る

ため、事前説明等や社外役員（社外監査役を含む）の意見交換等も実施しています。

　さらに、指名及び報酬の各委員会でも社外取締役が委員として独立・公正な視点から忌憚の

ない意見を述べ、取締役会の審議、監督機能の有効性向上に寄与していると評価しています。

3. 今後、当社に期待すること

　当社グループは、これまで常に時代の変化を先読みし、それに応じた先進的対応をとって

事業を好展開してきました。これからもこの企業マインドを基盤に、オールデジタル化という

大変革の時代をチャンスと捉え、原動力となる人材の確保、育成等に注力する等して、生活

者発想を基軸とした基本戦略等を推進させ、リーディングポジションを確立するよう強く期待

しています。

グループのさらなる成長と企業価値向上のために客観的な目線で助言

1. 社外取締役としての役割認識

　私は米国の大手投資銀行等における長年の経験をもとに、ファイナンスの専門家として、投

資やM&Aを通じた事業の拡大・成長に向け助言を行いつつ、グループの拡大に伴い生ずる

ガバナンス等の諸課題について、取締役会等を通じて助言と監督を行ってきました。

　引き続き、当社グループの成長と企業価値向上のために客観的な目線でアドバイスを行い、

ガバナンスの質がさらに向上するよう、さまざまなサポートを行っていきたいと思います。

2. ガバナンスの実効性についての評価

　当社のガバナンスは適切に保たれており、コンプライアンス上のリスクを未然に防ぐための

仕組みや体制が整っていると考えています。

3. 今後、当社に期待すること

　さらなる業績の向上と、株価向上を含む中長期的な企業価値向上に期待しています。

社外取締役メッセージ

当社では、会社経営、法曹、会計、行政、コンサルティング、教育等の分野での豊富な経験、幅広い見識、専門的知見を有し、
当社グループの企業価値向上のための助言及び経営の監督を行う能力を有することを独立社外取締役の指名の基準として
います。
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社外取締役

山下 徹

長年培った専門知識や経営の経験を活かしてグループの発展に貢献

1. 社外取締役としての役割認識

　社外取締役としての私の役割は、ITをはじめとする長年培った専門知識や経営者としての経

験を活かして会社の発展に貢献することであると考えています。その上で、株主の代表として

株主の視点で考え、株主の利益を守るとともに、市民の視点で企業活動と社会との調和を図る

ことも重要な役割として認識しています。

2. ガバナンスの実効性についての評価

　グループ戦略の策定、グループシナジーの向上、透明性のある子会社の監督等、持株会社の

重要事項を適時適切に審議しており、持株会社の取締役会として必要なガバナンス機能を十分

発揮していると評価しています。

3. 今後、当社に期待すること

　グループポリシーである「生活者発想」と「パートナー主義」により、日本のみならず、グロー

バルなレベルで社会変革のリード役になることを期待しています。

松田 昇 1963年4月 東京地方検察庁検事
1981年1月 法務省刑事局青少年課長
1985年8月 東京高等検察庁特別公判部長
1987年8月 東京地方検察庁特別捜査部長
1989年9月 最高検察庁検事
1991年12月 水戸地方検察庁検事正
1993年7月 法務省矯正局長
1995年7月 最高検察庁刑事部長
1996年6月 預金保険機構理事長

2004年6月 同機構顧問
2004年9月 弁護士登録
2005年1月 株式会社博報堂社外監査役
2006年6月 日本無線株式会社社外取締役
2007年4月 三菱UFJニコス株式会社社外取締役（現任）
2007年6月 株式会社読売新聞大阪本社社外監査役
2012年6月 日清紡ホールディングス株式会社 

社外取締役（現任）
2015年6月 当社社外取締役（現任）
2016年3月 株式会社読売巨人軍社外取締役（現任）

服部 暢達 1981年4月 日産自動車株式会社入社
1989年6月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー 

ニューヨーク本社入社
1990年9月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 

東京支店
1993年6月 同社バイス・プレジデント
1998年11月 同社マネージング・ディレクター
2003年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 

客員助教授
2005年6月 みらかホールディングス株式会社 

社外取締役
2005年7月 当社顧問

2005年11月 株式会社ファーストリテイリング 
社外取締役（現任）

2006年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
2009年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科 

（現経営管理研究科）客員教授（現任）
2015年3月 フロンティア・マネジメント株式会社 

社外監査役（現任）
2015年6月 当社社外取締役（現任）
2016年7月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 

特別招聘教授
2017年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 

客員教授（現任）

山下 徹 1971年4月 日本電信電話公社入社
1999年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役
2003年6月 同社常務取締役
2005年6月 同社代表取締役副社長執行役員
2007年6月 同社代表取締役社長
2012年6月 同社取締役相談役
2013年4月 内閣府公益認定等委員会委員長

2013年6月 三井不動産株式会社社外取締役
2014年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役 

エーザイ株式会社社外取締役
2015年7月 住友生命保険相互会社社外取締役（現任）
2018年6月 当社社外取締役（現任） 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 
シニアアドバイザー（現任）

2019年4月 学校法人田園調布雙葉学園理事長（現任）
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経営体制
2019年6月27日現在

1  取締役

成田 純治
博報堂取締役相談役

2  代表取締役

戸田 裕一
博報堂取締役会長

 

3  代表取締役

水島 正幸
博報堂代表取締役社長

4  取締役

松崎 光正
博報堂取締役
博報堂DYメディアパートナーズ 
取締役

 

5  取締役

今泉 智幸
博報堂取締役専務執行役員
博報堂DYメディアパートナーズ 
取締役専務執行役員

6  取締役

中谷 吉孝
博報堂取締役常務執行役員

7  取締役

西岡 正紀 
博報堂取締役 
常務執行役員CFO

8  取締役

落合 寛司
大広代表取締役社長

 

取締役
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取締役

9  取締役

藤沼 大輔
読売広告社代表取締役社長

10 取締役

矢嶋 弘毅
博報堂DYメディアパートナーズ 
代表取締役社長

　

11 社外取締役

松田 昇

12 社外取締役

服部 暢達

13 社外取締役

山下 徹

4 25 13

1112 136 79 108
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常勤監査役

景山 和憲
常勤監査役

西村 治

社外監査役

内田 実
読売広告社監査役

社外監査役

山口 勝之
博報堂DY 
メディアパートナーズ監査役

社外監査役

太田 建司
大広監査役

監査役

執行役員

会長CEO

戸田 裕一*
社長

水島 正幸*

専務執行役員

松崎 光正*
グループ戦略統括担当

マイケル・バーキン
kyu CEO

今泉 智幸*
人事・コーポレート統括担当

常務執行役員

中谷 吉孝*
テクノロジー統括担当

西岡 正紀*
ファイナンス統括担当

赤木 直人
グループ戦略統括担当補佐 
（イノベーション創発センター、 
kyu事業室担当）

執行役員

多田 英孝
人事・コーポレート統括担当補佐 

（グループ総務局、グループ法務室、
グループ広報・IR室（広報）担当）
グループ総務局長

徳久 昭彦
テクノロジー統括担当補佐 
（グループ連携担当）
グループ戦略統括担当補佐 
（戦略投資推進室担当）

禿河 毅
人事・コーポレート統括担当補佐

（グループ広報・IR室（IR）担当）
ファイナンス統括担当補佐 
（グループ経理財務局、グループ 
マネジメントサービス推進室担当）
グループマネジメントサービス 
推進室長

大塔 達也
デジタル事業推進ユニット長補佐

島田 雅也
デジタル事業推進ユニット長

* 取締役を兼務しています。
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百万円

各表示年の3月31日に終了した会計年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018 vs 2019

会計年度
　売上高 ¥ 917,065 ¥ 936,476 ¥ 978,321 ¥1,045,431 ¥1,095,909 ¥1,131,064 ¥1,215,250 ¥1,255,474 ¥1,335,030 ¥1,445,614 ¥110,583 8.3%
　売上総利益 143,579 152,218 160,756 175,964 190,150 205,867 232,498 248,640 272,335 324,916 52,581 19.3%
　販売費及び一般管理費 137,443 137,951 140,940 149,645 156,233 169,045 187,503 201,379 220,147 259,523 39,376 17.9%
　　人件費 90,325 93,514 96,902 101,655 106,968 114,333 126,073 135,426 146,832 172,774 25,942 17.7%
　　賃借料 11,475 11,097 10,585 10,819 11,060 11,764 12,885 13,629 14,406 16,511 2,104 14.6%
　　減価償却費 3,848 2,687 1,886 1,896 1,956 2,411 2,925 3,199 3,588 4,992 1,403 39.1%
　　のれん等償却額1 519 625 527 759 983 1,672 2,290 3,120 3,615 6,886 3,270 90.5%
　　その他 31,274 30,027 31,038 34,514 35,264 38,863 43,329 46,003 51,703 58,359 6,655 12.9%
　営業利益 6,136 14,266 19,816 26,319 33,916 36,821 44,994 47,261 52,187 65,392 13,204 25.3%
　税金等調整前当期純利益 6,147 13,132 20,355 24,948 37,039 38,924 46,251 44,959 50,628 85,866 35,237 69.6%
　親会社株主に帰属する当期純利益 1,277 4,550 8,604 12,894 18,721 19,879 28,531 25,880 29,834 47,408 17,573 58.9%

　のれん償却前営業利益2 6,655 14,891 20,343 27,078 34,900 38,494 47,285 50,381 55,803 72,278 16,475 29.5%

会計年度末
　総資産 ¥ 456,313 ¥ 474,126 ¥ 518,805 ¥  528,535 ¥  583,970 ¥  633,904 ¥  678,532 ¥  722,051 ¥  798,135 ¥  905,547 ¥107,411 13.5%
　　現預金 +（短期）有価証券 77,890 92,498 101,854 113,949 139,984 163,012 157,926 152,245 150,780 196,492 45,712 30.3%
　　投資有価証券 49,981 45,938 53,900 56,924 61,631 81,925 76,880 96,554 119,813 163,101 43,288 36.1%
　有利子負債残高3 2,129 2,544 2,768 3,050 5,068 4,597 8,086 11,829 9,956 116,136 106,180 1066.5%
　純資産 208,802 206,455 219,280 234,352 254,510 282,729 294,031 325,818 367,367 316,694 (50,672) (13.8)%

キャッシュ・フロー
　営業活動によるキャッシュ・フロー ¥  25,300 ¥  22,616 ¥  20,047 ¥   17,763 ¥   31,846 ¥   33,314 ¥   29,698 ¥   16,288 ¥   32,372 ¥   53,522 ¥ 21,150
　投資活動によるキャッシュ・フロー (4,211) (1,379) (5,444) (5,642) (7,605) (7,563) (20,686) (4,280) (20,499) (22,815) (2,316)
　財務活動によるキャッシュ・フロー (3,421) (5,792) (5,017) (3,617) (1,362) (12,484) (5,290) (7,803) (14,401) (21,974) (7,572)

1株当たり（円）4

　当期純利益（潜在株式調整前） ¥    3.31 ¥   11.81 ¥   22.66 ¥    33.96 ¥    49.31 ¥    53.22 ¥    76.56 ¥    69.45 ¥    80.03 ¥   127.11 ¥   47.08
　当期純利益（潜在株式調整後） 3.30 11.81 22.64 33.95 49.27 53.16 76.44 69.44 79.85 126.86 47.01
　配当金 7.00 7.00 7.00 8.00 12.00 15.00 18.00 24.00 26.00 28.00 2.00
　配当性向（%） 211.4 59.2 30.9 23.6 24.3 28.1 23.5 34.6 32.5 22.0 (10.5)pts
　純資産 ¥  520.90 ¥  518.11 ¥  542.89 ¥   583.73 ¥   629.66 ¥   707.30 ¥   733.01 ¥   817.67 ¥   920.26 ¥   757.44 ¥ (162.82)

比率（%）
　売上総利益率 15.7 16.3 16.4 16.8 17.4 18.2 19.1 19.8 20.4 22.5 2.1pts
　のれん償却前オペレーティング・マージン5 4.6 9.8 12.7 15.4 18.4 18.7 20.3 20.3 20.5 22.2 1.8pts
　オペレーティング・マージン6 4.3 9.4 12.3 15.0 17.8 17.9 19.4 19.0 19.2 20.1 1.0pts
　人件費比率7 62.9 61.4 60.3 57.8 56.3 55.5 54.2 54.5 53.9 53.2 (0.7)pts
　自己資本利益率（ROE） 0.6 2.3 4.3 6.0 8.1 7.9 10.6 9.0 9.2 15.2 6.0pts
　自己資本比率 44.0 41.5 39.7 41.9 40.9 41.6 40.3 42.2 43.0 31.2 (11.8)pts

従業員数（人）（会計年度末） 9,823 10,081 10,633 11,385 11,894 13,021 14,187 15,738 18,837 21,469 2,632

1 のれん等償却額とは、企業買収によって生じるのれんの償却額等のことです。
2 のれん償却前営業利益とは、企業買収によって生じるのれんの償却額等を除外して算出される営業利益のことです。
3  有利子負債残高は、短期借入金と長期借入金（1年以内返済予定を含む）を合算したものです。
4  2013年10月1日付で、普通株式1株につき10株の割合をもって株式分割を行いました。本統合報告書においては、過去からの推移や比較を考慮し、 

株式分割前実績についても、株式分割後の株数に基づく数値で記載することとしました。これにより、1株当たり配当金については2014年3月期第2四半期末配当以前、 
その他のすべての1株当たり指標については2013年3月期以前の数値に修正を加えています。

10ヵ年財務サマリー
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百万円

各表示年の3月31日に終了した会計年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018 vs 2019

会計年度
　売上高 ¥ 917,065 ¥ 936,476 ¥ 978,321 ¥1,045,431 ¥1,095,909 ¥1,131,064 ¥1,215,250 ¥1,255,474 ¥1,335,030 ¥1,445,614 ¥110,583 8.3%
　売上総利益 143,579 152,218 160,756 175,964 190,150 205,867 232,498 248,640 272,335 324,916 52,581 19.3%
　販売費及び一般管理費 137,443 137,951 140,940 149,645 156,233 169,045 187,503 201,379 220,147 259,523 39,376 17.9%
　　人件費 90,325 93,514 96,902 101,655 106,968 114,333 126,073 135,426 146,832 172,774 25,942 17.7%
　　賃借料 11,475 11,097 10,585 10,819 11,060 11,764 12,885 13,629 14,406 16,511 2,104 14.6%
　　減価償却費 3,848 2,687 1,886 1,896 1,956 2,411 2,925 3,199 3,588 4,992 1,403 39.1%
　　のれん等償却額1 519 625 527 759 983 1,672 2,290 3,120 3,615 6,886 3,270 90.5%
　　その他 31,274 30,027 31,038 34,514 35,264 38,863 43,329 46,003 51,703 58,359 6,655 12.9%
　営業利益 6,136 14,266 19,816 26,319 33,916 36,821 44,994 47,261 52,187 65,392 13,204 25.3%
　税金等調整前当期純利益 6,147 13,132 20,355 24,948 37,039 38,924 46,251 44,959 50,628 85,866 35,237 69.6%
　親会社株主に帰属する当期純利益 1,277 4,550 8,604 12,894 18,721 19,879 28,531 25,880 29,834 47,408 17,573 58.9%

　のれん償却前営業利益2 6,655 14,891 20,343 27,078 34,900 38,494 47,285 50,381 55,803 72,278 16,475 29.5%

