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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

出席者

専務取締役 経理担当 箕輪 新一

常務取締役 経営戦略担当 深沢 健二
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

2008年度 第3四半期

決算概要
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

決算ハイライト

3.5pt0.9%0.4pt4.4％営業利益率

404

1,111

1,027

770

前回予想との
差異A-B

前回予想B
(08/11/4)前年同期比実績A連結業績

181

278

256

28,714

(百万円)

売上高 29,484 △4.8%

営業利益 1,283 6.0％

経常利益 1,389 10.4％

当期純利益 586 △12.8％

第3四半期会計期間（10月～12月）



5
テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

決算ハイライト

1.1pt0.6%1.6pt1.7％営業利益率

404

1,111

1,027

770

前回予想との
差異A-B

前回予想B
(08/11/4)前年同期比実績A連結業績

△212

564

513

88,433

(百万円)

売上高 89,203 △1.0%

営業利益 1,541 △48.8％

経常利益 1,675 △48.9％

当期純利益 192 △88.7％

第3四半期累計期間（4月～12月）
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

通期 業績予想

前年同期比

△166

△156

△222

105

増減額
B-A今回予想B

(09/2/5)
前回予想A
(08/11/4)

△130.2%

△79.8%

△85.2%

△2.7%

(百万円)

連結業績予想

売上高 118,211 118,316

営業利益 672 449

経常利益 725 569

当期純利益 △152 △318
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

コストコントロールについて

制作費

制作費コントロールは予定通り進行制作費コントロールは予定通り進行

販管費・・・交際費、交通費等

△ 2,850 41,100 41,200 42,064 43,950 合計

△ 969 9,751 10,008 10,098 10,720 4Q

△ 1,081 9,620 9,462 9,969 10,701 3Q

△ 59311,439 11,439 11,707 12,033 2Q

△ 20510,288 10,288 10,288 10,494 1Q

当初計画
との差

2/5修正11/4修正8/5修正当初計画

（百万円）

人件費・・・役員報酬等
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

決算説明
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

決算補足資料

連結 損益計算書の概況

単体 損益計算書の概況

単体 放送事業の概況

単体 ライツ事業の概況

連結 貸借対照表の概況

連結 キャッシュフローの概況

配当予想

連結 業績予想

単体 業績予想
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

放送事業
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

10月クール 視聴率実績

上段:視聴率(%)
下段:前年同期比増減(ポイント)

