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社長メッセージ

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申しあげ

ます。

第39期中間報告書をお届けするにあたり、皆様の日頃のご支援に心から御

礼申しあげます。

当中間期（2007年3月期中間期）は、好調な企業業績や個人消費に支えら

れ、テレビ広告市場は総じて堅調な伸びを示しました。

このような環境のなか、当中間期においては、かつてない規模で番組制作

費を増額し、視聴率を着実に向上させ、放送事業を強化することを主な目標

に鋭意取り組んでまいりました。

業績面では、8月4日に上方修正した目標数値を上回ることができましたが、

下期にかけては広告市場に冷え込みの兆しが徐々に見え始め、厳しい経営環

境を迎えるものと予想しております。

ここに当中間期の実績および今後の取り組みなどに関し、私からご説明さ

せていただきます。

当中間期の業績について

業績

当中間期の連結業績は、売上高は617億2,200万円、前年同期比4.5％増と

なりました。営業費用は、人件費の減少などにより販売費及び一般管理費は

減少したものの番組制作費やイベント費の増加により売上原価が増加したこ

とで、前年同期比7.3％増の593億9,500万円となりました。この結果、営業

利益は前年同期比37.2％減の23億2,600万円、経常利益は前年同期比31.9％

減の25億2,900万円、中間純利益は前年同期比32.4％減の14億5,400万円と

なりました。

視聴率

平均視聴率は、ゴールデンタイム8.4％（前年同期比0.1ポイント増）、プラ

イムタイム8.0％（前年同期比0.3ポイント増）、全日平均3.8％（前年同期比

0.1ポイント増）と、総世帯視聴率、他局の視聴率が低下しているなか3部門

ともプラスとなりました。

2007年3月期中間期実績（連結）
売上高 617億2,200万円（前年同期比4.5％増）
営業利益 23億2,600万円（同37.2％減）
経常利益 25億2,900万円（同31.9％減）
中間純利益 14億5,400万円（同32.4％減）
営業利益率 3.8％（同2.5ポイント減）

視聴率 ゴールデンタイム（19時～22時） 8.4％（前年同期比0.1ポイント増）
プライムタイム（19時～23時） 8.0％（同0.3ポイント増）
全日平均（6時～24時） 3.8％（同0.1ポイント増）
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今後の取り組みについて

取り組み方針

■攻めの経営へ

放送・通信事業が大変革期を迎えるなか、当社は「規模は小さくとも最良

にして最強のキー局」という目標に向けて、上場後初となる3ヵ年中期経営計

画「ニーズを先取りするタイムテーブル（番組編成）の実現」を策定し、計画

初年の2006年3月期（前期）は、3期連続の増収増益を達成しています。

この結果を踏まえ、当期は「勝負の年」と位置づけ、3ヵ年計画の平均視聴

率目標「ゴールデンタイム10％、プライムタイム9％、全日平均5％」を達成す

るため、一時的な減益になるものの番組制作費の増額を行うなど、攻めの経

営に着手しております。

当社は放送番組の特性を「個性・クオリティ・パワー」という3つのキーワー

ドで表現してきました。このうち「個性・クオリティ」については、「ワールド

ビジネスサテライト」、「ガイアの夜明け」といった経済報道、「ポケットモン

スター」、「NARUTO」などのアニメ、「開運！なんでも鑑定団」、「出没！アド街

ック天国」、「美の巨人たち」といった健全な情報バラエティの3本柱が確立す

るなど、一定の評価を得られるまでになりました。

さらなる企業価値の向上を目指すため、3期連続の増収増益、過去最高の

営業利益を達成した今こそ、「パワー」の増大にチャレンジすべき時だと判断

いたしました。

ィ・

3本柱

番組制作費
435億円

（前年比31億円増）

2007年3月期（当期）

　　

3ヵ年計画 平均視聴率目標

●ゴールデンタイム（19時～22時） 8.3% %

● プライムタイム（19時～23時） 7.7% %

● 全日平均（6時～24時） 3.7% %

10
9
5

2005年3月期実績 2008年3月期目標

39mid_PDF用.qxd  06.11.24  3:24 PM  ページ2



3

社長メッセージ

放送事業
■番組力の強化
「パワー」を獲得するため、当期は、番組制作費を前期比7.5％増となる435
億円に増額し、番組力を強化しています。増額分はゴールデンタイムとプラ
イムタイムのレギュラー番組の強化に投入するとともに、スポーツなどの話題
性のある特別番組の制作にも投入し、広告主、マーケット、視聴者、社会それ
ぞれのニーズを充たす番組を実現してまいります。