会計年度末
　総資産 ¥ 456,313 ¥ 474,126 ¥ 518,805 ¥  528,535 ¥  583,970 ¥  633,904 ¥  678,532 ¥  722,051 ¥  798,135 ¥  905,547 ¥107,411 13.5%
　　現預金 +（短期）有価証券 77,890 92,498 101,854 113,949 139,984 163,012 157,926 152,245 150,780 196,492 45,712 30.3%
　　投資有価証券 49,981 45,938 53,900 56,924 61,631 81,925 76,880 96,554 119,813 163,101 43,288 36.1%
　有利子負債残高3 2,129 2,544 2,768 3,050 5,068 4,597 8,086 11,829 9,956 116,136 106,180 1066.5%
　純資産 208,802 206,455 219,280 234,352 254,510 282,729 294,031 325,818 367,367 316,694 (50,672) (13.8)%

キャッシュ・フロー
　営業活動によるキャッシュ・フロー ¥  25,300 ¥  22,616 ¥  20,047 ¥   17,763 ¥   31,846 ¥   33,314 ¥   29,698 ¥   16,288 ¥   32,372 ¥   53,522 ¥ 21,150
　投資活動によるキャッシュ・フロー (4,211) (1,379) (5,444) (5,642) (7,605) (7,563) (20,686) (4,280) (20,499) (22,815) (2,316)
　財務活動によるキャッシュ・フロー (3,421) (5,792) (5,017) (3,617) (1,362) (12,484) (5,290) (7,803) (14,401) (21,974) (7,572)

1株当たり（円）4

　当期純利益（潜在株式調整前） ¥    3.31 ¥   11.81 ¥   22.66 ¥    33.96 ¥    49.31 ¥    53.22 ¥    76.56 ¥    69.45 ¥    80.03 ¥   127.11 ¥   47.08
　当期純利益（潜在株式調整後） 3.30 11.81 22.64 33.95 49.27 53.16 76.44 69.44 79.85 126.86 47.01
　配当金 7.00 7.00 7.00 8.00 12.00 15.00 18.00 24.00 26.00 28.00 2.00
　配当性向（%） 211.4 59.2 30.9 23.6 24.3 28.1 23.5 34.6 32.5 22.0 (10.5)pts
　純資産 ¥  520.90 ¥  518.11 ¥  542.89 ¥   583.73 ¥   629.66 ¥   707.30 ¥   733.01 ¥   817.67 ¥   920.26 ¥   757.44 ¥ (162.82)

比率（%）
　売上総利益率 15.7 16.3 16.4 16.8 17.4 18.2 19.1 19.8 20.4 22.5 2.1pts
　のれん償却前オペレーティング・マージン5 4.6 9.8 12.7 15.4 18.4 18.7 20.3 20.3 20.5 22.2 1.8pts
　オペレーティング・マージン6 4.3 9.4 12.3 15.0 17.8 17.9 19.4 19.0 19.2 20.1 1.0pts
　人件費比率7 62.9 61.4 60.3 57.8 56.3 55.5 54.2 54.5 53.9 53.2 (0.7)pts
　自己資本利益率（ROE） 0.6 2.3 4.3 6.0 8.1 7.9 10.6 9.0 9.2 15.2 6.0pts
　自己資本比率 44.0 41.5 39.7 41.9 40.9 41.6 40.3 42.2 43.0 31.2 (11.8)pts

従業員数（人）（会計年度末） 9,823 10,081 10,633 11,385 11,894 13,021 14,187 15,738 18,837 21,469 2,632

1 のれん等償却額とは、企業買収によって生じるのれんの償却額等のことです。
2 のれん償却前営業利益とは、企業買収によって生じるのれんの償却額等を除外して算出される営業利益のことです。
3  有利子負債残高は、短期借入金と長期借入金（1年以内返済予定を含む）を合算したものです。
4  2013年10月1日付で、普通株式1株につき10株の割合をもって株式分割を行いました。本統合報告書においては、過去からの推移や比較を考慮し、 

株式分割前実績についても、株式分割後の株数に基づく数値で記載することとしました。これにより、1株当たり配当金については2014年3月期第2四半期末配当以前、 
その他のすべての1株当たり指標については2013年3月期以前の数値に修正を加えています。

5 のれん償却前オペレーティング・マージンは、売上総利益に対するのれん償却前営業利益の比率を表示しています。
6   オペレーティング・マージンは、売上総利益に対する営業利益の比率を表示しています。
7 人件費比率は、売上総利益に対する人件費の比率を表示しています。
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業種別売上高  百万円

各表示年の3月31日に終了した会計年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 構成比

エネルギー・素材・機械 ¥ 18,271 ¥ 19,480 ¥ 14,563 ¥   12,732 ¥   10,747 ¥   12,458 ¥   13,945 ¥   14,373 ¥   16,451 ¥   20,462 1.9%
食品 69,828 71,209 71,990 72,936 71,125 69,496 76,404 80,531 80,967 76,690 7.0%
飲料・嗜好品 108,105 110,635 115,521 115,612 122,319 117,387 118,562 122,138 118,410 119,396 10.8%
薬品・医療用品 42,901 42,427 46,385 49,579 49,473 53,673 53,123 46,655 46,821 50,135 4.5%
化粧品・トイレタリー 64,290 64,882 65,181 64,215 66,386 68,413 71,920 76,595 79,167 80,631 7.3%
ファッション・アクセサリー 10,966 11,625 12,830 13,775 14,378 12,648 13,485 18,126 17,965 16,034 1.5%
精密機器・事務用品 9,398 11,102 10,837 10,504 8,675 6,641 7,616 9,996 9,000 9,137 0.8%
家電・AV機器 26,820 28,655 32,384 28,725 25,811 29,071 26,696 25,031 25,290 22,841 2.1%
自動車・関連品 93,631 97,182 107,518 121,744 140,320 138,721 133,559 127,021 139,097 128,027 11.6%
家庭用品 16,998 16,169 16,772 17,733 16,805 17,409 19,140 23,179 25,508 22,900 2.1%
ゲーム・スポーツ・趣味用品 18,929 16,686 15,491 14,892 14,051 12,737 15,930 18,124 26,470 25,040 2.3%
不動産・住宅設備 31,413 36,054 40,525 43,159 45,212 40,827 42,686 45,401 48,184 51,341 4.7%
出版 22,381 22,051 20,659 22,862 25,023 23,112 23,688 17,822 17,582 15,574 1.4%
情報・通信 93,215 97,409 94,919 102,251 100,491 103,595 114,444 118,410 125,302 134,784 12.2%
流通・小売業 41,797 39,855 41,760 46,755 49,857 48,236 59,427 58,586 48,510 52,915 4.8%
金融・保険 52,515 51,133 47,539 46,867 53,288 58,995 60,148 58,725 67,645 69,055 6.3%
交通・レジャー 42,464 36,702 36,413 43,934 41,429 45,780 53,159 53,109 64,431 65,032 5.9%
外食・各種サービス 27,282 23,159 25,296 23,542 23,434 27,676 32,463 36,474 44,794 55,244 5.0%
官公庁・団体 18,329 15,205 12,727 15,184 14,577 16,687 15,790 16,349 18,302 18,222 1.7%
教育・医療サービス・宗教 7,171 7,617 7,622 11,610 13,989 16,512 14,543 13,564 14,729 13,795 1.3%
案内・その他 39,241 42,057 43,927 45,005 45,879 48,368 53,442 54,107 56,839 55,524 5.0%
上記合計 855,956 861,307 880,859 923,616 953,268 968,442 1,020,167 1,034,317 1,091,466 1,102,780 100.0%
上記以外計 61,108 75,169 97,462 121,815 142,641 162,623 195,083 221,158 243,565 342,835
合計 ¥917,065 ¥936,476 ¥978,321 ¥1,045,431 ¥1,095,909 ¥1,131,064 ¥1,215,250 ¥1,255,474 ¥1,335,030 ¥1,445,614

*  2019年3月期より業種別売上高の集計において、一部の得意先の業種区分をビジネスの実態に合わせて変更しました。そのため、2017年3月期並びに2018年3月期の実績も新たな 
集計方法で集計し直しています。

種目別売上高 百万円

各表示年の3月31日に終了した会計年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 構成比

マスメディア広告
　新聞 ¥ 81,404 ¥ 67,992 ¥ 68,003 ¥   66,433 ¥   67,449 ¥   64,759 ¥   64,024 ¥   59,541 ¥   55,664 ¥   48,022 4.0%
　雑誌 27,612 24,612 23,844 23,719 24,190 23,649 22,433 20,298 20,753 17,984 1.5%
　ラジオ 16,623 15,638 15,086 14,618 13,991 14,433 14,012 13,646 13,209 13,690 1.1%
　テレビ 380,843 386,414 394,581 420,512 427,508 431,048 437,188 436,864 442,514 439,036 36.5%
　合計 506,483 494,658 501,514 525,282 533,138 533,889 537,658 530,349 532,140 518,732 43.1%

その他の広告
　インターネットメディア 41,522 56,269 80,473 92,319 100,558 109,662 135,489 181,777 200,842 233,570 19.4%
　アウトドアメディア 34,337 36,791 37,333 39,096 41,633 40,044 40,873 40,588 42,722 38,273 3.2%
　クリエイティブ 85,831 93,020 100,723 108,091 113,711 114,972 119,858 126,564 134,888 141,212 11.7%
　マーケティング／プロモーション 172,296 164,886 170,266 192,407 202,630 206,135 221,078 216,016 235,460 243,225 20.2%
　その他 15,484 15,681 19,059 19,062 19,773 20,530 25,317 24,548 27,816 27,354 2.3%
　合計 349,472 366,649 407,854 450,975 478,305 491,344 542,615 589,493 641,728 683,634 56.9%
上記合計 855,956 861,307 909,368 976,256 1,011,443 1,025,233 1,080,272 1,119,842 1,173,868 1,202,366 100.0%
上記以外計 61,108 75,169 68,953 69,175 84,466 105,832 134,978 135,633 161,163 243,248
合計 ¥917,065 ¥936,476 ¥978,321 ¥1,045,431 ¥1,095,909 ¥1,131,064 ¥1,215,250 ¥1,255,474 ¥1,335,030 ¥1,445,614

業種別・種目別売上高データ
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業種別売上高  百万円

各表示年の3月31日に終了した会計年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 構成比

エネルギー・素材・機械 ¥ 18,271 ¥ 19,480 ¥ 14,563 ¥   12,732 ¥   10,747 ¥   12,458 ¥   13,945 ¥   14,373 ¥   16,451 ¥   20,462 1.9%
食品 69,828 71,209 71,990 72,936 71,125 69,496 76,404 80,531 80,967 76,690 7.0%
飲料・嗜好品 108,105 110,635 115,521 115,612 122,319 117,387 118,562 122,138 118,410 119,396 10.8%
薬品・医療用品 42,901 42,427 46,385 49,579 49,473 53,673 53,123 46,655 46,821 50,135 4.5%
化粧品・トイレタリー 64,290 64,882 65,181 64,215 66,386 68,413 71,920 76,595 79,167 80,631 7.3%
ファッション・アクセサリー 10,966 11,625 12,830 13,775 14,378 12,648 13,485 18,126 17,965 16,034 1.5%
精密機器・事務用品 9,398 11,102 10,837 10,504 8,675 6,641 7,616 9,996 9,000 9,137 0.8%
家電・AV機器 26,820 28,655 32,384 28,725 25,811 29,071 26,696 25,031 25,290 22,841 2.1%
自動車・関連品 93,631 97,182 107,518 121,744 140,320 138,721 133,559 127,021 139,097 128,027 11.6%
家庭用品 16,998 16,169 16,772 17,733 16,805 17,409 19,140 23,179 25,508 22,900 2.1%
ゲーム・スポーツ・趣味用品 18,929 16,686 15,491 14,892 14,051 12,737 15,930 18,124 26,470 25,040 2.3%
不動産・住宅設備 31,413 36,054 40,525 43,159 45,212 40,827 42,686 45,401 48,184 51,341 4.7%
出版 22,381 22,051 20,659 22,862 25,023 23,112 23,688 17,822 17,582 15,574 1.4%
情報・通信 93,215 97,409 94,919 102,251 100,491 103,595 114,444 118,410 125,302 134,784 12.2%
流通・小売業 41,797 39,855 41,760 46,755 49,857 48,236 59,427 58,586 48,510 52,915 4.8%
金融・保険 52,515 51,133 47,539 46,867 53,288 58,995 60,148 58,725 67,645 69,055 6.3%
交通・レジャー 42,464 36,702 36,413 43,934 41,429 45,780 53,159 53,109 64,431 65,032 5.9%
外食・各種サービス 27,282 23,159 25,296 23,542 23,434 27,676 32,463 36,474 44,794 55,244 5.0%
官公庁・団体 18,329 15,205 12,727 15,184 14,577 16,687 15,790 16,349 18,302 18,222 1.7%
教育・医療サービス・宗教 7,171 7,617 7,622 11,610 13,989 16,512 14,543 13,564 14,729 13,795 1.3%
案内・その他 39,241 42,057 43,927 45,005 45,879 48,368 53,442 54,107 56,839 55,524 5.0%
上記合計 855,956 861,307 880,859 923,616 953,268 968,442 1,020,167 1,034,317 1,091,466 1,102,780 100.0%
上記以外計 61,108 75,169 97,462 121,815 142,641 162,623 195,083 221,158 243,565 342,835
合計 ¥917,065 ¥936,476 ¥978,321 ¥1,045,431 ¥1,095,909 ¥1,131,064 ¥1,215,250 ¥1,255,474 ¥1,335,030 ¥1,445,614

*  2019年3月期より業種別売上高の集計において、一部の得意先の業種区分をビジネスの実態に合わせて変更しました。そのため、2017年3月期並びに2018年3月期の実績も新たな 
集計方法で集計し直しています。

種目別売上高 百万円

各表示年の3月31日に終了した会計年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 構成比

マスメディア広告
　新聞 ¥ 81,404 ¥ 67,992 ¥ 68,003 ¥   66,433 ¥   67,449 ¥   64,759 ¥   64,024 ¥   59,541 ¥   55,664 ¥   48,022 4.0%
　雑誌 27,612 24,612 23,844 23,719 24,190 23,649 22,433 20,298 20,753 17,984 1.5%
　ラジオ 16,623 15,638 15,086 14,618 13,991 14,433 14,012 13,646 13,209 13,690 1.1%
　テレビ 380,843 386,414 394,581 420,512 427,508 431,048 437,188 436,864 442,514 439,036 36.5%
　合計 506,483 494,658 501,514 525,282 533,138 533,889 537,658 530,349 532,140 518,732 43.1%

その他の広告
　インターネットメディア 41,522 56,269 80,473 92,319 100,558 109,662 135,489 181,777 200,842 233,570 19.4%
　アウトドアメディア 34,337 36,791 37,333 39,096 41,633 40,044 40,873 40,588 42,722 38,273 3.2%
　クリエイティブ 85,831 93,020 100,723 108,091 113,711 114,972 119,858 126,564 134,888 141,212 11.7%
　マーケティング／プロモーション 172,296 164,886 170,266 192,407 202,630 206,135 221,078 216,016 235,460 243,225 20.2%
　その他 15,484 15,681 19,059 19,062 19,773 20,530 25,317 24,548 27,816 27,354 2.3%
　合計 349,472 366,649 407,854 450,975 478,305 491,344 542,615 589,493 641,728 683,634 56.9%
上記合計 855,956 861,307 909,368 976,256 1,011,443 1,025,233 1,080,272 1,119,842 1,173,868 1,202,366 100.0%
上記以外計 61,108 75,169 68,953 69,175 84,466 105,832 134,978 135,633 161,163 243,248
合計 ¥917,065 ¥936,476 ¥978,321 ¥1,045,431 ¥1,095,909 ¥1,131,064 ¥1,215,250 ¥1,255,474 ¥1,335,030 ¥1,445,614
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0 100,000 200,000 300,000 400,000

