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ご挨拶

テレビ東京グループは
「 全コンテンツ・全配信 」の
方針を進めて、
さらなる成長を目指します。

皆様には、平素よりテレビ東京グループに対して格別のご理解とご支援を賜

り、心より感謝申しあげます。

2020年は新型コロナウイルス感染拡大で世界中、経済が大きな打撃を受け

ました。当社グループもその影響を受けて放送収入が落ち込み、20年度の連
結売上高は前の年度と比べて4.2%減少しました。

番組制作を工夫するなどコストコントロールを徹底する一方、当社グループ

の成長分野であるアニメ事業を強化、売上高は過去最高となりました。BSテ

レビ東京の売上高はBSのなかで初めて首位となったほか、巣ごもり需要をとら

えた通販部門も伸びたこともあって、連結の営業利益は前年度より2.0%増や

テレビ東京 全配信時代 への
挑戦 ～新組織が切り開くコンテンツビジネスの未来～
テレビ東京ホールディングスは 2021 年度を“全配信元年”と位置づけました。
テレビ東京に配信ビジネス局と総合マーケティング局が新たに発足し
放送と配信の相乗効果でコンテンツの価値と利益の最大化を図ります。
コンテンツ統括担当の松本篤信と新設 2 局を指揮する福田一平が
組織改編がもたらす利点とコンテンツ事業の未来像を語り合いました。

すことができました。

と「総合マーケティング局」につ

た。放送と配信との相乗効果によってコンテンツの価値を最大限高めていく戦

いてご紹介したいと思います。こ
れらの施策は、グループのコンテ

ツ制作や権利処理などのための戦略的な予算も設けました。

ンツ収益の最大化を目指すため

アニメ事業はすでに中国で現地制作体制を整えていますが、これからはさら

に、どういった方法論があるかを

に欧米や中東、中南米などへの販路拡大や商品化ビジネスを強化したいと思

各局の長が一堂に会して話し合う

います。当社グループは「配信とアニメ」を成長のエンジンと位置づけて、向

「コンテンツ統括会議」で議論と

こう3年間で粗利益を1.5倍にする計画です。イベントや通信販売事業も成長

検討を重ね、実現に至りました。

分野と考えて力を入れていきます。こうした経営戦略によって、中期経営計画

これからの時代、一つのコンテ

では連結営業利益を21年度は 55億円、22年度は 75億円と過去最高に引き

ンツを有効活用するために配信は

上げ、23年度は 88億円へと伸ばしていきたいと考えております。

欠かせません。今後は常に配信を

SDGs（持続可能な開発目標）への取り組みも本格化させるため社内プロ

頭に入れてコンテンツ作りをする

ジェクトを発足させました。
「大切にします、ミライ〜ずっと地球と一緒に〜」の

という全社を挙げての意識改革と

キャッチフレーズのもと、スタジオ照明をLEDにして、今後3年間でCO2 排出

石川 一郎
Ishikawa Ichiro

また、一人でも多くの方々に「テレ東ファン」になっていただきたいと考え、4

月にファンコミュニティ事務局をつくりました。当社グループの様々な取り組み

について情報発信を増やすとともに、皆様の声に耳を傾け、身近で親しみを感

じていただけるメディアグループを目指してまいりたいと考えます。

引き続き変わらぬご理解とご支援を賜りますよう心よりお願い申しあげます。
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が打ち出した「全配信時代」につ
たに発足した「配信ビジネス局」

掲げ、番組をはじめとするコンテンツの配信事業を強化していくことを決めまし

量を415トン削減します。

松本 今回はテレビ東京グループ
いて、また、その実現のために新

昨年秋、テレビ東京グループは「全コンテンツ・全配信」を経営方針として

略です。4月には配信とマーケティングの新組織を作り、配信のためのコンテン

株式会社テレビ東京ホールディングス
代表取締役社長

配信を念頭に置いた
コンテンツ制作を推進

考えていただければと思います。

松本篤信
（株）テレビ東京ホールディングス 専務取締役

コンテンツ全般（編成、制作、営業、配信統括）
、
コンテンツ統括会議議長
（株）テレビ東京 専務取締役 コンテンツ統括、
総合編成局担当

福田一平
（株）テレビ東京ホールディングス 常務執行役員
コンテンツ統括補佐
（株）テレビ東京 常務取締役
総合マーケティング局担当

配信ビジネス局、

福田 我々がここ数年で直面した
現実をお話しすると、テレビ東京
に限らず民放各局は、多大な収益
をもたらしてきた既存のビジネス
モデルに固執した結果、インター
ネットという革命的なインフラが
登場した際に、残念ながらやや出
2021 SUMMER
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テレビ東京 全配信時代 への挑戦