■骨太な4本目の柱へ―ドラマ強化
さらに、経済報道・アニメ・情報バラエティに続く4本目の柱として、テ

レビ東京らしいドラマの制作に取り組んでいます。お正月恒例の10時間ドラ
マや、「水曜ミステリー9」などが着実に実績を上げていることに加え、特別
番組や深夜枠で放送してきたドラマの評価も高く、ドラマは骨太の柱に育つ
と確信しています。
本年7月の組織変更ではドラマ制作室を新設し、10月からは第一弾として

ゴールデンタイムでは6年ぶりの連続ドラマとなる時代劇「逃亡者（のがれも
の）おりん」の放送を開始し、来年4月からも連続ドラマを放送する予定です。

ライツ事業
■第2の成長エンジンへ
ライツ事業では、放送事業とのシナジーを図り、コンテンツのマルチユース

を推進しております。中心となるアニメ関連事業では、優良なコンテンツを
保有し、国内のみならず欧米やアジアで、放送番組やキャラクターグッズの
販売などの積極的な展開で実績を上げ、さらに映画事業やイベントでの展開
を加えた取り組みが軌道に乗り始めています。
また当社グループは、IT関連事業を今後大きく成長する分野と位置付けて

おります。得意分野とする経済報道・アニメ・情報バラエティといったリソース
を活用しながら、すでに実績のある携帯電話向けのコンテンツ配信といったモ
バイル関連事業を中心に、ブロードバンド事業などへも展開してまいります。

通期の業績見通し
通期の業績見通しにつきましては、下期にかけてスポット収入が厳しい見

通しであることから、連結売上高1,222億円（前年同期比2.1％増）、営業利
益41億円（前年同期比42.2％減）、経常利益44億円（前年同期比37.1％減）、
当期純利益23億円（前年同期比48.5％減）と8月4日発表の計画を下回り、当
初計画並みとなる見通しであります。

これからも当社は、放送事業者としての公共的使命と社会的責任を全うし、
良質で健全な番組を視聴者に提供し続けることで、社会とともに発展してい
くことを目指してまいります。
今後の事業運営にご理解とご支援を引き続き賜りますようお願い申しあげます。