業種別売上高

百万円 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期

情報・通信 118,410 125,302 134,784

自動車・関連品 127,021 139,097 128,027

飲料・嗜好品 122,138 118,410 119,396

化粧品・トイレタリー 76,595 79,167 80,631

食品 80,531 80,967 76,690

金融・保険 58,725 67,645 69,055

交通・レジャー 53,109 64,431 65,032

外食・各種サービス 36,474 44,794 55,244

流通・小売業 58,586 48,510 52,915

不動産・住宅設備 45,401 48,184 51,341

薬品・医療用品 46,655 46,821 50,135

ゲーム・スポーツ・ 
趣味用品

18,124 26,470 25,040

家庭用品 23,179 25,508 22,900

家電・AV機器 25,031 25,290 22,841

エネルギー・素材・機械 14,373 16,451 20,462

官公庁・団体 16,349 18,302 18,222

ファッション・ 
アクセサリー

18,126 17,965 16,034

出版 17,822 17,582 15,574

教育・医療サービス・宗教 13,564 14,729 13,795

精密機器・事務用品 9,996 9,000 9,137

案内・その他 54,107 56,839 55,524

上記以外 計 221,158 243,565 342,835

*1 業種別売上高グラフは、2019年3月期実績を基準に上位順に並べ替えています。
*2 2019年3月期より業種別売上高の集計において、一部の得意先の業種区分をビジネスの実態に合わせて変更しました。そのため、2017年3月期並びに2018年3月期の実績も新たな集

計方法で集計し直しています。
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種目別売上高・構成比

* 4マスメディア

新聞 国内で掲載・放送された広告枠の取引及び海外で掲載・放送された輸出広告枠の取引の合計となっています。

雑誌

ラジオ

テレビ 国内で掲載・放送された広告枠の取引及び海外で掲載・放送された輸出広告枠の取引の合計となっています。また、 
衛星放送も含まれます。

** 4マスメディア以外

インターネットメディア インターネット、モバイル広告、リスティング広告枠の取引及び運用が含まれます。 
なお、これらに関わる広告表現の立案、広告制作に関する取引は「クリエイティブ」に含まれます。

アウトドアメディア 屋外広告、交通広告、折込広告等の掲出料及び制作費等の合計となっています。

クリエイティブ 「新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・インターネット」の広告表現立案及び広告制作、広告出演者の契約料等が含まれます。

マーケティング／ 
プロモーション

マーケティング、コミュニケーション、ブランド領域におけるコンサルティング、プランニング、調査業務等に関する取引及
びSP、イベント、PR、CRM（カスタマーリレーションシップマネジメント）等のコンサルティング、プランニング、 
実施作業に関する取引等が含まれます。

その他 スポーツ、エンタテインメント、その他コンテンツ等に関する取引が含まれています。

百万円

4マスメディア以外 **

インターネットメディア 233,570  19.4% 

アウトドアメディア 38,273  3.2% 

クリエイティブ 141,212  11.7% 

マーケティング／
プロモーション 243,225  20.2% 

その他 27,354  2.3% 

合計 683,634  56.9% 

2019年3月期

4マスメディア*

新聞 48,022  4.0% 

雑誌 17,984  1.5% 

ラジオ 13,690  1.1% 

テレビ 439,036  36.5% 

合計 518,732 43.1% 

4マスメディア以外 **

インターネットメディア 200,842  17.1% 

アウトドアメディア 42,722  3.6%  

クリエイティブ 134,888  11.5% 

マーケティング／
プロモーション 235,460  20.1% 

その他 27,816  2.4% 

合計 641,728  54.7%

百万円 2018年3月期

4マスメディア*

新聞 55,664  4.7%

雑誌 20,753  1.8%

ラジオ 13,209  1.1%

テレビ 442,514  37.7%

合計 532,140  45.3%
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財務ハイライト 業績推移 単体種目別売上高・構成比

•  売上高は、前年同期比＋518億円（＋5.5%）の増収。主な増加業種は「外食・各種サービス」「情報・
通信」、減少業種は「自動車・関連品」「ファッション・アクセサリー」。

•  博報堂単体の堅調な伸びとアジアにおける新規M&Aの寄与で増収。

•  増収と売上総利益率の向上により販管費増を吸収し経常利益は増益。また、年金制度変更で特別利益の
計上があり、親会社株主に帰属する当期純利益は大幅増益。

百万円

各表示年の3月31日に終了した会計年度 2015 2016 2017 2018 2019

売上高 832,528 875,294 880,295 947,054 998,909

経常利益 27,083 30,429 29,799 34,220 39,175

親会社株主に帰属する当期純利益 14,281 18,017 18,598 20,424 36,279

•  売上高は、前年同期比–77億円（–4.6%）の減収。主な増加業種は「金融・保険」「薬品・医療用品」、
減少業種は「飲料・嗜好品」「案内・その他」。

•  前年同期に大きく伸びた得意先の反動減などもあり減収。

•  売上総利益率は向上したものの、減収による売上総利益減と販管費増により、経常利益、親会社株主に
帰属する当期純利益ともに大幅な減益。

百万円

各表示年の3月31日に終了した会計年度 2015 2016 2017 2018 2019

売上高 147,736 155,237 161,094 167,636 159,855

経常利益 1,873 2,817 3,367 3,866 3,107

親会社株主に帰属する当期純利益 1,119 3,370 2,138 2,451 2,204

•  売上高は、前年同期比＋7億円（＋1.0%）の増収。主な増加業種は「エネルギー・素材・機械」「飲料・
嗜好品」、減少業種は「自動車・関連品」「食品」。

•  増収に加え、売上総利益率の向上、販管費コントロールにより経常利益、親会社株主に帰属する当期純利
益ともに大幅増益。

百万円

各表示年の3月31日に終了した会計年度 2015 2016 2017 2018 2019

売上高 73,041 74,744 73,346 73,025 73,756

経常利益 668 1,324 1,113 1,591 2,040

親会社株主に帰属する当期純利益 42 1,529 631 1,003 1,307

各事業会社別（連結）財務ハイライト

博報堂

大広

読売広告社
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財務ハイライト 業績推移 単体種目別売上高・構成比

•  売上高は、前年同期比＋518億円（＋5.5%）の増収。主な増加業種は「外食・各種サービス」「情報・
通信」、減少業種は「自動車・関連品」「ファッション・アクセサリー」。

•  博報堂単体の堅調な伸びとアジアにおける新規M&Aの寄与で増収。

•  増収と売上総利益率の向上により販管費増を吸収し経常利益は増益。また、年金制度変更で特別利益の
計上があり、親会社株主に帰属する当期純利益は大幅増益。

百万円

各表示年の3月31日に終了した会計年度 2015 2016 2017 2018 2019

売上高 832,528 875,294 880,295 947,054 998,909

経常利益 27,083 30,429 29,799 34,220 39,175

親会社株主に帰属する当期純利益 14,281 18,017 18,598 20,424 36,279

•  売上高は、前年同期比–77億円（–4.6%）の減収。主な増加業種は「金融・保険」「薬品・医療用品」、
減少業種は「飲料・嗜好品」「案内・その他」。

•  前年同期に大きく伸びた得意先の反動減などもあり減収。

•  売上総利益率は向上したものの、減収による売上総利益減と販管費増により、経常利益、親会社株主に
帰属する当期純利益ともに大幅な減益。

百万円

各表示年の3月31日に終了した会計年度 2015 2016 2017 2018 2019

売上高 147,736 155,237 161,094 167,636 159,855

経常利益 1,873 2,817 3,367 3,866 3,107

親会社株主に帰属する当期純利益 1,119 3,370 2,138 2,451 2,204

•  売上高は、前年同期比＋7億円（＋1.0%）の増収。主な増加業種は「エネルギー・素材・機械」「飲料・
嗜好品」、減少業種は「自動車・関連品」「食品」。

•  増収に加え、売上総利益率の向上、販管費コントロールにより経常利益、親会社株主に帰属する当期純利
益ともに大幅増益。

百万円

各表示年の3月31日に終了した会計年度 2015 2016 2017 2018 2019

売上高 73,041 74,744 73,346 73,025 73,756

経常利益 668 1,324 1,113 1,591 2,040

親会社株主に帰属する当期純利益 42 1,529 631 1,003 1,307
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売上高 経常利益（右軸）

インターネットメディア 83,236
 11.2%
アウトドアメディア 20,880
 2.8%
クリエイティブ 110,085
 14.7%
マーケティング／ 158,026
プロモーション 21.2%

その他 11,845
 1.6%  

新聞 29,658
 4.0%
雑誌 10,459
 1.4%
ラジオ 6,909
 0.9%
テレビ 315,408
 42.3%

百万円2019年3月期

百万円2019年3月期

新聞 4,266
 6.0%
雑誌 1,089
 1.5%
ラジオ 1,187
 1.7%
テレビ 23,296
 32.8%

インターネットメディア 4,599
 6.5%
アウトドアメディア 3,429
 4.8%
クリエイティブ 8,302
 11.7%
マーケティング／ 20,509
プロモーション 28.9%

その他 4,361
 6.1%  

百万円2019年3月期

インターネットメディア 7,627
 6.4%
アウトドアメディア 7,760
 6.5%
クリエイティブ 12,066
 10.1%
マーケティング／ 20,626
プロモーション 17.3%

その他 2,605
 2.2%  

新聞 11,215
 9.4%
雑誌 1,327
 1.1%
ラジオ 1,997
 1.7%
テレビ 53,983
 45.3%
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大株主（上位10名） 持株数（株） 持株比率

1 公益財団法人博報児童教育振興会 70,605,350 18.15

2 一般社団法人博政会 18,619,700 4.78

3 株式会社博報堂ＤＹホールディングス 15,904,742 4.08

4 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 12,767,700 3.28

5 株式会社朝日新聞社 11,223,490 2.88

6 一般社団法人フラタニテ 11,000,000 2.82

7 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 10,045,600 2.58

8 日本テレビ放送網株式会社 8,620,000 2.21

9 博報堂ＤＹホールディングス社員持株会 8,512,217 2.18

10 第一生命保険株式会社 6,930,500 1.78

発行可能株式総数 1,500,000,000株

発行済株式総数 388,954,044株

株主数 6,584名

株式情報
2019年3月31日現在

株価 出来高

4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3

株価及び出来高の推移
2018年 3月期 2019年 3月期2017年 3月期2016年 3月期2015年 3月期円／十万株

期間高値 1,395 1,467 1,495 1,697 2,048

期間安値 701 1,095 1,049 1,287 1,429

期末株価 1,279 1,275 1,320 1,463 1,778

0
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所有者別株式分布状況

    金融機関　　　証券会社　　　その他の国内法人　　　外国法人等　　　個人・その他（自己株式含む）

388,558,100

388,753,986

388,954,044

発行済株式総数（株）

2019年3月期

2018年3月期

2015年3月期

15.9% 1.0% 36.1% 16.5% 30.4%

17.1% 0.9% 38.1% 17.2% 26.8%

16.9% 0.7% 38.5% 17.0% 26.9%

0 20 40 60 80 100 （%）
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財務レビュー

本統合報告書の作成と監査の位置付けについて

本（和文）統合報告書の財務レビューは、有限責任あずさ監査法人（KPMG AZSA LLC）の監査を受けた第16期の
有価証券報告書に記載されている連結財務諸表を含む財務内容を抜粋し、一部レイアウトを変更して掲載しております。
また、内容に関しては、有価証券報告書と相違が生じないように配慮して制作しております。
　なお、統合報告書の公平性及び充実化の観点から、和文統合報告書を英訳した英文統合報告書も作成し、皆様にご提
供することとしました。今回の英文統合報告書の財務レビューは、有価証券報告書の財務内容を抜粋した和文統合報告
書の英訳となります。また、和文統合報告書と英文統合報告書とで内容の重要な相違が生じないように配慮して英文
統合報告書を作成しております。
　但し、統合報告書自体は、和英ともに、有限責任あずさ監査法人による監査の対象とはなっておりません。
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百万円

 前連結会計年度
 （2018年3月31日）

 当連結会計年度
 （2019年3月31日）

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 ※1 146,171 ※1 154,762

　　受取手形及び売掛金 ※5 338,073 ※5 366,133

　　有価証券 4,609 41,729

　　金銭債権信託受益権 4,725 4,274

　　たな卸資産 ※2 20,566 ※2 18,674

　　短期貸付金 1,756 767

　　その他 23,805 28,120

　　貸倒引当金 △803 △666

　　流動資産合計 538,905 613,795

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物 31,796 36,423

　　　　減価償却累計額 △15,152 △17,623

　　　　建物及び構築物（純額） 16,644 18,800

　　　土地 11,747 11,747

　　　その他 14,305 15,133

　　　　減価償却累計額 △9,245 △10,045

　　　　その他（純額） 5,059 5,087

　　　有形固定資産合計 33,452 35,635

　　無形固定資産

　　　ソフトウエア 7,702 8,747

　　　のれん 31,173 30,730

　　　その他 4,502 14,801

　　　無形固定資産合計 43,378 54,279

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 ※1, ※3 119,813 ※1, ※3 163,101

　　　長期貸付金 948 850

　　　退職給付に係る資産 28,616 8,389

　　　繰延税金資産 11,749 7,131

　　　その他 ※3 23,517 ※3 24,411

　　　貸倒引当金 △2,246 △2,049

　　　投資その他の資産合計 182,399 201,836

　　固定資産合計 259,230 291,751

　資産合計 798,135 905,547

※連結財務諸表注記をご参照ください。

連結貸借対照表
2019年及び2018年3月31日現在
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百万円

 前連結会計年度
 （2018年3月31日）

 当連結会計年度
 （2019年3月31日）

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 ※5 297,706 ※5 313,612

　　短期借入金 8,062 8,867

　　1年内返済予定の長期借入金 597 904

　　未払費用 13,807 14,695

　　未払法人税等 10,554 16,193

　　資産除去債務 14 318

　　賞与引当金 28,350 29,958

　　役員賞与引当金 857 750

　　債務保証損失引当金 50 50

　　その他 30,851 42,193

　　流動負債合計 390,851 427,544

　固定負債

　　長期借入金 1,296 106,280

　　繰延税金負債 14,080 23,988

　　役員退職慰労引当金 357 396

　　退職給付に係る負債 18,624 15,543

　　その他 5,557 15,099

　　固定負債合計 39,916 161,308

　負債合計 430,768 588,852

純資産の部

　株主資本

　　資本金 10,154 10,325

　　資本剰余金 87,742 —

　　利益剰余金 195,914 227,909

　　自己株式 △11,371 △11,371

　　株主資本合計 282,439 226,862

　その他の包括利益累計額

　　その他有価証券評価差額金 53,848 60,151

　　繰延ヘッジ損益 △6 —

　　為替換算調整勘定 △612 △3,460

　　退職給付に係る調整累計額 7,450 △989

　　その他の包括利益累計額合計 60,679 55,701

　新株予約権 454 180

　非支配株主持分 23,793 33,950

　純資産合計 367,367 316,694

負債純資産合計 798,135 905,547
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百万円

前連結会計年度
（自 2017年4月1日　至 2018年3月31日）

当連結会計年度
（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）

売上高 1,335,030 1,445,614
売上原価 ※1 1,062,695 ※1 1,120,698
売上総利益 272,335 324,916
販売費及び一般管理費
　給料及び手当 90,014 110,499
　退職給付費用 2,539 2,734
　賞与引当金繰入額 25,017 26,402
　役員退職慰労引当金繰入額 201 89
　役員賞与引当金繰入額 777 731
　のれん償却額 2,985 4,938
　貸倒引当金繰入額 69 △14
　その他 98,542 114,142
　販売費及び一般管理費合計 220,147 259,523
営業利益 52,187 65,392
営業外収益
　受取利息 269 330
　受取配当金 1,508 1,900
　持分法による投資利益 258 375
　投資事業組合運用益 195 910
　保険解約返戻金 89 32
　その他 486 627
　営業外収益合計 2,807 4,175
営業外費用
　支払利息 183 411
　為替差損 290 87
　支払手数料 1 144
　その他 155 115
　営業外費用合計 631 758
経常利益 54,364 68,809
特別利益
　退職給付制度終了益 — 3,564
　退職給付信託返還益 — 16,232
　固定資産売却益 ※2 15 ※2 12
　投資有価証券売却益 14 1,337
　関係会社株式売却益 380 229
　段階取得に係る差益 1,037 —
　負ののれん発生益 149 117
　その他 111 353
　特別利益合計 1,709 21,848

