
2008年 5月 7日 
各  位 
 会社名  株式会社  テレビ東京  
 代表者名  代表取締役社長 島田  昌幸  
  (コード番号 : 9411 東証第 1部) 
 問合せ先責任者  取締役 深沢  健二  
  (Tel. 03-3459-9411) 
 

 
持分法適用関連会社(テレビ東京ブロードバンド株式会社)における  

特別損失発生について  
 
 
当社の持分法適用関連会社であるテレビ東京ブロードバンド株式会社(コード番号: 3786 東証

マザーズ、当社議決権所有割合* 34.60%、以下 TXBB)が、「音楽関連事業の見直しに伴う特別損失
の発生及び平成 20年 3月期通期業績予想並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ」を開示し
ましたので、お知らせします。 

 
TXBBは、2008年(平成 20年)3月期において 2,458百万円の特別損失を計上しました。 
なお、TXBB の特別損失計上などによる当社業績への影響については、本日付で発表しており

ます「持分法投資損失の発生および 2008年 3月期の業績予想の修正に関するお知らせ」に記載し
ています。 

(*議決権所有割合は 2007年 9月 30日現在) 

 
 

(添付)  TXBBの開示資料「音楽関連事業の見直しに伴う特別損失の発生及び平成20年3月期通期業
績予想並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ」 

 
 

以  上 



 

 
平成 20 年５月７日 

各      位 

会 社 名  テレビ東京ブロードバンド株式会社 

代表者名  代表取締役会長兼社長 加藤 雅夫 

（コード番号 3786） 

問合せ先  取締役 管理担当      渡辺 豪 

（TEL．03－5733－3888） 

 

音楽関連事業の見直しに伴う特別損失の発生及び 

平成 20 年 3 月期通期業績予想並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 20 年 4 月 22 日にお知らせしました音楽関連事業の見直しに伴う特別損失発生の

見込みを精査し、平成 20年 5 月 7日の取締役会にて、平成 19 年 5 月 14 日に公表いたしました

平成 20 年 3月期（平成 19 年 4 月 1日～平成 20年 3 月 31 日）の通期業績予想並びに期末配当予

想の修正につき決議いたしました。その概要をお知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１．音楽関連事業の見直しに伴う特別損失の発生について 

 

当社グループは、強みであるモバイル＆インターネット分野での事業展開に加え、新たな

事業の柱を構築することを狙いに、音楽関連事業に取り組んでまいりました。平成 18 年 2 月

に FM 放送局であるエフエムインターウェーブ株式会社（以下、InterFM）の筆頭株主として

資本参加し、また、平成 19 年 3 月期には、音楽レーベル事業を行う連結子会社である Traffic

株式会社、HOWLING BULL Marketing 株式会社、CD流通を担う DIS 株式会社（持分法適用関連

会社）を設立し、FM ラジオによるグループ内音楽コンテンツのプロモーション、音楽レーベ

ル運営、CD流通の各機能をグループ内に有し、組み合わせた事業を推進してまいりました。 

しかしながら、この度、後述の要因等により、音楽関連事業にて目標としていた業績が未達

となり、当社にて、事業モデルの再検討を行った結果、当社グループの経営資源及び体制では、

現状の音楽関連事業の継続は難しいと判断し、連結子会社の位置づけ及び事業計画を見直すこ

とといたしました。 

すなわち、テレビ東京グループの IT 戦略企業として、株式会社テレビ東京との業務提携を

深め、経営資源を得意分野であるモバイル＆インターネット分野に集中投下することを決断し

たものであります。 

このことから、2,458 百万円の特別損失を計上することとなりました。内訳につきましては

下記の通りとなります。 

 

 

<添付資料> 



 

（１）InterFM 株式に関する特別損失について 

音楽関連事業の中核であり、プロモーション機能を担う InterFM は、首都圏地域を放送区域

とする潜在力の高い放送局です。しかしながら、首都圏最後発の FM 局のため、認知度が低く、

広告単価が低い水準にとどまっていました。当社の資本参加以後、メインスタジオの移転、ス

テーションロゴの刷新、音楽レーベル事業との連携等、ブランド価値の向上及び広告単価の上

昇に取り組むとともに、インターネット活用による新たな売上の創出に取り組みました。結果

として、これら施策の効果を平成 20 年 3 月期内に得ることが出来ず、売上が前期並みにとど

まり、ブランド構築にかかるマーケティングコストを吸収できずに事業計画との乖離が生じる

こととなりました。 

  このことから、InterFM にて事業計画の変更を行うこととし、InterFM の財政状態、事業計

画を勘案し、平成 20 年 3 月期において特別損失として、当社が保有する InterFM 株式の評価

損 1,030 百万円を計上する予定です。 

また、平成 19 年 11 月 12 日付け中間決算短信に記載の通り、当社は、InterFM の株式につ

いて、同じく InterFM の株主である株式会社ニフコと、平成 18 年 1 月 20 日付「株式売買予約

契約」及び平成 18 年 3 月 31 日付「株式売買契約に関する覚書」を締結しており、平成 22 年

3 月 31 日までの間に株式会社ニフコの売り渡し請求に基づき、当社が InterFM の株式（普通

株式 3,300 株、優先株式 11,600 株）を追加購入するオプションを定めております。全ての株

式を当社が購入する場合、当社の議決権比率は 48.70%（優先株式を転換すると 60.60%）とな

ります。また、追加購入する株式の取得価格は 1,043 百万円となります。この状況から、今後

発生しうる InterFM の株式取得価格と現在の InterFM の株式評価の差額分を引当金として

1,006 百万円計上する予定です。 

なお、InterFM については、「当社グループの音楽レーベルのプロモーション機能」として

きた位置づけを見直し、株式会社テレビ東京との連携のもとに再建に取り組むべく協議中です。 

 