2006年12月
株式会社テレビ東京

代表取締役社長
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アップデート

放送事業
放送収入のうちタイム収入は、ネット部門がほぼ前年

実績を確保し、ローカル部門はミニ枠など営業企画セー

ルスが好調となるとともに、特番部門もサッカーＷ杯の

ほか世界卓球、フィギュアスケート、大型ドラマなど大型

特番セールスが貢献し、大幅プラスとなりました。その

結果、タイム収入全体では319億1,500万円、前年同期比

6.4％増となりました。しかしながらスポット収入は、

比較的シェアの高い自動車・金融などの出稿が不調で

133億6,000万円、前年同期比4.5％減となりました。タ

イム・スポットトータルでは452億7,600万円、前年同期

比2.9％増となりました。BS収入は前年同期比10.2％増

の9億5,400万円でした。

国内番組販売は、「開運！なんでも鑑定団」、「田舎に

泊まろう！」などの料金アップ等が功を奏し、22億

9,400万円、前年同期比2.3％増となりました。以上の

結果、放送事業の売上高は544億300万円、前年同期比

4.7％の増収となりました。

費用面では、番組制作費を重点的に投下したことなど

により、営業費用全体では527億6,500万円、前年同期

比6.8％増、営業利益は16億3,700万円、前年同期比

35.7％の減益となりました。

世界卓球選手権 2006 開運！なんでも鑑定団
（毎週火曜日20時54分～）

田舎に泊まろう！
（毎週日曜日19時～）

フィギュアスケート JAPAN OPEN 2006
（2006年5月14日放送）

タイム収入
タイムCM（原則30秒）による収入。タイムCMとは特定の番組を

提供するCMのことで、広告主は番組の制作費・電波料を負担しま

す。系列局を通じてCMを放送するネット部門と、当社の放送エリ

ア（1都6県）のみCMを放送するローカル部門に区分されます。

スポット収入
スポットCM（原則15秒）による収入。スポットCMとは番組と番

組の間に放送するCMなどのことです。CMの放送は当社の放送エ

リアのみに限られます。

番組販売
当社の番組を他の放送局に販売すること。系列局以外にも番組を販

売しており、系列ネットワークがカバーする地域外でも当社の番組

は視聴されています。
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アップデート

ライツ事業
イベント収入では、フィギュアスケートの「ジャパン

オープン2006」が大きく貢献し、売上は9億8,000万円、

前年同期比150.1％の増収となりました。

ソフトライツ収入では、ドラマ24シリーズ「嬢王」、

「2ndハウス」のDVD販売が好調となったほか、アニメ番

組「NARUTO」、「ケロロ軍曹」に係る国内外のマーチャ

ンダイジングや海外番販がともに好調となりました。ま

た、映画事業においては「劇場版ポケットモンスター

2005」、「韓流シネマ・フェスティバル 2005」などが好

調でしたが、前年同期における「クイール」のような大型

作品が無かったため、前年同期比では大幅減収となりま

した。また、音楽出版事業も堅調に推移しましたが、ソ

フトライツ収入全体としては71億4,300万円、前年同期

比6.3%の減収となりました。

元祖！でぶや
（毎週火曜日19時56分～）

ドラマ24 嬢王

韓流シネマ・フェスティバル 2005

氷雨

同い年の家庭教師

NARUTO
（毎週木曜日19時30分～）

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

ポケットモンスター ミュウと波導の勇者 ルカリオ
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

©Pokémon ©2005 ピカチュウプロジェクト

ライツ事業
ライツ事業の構成は以下のとおりとなっています。

ソフトライツ部門 ■ 放送番組の周辺権利を利用した事業

放送番組のビデオ化や海外販売、玩具の商

品化などを通じて収益を上げる事業

■ 映画出資事業

映画への出資により、興行収入やビデオ化、

放映権の販売などを通じて収益を上げる事業

■ 音楽著作物等の管理

音楽著作物の企画、制作、管理にかかる事業、

保有する映像素材等の販売事業等

イベント部門 スポーツ競技や文化イベントの主催などによ

り収益を上げる事業

以上の結果、ライツ事業の売上高は前年同期比5.8％

増の81億2,400万円となりましたが、営業利益は前年同

期比34.9％減益の8億3,100万円となりました。
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番組編成
2006年度上半期の平均視聴率は、総世帯視聴率が低下

し他のキー局が苦戦するなか、ゴールデンタイム8.4％

（前年同期比0.1ポイント増）、全日平均3.8％（前年同期

比0.1ポイント増）、プライムタイム8.0％（前年同期比0.3

ポイント増）と、3部門ともプラスとなりました。全日

平均の3.8％とプライムタイム8.0％はいずれも歴代最高

記録、またゴールデンタイムの8.4％は歴代2位タイ記録

となりました。ゴールデンタイムでは「元祖！でぶや」

が前年同期同枠比で3.1ポイントの大幅増となったほか、

「奥様は外国人」（前年同期同枠比1.9ポイント増）、「ペッ

ト大集合！ポチたま」（前年同期同枠比1.7ポイント増）、

「開運！なんでも鑑定団」（前年同期同枠比1.6ポイント増）

などが好調でした。一方で、「アイシールド21」（前年同

期同枠比2.6ポイント減）、「いきなり結婚生活」（前年同期

同枠比2.5ポイント減）、「NARUTO」（前年同期同枠比2.0

ポイント減）などが前年同期同枠比を下回りました。特

別番組では、「フィギュアスケート JAPAN OPEN 2006」

（視聴率14.5％）、「世界卓球2006女子団体準決勝・日本×

香港」（12.9％）などが高視聴率を獲得しました。

奥様は外国人
（毎週火曜日19時～）

ペット大集合！ポチたま
（毎週金曜日19時～）

視聴率の推移

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2006年度
上半期

2005年度2004年度2003年度2002年度

(%) (%)

ゴールデンタイム
プライムタイム
全日

8.0% 8.3% 8.3% 8.2% 8.4%
7.3% 7.7% 7.7% 7.7% 8.0%
3.6% 3.6% 3.7% 3.7% 3.8%

高視聴率番組（2006.4.3～10.1）

●レギュラー番組 放送日 時間 視聴率
(%)

1 開運！なんでも鑑定団 06.08.01 火 20:54～ 16.5

2 水曜ミステリー9
（刑事吉永誠一・涙の事件簿4） 06.08.09 水 21:00～ 14.9

3 いい旅・夢気分 06.09.06 水 20:00～ 13.9

4 木曜洋画劇場（釣りバカ日誌） 06.05.04 木 21:00～ 12.9

4 田舎に泊まろう！スペシャル 06.07.02 日 19:00～ 12.9
※同一番組は最高値のみ記載。再放送は対象外

●特別番組 放送日 時間 視聴率
(%)