連結損益計算書

連結損益計算書及び連結包括利益計算書
2019年及び2018年3月31日終了年度
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百万円

前連結会計年度
（自 2017年4月1日　至 2018年3月31日）

当連結会計年度
（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）

当期純利益 33,191 55,085

その他の包括利益

　その他有価証券評価差額金 ※1 15,450 ※1 25,993

　繰延ヘッジ損益 ※1 △6 ※1 6

　為替換算調整勘定 ※1 413 ※1 △3,025

　退職給付に係る調整額 ※1 3,099 ※1 △8,440

　持分法適用会社に対する持分相当額 ※1 32 ※1 △141

　その他の包括利益合計 ※1 18,988 ※1 14,392

包括利益 52,180 69,477

（内訳）

　親会社株主に係る包括利益 48,729 42,430

　非支配株主に係る包括利益 3,450 27,047

※連結財務諸表注記をご参照ください。

連結包括利益計算書

百万円

前連結会計年度
（自 2017年4月1日　至 2018年3月31日）

当連結会計年度
（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）

特別損失
　自己新株予約権消却損 — 1,374
　固定資産売却損 ※3 4 ※3 10
　減損損失 ※4 269 ※4 62
　投資有価証券売却損 4 —
　関係会社株式売却損 71 —
　投資有価証券評価損 206 766
　事務所移転費用 724 556
　特別退職金 3,583 799
　関係会社整理損 24 —
　その他 ※5 555 ※5 1,222
　特別損失合計 5,445 4,792
税金等調整前当期純利益 50,628 85,866
法人税、住民税及び事業税 18,441 24,473
法人税等調整額 △1,004 6,306
法人税等合計 17,437 30,780
当期純利益 33,191 55,085
非支配株主に帰属する当期純利益 3,356 7,677
親会社株主に帰属する当期純利益 29,834 47,408

※連結財務諸表注記をご参照ください。
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百万円

 前連結会計年度
（自 2017年4月1日　至 2018年3月31日）

 当連結会計年度
（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）

株主資本
　資本金
　　前期末残高 10,000 10,154
　　当期変動額
　　　新株の発行 154 170
　　当期変動額合計 154 170
　　当期末残高 10,154 10,325
　資本剰余金
　　前期末残高 88,885 87,742
　　当期変動額
　　　新株の発行 154 170
　　　非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 △1,297 △93,261
　　　利益剰余金から資本剰余金への振替 — 5,348
　　当期変動額合計 △1,143 △87,742
　　当期末残高 87,742 —
　利益剰余金
　　前期末残高 175,407 195,914
　　当期変動額
　　　剰余金の配当 △9,318 △10,069
　　　親会社株主に帰属する当期純利益 29,834 47,408
　　　持分法適用会社の減少に伴う利益剰余金の減少高 △9 —
　　　持分法の適用範囲の変動 — 5
　　　利益剰余金から資本剰余金への振替 — △5,348
　　当期変動額合計 20,506 31,995
　　当期末残高 195,914 227,909
　自己株式
　　前期末残高 △11,370 △11,371
　　当期変動額
　　　自己株式の取得 △0 △0
　　当期変動額合計 △0 △0
　　当期末残高 △11,371 △11,371
　株主資本合計
　　前期末残高 262,922 282,439
　　当期変動額
　　　新株の発行 309 341
　　　非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 △1,297 △93,261
　　　剰余金の配当 △9,318 △10,069
　　　親会社株主に帰属する当期純利益 29,834 47,408
　　　持分法適用会社の減少に伴う利益剰余金の減少高 △9 —
　　　持分法の適用範囲の変動 — 5
　　　自己株式の取得 △0 △0
　　　利益剰余金から資本剰余金への振替 — —
　　当期変動額合計 19,517 △55,576
　　当期末残高 282,439 226,862

連結株主資本等変動計算書
2019年及び2018年3月31日終了年度
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百万円

 前連結会計年度
（自 2017年4月1日　至 2018年3月31日）

 当連結会計年度
（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）

その他の包括利益累計額
　その他有価証券評価差額金
　　前期末残高 38,324 53,848
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15,523 6,303
　　当期変動額合計 15,523 6,303
　　当期末残高 53,848 60,151
　繰延ヘッジ損益
　　前期末残高 — △6
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 6
　　当期変動額合計 △6 6
　　当期末残高 △6 —
　為替換算調整勘定
　　前期末残高 △890 △612
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 277 △2,847
　　当期変動額合計 277 △2,847
　　当期末残高 △612 △3,460
　退職給付に係る調整累計額
　　前期末残高 4,350 7,450
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,099 △8,440
　　当期変動額合計 3,099 △8,440
　　当期末残高 7,450 △989
　その他の包括利益累計額合計
　　前期末残高 41,784 60,679
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18,894 △4,977
　　当期変動額合計 18,894 △4,977
　　当期末残高 60,679 55,701
新株予約権
　前期末残高 283 454
　当期変動額
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 171 △274
　当期変動額合計 171 △274
　当期末残高 454 180
非支配株主持分
　前期末残高 20,828 23,793
　当期変動額
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,965 10,156
　当期変動額合計 2,965 10,156
　当期末残高 23,793 33,950
純資産合計
　前期末残高 325,818 367,367
　当期変動額
　　新株の発行 309 341
　　非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 △1,297 △93,261
　　剰余金の配当 △9,318 △10,069
　　親会社株主に帰属する当期純利益 29,834 47,408
　　持分法適用会社の減少に伴う利益剰余金の減少高 △9 —
　　持分法の適用範囲の変動 — 5
　　自己株式の取得 △0 △0
　　利益剰余金から資本剰余金への振替 — —
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,031 4,903
　当期変動額合計 41,548 △50,672
　当期末残高 367,367 316,694
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百万円

前連結会計年度
（自 2017年4月1日　至 2018年3月31日）

当連結会計年度
（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益 50,628 85,866
　退職給付制度終了益 — △3,564
　自己新株予約権消却損 — 1,374
　減価償却費 5,174 7,088
　減損損失 269 62
　のれん償却額 2,985 4,938
　負ののれん発生益 △149 △117
　賞与引当金の増減額（△は減少） 3,983 1,599
　役員賞与引当金の増減額（△は減少） 254 △104
　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,757 △570
　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,511 15
　貸倒引当金の増減額（△は減少） △208 △437
　受取利息及び受取配当金 △1,777 △2,230
　支払利息 183 411
　為替差損益（△は益） 191 99
　持分法による投資損益（△は益） △258 △375
　投資有価証券売却損益（△は益） △9 △1,337
　関係会社株式売却損益（△は益） △309 △229
　投資有価証券評価損益（△は益） 206 766
　固定資産売却損益（△は益） △11 △2
　売上債権の増減額（△は増加） △22,632 △18,611
　たな卸資産の増減額（△は増加） △1,438 2,668
　仕入債務の増減額（△は減少） 13,723 6,448
　退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △5,225 5,628
　その他 6,874 △16,807
　小計 49,185 72,578
　利息及び配当金の受取額 2,154 2,445
　利息の支払額 △234 △423
　法人税等の支払額 △18,733 △21,077
　営業活動によるキャッシュ・フロー 32,372 53,522

連結キャッシュ・フロー計算書
2019年及び2018年3月31日終了年度
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百万円

前連結会計年度
（自 2017年4月1日　至 2018年3月31日）

当連結会計年度
（自 2018年4月1日　至 2019年3月31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 △2,645 △3,307
　定期預金の払戻による収入 2,559 2,726
　有価証券の取得による支出 △35 —
　有価証券の売却による収入 1,000 —
　有形固定資産の取得による支出 △2,938 △5,314
　有形固定資産の売却による収入 33 41
　無形固定資産の取得による支出 △3,474 △4,828
　投資有価証券の取得による支出 △3,001 △2,667
　投資有価証券の売却による収入 528 2,544
　出資金の払込による支出 △123 △139
　出資金の回収による収入 0 —
　 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 ※2 △9,902 ※2 △11,553

　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 — ※2 513
　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 ※3 △4 ※3 △360
　子会社株式及び出資金の取得による支出 △1,339 △2,032
　敷金の差入による支出 △1,349 △1,192
　敷金の回収による収入 165 582
　短期貸付金の増減額（△は増加） 109 1,519
　長期貸付けによる支出 △511 △17
　長期貸付金の回収による収入 74 31
　金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） 387 490
　その他 △33 150
　投資活動によるキャッシュ・フロー △20,499 △22,815
財務活動によるキャッシュ・フロー
　自己新株予約権の取得による支出 — △1,629
　 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 

売却による収入 — 20

　短期借入金の増減額（△は減少） △1,911 △384
　長期借入れによる収入 106 105,534
　長期借入金の返済による支出 △778 △942
　ファイナンス・リース債務の返済による支出 △214 △285
　自己株式の取得による支出 △0 △0
　子会社の自己株式の取得による支出 △4 △25
　 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 △1,507 △113,140

　配当金の支払額 △9,309 △10,055
　非支配株主への配当金の支払額 △1,037 △1,740
　非支配株主からの払込みによる収入 273 145
　ストックオプションの行使による収入 31 553
　その他 △50 △23
　財務活動によるキャッシュ・フロー △14,401 △21,974
現金及び現金同等物に係る換算差額 △308 △860
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,837 7,872
現金及び現金同等物の期首残高 146,688 143,850
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 — 432
現金及び現金同等物の期末残高 ※1 143,850 ※1 152,154

※連結財務諸表注記をご参照ください。
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連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
（1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。）

に基づいて作成しております。

　なお、当連結会計年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（2018年3月23日内閣府令第7号。以下「改正府令」という。）による改正後の連結財務諸表規則

第15条の5第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しており

ます。

（2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という）に

基づいて作成しております。

　なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規則により財務諸表を作成しております。

監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）及び事業年度 

（2018年4月1日から2019年3月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任あずさ監査法人の監査を受けております。

連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて
　当社は、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。具体的には、会計基準等の変更等を適切に把握し対応するた

め、公益財団法人財務会計基準機構に加入しております。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
1 連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数

　302社

　主要な連結子会社はP119 ～ P122をご参照ください。

　なお、（株）Sports Technology Lab外19社は新規設立のため、日本トータルテレマーケティング（株）外16社は株式を取得したため、

Kepler Group LLC外3社は出資金を取得したため、省广博報堂整合営銷有限公司は実質支配力基準により子会社となったため、連結の範囲に

加えております。また、（株）Pechat外11社は会社清算のため、（株）H.M.マーケティングリサーチ外1社は株式を売却したため、レッドオスカー

キャピタル（株）外2社は（株）セレブリックス等に吸収合併されたため、連結の範囲から除いております。

（2）主要な非連結子会社名

　NTMサービス（株）

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためであります。

2 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した非連結子会社数

　該当事項はありません。

（2）持分法を適用した関連会社数

　66社

（主要な会社等の名称）

　（株）スーパーネットワーク、（株）アドスタッフ博報堂、（株）広告EDIセンター、（株）mediba、TBWA\HAKUHODO China Ltd.

　（株）SHマーケティング外2社は新規設立のため、（株）ハルマリ外1社は株式取得のため、（株）H.M.マーケティングリサーチは株式売却により

連結財務諸表注記
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子会社から関連会社となったため、FLP Singapore Pte Ltdは重要性が増したため、持分法の適用対象としております。また、（株）環境計画研

究所は株式取得により子会社となったため、省广博報堂整合営銷有限公司は実質支配力基準により子会社となったため、持分法の適用対象から除

いております。

（3）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

　Foresight Research Co., Ltd.

（持分法を適用しない理由）

　持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外し

ております。

（4）持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項

　持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、原則として、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、連結決算日との差異が3ヶ月を超えない子会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。連結

決算日との差異が3ヶ月を超える子会社については、直近の四半期決算を基にした仮決算数値を使用しております。なお、決算日の翌日から連結決

算日までに生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ⅰ 満期保有目的の債券

　 償却原価法

ⅱ その他有価証券

　 a 時価のあるもの

　　  決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　 b 時価のないもの

　　 移動平均法による原価法

　  　なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、 

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

② デリバティブ取引の評価基準

　 時価法

③ たな卸資産の評価基準及び評価方法

　 主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び国内連結子会社は、定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については、定額法）を採用しております。

　 在外連結子会社は主として定額法を採用しております。

　 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

　　　　建物及び構築物　　　　3年～ 50年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

　 定額法を採用しております。

　 なお、自社利用目的のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
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③ リース資産

　 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。

　ⅰ 一般債権

　　 貸倒実績率によっております。

　ⅱ 貸倒懸念債権及び破産更生債権

　　 財務内容評価法によっております。

② 賞与引当金

　 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う額を計上しております。

③ 役員賞与引当金

　 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

　 役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

⑤ 債務保証損失引当金

　 保証債務に係る損失に備えるため、当連結会計年度末日における損失発生見込額を計上しております。

（4）退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

　 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（7年～ 16年）による定率法（一部の連結子会社では定額法）

により翌連結会計年度から費用処理することとしております。

　 過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（5年～ 7年）による定額法により発生時から費用処理することとし

ております。なお、一部の連結子会社では発生時に一括して費用処理しております。

　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に

係る調整累計額に計上しております。

（追加情報）

　一部の連結子会社は、2018年4月1日より確定給付企業年金制度の一部について、確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号 2016年12月16日）を適用しております。

　本移行に伴う影響額は、「注記事項（退職給付関係）」に記載しております。

（5）重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法　

　 原則として繰延ヘッジ処理によっております。ただし、振当処理の要件を満たす為替予約については振当処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

　 外貨建金銭債権債務及び外貨予定取引をヘッジ対象として、為替予約取引をヘッジ手段としております。

③ ヘッジ方針

　 リスク管理を効率的に行うことを目的として、社内ルールに基づき、外貨建取引における為替変動リスクに対しては為替予約取引を行っております。

④ ヘッジ有効性の評価方法

　 為替予約取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であり、高い相関関係があると考えられるため、有効性の判定を省

略しております。
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（6）のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却に関しては、その個別案件ごとに投資効果の発現する期間を判断し、20年以内の合理的な年数で均等償却しております。

（7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない短期的な投資からなっております。

（8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

会計方針の変更
　「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務

対応報告第36号」という。）等を2018年4月1日以後適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、 

「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第8号 2005年12月27日）等に準拠した会計処理を行うことといたしました。

　ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項（3）に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第

36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しており

ます。

未適用の会計基準等
1 収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年3月30日）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日）

（1）概要

　収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

　ステップ1：顧客との契約を識別する。

　ステップ2：契約における履行義務を識別する。

　ステップ3：取引価格を算定する。

　ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

　ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

（2）適用予定日

　2022年3月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

　影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

2 連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い等
・「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 2018年9月14日）

・「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 2018年9月14日）
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（1）概要

　在外子会社等においてIFRS第9号「金融商品」を適用し、資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示する選択をし