ネットが敵だとは考えていません。

る効率の悪さも表れ始めました。

も視聴者にも、さらに喜んでもら

活用していけるかという点にも、

放送に加え、配信の収益をどう積

そのため配信ビジネス局に配信事

える番組提供が可能になります。

皆様にはぜひ期待していただきた

み上げていくか。そこで立ち上げ

業を集約し、ワンコンテンツ・マ

松本 この施策によって配信収

いです。配信事業においても、テ

たのが、配信戦略をコントロール

ルチユースで人的リソースやコン

益を伸ばすことで、ステークホル

レビ東京らしさを追求する姿勢が

する配信ビジネス局と個人視聴

テンツ制作費を効率運用すること

ダーの皆様に十分ご恩返しができ

大切だと感じています。

データやイベント事業の顧客デー

で配信利益の最大化を実現します。

ると思っています。

福田 もともとテレビ東京のコン

タなど様々なデータを駆使して視

一方、総合マーケティング局は

聴率だけではない新たな指標作り

番組の視聴率調査のみならず、広

を行う総合マーケティング局です。

告、配信、イベントなどビジネス

テンツは配信と相性がいいんです。
「勇者ヨシヒコ」や「孤独のグル
メ」
「きのう何食べた ? 」などのド

に直結するデータ分析を強化しま

松本 今年度を「全配信時代」の

ラマがその代表で、配信でご覧い

す。昨今の広告主は、視聴者がど

「元年」と位置づけて歩みだした

ただくファンが非常に多く、再生

んな属性で、どんな嗜好で、自社

わけですが、テレビ東京には厳し

数を上げています。そういうエッ

商品の購買行動とどうつながるの

い状況下においても、常に独創的

ジの効いた番組を制作できる

京の DX を大きく前進させるた

かなど、データの裏付けのある広

なアイデアに基づいたオリジナリ

DNA を持っているわけですから、

めの組織です。

クライアントと視聴者の
ニーズに応える体制を実現
福田 この 2 つの部門はテレビ東
＊

告プランを強く求めています。こ

ティに溢れた番組コンテンツを作

これを活かさない手はありません。

し、Paravi の週間ランキングで

レビの広告収入をネット広告が上

配信ビジネス局は、今まで個

のニーズに応えるべくテレビ局の

ることを得意としてきた実績があ

4 月クールも「珈琲いかがでしょ

も瞬間的にですが、テレビ東京の

回る事態を招きました。その状況

別 に 運 用 し て き た TVer な ど 広

強みである視聴データとネット

ります。これまで培ってきたその

う」の初回が、見逃し配信で 169

コンテンツが上位の半分を占める

強みを、放送と配信の双方でどう

万回の再生数を記録しています

現象も起こっています。

遅れてしまいました。その結果、テ

＊

を覆し、テレビ東京が今後大きく

告付き無料動画配信の AVOD 、

データを組み合わせて、我々の媒

松本 テレビ東京は特定のファン

発展していくためには、テレビの作

Paravi やテレ東 BIZ など月額有

体価値をアピールしていきます。

法にとらわれない、インターネット

料動画配信の SVOD ＊を一括管理

総合プロモーション部も合流した

を獲得するのが非常に得意

の作法で勝負していく必要に迫ら

する組織です。これまでも各々が

ので、
番組宣伝にも、
こうしたデー

です。その点からも、番組

れたわけです。

頑張って利益を生んできました

タを活用して精度を高めていく。

松本 放送局にとってインター

が、近年では別々に動くことによ

DX を強化することで、広告主に

広告付き無料動画配信
100 万回を超えた作品ベスト 5

4月12日に誕生した「テレ東 BIZ」
。
「テレビ東京ビジネスオンデマン
ド」
と
「テレ東 NEWS」を統合して、
「WBS」をはじめ、5万本以上の
経済動画を配信する日本最大級
の経済動画配信サービスに

「珈琲いかがでしょう」169万回 2021年4月クール放送
「きのう何食べた？」155万回 2019年4月クール放送

コンテンツをマルチユース
で提供できる体制が整った
ことは、より多くの方にご

ふくだいっぺい●1987
年入社。映画投資部
門で「TAXi」
「ブレア・
ウィッチ・プロジェクト」
「湯を沸かすほどの熱
い愛」を担当。報道局
では「ガイアの夜明け」
「カンブリア宮殿」初代
プロデューサーを務め
る。その後、編成部長、
コンテンツビジネス局
長を歴任し、2021年4
月から新たに発足した
配信ビジネス局、総合
マーケティング局を担
当、6月に常務取締役
に就任。コンテンツを
地上、BS、配信の三位
一体で運用する推進役
として指揮を執る。

覧いただけるチャンスが増
え、商機も一層広がると捉

「共演NG」130万回 2020年10月クール放送

DX ▶デジタルトランスフォーメーション

AVOD ▶広告付き無料動画配信サービス。

SVOD ▶定額の有料動画配信サービス。

「アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～」

ビジネスや社会全体の質を高めていくよう

民放キー局 5 局が中心となって運営する見

WOWOW、電通などと「Paravi」に参加。

の略。デジタル技術やデータを活用して、

「死役所」124万回 2019年10月クール放送
121万回 2021年1月クール放送

＊1週間の無料動画配信で、第1話の再生回数が 100万回を超えた作品

1週間で150万回を超える再生数を記録した
「珈琲いかがでしょう」
©「珈琲いかがでしょう」製作委員会
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全配信時代に活かせる
テレビ東京の強み

新組織でテレビ東京の
ＤＸが大きく前進します

データを活用することで
まだまだ成長できます

まつもとあつのぶ●1985
年入社。入社以来、制
作現場でバラエティ制作
に従事。編成部長、制作
局次長、事業局長、BS
ジャパン（現BSテレビ東
京）取締役などを経て、
取 締 役となる。2020年
6月にテレビ東京ホール
ディングス/テレビ東京
の常務取締役、2021年
6月に同専務取締役に
就任。制作からコンテン
ツ戦略まで携わってきた
広範かつ多岐にわたる
キャリアを活かし、コンテ
ンツ統括局長、コンテン
ツ統括会議議長を務め
ている。

～新組織が切り開くコンテンツビジネスの未来～

2021 SUMMER

秋元康×中井貴一＆鈴木京香×大根仁の
「共演NG」
。配信でも再生数が好調に推移

変革していく取り組みを指す。

テレビ東京では「ネットもテレ東」、在京

逃し配信サービスのTVerに参加している。

テ レ ビ 東 京 では TBS、日 本 経 済 新 聞 社、
日本最大級の経済動画コンテンツ数を配信

する「テレ東 BIZ」を自社で運営している。

©「共演 NG」製作委員会
2021 SUMMER
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配信事業に欠かせ
ない重要なコンテ

ンツ。エンタメ、経

済、社会貢献など、
テレビ 東 京らしい

多彩なラインアップ
を用意

～新組織が切り開くコンテンツビジネスの未来～

えています。

になりました。今までテレビ局の

は「全配信時代」という新しい文

もちろん、そ

心臓部である総合編成局は、制作

脈。挑戦するハードルは高いけれ

れは新設され

現場や営業と向き合って、視聴率

ども、やりがいを感じています。

た 2 局だけで

と広告収入を上げていくことを主

松本 一人でも多くの視聴者を確

実現できるこ

眼に取り組んできました。今回は、

保するということはこれまでと同

とではありま

その総合編成局の横に配信ビジネ

じですが、これからはデータマー

せん。周りの全部署がいかに協力

ス局の配信戦略部が机を並べまし

ケティングを活用しながら、クラ

するかにかかっています。放送局

た。これは紛れもなくテレビ東京

イアント、視聴者というお客様に

にとって既存のビジネスモデルが

が配信を強く意識し、社全体で取

対してきめ細やかなコンテンツ

崩れた、先の見えにくいこの時代

り組もうと考えている証しです。

を作り、収入につなげていきます。

を生き残っていくためには、新入

和田佳恵

配信ビジネス局局長

わだよしえ●1992年入社。報道局

で「WBS」
「ガイアの夜明け」
「カ

テレビ業界にとって、今は大転

その手法で、地上、BS、インター

社員や関連会社社員に至るまで、

換期です。これまで先達が作り上

ネットの 3 波に加え、イベント事

からコンテンツビジネス局で配信事

テレビ東京グループの全員が一つ

げてきたテレビ文化は見事なも

業を含めた総合コンテンツの企画

局のかじ取りを担う。

になって戦わなければなりません。

ので、私もそれが好きでテレビ業

制作からお届けするまでを担う会

福田 その決意は、今回の組織改

界に入りましたが、それだけでは

社になれば、テレビ東京はまだま

編における部署の配置でも明らか

もう戦っていけません。ここから

だ成長できると自負しております。

監査役事務局

代表取締役

テレビ東京 組織図（抜粋）

HD コンテンツ統括会議

2021年4月1日現在

放送番組審議会事務局

サイバーセキュリティ推進会議
─経営企画局

─広報局

─メディア戦略室

─総務⼈事局

─経理局

─ネットワーク局

───アニメ局

───国際事業室

───中国事業室

─配信戦略部

─配信ビジネスセンター

───ビジネス開発局

─ライツ管理局

アニメ・ビジネス本部

白石公子

総合マーケティング局局次長

※新設2局以外の部門は、局
名のみを表示し、各局に属す

る、部・室は略。

しらいしきみこ●1993年入社。ス

ポーツ局で「世界卓球」の初代プロ
デューサーなどを務めた後、編成局

マーケティング部に異動。新局の次

長と総合マーケティング部長を兼任

するデータ分析のスペシャリスト。
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配信事業を新部署に統合して