 

 （２）音楽関連事業の見直しに伴う特別損失について 

 当社は音楽関連事業に取り組むにあたり、InterFM のメインリスナーとの親和性の観点から、

洋楽のロック及びダンスミュージック分野にて、Traffic 株式会社、HOWLING BULL Marketing

株式会社を設立いたしました。これは、InterFM を含めた音楽関連事業グループ各社において、

ブランドを構築し、個性あるブランドの連携に基づき、高い収益性実現を目指したものであり

ます。平成 19 年 10 月には、世界的メジャーアーティストである「アンダーワールド」の CD

発売、ラジオプロモーションとの連携等、グループ内連携に基づく事業展開を実行し、一定の

成果を収めることが出来ました。 

しかしながら、各社ごとにブランド構築・ブランド展開を行った結果、経営資源が分散し、

グループ内シナジーを十分に発揮することが出来ず、各社において販売目標が未達となりまし

た。また、マーケティングコストが予想を上回ったことから、グループ各社の設立時の事業計

画と乖離が生じることとなりました。 

 音楽関連事業の収益性を確保するためには、一層の資金投入と一定の事業育成期間が必要と

認識しておりますが、現在の当社の財務体力では困難と判断しております。 

このことから、音楽関連事業の見直しを行うこととし、平成 20 年 3 月期において、関係会

社の株式評価損及び債務の整理にかかる損失等による特別損失を 421 百万円計上する予定で

す。 



 

2．平成 20 年 3 月期業績予想数値の修正（平成 19 年 4 月 1日～平成 20 年 3月 31 日） 

 

＜連結＞                              （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（A） 4,586 298 298 159

今回修正予想（B） 4,096 ▲207 ▲203 ▲2,247

増減額（B－A） ▲490 ▲505 ▲501 ▲2,406

増減率（％） ▲10.7 － － －

（ご参考） 

前期実績（平成 19 年 3 月期） 
3,284 328 313 140

 

＜個別＞                              （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（A） 2,826 54 54 32

今回修正予想（B） 2,841 80 91 ▲2,314

増減額（B－A） 15 26 37 ▲2,346

増減率（％） 0.5 48.1 68.5 －

（ご参考） 

前期実績（平成 19 年 3 月期） 
3,074 381 386 213

 

3．修正の理由 

 

 ①連結予想について 

 音楽関連事業においてグループ内シナジーを十分に発揮出来ず、連結子会社において下期に発

売した CD が販売目標を下回ったこと及び InterFM にて見込んでいた大型セールス案件が獲得出

来なかったことから、売上高が計画数値を下回ることとなりました。その結果、グループ各社で

のブランド構築にかかるマーケティングコストを吸収することが出来ず、利益面についても計画

数値を下回ることとなりました。また、上記 1の特別損失の発生により、当期純利益については

大幅な修正となりました。 

 

②個別予想について 

 キャリア、端末メーカー等の法人向けのコンテンツ販売が堅調に推移し、営業利益、経常利益

共に計画数値を上回ることとなりました。しかしながら、上記 1の特別損失の発生により、当期

純利益については大幅な修正となりました。 

 

 

 



 

４．平成 20 年 3 月期 期末配当予想の修正について  

 ①配当予想修正の理由 

 当期の配当につきましては、上記の通り当期純損失を計上する見込みとなったことから、下記

の通り修正し、見送らせていただきます。当社は、誠に遺憾に存じており、株主の皆様に深くお

詫び申し上げる次第です。 

  

 ②修正の内容 

 1 株当たり配当金（円） 

基準日 中間期末 期末 年間 

前回予想 

（平成 19年 5 月 14 日発表） 
0 1,000 1,000 

今回修正予想 0 0 0 

当期実績 0  

前期（平成 19 年 3 月期）実績 0 1,250 1,250 

 

 

５．今後の施策について 

当社は、テレビ東京グループの IT 戦略企業として、株式会社テレビ東京との業務提携を深

め、主戦場であるモバイル＆インターネット分野での事業を強化育成してまいります。 

中期の重点施策として、EC（スヌーピーカフェを含む商品化展開）、電子書籍、動画配信、

クロスメディア広告に注力してまいります。 

また、InterFM については、株式会社テレビ東京との連携のもとに再建に取り組むべく協議

中です。 

 

  詳細な計画については、現在策定中であり、決定次第改めて開示させて頂きます。 

 

 

（注）本開示資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しで 
あり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、上記予想数値と異なる場合 
があります。 

 

 

以  上 