ている場合に、連結決算手続上の修正項目として、当該資本性金融商品の売却損益相当額及び減損損失相当額を当期の損益に修正することを追加

するものであります。

（2）適用予定日

　2020年3月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

　影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

3 企業結合に関する会計基準等
・「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年1月16日）

・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日）

（1）概要

　対価が返還される条件付対価の会計処理について明確化されました。

（2）適用予定日

　2020年3月期の期首以後実施される企業結合等から適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

　影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延

税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更し

ております。

　この結果、前連結会計年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」11,951百万円のうちの10,185百万円は、「投資その他

の資産」の「繰延税金資産」11,749百万円に含めて表示しており、「流動資産」の「繰延税金資産」11,951百万円のうちの1,765百万円は、 

「固定負債」の「繰延税金負債」14,080百万円に含めて表示しております。

　また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正前第3項から第5項に定める「税効果に係る会計基準」注解（注8）（評価性引当

額の合計額を除く。）及び同注解（注9）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税

効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。

（連結損益計算書関係）
1 前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、 

当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行ってお

ります。

　この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた157百万円は、「支払手数料」1百万円、 

「その他」155百万円として組み替えております。

2 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「特別利益」の「持分変動利益」は、特別利益の総額の100分の10以下となったため、当連

結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行ってお

ります。
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　この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」に表示していた「持分変動利益」6百万円、「その他」104百万円は、 

「その他」111百万円として組み替えております。

3 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「特別損失」の「固定資産除却損」、「持分変動損失」及び「関係会社清算損」は、特別損失

の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連

結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別損失」に表示していた「固定資産除却損」268百万円、「持分変動損失」8百万円、

「関係会社清算損」49百万円及び「その他」229百万円は、「その他」555百万円として組み替えております。

注記事項
（連結貸借対照表関係）
※1 担保資産及び担保付債務
当連結会計年度

　現金及び預金518百万円及び投資有価証券10百万円を営業保証金等として差し入れております。

前連結会計年度

　現金及び預金518百万円及び投資有価証券9百万円を営業保証金等として差し入れております。

※2 たな卸資産
当連結会計年度

　当社グループのたな卸資産は、広告関連業務に関する諸権利、進行中業務に関する費用等多種多様であり、適切に区分することができませんの

で、一括して表示しております。

前連結会計年度

当連結会計年度に同じ

※3  非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通りであります。
当連結会計年度

　投資有価証券（株式） 9,793百万円
　その他（出資金） 604百万円

前連結会計年度

　投資有価証券（株式） 9,244百万円
　その他（出資金） 1,177百万円

※4 偶発債務
当連結会計年度

　従業員の住宅融資制度による銀行からの借入金に対する保証債務が65百万円あります。

前連結会計年度

　従業員の住宅融資制度による銀行からの借入金に対する保証債務が91百万円あります。
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※5 連結会計年度末日満期手形
　連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

　なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末日残高に含まれております。

当連結会計年度

　受取手形 179百万円
　支払手形 855百万円

前連結会計年度

　受取手形 233百万円
　支払手形 1,334百万円

（連結損益計算書関係）
※1  通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額
当連結会計年度

　売上原価 760百万円

前連結会計年度

　売上原価 1,222百万円

※2 固定資産売却益の内容は次の通りであります。
当連結会計年度

有形固定資産
　建物及び構築物 —百万円
　土地 —百万円
　その他（車両運搬具） 4百万円
　その他（工具器具備品） 1百万円
無形固定資産
　ソフトウェア 6百万円
　　計 12百万円

前連結会計年度

有形固定資産
　建物及び構築物 4百万円
　土地 4百万円
　その他（車両運搬具） 3百万円
　その他（工具器具備品） 3百万円
無形固定資産
　ソフトウェア —百万円
　　計 15百万円
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※3 固定資産売却損の内容は次の通りであります。
当連結会計年度

有形固定資産
　建物及び構築物 1百万円
　その他（車両運搬具） 0百万円
　その他（工具器具備品） 0百万円
無形固定資産
　ソフトウェア 7百万円
　　計 10百万円

前連結会計年度

有形固定資産
　建物及び構築物 0百万円
　その他（車両運搬具） 0百万円
　その他（工具器具備品） 4百万円
無形固定資産
　ソフトウェア —百万円
　　計 4百万円

※4 減損損失
当連結会計年度

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

前連結会計年度

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

※5 特別損失「その他」に含まれている引当金繰入額は、次の通りであります。
当連結会計年度

貸倒引当金繰入額 2百万円

前連結会計年度

貸倒引当金繰入額 84百万円
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（連結包括利益計算書関係）
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
当連結会計年度

その他有価証券評価差額金
　　　当期発生額 52,102百万円
　　　組替調整額 △14,173百万円
　　　　税効果調整前 37,928百万円
　　　　税効果額 △11,935百万円
　　　　その他有価証券評価差額金 25,993百万円

繰延ヘッジ損益
　　　当期発生額 9百万円
　　　組替調整額 —
　　　　税効果調整前 9百万円
　　　　税効果額 △3百万円
　　　　繰延ヘッジ損益 6百万円

為替換算調整勘定
　　　当期発生額 △2,961百万円
　　　組替調整額 △127百万円
　　　　税効果調整前 △3,088百万円
　　　　税効果額 63百万円
　　　　為替換算調整勘定 △3,025百万円

退職給付に係る調整額
　　　当期発生額 4,339百万円
　　　組替調整額 △16,484百万円
　　　　税効果調整前 △12,144百万円
　　　　税効果額 3,704百万円
　　　　退職給付に係る調整額 △8,440百万円
持分法適用会社に対する持分相当額
　　　当期発生額 △128百万円
　　　組替調整額 △13百万円
　　　持分法適用会社に対する持分相当額 △141百万円
　　　　　その他の包括利益合計 14,392百万円
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前連結会計年度

その他有価証券評価差額金
　　　当期発生額 22,860百万円
　　　組替調整額 △1,052百万円
　　　　税効果調整前 21,807百万円
　　　　税効果額 △6,357百万円
　　　　その他有価証券評価差額金 15,450百万円

繰延ヘッジ損益
　　　当期発生額 △9百万円
　　　組替調整額 —
　　　　税効果調整前 △9百万円
　　　　税効果額 3百万円
　　　　繰延ヘッジ損益 △6百万円

為替換算調整勘定
　　　当期発生額 613百万円
　　　組替調整額 △202百万円
　　　　税効果調整前 411百万円
　　　　税効果額 1百万円
　　　　為替換算調整勘定 413百万円

退職給付に係る調整額
　　　当期発生額 5,256百万円
　　　組替調整額 △822百万円
　　　　税効果調整前 4,433百万円
　　　　税効果額 △1,334百万円
　　　　退職給付に係る調整額 3,099百万円
持分法適用会社に対する持分相当額
　　　当期発生額 △41百万円
　　　組替調整額 73百万円
　　　持分法適用会社に対する持分相当額 32百万円
　　　　　その他の包括利益合計 18,988百万円

（連結株主資本等変動計算書関係）
1  発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度

株

当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数
発行済株式数
　普通株式（注1） 388,753,986 200,058 — 388,954,044
自己株式
　普通株式（注2） 15,904,441 301 — 15,904,742

（注1）普通株式の発行済株式数の増加200,058株は、譲渡制限付株式報酬の付与によるものであります。 
（注2）普通株式の自己株式の株式数の増加301株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

前連結会計年度

株

当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数
発行済株式数
　普通株式（注1） 388,558,100 195,886 — 388,753,986
自己株式
　普通株式（注2） 15,903,977 464 — 15,904,441

（注1）普通株式の発行済株式数の増加195,886株は、譲渡制限付株式報酬の付与によるものであります。 
（注2）普通株式の自己株式の株式数の増加464株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
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2 新株予約権等に関する事項
当連結会計年度

　連結子会社における当連結会計年度末残高 180百万円

前連結会計年度

　連結子会社における当連結会計年度末残高 454百万円

3 配当に関する事項
当連結会計年度

（1）配当金支払額

　2018年6月28日の定時株主総会において次の通り決議しております。

　・普通株式の配当に関する事項
　① 配当金の総額 4,847百万円
　② 1株当たり配当額 13.00円
　③ 基準日 2018年3月31日
　④ 効力発生日 2018年6月29日

　2018年11月9日開催当社取締役会において次の通り決議しております。

　・普通株式の配当に関する事項
　① 配当金の総額 5,222百万円
　② 1株当たり配当額 14.00円
　③ 基準日 2018年9月30日
　④ 効力発生日 2018年12月4日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの

　2019年6月27日開催定時株主総会において次の通り決議しております。

　・普通株式の配当に関する事項
　① 配当金の総額 5,222百万円
　② 配当の原資 利益剰余金
　③ 1株当たり配当額 14.00円
　④ 基準日 2019年3月31日
　⑤ 効力発生日 2019年6月28日

前連結会計年度

（1）配当金支払額

　2017年6月29日の定時株主総会において次の通り決議しております。

　・普通株式の配当に関する事項
　① 配当金の総額 4,471百万円
　② 1株当たり配当額 12.00円
　③ 基準日 2017年3月31日
　④ 効力発生日 2017年6月30日

　2017年11月8日開催当社取締役会において次の通り決議しております。

　・普通株式の配当に関する事項
　① 配当金の総額 4,847百万円
　② 1株当たり配当額 13.00円
　③ 基準日 2017年9月30日
　④ 効力発生日 2017年12月4日
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（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの

　2018年6月28日開催定時株主総会において次の通り決議しております。

　・普通株式の配当に関する事項
　① 配当金の総額 4,847百万円
　② 配当の原資 利益剰余金
　③ 1株当たり配当額 13.00円
　④ 基準日 2018年3月31日
　⑤ 効力発生日 2018年6月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※1  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
当連結会計年度

現金及び預金 154,762百万円
有価証券 41,729百万円
　計 196,492百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △2,608百万円
MMF、FFF、及び公社債投信以外の有価証券 △41,729百万円
現金及び現金同等物 152,154百万円

前連結会計年度

現金及び預金 146,171百万円
有価証券 4,609百万円
　計 150,780百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △2,320百万円
MMF、FFF、及び公社債投信以外の有価証券 △4,609百万円
現金及び現金同等物 143,850百万円

※2  株式の取得により連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳
当連結会計年度

（Beginnings Communications, Inc.）
流動資産 236百万円
固定資産 8百万円
　資産合計 244百万円

流動負債 153百万円
固定負債 17百万円
　負債合計 171百万円

（eNAV Logistics Management Services, Inc）
流動資産 163百万円
固定資産 11百万円
　資産合計 175百万円

流動負債 114百万円
固定負債 9百万円
　負債合計 123百万円
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（日本トータルテレマーケティング（株））
流動資産 3,679百万円
固定資産 816百万円
　資産合計 4,495百万円

流動負債 1,936百万円
固定負債 521百万円
　負債合計 2,457百万円

（Bimm Management Inc）
流動資産 425百万円
固定資産 17百万円
　資産合計 443百万円

流動負債 87百万円
固定負債 —
　負債合計 87百万円

（Kepler Group LLC）
流動資産 4,570百万円
固定資産 231百万円
　資産合計 4,802百万円

流動負債 4,571百万円
固定負債 84百万円
　負債合計 4,655百万円

（DAIKO From Here On Communications Private Limited）
流動資産 129百万円
固定資産 15百万円
　資産合計 145百万円

流動負債 74百万円
固定負債 6百万円
　負債合計 81百万円

（（株）環境計画研究所）
流動資産 1,248百万円
固定資産 125百万円
　資産合計 1,373百万円

流動負債 822百万円
固定負債 44百万円
　負債合計 866百万円

（DAC DATASECTION VIETNAM）
流動資産 3百万円
固定資産 1百万円
　資産合計 4百万円

流動負債 1百万円
固定負債 —
　負債合計 1百万円
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（（株）ラップス）
流動資産 22百万円
固定資産 2百万円
　資産合計 24百万円

流動負債 21百万円
固定負債 10百万円
　負債合計 32百万円

（（株）トライフォート）
流動資産 326百万円
固定資産 356百万円
　資産合計 682百万円

流動負債 509百万円
固定負債 182百万円
　負債合計 692百万円

（（株）シェアコト）
流動資産 63百万円
固定資産 14百万円
　資産合計 77百万円

流動負債 59百万円
固定負債 11百万円
　負債合計 70百万円

（（株）タービン・インタラクティブ）
流動資産 42百万円
固定資産 99百万円
　資産合計 141百万円

流動負債 72百万円
固定負債 86百万円
　負債合計 159百万円

（（株）Glasspod）
流動資産 2百万円
固定資産 —
　資産合計 2百万円

流動負債 3百万円
固定負債 —
　負債合計 3百万円

（（株）SBC）
流動資産 804百万円
固定資産 44百万円
　資産合計 848百万円

流動負債 267百万円
固定負債 299百万円
　負債合計 566百万円
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前連結会計年度

（Future Marketing Communications Group Co., Ltd）
流動資産 70百万円
固定資産 649百万円
　資産合計 720百万円

流動負債 56百万円
固定負債 105百万円
　負債合計 162百万円

（IDEAS X MACHINA Advertising Inc.）
流動資産 99百万円
固定資産 9百万円
　資産合計 109百万円

流動負債 58百万円
固定負債 —
　負債合計 58百万円

（Square Communications Joint Stock Company）
流動資産 1,171百万円
固定資産 199百万円
　資産合計 1,370百万円

流動負債 796百万円
固定負債 98百万円
　負債合計 895百万円

（IDEO LP）
流動資産 4,299百万円
固定資産 3,094百万円
　資産合計 7,394百万円

流動負債 4,262百万円
固定負債 827百万円
　負債合計 5,089百万円

（HA 3.0 LLC）
流動資産 552百万円
固定資産 13百万円
　資産合計 566百万円

流動負債 312百万円
固定負債 9百万円
　負債合計 322百万円

（One Yard SAS）
流動資産 54百万円
固定資産 0百万円
　資産合計 55百万円

流動負債 165百万円
固定負債 —
　負債合計 165百万円
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※3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
当連結会計年度

（（株）H.M.マーケティングリサーチ）
流動資産 1,242百万円
固定資産 330百万円
　資産合計 1,573百万円

流動負債 825百万円
固定負債 167百万円
　負債合計 993百万円

（（株）シー・エス・マーケティング・ジャパン）
流動資産 123百万円
固定資産 2百万円
　資産合計 125百万円

流動負債 18百万円
固定負債 —
　負債合計 18百万円

前連結会計年度

（上海誠越市場研究有限公司）
流動資産 206百万円
固定資産 20百万円
　資産合計 226百万円

流動負債 164百万円
固定負債 214百万円
　負債合計 379百万円

（リース取引関係）
オペレーティング・リース取引
当連結会計年度

（借主側）

未経過リース料（解約不能のもの）
1年内 489百万円
1年超 564百万円
　合計 1,054百万円

前連結会計年度

（借主側）

未経過リース料（解約不能のもの）
1年内 536百万円
1年超 666百万円
　合計 1,203百万円
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（金融商品関係）
1 金融商品の状況に関する事項
当連結会計年度

（1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金の状況及び金融市場の状況に鑑み、資金運用については安全性、流動性を重視した金融資産を購入し、また資金調達につ

いては安定性、経済性、機動性に配慮した手段を採用しております。デリバティブ取引については、後述するリスクを回避するために利用しており、

投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

　当社グループの営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。外貨建ての営業債権は、為替リスクに晒されてお

ります。原則として、外貨建ての営業債務から生じる損益により、そのリスクは減殺されております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目

的の債券及び、当社グループの業務上関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

　当社グループの営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。外貨建ての営業債務は、上述の通り為替リスク