東京ビジネスオンデマンド」と、登録

AVOD と SVOD を一体運営できるよ

者数約 97 万人の YouTube チャンネ

うになり、効率を上げてより利益を

ル「テレ東 NEWS」を統合し、5 万本

生み出せる環境が整いました。

以上の経済動画を配信する日本最大

SVOD では約 8 年前からドラマの配

級の経済動画配信サービス「テレ東

信が始まり、
「孤独のグルメ」など配

BIZ」をスタートさせました。経済動

信でもヒット作品が生まれてきまし

画は配信でも人気がありますが、よ

た。先行したドラマに比べてバラエ

り魅力的なサービスにしていきたい

ティで配信できるものが少なかった

と考えています。

ので、今年度はバラエティの配信をス

今後は総合マーケティング局とも

ピーディーに強化し、Paravi の会員

連携してデータを分析し、放送と配

獲得にもつなげたいと考えています。

信の両方でヒットする作品を生み出

また、4 月 12 日より会員数約 10 万

して利益につなげられるよう尽力し

人の有料動画配信サービス「テレビ

たいと思います。

コンテンツ運用の核となる新設２局キーパーソンに聞く

経営会議

放送番組審議会
─ 配信ビジネス局 ─

─総合編成局

─総合マーケティング部

─ データ戦略部

─顧客 データ統括部

─総合 プロモーション部

ファンコミュニティ事務局

─ 総合マーケティング局

─営業局

─制作局

─スポーツ局

─報道局

─技術局

─ＩＴ推進局

CIO

業を担当してきた経験を活かし、新

テレビ東京が持つ新たな価値を
データ戦略で伝えていきます

取締役会

ンブリア宮殿」などを担当。2013年

INTERVIEW

監査役

配信事業が一体化した効果で
収益アップを目指します

番組だけでなく、オ
ンラインイベントも

INTERVIEW

テレビ東京 全配信時代 への挑戦

これまで複数の部署に分散してい

広げられるよう取り組んでいます。

たマーケティングの組織を一つに集

視聴者に対しては、新しいファン

約することで、効率化を図るととも

を獲得するべくプロモーション施策

に、視聴者と広告主の両方のお客様

を考えるとともに、ファンとコミュ

に、細かいところまで行き届いた対

ニケーションを図るためのファンコ

応ができるようになりました。

ミュニティ事務局が立ち上がりまし

広告主に対しては、これまで配信

た。

分野でデータ戦略を行ってきたチー

テレビ東京は他局にないものを生

ムの知見を活かし、データを使って

み出そうという意識が強い会社で

テレビ東京の新しい価値を伝えてい

す。私たちも新たなマーケティング

く態勢が整い、成果が表れ始めてい

手法を実現し、総合マーケティング

ます。また、番組とのコラボや地方

局が新設されたことで他がやってい

創生のお手伝い、共同でのグッズ開

ないことができたね、と言っていた

発など、広告出稿以外のセールスも

だけるよう頑張りたいと思います。
2021 SUMMER
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WBS の移行など大胆な改編を実施

た。特に下期は各局が苦戦するなか、唯一、3部門とも
前年度比でUPしました。レギュラー番組の内容強化、
改善が順調に進み、テレ東ファンの皆様にご支持いただ
いた結果だと感じております。
2021年度4月には、かなり大掛かりな改編を行いまし
た。その核となったのが、経済報道番組の柱でもある
「WBS」の夜11時から夜10時への移行です（金曜日は
夜11時）
。新型コロナウイルスの影響などによる生活ス
タイルの変化を受けて、多くのビジネスマンの皆さんが
より見やすい時間に放送することにしました。

金

暮らしとビジネスの一歩先を照らす「夜10時の経済ライブ」を目指し
ます。
出演：メ
 インキャスター

フィールドキャスター
解説キャスター

んびりと見られるコンテンツを揃えました。
また、金曜夜7時25分にはアニメ「シンカリオンZ」
を放送。テレ東の顔ともいえるアニメにも力を入れてま
いります。
これまでのファンの皆様を大切にしながら「新テレ
東」へ進み続けます ！

7
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シェフは名探偵

大江麻理子、佐々木明子

角谷暁子、田中瞳、原田修佑

原田亮介、滝田洋一、山川龍雄

火

11: 06 23 時の密着テレビ「レベチな人、見つけた」
“世の中に 1%くらいし
かいないだろう！ ”と

いうレベルが違いすぎ
るすごい人＝レベチな
人を探し出し、その次
元が違い過ぎる生活、
理解できない考えに完
全密着。レベチな人生
を掘り下げていきます。

大ヒット作品「きのう
何食べた？」で主演を
務めた西島秀俊が、今
度は料理だけでなく推

理も一流のシェフにな
る！ 劇中に登場する
数々の絶品料理と極上
の謎解きミステリー。
今まであったようでな
かった新たなグルメド

ラマが誕生！
『ビストロ・パ・マル』の
シェフ、三舟忍（西島秀
俊）が人並外れた洞察
力と推理力で、お客様
が巻き込まれた事件や
不可解な出来事の謎を
鮮やかに解き明かす。

©「珈琲いかがでしょう」製作委員会

いい香りに誘われて向かったその先に待っていたのは、すてきな移動
珈琲屋さん。店主が淹れる珈琲は、一杯一杯、丁寧に、誠実に、心を
込めて淹れられ、なんだか気持ちがほんのりほぐれるような、そんな
味。そのお店はあなたの街にもやってくるかも……？

土
第1弾

よる

木曜日は「カンブリア宮殿」と平日の夜に一息ついての

第2弾

出演：中村倫也、夏帆、磯村勇斗 ほか

よる

チな人、見つけた」、水曜日には「あちこちオードリー」、

珈琲いかがでしょう

江麻理子と、新たに経
済ニュースのキャリア
に定評のある佐々木明
子との二枚看板となりました。
「より深く、よりタイムリーに」をモットーに、仕事や生活に役立つリ
アルタイムの経済ニュースを豊富なデータとわかりやすい解説でお届
けします。

第1弾は中村倫也さん主演の「珈琲いかがでしょう」、第

火曜日にはビートたけしさん、国分太一さんの「レベ

第1弾

11: 06 ドラマプレミア 23

4 月 ク ー ル から プ ラ
イム タ イム に 枠 移 行
（月曜日 ~ 木 曜日）し
た「WBS（ワールドビ
ジネスサテライト)」
、
メインキャスターは大