1 フィギュアスケート JAPAN OPEN 2006 06.05.14 日 20:00～ 14.5

2 完成！ドリームハウススペシャル 06.07.09 日 20:00～ 14.4

3 元祖！大食い王決定戦 06.10.01 日 20:00～ 14.3

4 世界卓球2006（日本×香港） 06.04.29 土 19:00～ 12.9

4 ドラマスペシャル・林家三平ものがたり 06.08.20 日 21:00～ 12.9

2006年 日本民間放送連盟賞

ドラマ優秀賞

「坂本九没後20年ドラマスペシャル 2005年8月21日放送
上を向いて歩こう～坂本九物語」

放送と公共性 優秀賞

「2005年度メディアリテラシー特番 2006年3月26日放送
森達也の“ドキュメンタリーは嘘をつく”」
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てれとNAVI

経済報道・アニメ・情報バラエティに続く4本目の柱として、ドラマを骨太の柱に育ててまいります。

本年7月の組織変更では「ドラマ制作室」を新設し、10月からはゴールデンタイムでは6年ぶりの連続ドラマ

となる「逃亡者（のがれもの）おりん」の放送が始まりご好評をいただいております。

お正月恒例の10時間ドラマでは、「忠臣蔵 瑤泉院の陰謀」の放送が決定し、2007年4月からも連続ドラマを

放送する予定です。

逃亡者（のがれもの）おりん
毎週金曜日20時～

忠臣蔵 瑤泉院の陰謀
新春ワイド時代劇
2007年1月2日（火）14時から10時間放送

「逃亡者（のがれもの）おりん」は、テレビ東京9年ぶりの連

続時代劇です。江戸中期。徳川家重の時代。家重をお守りする

という名目でつくられた闇の組織「手鎖人（てぐさりにん）」の刺客として育てられた主人公・おりん（青山倫子）

が、実は幕府の陰謀から操り人形にされていたことを知り、組織から逃亡し、吉宗暗殺の冤罪で殺された父の仇

討ちと、死産と聞かされていた我が子に会うために江戸から紀州まで長い修羅の逃亡を図る物語です。

見どころは、黒いレオタードスーツをまとった美人刺客・おりんのスーパーアクション。悪の首領、榎木孝明

や善玉の宅麻伸、左とん平、梶芽衣子、小林稔侍、あおい輝彦ら、豪華時代劇スターの競演です。人間性の回復

をテーマにし、単なるアクションドラマにとどまらず、時代劇ファンの大人が楽しめる人間ドラマになっており、

女性を主役にした新しい時代劇を目指しています。

吉良邸討ち入りの首謀者は、絶世の美女であり、

賢夫人であった、才色兼備の浅野内匠頭未亡人・

瑤泉院だった･･･。

今回の新春ワイド時代劇は、ご存知、「忠臣蔵」

をまったく新しい視点で描いた「忠臣蔵 瑤泉院の

陰謀」です。湯川裕光の原作「瑤泉院 三百年目の忠臣蔵」（新潮文庫）を、ジェームス三木の脚本で、瑤泉院をは

じめ魅力溢れる女性たちの活躍を軸に、大石内蔵助以下赤穂浪士たちと柳沢吉保以下幕閣たちの対立を、悪政に

対する庶民の世直しの声上がる江戸・元禄を舞台に、壮大なスケールで展開する娯楽活劇時代劇の決定版です。

主役の瑤泉院には稲森いずみ、大石内蔵助に北大路欣也、柳沢吉保に高橋英樹をはじめ、高嶋政伸、吹石一恵、

萬田久子、松坂慶子、江守徹、津川雅彦といった豪華なキャストで、従来の忠臣蔵とも異なった、斬新にして

面白い忠臣蔵をお届けします。
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トピックス（映画、イベントなど）