に晒されております。また、借入金のうち、主なものは運転資金対応の長期借入金であります。また、一部の長期借入金は変動金利であるため金利

の変動リスクに晒されております。

　当社グループのデリバティブ取引は、外貨建取引における為替相場の変動リスク軽減のための為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関す

るヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計

方針に関する事項 （5）重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。

（3）金融商品に関するリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　  当社グループは、営業債権について経理規定に基づき経理担当部署により、債権先毎に与信限度額の設定、債権残高の期日管理の徹底、財務 

状況の定期的なモニタリングを行うことで滞留債権の発生防止を図っております。満期保有目的の債券は、資金管理規定に基づき、高格付の債

券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。デリバティブ取引の執行については、カウンターパーティーリスクを軽減させるため

に、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

② 市場リスク（為替等の変動リスク）の管理

　  当社グループは、外貨建ての営業債権債務について為替変動リスクに晒されておりますが、資産負債から生じる損益により、リスクは原則として 

減殺されております。また、一部のリスクに対して為替予約取引を行っており、デリバティブ取引の執行・管理については、資金管理規定に基づ

き、財務担当部署において行っております。株式については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を

勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　  当社グループは、財務担当部署において各社の短期の資金繰り、中長期の資金計画を作成し、流動性リスクを管理しております。また、当社が 

資金余剰の連結子会社から資金を預り、資金不足の連結子会社へ貸し出しをする流動性補完制度をグループ内で採用しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定に 

おいては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

前連結会計年度

（1）金融商品に対する取組方針

　当連結会計年度に同じ

（2）金融商品の内容及びそのリスク

　当社グループの営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。外貨建ての営業債権は、為替リスクに晒されてお

ります。原則として、外貨建ての営業債務から生じる損益により、そのリスクは減殺されております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目

的の債券及び、当社グループの業務上関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
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　当社グループの営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。外貨建ての営業債務は、上述の通り為替リスク

に晒されております。また、借入金のうち、主なものは運転資金対応の短期借入金であります。また、一部の長期借入金は変動金利であるため金利

の変動リスクに晒されております。

　当社グループのデリバティブ取引は、外貨建取引における為替相場の変動リスク軽減のための為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関す

るヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 4 会計

方針に関する事項 （5）重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。

（3）金融商品に関するリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　 当連結会計年度に同じ

② 市場リスク（為替等の変動リスク）の管理

　 当連結会計年度に同じ

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　 当連結会計年度に同じ

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　当連結会計年度に同じ

2 金融商品の時価等に関する事項
当連結会計年度

　2019年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については以下の通りです。

百万円

区分 連結貸借対照表計上額 時価 差額
（1） 現金及び預金 154,762 154,762 —
（2） 受取手形及び売掛金 366,133 366,133 —
（3） 有価証券
 　満期保有目的の債券 35 35 —
 　その他有価証券 36,999 36,999 —

（4） 投資有価証券
 　関係会社株式 594 4,168 3,574
 　その他有価証券 143,957 143,957 —
資産計 702,482 706,056 3,574

（1） 支払手形及び買掛金 313,612 313,612 —
（2） 短期借入金 8,867 8,867 —
（3） 長期借入金（※） 107,185 107,170 △14
負債計 429,665 429,651 △14

（※）長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金の金額を含んでおります。

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

（1）現金及び預金、並びに（2）受取手形及び売掛金

　預入期間が1年超の定期預金等については、原則として金融機関から提示された価格によっております。また、それ以外については、短期間で決

済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（3）有価証券及び（4）投資有価証券

　これらの時価については、原則として、株式については取引所の価格、債券については金融機関から提示された価格、投資信託は公表されている

基準価格によっております。
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負債

（1）支払手形及び買掛金、並びに（2）短期借入金

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（3）長期借入金

　時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
百万円

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式等 14,046
関係会社株式 9,198
関係会社出資金 604

　非上場株式等、株式非公開の関係会社株式、関係会社出資金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで

きず、時価を把握することが困難と認められるため、上表には含めておりません。

（注3）満期のある金銭債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額
百万円

区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 154,762 — — —
受取手形及び売掛金 366,133 — — —
有価証券
　満期保有目的の債券（社債） 35 — — —
投資有価証券
　その他有価証券のうち、満期があるもの（国債） — 10 — —
　その他有価証券のうち、満期があるもの（社債） — 72 — —
　合計 520,930 82 — —

（注4）社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
百万円

区分  
1年以内

1年超 
2年以内

2年超 
3年以内

3年超 
4年以内

4年超 
5年以内

 
5年超

短期借入金 8,867 ― ― ― ― ―
長期借入金 904 633 343 156 105,145 1
リース債務 270 26 136 88 364 2

前連結会計年度

　2018年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については以下の通りです。

百万円

区分 連結貸借対照表計上額 時価 差額
（1） 現金及び預金 146,171 146,171 —
（2） 受取手形及び売掛金 338,073 338,073 —
（3） 有価証券
 　満期保有目的の債券 35 35 —
 　その他有価証券 1,834 1,834 —

（4） 投資有価証券
 　関係会社株式 594 2,839 2,245
 　その他有価証券 103,122 103,122 —
資産計 589,830 592,076 2,245

（1） 支払手形及び買掛金 297,706 297,706 —
負債計 297,706 297,706 —
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（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

（1）現金及び預金、並びに（2）受取手形及び売掛金

　預入期間が1年超の定期預金等については、原則として金融機関から提示された価格によっております。また、それ以外については、短期間で決

済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（3）有価証券、並びに（4）投資有価証券

　これらの時価については、原則として、株式については取引所の価格、債券については金融機関から提示された価格、投資信託は公表されている

基準価格によっております。

負債

（1）支払手形及び買掛金

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
百万円

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式等 10,187
関係会社株式 8,650
関係会社出資金 1,177

　非上場株式等、株式非公開の関係会社株式、関係会社出資金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで

きず、時価を把握することが困難と認められるため、上表には含めておりません。

（注3）満期のある金銭債権及び有価証券の連結決算日後の償還予定額
百万円

区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 146,171 — — —
受取手形及び売掛金 338,073 — — —
有価証券
　満期保有目的の債券（社債） 35 — — —
投資有価証券
　その他有価証券のうち、満期があるもの（国債） — 10 — —
　合計 484,279 10 — —

（注4）社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
百万円

区分  
1年以内

1年超 
2年以内

2年超 
3年以内

3年超 
4年以内

4年超 
5年以内

 
5年超

短期借入金 8,062 ― ― ― ― ―
長期借入金 597 804 473 — 15 2
リース債務 230 242 145 98 42 16

（有価証券関係）
1 満期保有目的の債券
当連結会計年度

百万円

区分 連結決算日における連結貸借対照表計上額 連結決算日における時価 差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの — — —
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの 35 35 —
　合計 35 35 —
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前連結会計年度

百万円

区分 連結決算日における連結貸借対照表計上額 連結決算日における時価 差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの — — —
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの 35 35 —
　合計 35 35 —

2 その他有価証券
当連結会計年度

百万円

区分  連結決算日における連結貸借対照表計上額  取得原価  差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
① 株式 158,640 40,556 118,083
② 債券 10 9 0
③ その他 1 1 0
　小計 158,652 40,568 118,084
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
① 株式 22,301 26,298 △3,996
② 債券 — — —
③ その他 2 5 △3
　小計 22,304 26,304 △4,000
　合計 180,956 66,872 114,084

前連結会計年度

百万円

区分  連結決算日における連結貸借対照表計上額  取得原価  差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
① 株式 103,985 27,490 76,495
② 債券 10 9 0
③ その他 — — —
　小計 103,995 27,500 76,495
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
① 株式 958 1,090 △132
② 債券 — — —
③ その他 2 5 △3
　小計 960 1,096 △135
　合計 104,956 28,596 76,360

3 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
当連結会計年度

　該当事項はありません。

前連結会計年度

百万円

区分 売却原価 売却額 売却損益
その他 1,000 1,000 —

売却の理由

　期限前償還条項に基づき償還されたものであります。
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4 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
当連結会計年度

百万円

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
株式 2,544 1,337 —

前連結会計年度

百万円

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
株式 528 14 4

5 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度

　有価証券について766百万円（その他有価証券の株式766百万円）の減損処理を行っております。

前連結会計年度

　有価証券について206百万円（その他有価証券の株式206百万円）の減損処理を行っております。

（退職給付関係）
当連結会計年度

1 採用している退職給付制度の概要
　当社の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度、確定拠出制度及び複数事業主制度を採用しております。

　確定給付企業年金制度（すべて積立型制度であります）では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。

　一部の確定給付企業年金制度には、退職給付信託が設定されております。退職一時金制度（非積立型制度でありますが、退職給付信託を設定し

た結果、積立型制度となっているものがあります）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

　なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算して

おります。

2 確定給付制度（簡便法を適用した制度を除く）
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
　退職給付債務の期首残高 122,867百万円
　勤務費用 2,653百万円
　利息費用 799百万円
　数理計算上の差異の発生額 364百万円
　過去勤務費用の発生額 △1,834百万円
　退職給付の支払額 △5,060百万円
　確定拠出年金制度への移行に伴う減少額 △39,996百万円
退職給付債務の期末残高 79,793百万円

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
　年金資産の期首残高 134,764百万円
　期待運用収益 2,338百万円
　数理計算上の差異の発生額 2,869百万円
　事業主からの拠出額 774百万円
　退職給付の支払額 △2,993百万円
　確定拠出年金制度への移行に伴う減少額 △17,468百万円
　退職給付信託の返還に伴う減少額 △45,853百万円
年金資産の期末残高 74,430百万円
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（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
　積立型制度の退職給付債務 77,637百万円
　年金資産 △74,430百万円

3,207百万円
　非積立型制度の退職給付債務 2,155百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 5,362百万円

　退職給付に係る負債 13,752百万円
　退職給付に係る資産 △8,389百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 5,362百万円

（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
　勤務費用 2,653百万円
　利息費用 799百万円
　期待運用収益 △2,338百万円
　数理計算上の差異の費用処理額 △503百万円
　過去勤務費用の費用処理額 △305百万円
確定給付制度に係る退職給付費用 304百万円

（注） 当連結会計年度において、上記確定給付制度にかかる退職給付費用のほかに、確定拠出制度への移行に係る退職給付制度終了益3,564百万円及び退職給付信託の返還に係る退職給付信託返還益
16,232百万円を特別利益として、特別退職金799百万円を特別損失として計上しております。

（5）退職給付に係る調整額

　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次の通りであります。
　数理計算上の差異 △13,672百万円
　過去勤務費用 1,528百万円
　合計 △12,144百万円

（注）  当連結会計年度において、数理計算上の差異の金額には、確定給付年金制度から確定拠出年金制度への一部移行に伴う組替調整額557百万円及び退職給付信託の返還に伴う組替調整額△16,232
百万円が含まれております。

（6）退職給付に係る調整累計額

　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次の通りであります。
　未認識数理計算上の差異 △2,938百万円
　未認識過去勤務費用 1,528百万円
　合計 △1,410百万円

（7）年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

　 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次の通りであります。
　債券 67%
　株式 18%
　現金及び預金 2%
　一般勘定 12%
　その他 1%
　合計 100%

（注） 年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が41%含まれております。

② 長期期待運用収益率の設定方法

　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期

待される長期の収益率を考慮しております。
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（8）数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

　割引率 0.4% ～ 1.1%

　長期期待運用収益率 1.0% ～ 2.5%

　予想昇給率 1.9% ～ 6.9%

3 簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
　退職給付に係る負債の期首残高 1,904百万円
　退職給付費用 505百万円
　退職給付の支払額 △576百万円
　制度への拠出額 △16百万円
　その他 △26百万円
退職給付に係る負債の期末残高 1,790百万円

（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
　積立型制度の退職給付債務 391百万円
　年金資産 △299百万円

92百万円
　非積立型制度の退職給付債務 1,698百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,790百万円

　退職給付に係る負債 1,790百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,790百万円

（3）退職給付費用
　簡便法で計算した退職給付費用 505百万円

4 確定拠出制度
　当社の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、2,158百万円であります。

5 複数事業主制度
　確定拠出制度と同様に会計処理する複数事業主制度への要拠出額は191百万円であります。

（1）複数事業主制度の直近の積立状況（2018年6月30日現在）
　年金資産の額 21,613百万円
　年金財政計算上の数理債務の額 20,978百万円
　差引額 634百万円

（2）複数事業主制度の掛金に占める当社の連結子会社の割合

　1.92%（自2018年4月1日至2019年3月31日）

（3）補足説明

　上記（1）の差引額の主な要因は、別途積立金（当連結会計年度434百万円）であります。

　なお、上記（2）の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。
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前連結会計年度

1 採用している退職給付制度の概要
　当連結会計年度に同じ

2 確定給付制度（簡便法を適用した制度を除く）
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
　退職給付債務の期首残高 123,550百万円
　勤務費用 5,024百万円
　利息費用 1,248百万円
　数理計算上の差異の発生額 △251百万円
　退職給付の支払額 △6,705百万円
退職給付債務の期末残高 122,867百万円

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
　年金資産の期首残高 123,906百万円
　期待運用収益 3,032百万円
　数理計算上の差異の発生額 5,005百万円
　事業主からの拠出額 5,797百万円
　退職給付の支払額 △2,976百万円
年金資産の期末残高 134,764百万円

（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
　積立型制度の退職給付債務 120,577百万円
　年金資産 △134,764百万円

△14,187百万円
　非積立型制度の退職給付債務 2,290百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △11,896百万円

　退職給付に係る負債 16,720百万円
　退職給付に係る資産 △28,616百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △11,896百万円

（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
　勤務費用 5,024百万円
　利息費用 1,248百万円
　期待運用収益 △3,032百万円
　数理計算上の差異の費用処理額 △822百万円
確定給付制度に係る退職給付費用 2,418百万円

（注）当連結会計年度において、上記確定給付制度にかかる退職給付費用のほかに、特別退職金3,583百万円を、特別損失として計上しております。

（5）退職給付に係る調整額

　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次の通りであります。
　数理計算上の差異 4,433百万円
　合計 4,433百万円

（6）退職給付に係る調整累計額

　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次の通りであります。
　未認識数理計算上の差異 10,734百万円
　合計 10,734百万円
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（7）年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

　 年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次の通りであります。
　債券 32%
　株式 34%
　現金及び預金 25%
　一般勘定 7%
　その他 2%
　合計 100%

（注） 年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が53%含まれております。

② 長期期待運用収益率の設定方法

　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期

待される長期の収益率を考慮しております。

（8）数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎

　割引率 0.4% ～ 1.1%

　長期期待運用収益率 1.0% ～ 2.5%

　予想昇給率 1.9% ～ 7.2%

3 簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
　退職給付に係る負債の期首残高 1,503百万円
　退職給付費用 487百万円
　退職給付の支払額 △304百万円
　制度への拠出額 △56百万円
　その他 274百万円
退職給付に係る負債の期末残高 1,904百万円

（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
　積立型制度の退職給付債務 404百万円
　年金資産 △320百万円

83百万円
　非積立型制度の退職給付債務 1,821百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,904百万円

　退職給付に係る負債 1,904百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,904百万円

（3）退職給付費用
　簡便法で計算した退職給付費用 487百万円

4 確定拠出制度
　当社の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、336百万円であります。
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5 複数事業主制度
　確定拠出制度と同様に会計処理する複数事業主制度への要拠出額は132百万円であります。

（1）複数事業主制度の直近の積立状況（2017年6月30日現在）
　年金資産の額 11,706百万円
　年金財政計算上の数理債務の額 11,271百万円
　差引額 434百万円