生まれました。そこで月曜日にはドラマを放送します。

キャスティングで濃い内容の作品をお送りします。

Paraviをはじめとする配信サイトでもお楽しみいただけます

月

11: 00

WBS（ワールドビジネスサテライト）

この「WBS」の枠移行により夜11時台に新たな枠が

2弾は西島秀俊さん主演の「シェフは名探偵」です。豪華

月曜と土曜の夜 11 時台には豪華キャスティングのドラマ枠を新設！
よる

と 3部門ともに目標とした達成視聴率をクリアできまし

10 : 00

よる

2020年度の視聴率は、GH3.9%、PT3.4%、全日1.6%

月‒木

よる

テレビ東京

「新テレ東」へ
思い切り第一歩！

WBS が夜 10 時にお引っ越し
より深く、よりタイムリーに

©「シェフは名探偵」製作委員会

出演：西島秀俊、濱田岳、神尾佑、石井杏奈、佐藤寛太、橋本マナミ ほか

11:25 サタドラ

私の夫は冷凍庫に眠っている

この人がいる限り、自由
な 生 活 は 手 に 入 らない

出演：ビートたけし、国分太一
出演：本仮屋ユイカ、白洲迅 ほか

……そう思ってきちんと
殺したのに、殺した相手
が普通に帰ってきた！？ 殺
したはずの相手が生きて
いて、再びその人と生活
する男女の心の内をえぐ
り出す、衝撃のラブサス
ペンスドラマ。

第2弾

春の呪い

最愛の妹を亡くした主人公が恋したのは、妹の
婚約者だった！

出演：髙橋ひかる ほか

禁断の恋に揺れる姉、妹の婚約者で財閥の御曹
司である青年、恐怖の幻影として姿を現す妹。
複雑な想いが渦巻く奇妙な三角関係の行方と
は……？
「お前が死んだら、俺も死ぬぞ」
韓流ドラマとはひと味違う「情念と衝撃のラブ
ストーリー」
。

2021 SUMMER
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ゴールデンタイム改編率 80％で勝負に出ます！

我々も大きく変わること、でした。
2021年4月に、BSテレ東はゴールデンタイムの改編率
80%という大きな勝負に出ました。

大型ニュース番組が、大きく、変わる。
これまで夜10時台からお届けしていました「日経プラス
10」を大幅に刷新し、夜9時台（金曜日は 10時台）で新た
に「日経ニュース プラス 9」としてスタートしました。視
聴者のライフスタイルの変化（就寝が早まり、視聴の重心

ゴールデンタイムの番組視聴へと誘います。そして夜7時
台は、
月曜は映画、
火曜は旅、
水曜は「外国人から見た日本」
といった具合に分かりやすく番組を再配置しました。

夜10時台が、大きく、変わる。
平日月曜から木曜の夜10時台は、大人の鑑賞に堪える
エッジの立った番組を並べました。月曜日には民放連賞も
受賞した「THE名門校」を、火曜日には「ガイアの夜明け」
を枠移行してお届けします。水曜日は新番組「都会を出て
暮らそうよ BEYOND TOKYO」、木曜日は新番組「マ
ネーのまなび」を開始しました。

2021 SUMMER

4K

「日経プラス 10 」が時間帯を変え、装いも新たにして放送開始。日
本経済新聞の取材陣の協力による「フェイクのない」信頼できる
ニュースの数々。日経の海外 36 拠点や、クオリティの高いフィナン
シャル ・ タイムズ（ FT ）の取材によるグローバル報道を一段と充
実させてお送りします。
また、ジャーナリスト池上彰が大学生らとともに学び、未来を考え
る「チーム池上が行く！」、人気上昇中のトラウデン直美が取材する
「SDGs変わりゆく世界」、サッカー元日本代表監督で現在FC今治
会長の岡田武史が全国の有力経営者と語る「岡田武史のニッポン再
生戦略」、雑草魂でおなじみ元メジャーリーガーによる「上原浩治の

直撃！経営者」など多彩なコーナーも投入し、見ごたえのある番組
をお届けします。

られざる地酒”と
“最高のアテ（おつ
まみ）”をセットで
紹介します。
MC：中村雅俊、伊藤聡子
メインキャスター：山川龍雄、榎戸教子、坂本英二

木

10 : 00 日経スペシャル マネーのまなび

“人生100年時代”の到来とともに、お金の稼ぎ方、消費術、運用術な

どがとても大切になってきました。
「急に運用と言われても……」と悩
む方のために、マネーの初歩の初歩から徹底解説。昨年11月に特番と
して放送し、
「お金の話なのに分かりやすい」と大変評判をいただいた
番組をレギュラー
化しました。出演
は、元財務官僚で
ニュースキャスター
の経歴も持つ村尾
信尚さん。
日本経済新聞のリ
ソース を 活 か し、
テーマごとに具体
的なデータなども
、
提示して分かりや 出演：村尾信尚（関西学院大学教授）
すくお届けします。

9

9 :54 日経ニュース プラス 9

池谷亨
（テレビ東京 チーフ・コメンテーター）
ほか

池上彰

土

しんや

平日夜6時台には「BS歌謡アワー」と題して毎日、歌番
組を放送。多くの視聴者にご覧いただくことで、そのまま

金

コーナーでは、
「食
べて応援！飲んで
応 援！ 地 域 の 名
品」をテーマに日
本各地にある“知

よる

見やすいタイムテーブルに、大きく、変わる。

8 :54

都会から離れて自分らしく暮らしたいという人が増えています。
都会中心の生活から地域の時代へ！ 毎回一つの町のキーマン（首長
など）がやってきて、
「住みたくなる驚きの発見」と「その町の魅力 ・
ウリ」をお届けする、新型地域情報番組。
「ここからエール！」

がやや早い時間帯に上がっている状態）を捉え、BSテレ東
のメイン番組をより見やすい時間帯にお届けいたします。

月‒木

よる

けするためにはどうしたらよいか、真剣に考えた結果が、

10 : 00 都会を出て暮らそうよ BEYOND TOKYO

夜 9 時台に大型経済ニュース番組が登場！
よる

社会も、メディアも、そして視聴者の方々の生活も一変し
たなかで、これからも視聴者に寄り添って良い番組をお届

水

よる

B
テS
レテ
ビレ
東ビ
京東京

大変な時代に、大きく、
変わる。BS テレ東

水曜と木曜に新番組スタート！
テーマは「地方創生」＆「マネー」

岡田武史

上原浩治

0 : 00

真夜中ドラマ
「高嶺のハナさん」 4K
民放無料BS局で唯一オリジナル連続ドラマを制
作し続けているBSテレ東では、今年度も多数の話

題作をお届けしています。
今クールは、会社では高嶺の花として一目置かれ
ている“バリキャリ”女性社員が、年下のダメ社員
に超ピュアに恋をしてしまうラブコメディを、ムラ
タコウジの人気コミック原作を基にドラマ化！
インスタフォロワー数132万超えの人気女優であ
り、今回が連続ドラマ初主演の泉里香が演じるす
れ違いラブコメディの決定版です。

「ピュア 4K」
について
「ピュア 4K」映像といわれる高
精細の映像をお楽しみになるに
は、4Kテレビ（ 4Kチューナー内
蔵または外付け）をご用意いた
だき、
「 4K」＋「 7c h」を押して、
B Sテレ東 4Kでご覧ください。