（ビデオリサーチ調べ・関東地区）

10月クール 視聴率（9月29日～12月28日）

※占拠率は、全局合計視聴率を100としたときの当社の視聴率が占める割合

+0.3+0.4-0.4-0.5±0±0-0.2-0.6-0.36-24

3.16.77.98.47.58.342.87.33.4全日

+0.4+1.0-0.5-1.1+0.5-0.1-0.2-0.6-0.519-23

4.211.112.513.311.412.564.510.07.3PT

+0.4+1.0-0.3-1.2+0.3+0.1-0.2-0.7-0.519-22

4.212.612.013.111.412.866.010.37.7GH

占拠率視聴率
その他NHKEXCXTBSNTVHUT

TXTX
時間区分
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

年末年始 視聴率実績

年末年始 視聴率（12月31日～1月3日）

第41回『年忘れにっぽんの歌』
さよならコマ劇場

新春ワイド時代劇

1/2（金）

『寧々～おんな太閤記』
ね ね

GH 6.3％（-0.9pt） 全日 4.3％（-0.5pt）PT 6.1％（-1.2pt）

（ビデオリサーチ調べ・関東地区）

12/31（水） 1/3（土）

『出没！アド街ック天国』新春温泉SP

9.9％（＋0.6pt） 7.5％（-2.5pt） 7.9％（＋2.3pt）

12/29 『相談バカ一代』 4.5％

新しい試みで成果有り新しい試みで成果有り

12/30 『ありえへん∞世界SP』 6.2％

1/1   『モヤモヤアリケンオヤジ 』 4.9％
1/1   『極嬢ヂカラ』 4.1％
1/2 『ゴッドタンSP 』 5.0％

『深夜のバラエティフェスティバル』
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

1月クール 編成

１月クール改編率 GH：9.7％ PT：8.0％ 全日：6.1％

開局45周年記念キャンペーン 「絆」

特設サイト： www.tv-tokyo.co.jp/kizuna2009

特別番組を3 月8 日(日)から6 夜連続で放送

「日頃伝えたくても伝えられないメッセージ」を募集

『サギ師リリ子』 Lドラ新タイトル

『火曜セブン』 ヒューマンバラエティ

『美食コンシェルジュ』 お取り寄せサイト「虎ノ門市場」と連動

金：深夜 0：12～0：53

月～金：ひる 11：50～12：26

『セレぶり3 』 ドラマ24新タイトル

火：よる 7：00～7：56

土：ひる 2：25～2：53
グルメ
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

10月クール 営業実績

タイム

スポット 65億3,800万円

地区シェア

5.995.99%%
前年同期

6.156.15%%

145億9,600万円

（前年比-6.6％）（前年比-6.6％）

不動産、生保・損保の出稿減少

ゲームソフトの出稿増加

不動産、生保・損保の出稿減少

ゲームソフトの出稿増加

（前年比-6.7％）（前年比-6.7％）

特番部門を中心に振るわず特番部門を中心に振るわず
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

10月クール スポット売上業種別構成

四半期別比較

（-0.4）2 7 .9 % 2 2 .9 % 1 8 .8 %

9 . 7 % 1 5 .4 %
1 1 .9 %

8 . 6 % 7 . 0 %

6 .1 %

8 . 3 % 6 . 0 %

6 .5 %

6 . 5 % 8 . 9 %

6 .9 %

6 . 2 % 6 . 3 %

8 .4 %

5 . 5 % 4 . 2 %

5 .4 %

2 7 .3 % 2 9 .3 %
3 6 .0 %
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1Q08 2Q08 3Q08
食品・飲料 サービス・娯楽 薬品 輸送機器・自動車

金融･保険 電気機器 化粧品・トイレタリー その他
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

足元の営業状況

タイム

スポット
１月：前年比 -18.0％

１月：前年比 -9.5％

手をつなごう

期間中に60本放送予定期間中に60本放送予定

「Friend-Ship Project」 第5弾（3月）

異業種3社が1本のCMに登場異業種3社が1本のCMに登場
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

地デジ推進・７ｃｈプロジェクト

地デジ推進月間

デジタル7ｃｈプロジェクト

「新バージョンスポット」

2/25 「それいけ！7ちゃん」

視聴者が出演中

地デジ推進の告知テロップを表示

２月はテレビ東京の担当

連動データ放送の実施

第2弾
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

ライツ事業
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

主要ソフトライツ・DVD販売

売上高ベスト3 粗利益ベスト3
1. NARUTO

2. 遊戯王デュエルモンスターズ

3. ポケットモンスター

1. NARUTO

2. ポケットモンスター

3. 遊戯王デュエルモンスターズ

DVD販売

『ゴッドタン』＃3
～キス我慢選手権・レジェンド～

世界秘境全集

DVD BOX 第１集

リリース

セル 25,000本を突破セル 25,000本を突破

第3四半期累計期間(4月~12月)
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

出資映画の状況

激情版

エリートヤンキー三郎

©2009「激情版 エリートヤンキー三郎」製作委員会

少年メリケンサック

©2009 吉崎観音／角川書店、角川映画、サンライズ、
テレビ東京、NAS

2/14 公開予定

超劇場版 ケロロ軍曹

©2009「少年メリケンサック」製作委員会

2/28 公開予定

出資映画

3/7 公開予定

撃侵ドラゴンウォリアーズ
であります！
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

ブロードバンド配信の展開

てれと Watch!

海外向け番組配信

ホームページ動画配信

英語字幕付きで本編を同日配信英語字幕付きで本編を同日配信

モバイルサイト

期間中
10,000ダウンロードを記録

TX Biz NEWS イベントと連動した

限定コンテンツ配信

イベントと連動した

限定コンテンツ配信

1月8日よりスタート

会員数は10,000名突破
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テレビ東京は地上デジタル7チャンネル

イベント予定

サイクルモード

エコクラシック

4/11（土）,12（日）

舞台「その男」一瞬のきらめき

「薩摩切子展」

3/28（土）～5/17（日） 4/6（月）～4/26（日）

サントリー美術館 東京芸術劇場 ツインリンクもてぎ



経営戦略局 広報･IR部
www.tv-tokyo.co.jp/kaisha
ir@tv-tokyo.co.jp
03-3459-9411