4 5
6

7
8 9

■ NARUTO忍者ドーム
　 札幌（3/25～4/5）
　 名古屋（4/15～6/18）

■ 映画「ブロークン・フラワーズ」公開
 　 4/29 　

■ 忍者イリュージョン
 　NARUTO
　 東京（5/4～5/14）
　 大阪（5/19～5/24）

■ 映画「間宮兄弟」公開
　  5/13

■ 映画「テニスの王子様」公開
　  5/13

■ フィギュアスケート
 　ジャパンオープン2006
　  5/14

■ メトロポリタン・オペラ
 　ヴェルディ「椿姫」
 （6/14･17･22）

 　ワーグナー「ワルキューレ」
 （6/15･18･21）

 　モーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」
 (6/17･20･23）

■ 映画「劇場版ポケットモンスター
　 アドバンスジェネレーション　 
    ポケモンレンジャーと蒼海の王子マナフィ」公開 　
　  7/15　  

■ 映画「劇場版NARUTO
 　大興奮！みかづき島の
 　アニマル騒動だってばよ」公開
　 8/5

■ 舞台版「シザーハンズ」
 　8/16～9/3

■ ロックミュージカル「BLEACH」
　  8/16～8/21

■ 映画「スケバン刑事
 　コードネーム＝麻宮サキ」公開
　 9/30

©K.Miura

©K.Miura

■ NARUTO忍者ドーム’06
 　東京（7/29～8/23）

■ 「リボンの騎士 ザ・ミュージカル」
　 8/1～8/27

■ ポケモンジャングルツアーズ 
　 ～ダイヤモンド＆パールの伝説～　 　 
 　横浜（8/11～8/20）　 
　 幕張（8/29～9/3）　　 

椿姫

ワルキューレ

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・
　TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku
©Pok mon ©2006 ピカチュウプロジェクト

© 岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
©劇場版ＮＡＲＵＴＯ製作委員会2006

高橋愛 石川梨華 安倍なつみ 松浦亜弥
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2007年3月期中間決算のご報告

中間連結貸借対照表 （単位：百万円）

当中間期 前中間期 前期
（2006年9月30日現在） （2005年9月30日現在） （2006年3月31日現在）

（資産の部）
流動資産 44,499 46,153 47,374
固定資産 33,656 34,321 35,463
有形固定資産 15,718 16,582 16,122
無形固定資産 1,260 1,439 1,433
投資その他の資産 16,677 16,299 17,907
資産合計 78,155 80,474 82,838
（負債の部）
流動負債 23,027 23,812 26,356
固定負債 4,425 8,861 5,643
負債合計 27,452 32,674 32,000
（純資産の部）
株主資本 48,847 45,872 47,930
資本金 8,910 8,910 8,910
資本剰余金 8,684 8,684 8,684
利益剰余金 31,253 28,277 30,336
自己株式 △0 △0 △0
評価・換算差額等 1,087 1,096 2,041
少数株主持分 768 832 866
純資産合計 50,703 47,800 50,838
負債純資産合計 78,155 80,474 82,838

中間連結損益計算書 （単位：百万円）

当中間期 前中間期 前期
（2006年4月1日～ （2005年4月1日～ （2005年4月1日～
2006年9月30日） 2005年9月30日） 2006年3月31日）

売上高 61,722 59,050 119,706
売上原価 43,878 39,688 80,516
売上総利益 17,843 19,362 39,190
販売費及び一般管理費 15,516 15,655 32,094
営業利益 2,326 3,706 7,095
営業外収益 259 225 423
営業外費用 55 215 528
経常利益 2,529 3,716 6,990
特別利益 17 － 497
特別損失 8 － －
税金等調整前中間（当期）純利益 2,539 3,716 7,488
法人税、住民税及び事業税 900 1,270 1,538
法人税等調整額 263 234 1,387
少数株主利益又は少数株主損失（△） △79 60 94
中間（当期）純利益 1,454 2,151 4,468

中間連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

当中間期 前中間期 前期
（2006年4月1日～ （2005年4月1日～ （2005年4月1日～
2006年9月30日） 2005年9月30日） 2006年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,785 2,223 4,701
投資活動によるキャッシュ・フロー △866 △1,211 △2,907
財務活動によるキャッシュ・フロー △5,132 △867 △586
現金及び現金同等物の増減額 △3,214 144 1,208
現金及び現金同等物の期首残高 12,285 11,077 11,077
現金及び現金同等物の期末残高 9,071 11,221 12,285

要約中間連結財務諸表

（注）前期および前中間期の資本の部は「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号）に
合わせて純資産の部に組替表示しています。

（2006年4月1日から2006年9月30日まで）
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※営業利益率は各事業年度における中間期の率を表示しております。

通期 営業利益率

純資産・自己資本比率
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中間連結株主資本等変動計算書 （単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

