
放送収入のうち番組を提供するタイム収入は、
ローカル枠において期を通じてゴールデンタイムの
ミニ番組、深夜番組の営業企画セールスに苦戦した
ほか、前年度の『2014FIFAワールドカップ　ブラジ
ル大会』の反動もあり減収となりました。番組の間に
流れるスポット収入は、販促企画によるシェアアップ、
新規広告主の開拓などにより増収となりました。
番組販売収入は、ゴールデンタイムの番組が好調

を維持するとともに、その他の時間帯も売り上げを
伸ばして増収となりました。

ソフトライツ収入は、『孤独のグルメ』をはじめとし
た人気シリーズのDVD販売と配信事業が好調だっ
たほか、アジアを中心にバラエティ番組の販売が引
き続き好調でした。アニメ事業は、国内では『妖怪
ウォッチ』の商品化が好調だったほか、海外では
『NARUTO』等を中心にライセンス収入が好調でし
た。また、昨年12月公開の「映画 妖怪ウォッチ」が好
成績を収め売り上げを伸ばしました。

ＣＳ放送関連では、アニメ専門チャンネル「ＡＴ－
Ｘ」の加入者数の横ばいが続きました。
音楽出版関連は、『妖怪ウォッチ』関連楽曲をはじ

めとした印税収入が堅調に推移しております。
また、通信販売関連は、平日午前の『なないろ日
和！』のほか、深夜早朝のインフォマーシャル枠でも
家電製品などを中心に好調でした。

放送収入は、タイム収入にて４
月から始まった『日経モーニング
プラス』や『にっぽん真発見』がレ
ギュラー番組セールスの底上げ
に大きく貢献したほか、スポット
収入も引き続き好調でした。また、
ゴルフ特番や開局15周年特番な
どの特番セールスも順調に推移
し、放送収入全体が好調でした。
一方、費用面では、番組の充実

を図るために『日経モーニングプ
ラス』等のレギュラー番組をス
タートさせたことによる番組制作
費の増加がありました。

インターネット・モバイル事業
では、動画配信サービス「ネット
もテレ東キャンペーン」をはじめ
とした動画サービスの拡充に積
極的に取り組みました。
キャラクター関連では「スヌー

ピー」の国内外におけるデジタル
コンテンツ展開や、公式ECサイ
ト「おかいものスヌーピー」でのオ
リジナル商品の販売が好調でし
た。また、イラストレーター・漫画
家「カナヘイ」原作による新規
キャラクターのライセンス売上が
好調でした。

好調なソフトライツ収入が牽引して
増収、増益を達成

2015年9月期 業績報告

売上高 （前年同期比+4.2％）

657億 千 百万円3 9

営業利益 （前年同期比+49.3％）

（前年同期比+57.4％）

39 千 百万円7 8億
親会社株主に帰属する四半期純利益

25億円

1株当たり中間配当金

15円

千 百万円7 9993億

総資産

純資産（自己資本比率）

729 千 百万円4 7億
（ 　　　％）71.4

2016年3月期　業績予想

売上高 ••••••••••••••••••••••••1,340億円
（前年同期比+4.1％）

営業利益 ••••••••••••••••••••••••••65億円
（前年同期比+30.0％）

グループの成長と企業価値の増大、長期的な経営基盤の充実に向けた内部留保とのバランスを考慮し、安定的な配当の継続を重視しつつ、業績に応じた利益還元に努めます。
１株当たりの配当金は年額20円を下限とした安定配当に加えて、業績に連動した配当として、連結ベースで配当性向30％を目標にしています。
〈2016年3月期 期末配当予想〉１株当たり20円（年間配当は１株当たり35円）

1株当たり配当金

■売上高 518億8千2百万円
 （前年同期比+3.1％）

■売上比率 66.3%

■営業利益 24億7百万円
 （前年同期比+154.1％）

【連結子会社】
（株）テレビ東京

【連結子会社】
（株）ＢＳジャパン

地上波放送事業

■売上高 168億4千8百万円
 （前年同期比+3.4％）

■売上比率 21.5%

■営業利益 12億2千1百万円
 （前年同期比+14.0％）

放送周辺事業

【連結子会社】（株）テレビ東京ミュージック／（株）テレビ東京メディアネット／（株）テレビ東京コマーシャル／（株）テレビ東京アート／（株）テレビ東京システム／（株）テレビ東京制作／
（株）テレビ東京ダイレクト／（株）テレビ東京ヒューマン／（株）テクノマックス／（株）テレビ東京ビジネスサービス／（株）エー・ティー・エックス／TV TOKYO AMERICA, INC.

■売上高 75億3千8百万円
 （前年同期比+9.8％）

■売上比率 9.6 %

■営業利益 7億円
 （前年同期比-45.1％）

【連結子会社】
（株）テレビ東京コミュニケーションズ

■売上高 19億2千8百万円
 （前年同期比+9.7％）

■売上比率 2.5%

■営業利益 1億4千5百万円
 （前年同期比+12.6％）

BS放送事業 インターネット・モバイル事業
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