出演：泉里香、小越勇輝、香音、猪塚健太 ほか

2021 SUMMER
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映画「妖怪大戦争 ガーディアンズ」が
2021 年 8 月 13 日（金）に公開

「孤独のグルメSeason9 」
約 2 年ぶり！
人気ドラマの新シリーズがついに始動

テレビ東京グループ

から夜7時55分までの2時間は、人気アニメ4番組「金曜アニメオー
ルスターズ ！ 」が彩ります。
夕方5時55分からは、個性豊かな子犬たちが様々なトラブルに立ち向
かう「パウ ・ パトロール」でスタート。夕方6時25分からは、主人公

リーズがこの夏、新作として復
活します！
世界滅亡を食い止める“世界
を救う勇者”に、突如選ばれて
しまった主人公（寺田心）がハ
ラハラドキドキの大冒険へと

©2020 久住昌之・谷口ジロー・fusosha ／テレビ東京

輸入雑貨商を営む主人公 ・ 井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけ
た食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、
至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ「孤独のグル

メ」
。待望の新シリーズが連続ドラマとして、約2年ぶりに始動！
2012年1月、深夜にひっそりと放送がスタートし9年目に突入。見
たら食べたくなる料理と松重豊が演じる五郎の大胆な「食べっぷり」
や「心の声」はそのまんまSeason 9も通常営業！？
まだまだ衰えない五郎の食欲にもご期待ください！

コロナによってサウナライフが大きく変化してしまったなかでも、
前向きに新しい「サ活」を模索するナカちゃん（原田泰造）、偶然
さん（三宅弘城）、蒸し男くん（磯村勇斗）。本作では今日も様々な
サウナで繰り広げられる平凡だけど愛おしい十人十色のヒューマ
ンドラマを、3人のたわいもないサウナ談義とともに描いていきま
す。金曜の夜、サウナ愛あふれる映像とともにお楽しみください。

繰り出していきます。杉咲花、
⼤沢たかお、大森南朋、安藤サ
クラ、三浦貴大、大倉孝二、大
島優子ら豪華キャスト、妖怪、
モンスターが集結する、この
夏最大の感動&ファンタジー
アドベンチャーにどうぞご期
待ください！

© 2021 劇場版「きのう何食べた？」製作委員会

©2021『妖怪大戦争』ガーディアンズ

映画賞を総なめにした前作から舞台は 3 年後
若き刑事に何があったのか？
舞台は前作から 3 年後。広島の
裏社会を治めていた伝説の刑
事 ・ 大上（役所広司）亡き後、
その遺志を受け継いだ若き刑
事 ・ 日岡秀一（松坂桃李）。権
力を用い、暴力組織を取り仕

切っていた日岡だったが、出所
してきた“悪魔の男”上林成浩
（鈴木亮平）によって事態は急
転していく……。
原作シリーズでは描かれていな
い、オリジナルストーリーとして誕
生！ 物語、アクション、緊張感、
衝撃度、すべてがレベルアップ！！

© 2021「孤狼の血 LEVEL2 」製作委員会

公開日：2021年8月20日
（金）

2021 SUMMER

金曜夕方からは、テレビ東京のアニメで決まり！ 子どもから大人ま
で楽しめる、テレビ東京のアニメ番組にご注目ください。

さん演じるシロさん、内野聖陽さん演じるケンジをはじめとしたおな
じみのキャストに加え、映画から登場する新キャラクター、そしてとび
きりの料理の数々。スクリーンで楽しむ劇場版「きのう何食べた？」
をどうぞお楽しみに！

コロ ナ 禍 で 立 ち 上
がった「バーチャル
の世界に池袋を作
る」プロジェクトが、
ついにサービスをス
タ ートさせました。
「池袋ミラーワール
ド」のホームページ

出演：松
 坂桃李、鈴木亮平、村上虹郎、西野七瀬、中村梅雀、早乙女太一、
斎藤 工、吉田鋼太郎
監督：白石和彌 配給：東映

2019年に放送され、大きな話題を呼んだドラマ 24「きのう何食べ
た？」
。2020年には正月SPも放送され、ますます幅広いファンを獲
得しています。そして今年、待望の劇場版が公開されます。西島秀俊

のケータがウィスパー、ジバニャン、コマさんなど、個性豊かな妖怪た
ちと繰り広げるちょっぴり奇妙な物語「妖怪ウォッチ♪」
。続いて夜6
時55分からは、ポケモンバトルで最強を目指す少年“サトシ”と、すべ
てのポケモンをゲットするという夢を持つ少年“ゴウ”の冒険を描いた
「ポケットモンスター」
。そして夜7時25分からは、新幹線が変形する
巨大ロボット「シンカリオン」とその運転士となる少年たちの活躍を
描く「新幹線変形ロボ シンカリオンZ」を放送中です。

バーチャル池袋の世界がついに始動！
「池袋ミラーワールドプロジェクト」

「孤狼の血 LEVEL2 」

©「サ道」2021 年冬 SP
製作委員会

金曜夕方 5 時 55 分からはアニメのテレ東！
テレビ東京では、月曜から日曜まで毎日欠かさずアニメを放送中。な
かでも、2021年4月クールより、テレビ東京系列の金曜夕方5時55分

2005年に興収20億円の大ヒッ
トを記録した「妖怪大戦争」シ

サウナブームを巻き起こした
ドラマ「サ道」が待望のシリーズ化！
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劇場版「きのう何食べた？」がいよいよ今年公開！

に登録をすれば、誰でも簡単にアクセスすることができます。
3月27日の正式オープン日から、テレビ東京は 3日連続でイベント「ミ
ラーワールドEXPO」を行いました。池袋のみならず大塚でもイベン
トを開催し、声優イベントや視聴者参加型の企画など、全編無料・生配
信でプロジェクトの世界観を届けました。
今後、このバーチャルの世界をより発展させ、様々な
イベントやプロジェクトを行うことで、経済圏をつく
り文化を発信いたします。今後の展開にぜひご注目く
ださい。

池袋ミラーワールド

©Spin Master Ltd. ™PAW PATROL and all related titles, logos, characters;
and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license.
Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.
©LEVEL-5/ 妖怪ウォッチ♪プロジェクト・テレビ東京
©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku ©Pokémon
©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ 超進化研究所Z・TX
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事業報告

テレ東初の音声コンテンツレーベル
「ウラトウ」配信開始
近年のデジタル音声広告市場の急成長や
音声メディアへの関心の高まりを踏まえ、

テレビ東京グループ

音楽配信サービスとしては世界最大手の
オ ー デ ィオ ストリー ミン グ サ ー ビ ス
Spotifyとパートナーシップを結び、テレ
ビ東京が立ち上げた音声コンテンツプロ
ジェクト「ウラトウ」で制作する番組を独
占配信いたします。本パートナーシップ

により、TXCOM（
（株）テレビ東京コミュ
ニケーションズ）はオーディオ制作に関す
るノウハウやリソースを得て、テレビや動
画配信サービス視聴者以外の新たなリスナー層の開拓を狙います。
第1弾としてギャラクシー賞受賞、熱狂的なファンを持つ「ハイパー
ハードボイルドグルメリポート」の音声コンテンツを配信中です。