（2）複数事業主制度の掛金に占める当社の割合

　0.62%（自2017年4月1日至2018年3月31日）

（3）補足説明

　上記（1）の差引額の主な要因は、別途積立金（当連結会計年度329百万円）であります。

　当連結会計年度より、ベネフィット・ワン企業年金基金に加入し、掛金を拠出しております。

　なお、上記（2）の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。

（税効果会計関係）
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当連結会計年度

　（繰延税金資産）
　　退職給付に係る負債 9,814百万円
　　賞与引当金 9,376百万円
　　投資有価証券評価損 2,682百万円
　　繰越欠損金 2,442百万円
　　貸倒引当金 657百万円
　　減価償却費 710百万円
　　役員退職慰労引当金 121百万円
　　未払確定拠出年金移管金 3,644百万円
　　その他 7,611百万円
　　繰延税金資産小計 37,061百万円
　　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △1,347百万円
　　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △5,010百万円
　　評価性引当額小計 △6,357百万円
　　繰延税金資産合計 30,703百万円
　（繰延税金負債）
　　その他有価証券差額金 △33,956百万円
　　在外子会社の留保利益 △821百万円
　　退職給付信託返還有価証券 △11,588百万円
　　その他 △1,194百万円
　　合計 △47,560百万円
　　繰延税金資産の純額 △16,857百万円
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前連結会計年度

　（繰延税金資産）
　　退職給付に係る負債 7,160百万円
　　賞与引当金 8,775百万円
　　投資有価証券評価損 2,078百万円
　　繰越欠損金 1,437百万円
　　貸倒引当金 893百万円
　　減価償却費 472百万円
　　役員退職慰労引当金 112百万円
　　未払確定拠出年金移管金 —百万円
　　その他 6,742百万円
　　繰延税金資産小計 27,672百万円
　　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） —百万円
　　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 —百万円
　　評価性引当額小計 △5,281百万円
　　繰延税金資産合計 22,390百万円
　（繰延税金負債）
　　その他有価証券差額金 △22,342百万円
　　在外子会社の留保利益 △912百万円
　　退職給付信託返還有価証券 △257百万円
　　その他 △1,201百万円
　　合計 △24,714百万円
　　繰延税金資産の純額 △2,323百万円

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
  当連結会計年度（2019年3月31日）

区分 1年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内 5年超 合計
税務上の繰越欠損金（a）（百万円） 237 156 149 78 97 1,722 2,442
評価性引当額（百万円） △27 △5 △18 △23 △55 △1,216 △1,347
繰延税金資産（百万円） 209 151 130 54 41 505 1,094

（a）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

（表示方法の変更）

　前連結会計年度において、繰延税金負債の「その他」に含めて表示しておりました「退職給付信託返還有価証券」は、金額的重要性が増したため、

当連結会計年度から独立掲記することといたしました。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。

　この結果、前連結会計年度において繰延税金負債の「その他」に表示しておりました△1,458百万円は、「退職給付信託返還有価証券」△257

百万円、「その他」△1,201百万円として組み替えております。

2  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度

　法定実効税率 30.62%
　（調整）
　交際費等永久差異項目 1.67%
　のれん償却 1.76%
　持分法投資損益 △0.13%
　繰延税金資産評価における評価性引当の影響 1.25%
　その他 0.68%
　税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.85%
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前連結会計年度

　法定実効税率 30.86%
　（調整）
　交際費等永久差異項目 2.43%
　のれん償却 1.82%
　持分法投資損益 △0.16%
　繰延税金資産評価における評価性引当の影響 0.14%
　その他 △0.65%
　税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.44%

（企業結合等関係）
当連結会計年度

共通支配下の取引等（子会社株式の追加取得）
1 取引の概要

（1） 結合当事企業の名称及び事業の内容

 結合当事企業の名称：D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社

 事業の内容： インターネット広告ビジネスを運営する子会社等の経営管理及びこれらに附帯または関連する一切の事業

（2） 企業結合日

 2018年9月26日公開買付けによる取得

 2018年10月31日株式売渡請求による取得

（3） 企業結合の法的形式

 現金を対価とした株式取得

（4） 結合後企業の名称

 変更はありません。

（5） 追加取得後の子会社株式の株券等所有割合　100%

（6） その他取引の概要に関する事項

 当社グループの経営体制及び経営基盤を強化するため、非支配株主が保有する株式を取得したものであります。

2 実施した会計処理の概要
　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号2013年9月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第10号2013年9月13日）に基づき、共通支配下の取引等として処理しております。

3 子会社株式の追加取得に関する事項
（1） 株式の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 112,355百万円
取得原価 112,355百万円

4 非支配株主との取引に係る持分の変動に関する事項
（1） 資本剰余金（利益剰余金を含む）の主な変動要因

 子会社株式の追加取得
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（2） 非支配株主との取引によって減少した資本剰余金及び利益剰余金の金額
資本剰余金 87,523百万円
利益剰余金 5,352百万円

前連結会計年度

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（資産除去債務関係）
当連結会計年度

1 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
（1）当該資産除去債務の概要

　事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

（2）当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を当該契約期間に応じて個別に見積り、国債の流通利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しております。

（3）当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 14百万円
見積りの変更による増加 318百万円
資産除去債務の履行による減少 △14百万円
期末残高 318百万円

2 連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務
　当社グループは、賃貸借契約に基づき使用する事務所等について、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、移転等が予定されて

いないものについては当該債務に関する賃借資産の使用期限が明確でなく、資産除去債務を合理的に見積ることができません。このため、当該債務

に見合う資産除去債務を計上しておりません。

3 資産除去債務の金額の見積りの変更
　当連結会計年度において移転等を決定し退去時期が明確となったため、合理的な見積もりが可能となった事務所等の原状回復費用に係る債務で

あります。

前連結会計年度

1 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
（1）当該資産除去債務の概要

　事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

（2）当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を当該契約期間に応じて個別に見積り、国債の流通利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しております。

（3）当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 9百万円
見積りの変更による増加 14百万円
資産除去債務の履行による減少 △9百万円
期末残高 14百万円
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2 連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務
　当連結会計年度に同じ

3 資産除去債務の金額の見積りの変更
　当連結会計年度に同じ

（賃貸等不動産関係）
当連結会計年度

　当社の一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む）等を保有しております。当連結会計年度における

当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は1,289百万円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。

　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次の通りであります。
百万円

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高
19,767 △571 19,196 47,486

（注） 1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
 2 当期増減額のうち、主な増加額は建物等の取得（11百万円）であり、主な減少額は減価償却（423百万円）等であります。
 3 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づき不動産鑑定士の作成した「不動産調査報告書」に基づいております。

前連結会計年度

　当社の一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む）等を保有しております。当連結会計年度における

当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は1,124百万円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。

　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次の通りであります。
百万円

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高
20,275 △508 19,767 44,844

（注） 1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
 2 当期増減額のうち、主な増加額は建物等の取得（9百万円）であり、主な減少額は減価償却（519百万円）等であります。
 3 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づき不動産鑑定士の作成した「不動産調査報告書」に基づいております。
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セグメント情報等
（セグメント情報）
当連結会計年度

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、株式会社博報堂DYメディアパートナーズ、及びkyu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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
　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 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目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。

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表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。

前連結会計年度

　当連結会計年度に同じ

（関連情報）
当連結会計年度

1 製品及びサービスごとの情報
百万円

広告業 その他の事業 合計
外部顧客への売上高 1,442,189 3,425 1,445,614

2 地域ごとの情報
（1）売上高

百万円

日本 海外 合計
1,289,718 155,896 1,445,614

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（2）有形固定資産
百万円

日本 米国 その他 合計
30,430 2,985 2,219 35,635
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3 主要な顧客ごとの情報
　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

前連結会計年度

1 製品及びサービスごとの情報
百万円

広告業 その他の事業 合計
外部顧客への売上高 1,332,010 3,019 1,335,030

2 地域ごとの情報
（1）売上高

百万円

日本 海外 合計
1,244,823 90,206 1,335,030

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（2）有形固定資産
百万円

日本 米国 その他 合計
28,600 3,361 1,490 33,452

3 主要な顧客ごとの情報
　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
当連結会計年度

　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。

前連結会計年度

　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。

（報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報）
当連結会計年度

　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。

前連結会計年度

　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。

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
当連結会計年度

　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。

前連結会計年度

　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。
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（関連当事者情報）
当連結会計年度

（１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等

種類
会社等の 

名称又は氏名

議決権等の 
所有（被所有） 

割合（%）
関連当事者 

との関係 取引の内容
取引金額 

（百万円） 科目
期末残高 

（百万円）
役員 矢嶋 弘毅 被所有 直接0 当社取締役 関係会社株式の取得（注） 1,770 — —

（注）  関係会社株式の取得については、2018年8月6日開催の取締役会決議に基づく当社による連結子会社であるD.A.コンソーシアムホールディングス（株）に対する公開買付けの方法及び株式売渡請求に基
づき、普通株式1株につき3,700円にて行っております。

（2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等

種類
会社等の 

名称又は氏名

議決権等の 
所有（被所有） 

割合（%）
関連当事者 

との関係 取引の内容
取引金額

（百万円） 科目
期末残高

（百万円）

役員 矢嶋 弘毅 被所有 直接0 当社取締役 連結子会社ストック 
オプションの権利行使（注） 91 — —

（注） 取引金額は、連結子会社であるD.A.コンソーシアムホールディングス（株）において付与されたストック・オプションの当連結会計年度における権利行使による付与株式に払込金額を乗じた金額を記載して
おります。

前連結会計年度

　該当事項はありません。

（1株当たり情報）
　1株当たり純資産額及び算定上の基礎、1株当たり当期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり当期純利益及び算定上の基礎

は、次の通りであります。

当連結会計年度
 
項目 （2019年3月31日）

（1）1株当たり純資産額 757円44銭
　（算定上の基礎）
　連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 316,694
　普通株式に係る純資産額（百万円） 282,563
　差額の主な内訳（百万円）
　　新株予約権 180
　　非支配株主持分 33,950
　普通株式の発行済株式数（千株） 388,954
　普通株式の自己株式数（千株） 15,904
　1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（千株） 373,049

 
項目

（自 2018年4月1日 
　至 2019年3月31日）

（2）1株当たり当期純利益 127円11銭
　（算定上の基礎）
　連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 47,408
　普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 47,408
　普通株式の期中平均株式数（千株） 372,981

（3）潜在株式調整後1株当たり当期純利益 126円86銭
　（算定上の基礎）
　親会社株主に帰属する当期純利益調整額（百万円） △93
　調整の主な内訳（百万円）
　　関係会社の発行する潜在株式（ストックオプション） △93
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前連結会計年度

 
項目 （2018年3月31日）

（1）1株当たり純資産額 920円26銭
　（算定上の基礎）
　連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 367,367
　普通株式に係る純資産額（百万円） 343,118
　差額の主な内訳（百万円）
　　新株予約権 454
　　非支配株主持分 23,793
　普通株式の発行済株式数（千株） 388,753
　普通株式の自己株式数（千株） 15,904
　1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（千株） 372,849

 
項目

（自 2017年4月1日 
　至 2018年3月31日）

（2）1株当たり当期純利益 80円03銭
　（算定上の基礎）
　連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 29,834
　普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 29,834
　普通株式の期中平均株式数（千株） 372,776

（3）潜在株式調整後1株当たり当期純利益 79円85銭
　（算定上の基礎）
　親会社株主に帰属する当期純利益調整額（百万円） △69
　調整の主な内訳（百万円）
　　関係会社の発行する潜在株式（ストックオプション） △69

（重要な後発事象）
　該当事項はありません。
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連結附属明細表
（社債明細表）

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高 
（百万円）

当期末残高 
（百万円） 利率（%） 担保 償還期限

日本トータル 
テレマーケティング（株） 第4回無担保社債 2015年3月15日 — 40（40） 0.54 無担保社債 2020年3月

（株）SBC 第1回無担保社債 2018年3月30日 — 43（7） 0.12 無担保社債 2025年3月
合計 — — — 83（47） — — —

（注） 1「当期末残高」欄の（内書）は、1年内償還予定の金額であります。
 2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内 
（百万円）

1年超2年以内
（百万円）

2年超3年以内
（百万円）

3年超4年以内
（百万円）

4年超5年以内
（百万円）

47 7 7 7 7

（借入金等明細表）
百万円 百万円 %

区分 当期首残高 当期末残高 平均利率 返済期限
短期借入金 8,062 8,867 1.77 ―
1年内返済予定の長期借入金 597 904 0.96 ―
1年内返済予定のリース債務 230 270 2.66 ―
長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く） 1,296 106,280 0.18 2020年4月～2025年3月
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く） 546 618 2.18 2020年4月～2024年3月
　合計 10,733 116,942 ― ―

（注） 1 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
 2 長期借入金及びリース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下の通りであります。

区分 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4年超5年以内
長期借入金（百万円） 633 343 156 105,145
リース債務（百万円） 26 136 88 364

（資産除去債務明細表）
　当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産

の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
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その他
　当連結会計年度における四半期情報等

第1四半期
連結累計期間

（自 2018年4月1日
至 2018年6月30日）

第2四半期
連結累計期間

（自 2018年4月1日
至 2018年9月30日）

第3四半期
連結累計期間

（自 2018年4月1日
至 2018年12月31日）

第16期
連結会計年度

（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）

売上高（百万円） 323,870 663,375 1,054,455 1,445,614
税金等調整前四半期（当期）純利益（百万円） 24,976 54,113 70,534 85,866
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（百万円） 9,837 27,226 37,622 47,408
1株当たり四半期（当期）純利益（円） 26.39 73.01 100.88 127.11

第1四半期
連結会計期間

（自 2018年4月1日
至 2018年6月30日）

第2四半期
連結会計期間

（自 2018年7月1日
至 2018年9月30日）

第3四半期
連結会計期間

（自 2018年10月1日
至 2018年12月31日）

第4四半期
連結会計期間

（自 2019年1月1日
至 2019年3月31日）

1株当たり四半期純利益（円） 26.39 46.62 27.87 26.23

本統合報告書の作成と監査の位置付けについて
本（和文）統合報告書の財務レビューは、有限責任あずさ監査法人（KPMG AZSA LLC）の監
査を受けた第16期の有価証券報告書に記載されている連結財務諸表を含む財務内容を抜粋し、
一部レイアウトを変更して掲載しております。また、内容に関しては、有価証券報告書と相違が生
じないように配慮して制作しております。
　なお、統合報告書の公平性及び充実化の観点から、和文統合報告書を英訳した英文統合報告
書も作成し、皆様にご提供することとしました。今回の英文統合報告書の財務レビューは、有価
証券報告書の財務内容を抜粋した和文統合報告書の英訳となります。また、和文統合報告書と
英文統合報告書とで内容の重要な相違が生じないように配慮して英文統合報告書を作成してお
ります。
　但し、統合報告書自体は、和英ともに、有限責任あずさ監査法人による監査の対象とはなって
おりません。
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主要なグループ会社一覧
2019年3月31日現在

博報堂グループ

国内
名称 住所 議決権の�

所有割合� %

（連結子会社）

（株）博報堂2, 5 東京都港区 100.00
 

（株）TBWA\HAKUHODO 東京都港区 60.00
（60.00）

（株）QUANTUM 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）OMD HAKUHODO 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）北海道博報堂 北海道札幌市 100.00
（100.00）

（株）東北博報堂 宮城県仙台市 100.00
（100.00）

（株）新潟博報堂 新潟県新潟市 100.00
（100.00）

（株）北陸博報堂 石川県金沢市 100.00
（100.00）

（株）静岡博報堂 静岡県静岡市 100.00
（100.00）

（株）中国四国博報堂 広島県広島市 100.00
（100.00）

（株）wondertrunk & co. 東京都渋谷区 98.50
（98.50）

（株）中央アド新社 東京都中央区 85.10
（85.10）

（株）博報堂プロダクツ 東京都江東区 100.00
（100.00）

（株）博報堂クリエイティブ・ヴォックス 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）博報堂コンサルティング 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）博報堂デザイン 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）博報堂ケトル 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）博報堂ダイレクト 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）博報堂キャスティング& 
エンタテインメント