資本金
資本 利益 自己 株主資本 その他有価証券 為替換算 評価・換算 少数株主持分 純資産合計
剰余金 剰余金 株式 合計 評価差額金 調整勘定 差額等合計

前期末残高 8,910 8,684 30,336 △0 47,930 2,039 1 2,041 866 50,838
当中間期変動額

剰余金の配当 △423 △423 △423
役員賞与 △114 △114 △114
中間純利益 1,454 1,454 1,454
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） △949 △4 △954 △97 △1,051

当中間期変動額合計 － － 917 － 917 △949 △4 △954 △97 △134
当中間期末残高 8,910 8,684 31,253 △0 48,847 1,089 △2 1,087 768 50,703

中間単体貸借対照表 （単位：百万円）

当中間期 前中間期 前期
（2006年9月30日現在） （2005年9月30日現在） （2006年3月31日現在）

（資産の部）
流動資産 42,086 43,729 44,747
固定資産 32,405 33,487 34,232
有形固定資産 15,253 16,022 15,621
無形固定資産 1,255 1,516 1,454
投資その他の資産 15,896 15,947 17,156
資産合計 74,492 77,216 78,979
（負債の部）
流動負債 26,174 26,331 29,212
固定負債 3,825 8,326 5,078
負債合計 30,000 34,657 34,290
（純資産の部）
株主資本 43,411 41,458 42,660
資本金 8,910 8,910 8,910
資本剰余金 8,684 8,684 8,684
利益剰余金 25,817 23,864 25,066
自己株式 △0 △0 △0
評価・換算差額等 1,080 1,099 2,028
純資産合計 44,491 42,559 44,689
負債純資産合計 74,492 77,216 78,979

中間単体損益計算書 （単位：百万円）

当中間期 前中間期 前期
（2006年4月1日～ （2005年4月1日～ （2005年4月1日～
2006年9月30日） 2005年9月30日） 2006年3月31日）

売上高 55,181 53,505 108,365
売上原価 38,940 36,351 73,440
売上総利益 16,240 17,153 34,924
販売費及び一般管理費 14,959 14,422 29,617
営業利益 1,281 2,730 5,306
営業外収益 727 549 770
営業外費用 69 223 423
経常利益 1,939 3,056 5,653
特別利益 16 ― ―
特別損失 6 ― ―
税引前中間（当期）純利益 1,949 3,056 5,653
法人税、住民税及び事業税 376 819 892
法人税等調整額 320 289 1,353
中間（当期）純利益 1,253 1,948 3,407
前期繰越利益 ― 2,406 2,406
中間配当額 ― ― 258
中間（当期）未処分利益 ― 4,354 5,556

要約中間単体財務諸表

（注）前期および前中間期の資本の部は「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号）に
合わせて純資産の部に組替表示しています。
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会社情報

グループ会社紹介

株式会社テレビ東京メディアネット

テレビ東京メディアネットは、テレビ東京の番組の各放送局への提供を目的

に設立しました。

当社は早くから番組販売をコンテンツ配信ビジネスとして捉え、次第に事業

内容の枠を拡大してきました。

多チャンネル化、地上波のデジタル化など、テレビを取り巻く環境が激変

している今、海外メディアへのコンテンツ販売、アニメ番組の企画・制作・商品

化、CSでのアニメ専門チャンネルの設立

（AT-X）、DVDの企画・発売、劇場映画へ

の投資、海外CATVへの資本投資など、

多角的なニーズに応えるべく、当社のビジ

ネスも大きな広がりを見せています。

これからも、テレビ東京の優良多彩な

コンテンツを、国内だけではなく全世界に販

売し、さらなる成長を目指してまいります。

会社概要（2006年9月30日現在）

設立： 1978（昭和53）年4月

資本金： 2,000万円

売上高： 48億円（2006年3月期）

従業員数： 39名

代表者： 代表取締役社長　金澤 龍一郎

事業内容： テレビ番組の配給・調達。アニメ番組
の企画・制作。マーチャンダイジング
業務。宣伝・広告業務。オリジナル
ビデオの企画・発売。

URL： www.medianet.co.jp

番組制作関連
業務委託等

音楽番組関連
業務の委託等

番組制作協力・
情報提供等

番組宣伝の
広告の掲載、情報・
コンテンツの提供等

番組販売委託・
映像コンテンツ供給等

放送事業（地上波放送、国内番組販売等）

テレビ東京グループ

ライツ事業（ソフトライツ・イベント等）

番組制作・放送関連業務等 その他

■連結子会社
 （株）テレビ東京コマーシャル （CM放送の準備）
 （株）テレビ東京アート （美術装置・番組用照明の企画制作）
 （株）テレビ東京システム （システム開発）
 （株）テレビ東京制作 （番組の企画・制作）
 （株）テレビ東京ヒューマン （放送に係る人材派遣）
 （株）テクノマックス （技術制作）
 （株）テレビ東京建物 （スタジオ管理）
 TV TOKYO AMERICA, INC. （米国報道）