TXCOM×日経の経済 YouTube
「経済 Labo 」がスタート！
TXCOMと日本経
済新聞社デジタル
事業が、
「本格的な
経済・ビジネスを、
もっと楽しく学ぶ」
をコンセプトに立
ち上げたYouTube
チャンネル「経 済

Labo」
。 そのチャ
ンネル内で、大学
の授業になぞらえたコンテンツを配信する
「日経テレ東大学」がスタートしました。
「家、ついて行ってイイですか？」の高橋
弘樹プロデューサーが制作統括を務め、
「チャラすぎるミクロ経済学」
「YOUは

何しに日本株へ？」など、難解になりが
ちな経済の話でも気軽に楽しく学べるコ
ン テン ツ が 仕 上 がりました。
「経 済
Labo」では、20 ～ 40 代を中心とするビジネスパーソンの成長に
つながる内容を、新たな視点で届けてまいります。

「Paravi」からのお知らせ

通販事業

テレ東本舗。WEB

テレビ東京ホールディングスが出資する動画配信サービス
「Paravi（パラビ）
」はサービス開始から 3年を迎え、認知度
も上がりました。テレビ東京の人気ドラマをはじめ、出資会
社から提供される番組・コンテンツの品揃えは多くのユー
ザーの支持を得て、好調に会員数を伸ばしています。

さらなる認知度アップをめざし、新 CM を公開中！

お前んチでゲームしない？」といった人気番組や話題のドラマのグッ
ズなどを広く取り揃えています。今後も番組をより楽しんでいただけ
るような商品展開を目指してまいります。

「珈琲いかがでしょう」
アクリルキーホルダー
（たこカー）
マグカップ

©Paravi

テレ東ドラマが絶好調！オリジナルストーリーも好評
「ドラマParavi」作品をはじめ、テレビ東京の多くのドラマを配信
しています。この1年で話題を集めたドラマ「共演NG」や「アノニ
マス～警視庁“指殺人”対策室～」
「珈
琲いかがでしょう」では、Paravi オ
リジナルストーリーも独占配信。
テレビ放送と配信サービスを並行し
て楽しめるということで、好評を博し
「アノニマチュ！〜恋の指相撲対策室～」
ています。
©「アノニマス」製作委員会

テレ東が制作するオリジナルバラエティも続々登場！
Paraviでしか観ることができない配信専用のバラエティ番組がいく

つもあることをご存じでしょうか？ テレビ東京が制作する「考え
すぎちゃん」
「A.B.C-Zの1000本ノッ
ク」
「筋肉温泉」というラインアップ
は常に人気上位です。攻めた企画内
容は配信オリジナルならでは！ ど
うぞお楽しみください。

テレビ東京ダイレクト

「テレ東本舗。WEB」は番組グッズやDVD、Blu-rayなどを販売して
いるネット通販サイトです。おなじみの「出川哲朗の充電させてもら
えませんか？」
「シナぷしゅ」
「有吉ぃぃ eeeee！～そうだ！今から

見逃したテレビ番組を楽しむだけでなく、過去の名作ドラマやアニ
メをイッキ見で楽しむユーザーが増えています。いわば「テレビの
お困りごとを解決」するサービス…それを踏まえ、4月より“テレビ、
さらに、Paravi”というキャッチフ
レーズのCM放送を開始しました。
初めての有料動画配信サービスは
Paraviというユーザーの方も増えて
きました。ぜひ一度、お試しください。

テレビ東京グループでは、ネットやテレビで魅力的な商品の通販事業を展開しています。

＊スマートフォンのカメラ機能で QRコードを読み取ると、各店舗のサイトをご覧いただけます。

「有吉ぃぃ eeeee！」
アクリルスマホスタンド

テレ東本舗。WEB

お取り寄せ番組「虎ノ門市場」
全国各地の知られざる名品を紹介す

るグルメ通販番組で、2020年度は
ステイホームの影響もあり売上30
億円超の新記録となりました。
主力商品は海鮮セット、有名人監修
のおそうざい頒布会など。

さらに今年度からは、酒類を扱う
「虎ノ門酒場」も始まります。
放送はBSテレビ東京・水曜夜10時
～
「都会を出て暮らそうよBEYOND
TOKYO」番組内で。
コーナー進行は、日本酒スタイリス
ト・島田律子。
2021年度も、テレビ東京ダイレクト
にご期待ください。

虎ノ門酒場

テレビ東京コミュニケーションズ

PEANUTS公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」オリジナ
ル、LOVELY TOWNシリーズが好評展開中です。LOVELY TOWNシ

リーズは、スヌーピーが生まれた街カリフォルニア州サンタローザと、
私たちの住む日本をテーマに、それぞれを象徴するかわいいアイテム SNOOPYミニポーズ
ぬいぐるみ /
をギュッと集めたデザインシリーズです。今回のシリーズのためだけ
LOVELY TOWN
に描き起こしたキャラクターにも注目です。
3,850円（税込）
現在販売中の、ジョイントパーツで手や足を動かしてポーズをつくれ
る人気のポーズぬいぐるみの、かわいいサコッシュが付いた限定ミニ
サイズや、マイクロファイバーを用いたクイックドライタオルをはじ
め、今後もLOVELY TOWNシリーズに新商品が続々登場予定です！
これからもお客様のご期待に応え、満足いただける商品をお届けして
まいります。

本店

（左）
クイックドライフェイスタオル /
LOVELY TOWN：1,320円（税込）
（右）
クイックドライバスタオル /
LOVELY TOWN：2,530円（税込）

楽天市場店

取扱商品
ショップ限定オリジナル商品、
国内向けPEANUTSライセンス商品
Ⓒ 2021 Peanuts Worldwide LLC
日本のスヌーピーの公式サイトは www.SNOOPY.co.jp

「考えすぎちゃん」©Paravi
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2021 年 3 月期

業績報告

2021 年 3 月期

コロナ禍で広告減少、イベント中止となるなか
コストコントロールで利益を確保
アニメの海外売上が引き続き好調に推移

地上波放送事業
売上高

1,033 億
6 千 1 百万円

（前年同期比－7.2％）

売上高

1,390 億
8 千 4 百万円

（前年同期比−4.2% ）

営業利益

親会社株主に帰属する当期純利益

52 億

2 千 8 百万円

（前年同期比＋2.0% ）

25 億

7 千 5 百万円

（前年同期比−0.6% ）

放送周辺事業

営業利益

売上高

45 億

5 千 5 百万円

（前年同期比－8.8％）

放送事業（地上波放送、番組販売）

放送事業収入（売上高）の合計は 10.3%減の 728億6千9百万円となりまし

た。
番組提供のスポンサーから得られるタイム収入のうち通常放送（レギュラー部
門）では、系列局を通じた全国放送（ネット部門）
、テレビ東京単独の首都圏放
送（ローカル部門）の両方において、4月・10月クールの番組改編に伴う落ち
込みがありました。これに加え、特別番組（特番）部門では新型コロナウイルス
によるスポーツやイベントなどの開催中止や規模縮小が響きました。
スポット収入はコロナ禍の影響から10月以降少しずつ回復したものの、上
期の落ち込みが大きく影響しました。地方放送局などへの番組販売収入は、
各局の番組購入費の削減などの影響がありました。