東京都港区 100.00
（100.00）

（株）博報堂マグネット 東京都中央区 100.00
（100.00）

（株）スパイスボックス 東京都港区 94.12
（94.12）

（株）ハッピーアワーズ博報堂 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）博報堂プラニングハウス 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）ディー・ブレーン 東京都港区 99.00
（99.00）

（株）CRAFTAR 東京都港区 91.63
（91.63）

（株）オズマピーアール 東京都千代田区 100.00
（100.00）

（株）博報堂メディカル 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）バックスグループ 東京都渋谷区 100.00
（100.00）

名称 住所 議決権の�
所有割合� %

（株）SIX 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）Spontena 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）コスモ・コミュニケーションズ 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）KIDS DENTAL PARK 東京都港区 61.09
（61.09）

（株）VoiceVision 東京都港区 90.00
（90.00）

（株）エッジ・インターナショナル 東京都港区 80.15
（80.15）

（株）マハロネットワークス 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）SEEDATA 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）博報堂マーケティングシステムズ 東京都港区 100.00
（100.00）

（持分法適用関連会社） 
（株）アドスタッフ博報堂 沖縄県那覇市 35.77

（35.77）
Pinkoi Japan（株） 東京都渋谷区 28.33

（28.33）
（株）SHマーケティング 東京都港区 49.00

（49.00）
（株）H.M.マーケティングリサーチ 東京都中央区 49.00

（49.00）

海外
名称 住所 議決権の�

所有割合� %

（連結子会社）

Hakuhodo Deutschland GmbH ドイツ 
フランクフルト

100.00
（100.00）

博報堂香港有限公司 中国 
香港

100.00
（100.00）

上海博報堂広告有限公司 中国 
上海

100.00
（100.00）

博報堂創意広告（上海）有限公司 中国 
上海

100.00
（100.00）

省広納思博報堂広告有限公司1 中国 
広州

50.00
（50.00）

省广博報堂整合営銷有限公司1 中国 
広州

50.00
（50.00）

博報堂生活綜研（上海） 
市場営銷諮詢有限公司

中国 
上海

100.00
（100.00）

上海光泉会展有限公司 中国 
上海

100.00
（100.00）

Hakuhodo Cheil Inc. 韓国 
ソウル

51.00
（51.00）

Hakuhodo Asia Pacific Co., Ltd. 2 タイ 
バンコク

100.00
（100.00）

Southpaw Communications Ltd. イギリス  
タンブリッジウェルズ

100.00
（100.00）
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博報堂グループ

海外

名称 住所 議決権の�
所有割合� %

（連結子会社）

博報堂行效股份有限公司 台湾 
台北

100.00
（100.00）

博報堂思索股份有限公司 台湾
台北

100.00
（100.00）

台湾博報堂股份有限公司 台湾 
台北

100.00
（100.00）

Hakuhodo Rus LLC ロシア 
モスクワ

100.00
（100.00）

Hakuhodo Malaysia Sdn. Bhd. マレーシア  
シャーアラム

100.00
（100.00）

Hakuhodo (Singapore) Pte. Ltd. シンガポール 100.00
（100.00）

Hakuhodo & Saigon  
Advertising Co., Ltd.

ベトナム  
ホーチミン

65.00
（65.00）

Square Communications  
Joint Stock Company

ベトナム 
ホーチミン

50.99
（50.99）

Hakuhodo. Sync Private Limited インド  
ニューデリー

100.00
（100.00）

Grebstad Hicks  
Communications Ltd.

中国 
香港

100.00
（100.00）

Ashton Consulting Ltd. イギリス 
サリー

100.00
（100.00）

HAKUHODO USA Inc. 米国 
シカゴ

100.00
（100.00）

Hakuhodo Investment Singapore  
Pte. Ltd. 2

シンガポール 100.00
（100.00）

名称 住所 議決権の�
所有割合� %

Media Intelligence Co., Ltd タイ 
バンコク

70.00
（70.00）

HILL ASIA Co., LTD タイ 
バンコク

100.00
（100.00）

Future Marketing Communication 
Group Co., Ltd

タイ 
バンコク

100.00
（100.00）

SPA Hakuhodo Advertising Co., LTD タイ 
バンコク

100.00
（100.00）

SPICY H Co., LTD タイ 
バンコク

100.00
（100.00）

Hakuhodo Korea Inc. 韓国 
ソウル

100.00
（100.00）

Delphys Hakuhodo (Thailand) 
Co., Ltd.

タイ 
バンコク

65.50
（65.50）

（持分法適用関連会社） 

TBWA\G1 S.A.S フランス 
パリ

20.00
（20.00）

People’n Rich-H Sdn. Bhd. マレーシア  
クアラルンプール

25.00
（25.00）

Inpress Advertising FZ-LLC U.A.E. 
ドバイ

25.01
（25.01）

北京代思博報堂広告有限公司 中国 
北京

45.00
（45.00）

広東省広代思博報堂広告有限公司 中国 
広州

25.00
（25.00）

大広グループ

国内

名称 住所 議決権の�
所有割合� %

（連結子会社）

（株）大広2 大阪府大阪市 100.00
 

（株）大広関西 大阪府大阪市 100.00
（100.00）

（株）アド大広名古屋 愛知県名古屋市 100.00
（100.00）

（株）大広九州 福岡県福岡市 100.00
（100.00）

（株）大広北陸 富山県富山市 100.00
（100.00）

（株）大広西日本 広島県広島市 100.00
（100.00）

（株）朝日エリア・アド 大阪府大阪市 55.96
（55.96）

（株）大広メディアックス 大阪府大阪市 75.00
（75.00）

（株）大広ONES 大阪府大阪市 100.00
（100.00）

名称 住所 議決権の�
所有割合� %

（株）ディー・クリエイト 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）D&I パートナーズ 東京都江東区  100.00
（100.00）

アイビーシステム（株） 長野県諏訪市 51.06
（51.06）

（株）LGBT総合研究所 東京都港区  100.00
（100.00）

（株）エンゲージング・ファーム 東京都港区  100.00
（100.00）

（株）澤田設計事務所 大阪府大阪市 100.00
（100.00）

（株）顧客時間 大阪府大阪市 94.00
（94.00）

（株）プロモエッジ 東京都港区 100.00
（100.00）
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読売広告社グループ

国内
名称 住所 議決権の�

所有割合� %

（連結子会社）

（株）読売広告社2 東京都港区 100.00

（株）読広クロスコム 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）読広エリア・アド 神奈川県横浜市 100.00
（100.00）

（株） 読広キャスティング& 
エンタテインメント

東京都港区 100.00
（100.00）

（株）ショッパーインサイト 東京都港区 95.00
（95.00）

（株）読広クリエイティブスタジオ 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）環境計画研究所 東京都目黒区 51.00
（51.00）

海外

（連結子会社）

読広（上海）広告有限公司 中国 
上海

100.00
（100.00）

台灣讀廣股份有限公司 台湾 
台北

70.00
（70.00）

大広グループ

海外

名称 住所 議決権の�
所有割合� %

（連結子会社）

大広（中国）広告有限公司 中国 
上海

100.00
（100.00）

Daiko Vietnam Co., LTD. ベトナム 
ホーチミン

100.00
（100.00）

大廣国際廣告股份有限公司 台湾 
台北

100.00
（100.00）

DAIKO From Here On  
Communications Private Limited

インド 
ニューデリー

51.00
（51.00）

DAIKO ADVERTISING INDIA  
PVT. LTD.

インド 
チェンナイ

100.00
（100.00）

AD PLANET DAIKO PTE. LTD. シンガポール 87.23
（87.23）

PT AD PLANET DAIKO INDONESIA インドネシア
ジャカルタ

51.00
（51.00）

DAIKO MEKONG  
COMMUNICATIONS Co., LTD.

ベトナム 
ホーチミン

90.00
（90.00）

博報堂DYメディアパートナーズグループ

国内
名称 住所 議決権の�

所有割合� %

（連結子会社）

（株）博報堂DYメディアパートナーズ2 東京都港区 100.00

（株）博報堂DYデジタル7 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）博報堂DYスポーツマーケティング 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）博報堂DYアウトドア 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）博報堂DYミュージック 
&ピクチャーズ

東京都港区 100.00
（100.00）

データスタジアム（株）2 東京都港区 68.88
（68.88）

STORIES合同会社 東京都港区 89.80
（89.80）

（株）オールブルー 東京都港区 93.40
（93.40）

（株）ONESTORY 東京都港区 100.00
（100.00）

（株）Handy Marketing 東京都港区 51.00
（51.00）

D.A.コンソーシアム 
ホールディングス（株）

東京都渋谷区 100.00
（49.33）

デジタル・アドバタイジング・ 
コンソーシアム（株）2

東京都渋谷区 100.00
（100.00）

（株）アド・プロ 東京都渋谷区 100.00
（100.00）

（株）博報堂アイ・スタジオ 東京都千代田区 100.00
（100.00）

（株）アイレップ 東京都渋谷区 100.00
（100.00）

（株）プラットフォーム・ワン 東京都渋谷区 100.00
（100.00）

（株）トーチライト 東京都渋谷区 82.02
（82.02）

ユナイテッド（株）1, 2, 4 東京都渋谷区 44.33
（44.33）

（持分法適用関連会社） 

（株）スーパーネットワーク 東京都港区 50.00
（50.00）

（株）mediba 東京都渋谷区 35.81
（35.81）

（株）広告EDIセンター 東京都中央区 29.85
（29.85）

（株）朝日広告社 東京都中央区 20.00
（20.00）

ベビカム（株） 東京都中央区 38.19
（38.19）
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kyuグループ

海外
名称 住所 議決権の�

所有割合� %

（連結子会社）

kyu Investment Inc. 米国
デラウェア

 100.00

Red Peak Group LLC 米国
デラウェア

 100.00
（100.00）

SYPartners LLC 米国
カリフォルニア

 100.00
（100.00）

Digital Kitchen, LLC 米国
ワシントン

100.00
（100.00）

Sid Lee Inc. カナダ
ケベック

100.00
（100.00）

BEworks Inc. カナダ
オンタリオ

58.80
（58.80）

IDEO LP 米国
デラウェア

70.00
（70.00）

Hornall Anderson Design Works LLC 米国
ワシントン

100.00
（100.00）

Bimm Mangement Inc カナダ
オンタリオ

100.00
（100.00）

Kepler Group LLC 米国
デラウェア

100.00
（100.00）

（持分法適用関連会社） 

C2 International Inc. カナダ
ケベック

24.50
（24.50）

1 持分は50%以下ですが、実質的に支配しているため子会社としたものです。
2 特定子会社です。
3 「議決権の所有割合」欄の（　）内は子会社による間接所有の割合で内数であります。
4 有価証券報告書提出会社です。
5  （株）博報堂については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割

合が10%を超えております。主要な損益情報等は、以下の通りであります。

（株）博報堂（百万円）

①売上高 747,943

②経常利益 24,515

③当期純利益 30,758

④純資産額 164,819

⑤総資産額 419,202

6 持分は20%未満でありますが、実質的な影響力を持っているため関連会社としております。
7  2019年4月においてデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株）との統合により消滅し

ております。

博報堂DYメディアパートナーズグループ

国内
名称 住所 議決権の�

所有割合� %

（持分法適用関連会社） 

（株）メンバーズ 4, 6 東京都中央区 16.48
（16.48）

アドイノベーション（株）6 東京都目黒区 18.03
（18.03）

livepass（株）6 東京都港区 19.75
（19.75）

（株）グライダーアソシエイツ 東京都港区 23.62
（23.62）

海外

（連結子会社）

STORIES INTERNATIONAL, INC. 米国 
カリフォルニア

100.00
（100.00）

北京迪愛慈広告有限公司 中国 
北京

99.51
（99.51）

DAC ASIA PTE. LTD. 2 シンガポール 100.00
（100.00）

（持分法適用関連会社） 

Innity Corporation Berhad マレーシア
プタリン・ジャヤ

 25.02 
 （25.02）

その他

国内
名称 住所 議決権の�

所有割合� %

（連結子会社）

（株）博報堂DYトータルサポート 東京都千代田区  100.00

（株）博報堂DYキャプコ 東京都港区  100.00

（株）博報堂DYアイ・オー 東京都江東区  100.00

AD plus VENTURE（株） 東京都港区  100.00

（株）STARIDER 東京都港区 100.00

（株）Sports Technology Lab 東京都港区 100.00
（50.00）

（持分法適用関連会社） 

（株）エムキューブ 6 東京都港区 15.00
 

（株）スイッチ・メディア・ラボ 東京都港区 20.10
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会社情報
2019年6月27日現在

博報堂グループ

会社名 株式会社 博報堂
本社所在地 〒107-6322　
 東京都港区赤坂五丁目3番1号
電話 03-6441-8111
創業 1895年10月
設立 1924年2月
代表取締役社長 水島 正幸
社員数（連結） 11,381人
URL http://www.hakuhodo.co.jp

大広グループ

会社名 株式会社 大広
東京本社所在地 〒107-6107
 東京都港区赤坂五丁目2番20号
電話 03-6364-8111
大阪本社所在地 〒530-8263
 大阪市北区中之島二丁目2番7号
電話 06-7174-8111
創業 1893年
設立 1944年2月
代表取締役社長 落合 寛司
社員数（連結） 1,793人
URL http://www.daiko.co.jp

読売広告社グループ

会社名 株式会社 読売広告社
本社所在地 〒107-6105 
 東京都港区赤坂五丁目2番20号
電話 03-3589-8111
創業 1929年6月
設立 1946年7月
代表取締役社長 藤沼 大輔
社員数（連結） 832人
URL http://www.yomiko.co.jp

博報堂DYメディアパートナーズグループ

会社名 株式会社 博報堂DYメディアパートナーズ
本社所在地 〒107-6321
 東京都港区赤坂五丁目3番1号
電話 03-6441-9321
設立 2003年12月
代表取締役社長 矢嶋 弘毅
社員数（連結） 4,815人
URL http://www.hakuhodody-media.co.jp

D.A. コンソーシアム

会社名 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 
 株式会社
本社所在地　 〒150-6033
 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
 恵比寿ガーデンプレイスタワー
設立　  1996年12月
代表取締役社長CEO 島田 雅也
社員数（単体）  869人
URL http://www.dac.co.jp/

アイレップグループ

会社名 株式会社 アイレップ
本社所在地　 〒150-6021　
 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 
 恵比寿ガーデンプレイスタワー21F
設立　 1997年11月
代表取締役社長CEO 高梨 秀一
社員数（連結）  632人
URL  http://www.irep.co.jp/

kyu

会社名 kyu
本社所在地 395 Hudson Street, 8th Floor  
 New York, NY 10014
電話 +1-646-926-5163
設立 2014年5月
CEO マイケル・バーキン
社員数（連結） 2,066人
URL https://kyu.com/
（注）社員数は、2019年3月31日現在の人数を記載しています。

株式会社博報堂ＤＹホールディングス

設立：2003年10月1日

資本金：10,325百万円

〒107-6320　東京都港区赤坂五丁目3番1号

URL：http://www.hakuhodody-holdings.co.jp

お問い合わせ先

株式会社博報堂ＤＹホールディングス IRグループ　

電話：03-6441-9033　

FAX：03-6441-9065

Email：HC.IR@hakuhodody-holdings.co.jp
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