■持分法適用関連会社
 （株）日経映像 （番組制作）

■連結子会社

 （株）テレビ東京ミュージック 
 （音楽著作権の管理、イベント、音楽番組の制作等）

■その他の関係会社

 （株）日本経済新聞社 （新聞・出版）

■連結子会社
 （株）テレビ東京メディアネット （番組販売）
 （株）プロント （通信販売・広告販売）
 （株）エー・ティー・エックス （アニメ番組提供）

■持分法適用関連会社
 （株）インタラクティーヴィ （CS委託放送）
 テレビ東京ブロードバンド（株） （映像コンテンツの配信・提供）

放送事業
（地上波放送、国内番組販売、
 BS放送関連等）

ライツ事業
（ソフトライツ、イベント等）

キャプテン翼
©高橋陽一／集英社・エノキフィルム・テレビ東京
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会社の概要
会社名： 株式会社テレビ東京 (TV TOKYO Corporation)
本店所在地： 〒105-8012 東京都港区虎ノ門4-3-12
URL： www.tv-tokyo.co.jp
開局： 1964年4月12日
呼出符号： JOTX-TV（アナログ12チャンネル）

JOTX-DTV（デジタル7チャンネル）
資本金： 89億1,095万円
従業員数： 連結1,197名、単体667名

主な事業所
本社・スタジオ（東京都港区）
天王洲スタジオ（東京都品川区）

支社・支局
関西支社／名古屋支社／ニューヨーク支局／ワシントン支局／
ロンドン支局／モスクワ支局／香港支局／ソウル支局／北京支
局／上海支局

役員
代表取締役社長
菅谷　定彦

専務取締役
森　　廣成 秘書室、総務局、人事局、労務、関係会社担当
島田　昌幸 編成局、制作局、ドラマ制作室、報道局、スポーツ局担当
三澤　啓二 営業局、ネットワーク局担当、BS業務推進本部長

常務取締役
箕輪　新一 経理担当兼関係会社担当補佐
熊村　剛幸 経営戦略局、コンプライアンス、グループ戦略担当
犬飼　　正 技術局、システム開発室担当

取　締　役
原田　利一 システム開発室長兼メディア事業推進本部長補佐
島川　哲雄 人事局長兼労務担当補佐
石川　　博 メディア事業推進本部長
菊池　　悟 編成局長兼BS業務推進本部副本部長
張替　正美 総務局長
山口　眞名 デジタル事業推進局長
神田　忠慶 ネットワーク局長
佐々木　彰 ドラマ制作室長
藤延　直道 制作局長
平田　保雄 株式会社日本経済新聞社専務取締役

常勤監査役
奥川　　元

監　査　役
小川　大策
野村　尚宏 株式会社日本経済新聞社取締役
荒木　　浩 東京電力株式会社顧問
齋藤　　宏 株式会社みずほコーポレート銀行代表取締役頭取

(注) 1. 取締役平田保雄氏は社外取締役です。
2. 監査役野村尚宏、荒木浩、齋藤宏の3氏は社外監査役です。

TXNネットワーク
TXNネットワークは、テレビ東京をキー局として系列を組み、ネット

ワークを構築しています。6局で構成された効率的なネットワークは、

全国視聴可能世帯の67.5%をカバーしています。

テレビ大阪株式会社 〒540-8519 大阪市中央区大手前1-2-18
www.tv-osaka.co.jp

テレビ愛知株式会社 〒460-8325 名古屋市中区大須2-4-8
www.tv-aichi.co.jp

テレビせとうち株式会社 〒700-8677 岡山市柳町2-1-1
www.webtsc.com

株式会社テレビ北海道 〒060-8517 札幌市中央区大通東6-12-4
www.tv-hokkaido.co.jp

株式会社TVQ九州放送 〒812-8570 福岡市博多区住吉2-3-1
www.tvq.co.jp
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株式情報 （2006年9月30日現在）