総資産

純資産（自己資本比率）

420 億

（前年同期比＋0.1％）

25円

1,280 億

890 億

（年間配当40円）

1 株当たり配当金
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。
（2022年3月期配当予想）年間配当１株当たり40円（中
間配当１株当たり15円、期末配当1株当たり25円）
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7 千 5 百万円

7 千 4 百万円
（ 67.2% ）

テンツ部門では、コロナ禍による制作中断や延期等の影響を受けました。
映画部門は「パラサイト 半地下の家族」のヒットにより、前年比で増益とな
りました。
イベント部門も相次いで計画を縮小・中止せざるを得なくなりました。

コミュニ ケ ーション 事 業
2022 年 3 月期

業績予想

売上高

営業利益

1,390 億円

55 億円

（前年同期比＋6.7％）

（前年同期比＋5.2％）

※2022年３月期第１四半期より収益認識に関する会計基準が適用されます。業績予想は収益認識に関する会計基準対応
ベースで作成しており、増減率は2021年３月期に新基準を適用した場合との比較となります。

売上高

営業利益

60 億

3億

5 千 7 百万円

（前年同期比＋25.9％）

1 千 2 百万円

（前年同期比＋2.9％）

コミュニケーション事業では、巣ごもり需要を捉えたスヌーピーなどのキャラ

クター EC事業が一年を通して好調に推移しました。また、動画配信の再生
増により広告売上も大幅に伸びました。

30 億

4 千 7 百万円

（前年同期比＋21.0％）

テレビ通販事業を手掛けるテレビ東京ダイレクトは、コロナ禍の巣ごもり需

要を捉え、生活関連商品が人気を集めました。お取り寄せグルメ
「虎ノ門市
場」も大きく売上を伸ばしたことから、同社は 3期連続で増収増益を達成し

ました。

音楽出版を手掛けるテレビ東京ミュージックは、年間を通して印税収入が順

調に推移しました。配信関連の楽曲使用料や、海外からの印税も売上に貢
献しました。
アニメ専門チャンネル「AT-X」を手掛けるエー・ティー・エックスでは、加入
促進キャンペーンを行いましたが、放送売上の増加には至りませんでした。

BS 放送事業

ライツ事業収入（売上高）の合計は 1.1%増の 304億9千2百万円となりまし
た。アニメ部門は、国内での商品化ビジネスが前年並みを維持し、中国を
はじめとした海外では「BORUTO」のSNSゲームが売上を伸ばしました。
放送番組をインターネット配信の課金プラットフォームなどに販売するコン

営業利益

1 千 9 百万円

ライツ事業（アニメ、コンテンツ、イベントなど）

1 株当たり配当金

業績報告

売上高

営業利益

160 億

13 億

6 千 5 百万円

（前年同期比－2.0％）

6 千 1 百万円

（前年同期比＋5.6％）

放送事業（ BS放送）

放送収入（売上高）のうちタイム収入は、スポーツコンテンツを放送できな
いなどのコロナ禍の影響を大きく受けるなか、開局20周年記念特番や通

販番組等で巻き返しを図りましたが前年実績を下回りました。一方、スポッ
ト収入では、コロナ禍のなかでも通販スポンサーを中心に出稿が増えたこ
とにより前年実績を上回りました。

ライツ事業（コンテンツ、イベントなど）

コロナ禍によりコンテンツ制作に一部影響が生じましたが、BSオリジナル
新作の制作を継続、アーカイブ作品とともに配信・ビデオ化・海外販売など
に取り組みました。イベント事業は規模縮小及び延期を余儀なくされました
が、当初想定を上回る実績を残しました。

以上により、BSテレビ東京は、売上高が民放キー局系のBS5局の中で初
めてトップになりました。
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「大切にします、ミライ～ずっと地球と一緒に～」をキャッチフレーズに

テレビ東京グループの SDGs プロジェクトが始動しました
テレビ東京グループは、これまで取り組ん
できた様々な社会貢献活動をさらに一歩進
め、国連が掲げるSDGs（持続可能な開発目

S D Gs ＆ ファンコ ミュニティ

標）への取り組みを21年度から本格的にス
タートします。その中核組織として、社内横
断のプロジェクトチームを発足させ、キャッ
チフレーズ「大切にします、ミライ～ずっと
地球と一緒に～」を決めました。
第1弾として国内初となるLEDスタジオ
照明設備のリモートプロダクションシステム

を神谷町第2スタジオに導入しました。さら
に照明のLED化を進め、今後3年間でCO₂
排出量を415トン削減します。
世界が持続的に発展するための目標とな
るSDGsは、今や世界中の企業や団体が取り
組むべき課題となり、関連したニュースや新
聞記事を見ない日はないほどです。日本の
多くの有力企業が経営方針の一つに掲げて
実行に移し始めています。テレビ東京グ

ループも3月8日、国連が報道機関に協力を
呼びかけている「SDGメディア・コンパク
ト」に署名し、即日承認されました。加盟を
きっかけにSDGsにつながる番組制作をさ
らに促進していきます。
テレビ東京グループは、21年度からの3カ
年の中期経営計画にも取り組むべき重要な

テーマとして盛り込みました。SDGsは企業
の本業とは別の非営利的な社会貢献活動で
はありません。放送・配信、イベント開催な

どの中核のビジネスだけでなく、それを支え
るあらゆる業務の中にもSDGsにつながる
題材があるはずです。SDGsには 17の目標
（ゴール）
と、さらに詳細な169もの具体的な
ターゲットが設定されています。少し視点
を変えることで、さらなる貢献につながるこ
とが十分に考えられるのです。
こうした観点からSDGsプロジェクトは本
社、グループ各社のあらゆる部署が参画する
形で運営していきます。また次世代育成のた
めのキャリア教育やチャ
リティ活動などを通じ
て地域・社会に貢献し
てきたこれまでのCSR
委員会の活動は、SDGs
プロジェクトに取り込

テレビ 東 京グ ル ー プ
テレビ 東 京 グ ル ー プ

（株）テレビ東京ホールディングスは、地上波放送、BS放送、コミュニケーション事業など、あらゆるメディアを
持つテレビ東京グループの持株会社であり、一つのコンテンツが持つ価値の最大化を目指します。
沿

（株）テレビ 東 京 ホ ー ル ディング ス
─■（株）テレビ東京

■（株）テレビ東京ミュージック
■（株）テレビ東京ダイレクト
■（株）エー・ティー・エックス

─■（株）テレビ東京コミュニケーションズ
「SDGメディア・コンパクト」に署名する石川社長

■TV TOKYO AMERICA, INC.

─■（株）テレビ東京コマーシャル

─■（株）テレビ東京制作
─■（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

む形で継続します。放
送・配信のコンテンツを
通じた取り組みをはじ
め、スタジオなどの放送
設備やオフィスのCO₂
削減といった幅広い活
動を展開します。

T X N ネットワ ー ク

1973年

テレビ東京

1981年

テレビ東京

1998年

BSテレビ東京

1999年

（株）日経映像
（株）インタラクティーヴィ
（株）日経CNBC
（株）プレミアム・プラットフォーム・ジャパン
（株）TVer

─■（株）テレビ東京システム

テレビ東京

1985年

［持分法適用関連会社 ］

─■（株）テレビ東京アート

1964年
1968年

■（株）テレビ東京メディアネット

─■（株）BSテレビ東京

T X N ネ ット ワ ー ク

2001年
2010年
2013年

■ 地上波放送事業
■ 放送周辺事業
■ BS放送事業
■ コミュニケーション事業

2016年
2018年

テレビ東京

テレビ東京
テレビ東京

革

日本科学技術振興財団テレビ局開局、放送開始

（株）東京十二チャンネルプロダクション設立
（株）東京十二チャンネルに社名変更
科学教育専門局から一般総合局へ
（株）テレビ東京に社名変更
港区虎ノ門に移転

（株）ビー・エス・ジャパン設立（（株）BSテレビ東京）
天王洲スタジオ完成

テレビ東京ブロードバンド（株）設立
テレビ東京
コミュニケーションズ （（株）テレビ東京コミュニケーションズ）

（株）テレビ東京、（株）BSジャパン、テレビ東京ブロードバンド
テレビ東京
ホールディングス （株）が経営統合して（株）テレビ東京ホールディングスを設立
テレビ東京
（株）テレビ東京コミュニケーションズに社名変更
コミュニケーションズ

テレビ東京
ホールディングス
BSテレビ東京

港区六本木に移転
（株）BSテレビ東京に社名変更

TXNネットワークは、テレビ東京をキー局として6局で構成された効率的なネットワークで、
全国視聴可能世帯の約70%をカバーしています。

TVh
テレビせとうち株式会社
131.3万世帯

テレビ大阪株式会社
785.8万世帯

テレビ愛知株式会社
477.6万世帯

ファンコミュニティ事務局が発足！
テレビ東京では2019年末に社内横断の有
志による「ファンプロジェクト」を発足させ
さまざまな施策を展開してきましたが、今年
4月、このプロジェクトを組織化し「ファン
コミュニティ事務局」が誕生しました。テレ
東ファンをつくり増やしていくファンマーケ

ティングを一層加速させて参ります。
事務局では、ファンコミュニティサイト
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（下期予定）
、SNSを通じたコミュニケーショ
ンやファン向けイベントなどを通じてファン
のロイヤリティを高め、その輪を広げていく
ことでコンテンツの視聴、グッズ販売などに
貢献することを目指します。皆様にも“ファ
ン株主”となっていただけるよう、テレビ東
京のファンマーケティングにご注目くださ
い。

株式会社テレビ北海道
279.7万世帯

株式会社TVQ九州放送
337.4万世帯

SNSやファンミーティ
ングを通じて吸い上げ
た意見を番組制作に
活かし、テレ東ファン
を増やします

TVQ

TSC

TVO

TVA

TX

株式会社テレビ東京
2111.3万世帯

※住民基本台帳（総務省作成、2020 年 1月1日現在）の世帯数をベースに、民放テレビ局エリア調査（日本アドバタイザーズ協会）2008 年版のカバレッジ数値を使用し、各局のエリア世帯数を算出。
なお、テレビ北海道のカバレッジは同社調べ。
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会社情報

株式情報（ 2021年3月31日現在）
会社概要

会社名

株式の状況

株式会社テレビ東京ホールディングス
（ TV TOKYO Holdings Corporation ）

本店所在地

東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー

URL

https://www.txhd.co.jp/

設立

2010年10月1日

資本金

100億円

代表取締役社長
専務取締役

小孫

茂

石川 一郎
新実

傑

加増 良弘

松本 篤信
常務取締役

狐﨑 浩子

川崎 由紀夫

取締役

大橋 洋治

株主名

監査役

株式会社テレビ東京 代表取締役社長

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

CIO、技術、報道、メディア戦略、業務改革統括、
コンテンツ統括会議副議長
経営企画、経理統括
コンテンツ全般（編成、制作、営業、配信統括）
、
コンテンツ統括会議議長
総務人事担当、法務、広報、労務、グループ統括
アニメ・ビジネス統括

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

名誉顧問

村上 一則

加賀見 俊夫

尾﨑 道明

三井物産株式会社

株式会社オリエンタルランド 代表取締役会長(兼)CEO
弁護士

（注）１．取締役 大橋洋治氏、取締役 岩沙弘道氏、取締役 岡田直敏氏、取締役 澤部肇氏、取締役
奥正之氏は社外取締役です。
２．監査役 村上一則氏、監査役 加賀見俊夫氏、監査役 尾﨑道明氏は社外監査役です。
３．取締役 大橋洋治氏、取締役 岩沙弘道氏、取締役 澤部肇氏、取締役 奥正之氏は東京証券
取引所の定めに基づく独立役員です。

グループ全体の最新情報・詳細はウェブサイトからどうぞ

https://www.txhd.co.jp/
TXHD
テレビ東京ホールディングスとグループ会社
の最新情報をまとめて閲覧できます。また、
テレビ東京ホールディングスの経営計画や財
務情報、株式情報など、株主・投資家の皆様
向けの情報をご覧いただけます。

1,239,100

4.38

1,002,050

3.54

660,000

2.33

590,500

2.09

518,050

1.83

680,150

日本生命保険相互会社
株式会社東京計画
株式会社SMBC信託銀行
（株式会社三井住友銀行退職給付信託口）

508,300

株式会社日本カストディ銀行（信託口9 ）

小田原 明子

32.01

1,006,300

株式会社みずほ銀行

株式会社日本経済新聞社 代表取締役会長

所有比率（ % ）

9,052,710

1,400,000

株式会社MBSメディアホールディングス

ＡＮＡホールディングス株式会社 相談役

TDK株式会社 元代表取締役会長

正之

持株数（株）

株式会社日本経済新聞社
吉田嘉明

澤部

奥
常勤監査役

100株

単元株式数

株式会社テレビ東京 代表取締役会長

岩沙 弘道

肇

8,671名

株主数

大株主

三井不動産株式会社 代表取締役会長

岡田 直敏

28,279,500株

発行済株式総数

役 員（ 2021年6月17日現在）
代表取締役会長

100,000,000株

発行可能株式総数

4.95
3.56

2.41

1.80

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）

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

みずほ信託銀行株式会社

お手続き
●株式に関する各種お手続き
（未受領の配当金を除く）につきましては、原則、口座を開設している証券会社等で承り
ます。

●未受領の配当金につきましては、みずほ信託銀行、みずほ銀行及びみずほ証券（取次のみ）の本支店で承ります。
●ご不明な点は、下記のみずほ信託銀行へお問い合わせください。

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4

0120-288-324（フリーダイヤル）

お問い合わせ先

株式会社テレビ東京ホールディングス 総務人事局総務部

〒106-8007 東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー ☎03-6635-1771（代表）