株式の状況

発行可能株式総数 82,580,000株
発行済株式総数 20,645,000株
株主数 5,089名
1単元の株式数 100株

大株主

■株主名 持株数（千株） 所有比率（％）

株式会社日本経済新聞社 6,881 33.33
糸山 英太郎 1,090 5.28
日本生命保険相互会社 1,036 5.02
株式会社三菱東京UFJ銀行 984 4.77
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 724 3.51
株式会社みずほ銀行 600 2.91
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（株式会社三井住友銀行退職給付信託口）

590 2.86

東レ株式会社 518 2.51
株式会社毎日放送 518 2.51
三菱商事株式会社 518 2.51

所有者別株式分布状況

■■  金融機関
    5,425,300株
    (26.28%)

■  外国法人等
    532,200株

    (2.58%)

■  その他の国内法
    12,020,550株

    (58.22%)

■  証券会社
    33,721株
    (0.16%)

■  個人その他
2,633,229株
    (12.76%)

543211211109876 1098765432112111098

株価（円）

出来高（百株）

200620052004
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株価と売買高の推移

（注）株価は証券取引所における各月の始値、高値、安値、終値を表示しています。出来高は月の出来高の合計を表示しています。

株主優待のお知らせ
当社では、株主の皆様に当社の事業をよりご理解いただくために、公開番組へ抽選で

ご招待しています。また、当社オリジナルクオカード（500円分）を作成し謹呈しています。

毎年3月31日現在の所有株式100株以上の株主様に対し

(1) 500円のオリジナルクオカードを1枚謹呈

(2) 当社公開番組「夏祭りにっぽんの歌」に抽選でご招待

毎年9月30日現在の所有株式100株以上の株主様に対し

(1) 500円のオリジナルクオカードを1枚謹呈

(2) 当社公開番組「年忘れにっぽんの歌」に抽選でご招待
当社オリジナルクオカード
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ホームページのご案内

番組情報をはじめ、当社が出資している映画・イベント

情報など様々な情報をホームページでもご覧いただけます。

ぜひ一度アクセスしてください。

また、IR情報のページでは、毎月の売り上げ実績、有価証

券報告書など各種報告書を掲載しています。四半期ごとの

決算説明会の模様を動画配信していますので、ブックマーク

してご活用ください。

当社ホームページ
www.tv-tokyo.co.jp

当社IR情報のホームページ
www.tv-tokyo.co.jp/kaisha/ir

株主メモ

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月に開催（議決権の基準日は毎年3月31日）

剰余金の配当 株主総会の決議により、毎年3月31日の最終の株
主名簿（実質株主名簿を含む。）に記載または記録
された株主または登録株式質権者にお支払いいた
します。

中間配当 中間配当を実施する場合は、取締役会の決議に
より、毎年9月30日の最終の株主名簿（実質株主名
簿を含む。）に記載または記録された株主または登
録株式質権者にお支払いいたします。

公告掲載新聞 東京都において発行する日本経済新聞

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

郵便物送付先・ 〒135-8722
お問い合わせ先 東京都江東区佐賀一丁目17番7号

みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
フリーダイヤル　0120-288-324
専用ホームページの“お手続内容”で一部届出用紙の出
力ができます。
http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/

同取次所 みずほ信託銀行株式会社　全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社
本店及び全国各支店

外国人等の 放送法に関連して、当社定款には次の規定がありま
株主名簿への す。
記載制限 【定款第12条】

当会社は、次の各号に掲げる者（以下「外国人等」と
いう。）のうち、第1号から第3号までに掲げる者に
より直接に占められる議決権の割合と、これらの
者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められ
る議決権の割合として総務省令で定める割合とを
合計した割合が、当会社の議決権の5分の1以上を
占めることとなるときは、放送法第52条の8第1項
及び第2項の規定に従い、外国人等の取得した株式
について、株主名簿（実質株主名簿を含む。）に記載
または記録することを拒むことができる。
（1）日本の国籍を有しない人
（2）外国政府またはその代表者
（3）外国の法人または団体
（4）前3号に掲げる者により直接に占められる議決

権の割合が総務省令で定める割合以上である
法人または団体
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お問い合わせ先

株式会社テレビ東京　総務局総務部

〒105-8012 東京都港区虎ノ門4-3-12

Tel.（代表） 03-3432-1212
本報告書は、環境保全のため、古紙100％再生紙を使用し、「大豆油インキ」で印刷しています。
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