
2015年度第1四半期 
決算説明資料 
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株式会社フジ・メディア・ホールディングス 
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本資料には当社及び当社の関係会社・出資先企業の 

見通し、目標、予想数値など、将来に関する記述が含 

まれている場合がありますが、実際の業績は今後の 

事業運営、経済情勢、金融市場その他の状況変化等 

さまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 
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 映画、イベントも前年 大型作の反動減 

第1四半期決算（4月-6月）のポイント  

連結営業利益44億円  減収減益 

フジテレビ 

 第1四半期は大型ヒット作がなく減収・赤字 

映像音楽 

 一時的なグランビスタ取得関連費用を計上 

都市開発 

 住宅、ビル賃貸  堅調、前年  資産売却の反動で減益 

生活情報 

 セシール事業が大幅改善 ディノス事業も好調 

▲1,607 

＋165 

▲255 
▲ 2,098 

減益 

増益 

（百万円） 

映像音楽 放送 

制作 生活情報 

都市開発 広告 その他 

営業利益 前年度比較 

 新たな施策が奏功、増収で黒字化 

 評価減・不採算作品を集中的に償却 

＋982 

▲142 ▲210 ▲938 

 グランビスタ、ホテル・レジャー施設が好調で貢献  

 前年のW杯サッカーの反動等で放送収入減収 



業績概要 

4 

（単位：百万円） 

連 結 
2015年度 

第1四半期 

2014年度 

第1四半期 
増減率 

売   上   高 148,859 151,307 ▲1.6% 

営 業 利 益 4,476 6,667 ▲32.9% 

経 常 利 益 6,612 8,617 ▲23.3% 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 4,232 5,045 ▲16.1% 

フジテレビ 
2015年度 

第1四半期 

2014年度 

第1四半期 
増減率 

売   上   高 71,856 79,596 ▲9.7% 

営 業 利 益 3,663 5,174 ▲29.2% 

経 常 利 益 3,970 5,306 ▲25.2% 

当期純利益 2,618 3,321 ▲21.2% 

（単位：百万円） 



セグメント別業績 【第1四半期】 
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売上高 営業利益 

2015年 

4月～6月 

2014年 

4月～6月 
増減率 

2015年 

4月～6月 

2014年 

4月～6月 
増減率 

放送 78,608 86,162 ▲8.8% 4,293 5,900 ▲27.2% 

制作 11,616 11,184 3.9% 535 370 44.7% 

映像音楽 11,459 12,249 ▲6.4% ▲643 ▲387 - 

生活情報 33,341 32,400 2.9% 121 ▲860 - 

広告 8,927 10,291 ▲13.2%  ▲40 102 - 

都市開発 14,255 8,627 65.2% 130 1,069 ▲87.8% 

その他 6,326 6,432 ▲1.7% 13 223 ▲93.9% 

調整額 ▲15,677 ▲16,041 - 64 249 - 

連結 148,859 151,307 ▲1.6% 4,476 6,667 ▲32.9% 

（単位：百万円） 

広告 クオラス 

都市開発 サンケイビル、グランビスタ ホテル＆リゾート 

その他 扶桑社、フジミック、ニッポン放送プロジェクト 

放送 フジテレビジョン、ニッポン放送、BSフジ 

制作 共同テレビジョン、フジクリエイティブコーポレーション、フジアール 

映像音楽 ポニーキャニオン、フジパシフィックミュージック 

生活情報 ディノス・セシール、サンケイリビング新聞社 

《主な連結子会社》 

※2014年10月 クオラスと協同広告が合併 

※ 



2015年度  業績予想（修正なし） 

連結 上期予想 前年比 下期予想 前年比 通期予想 前年比 

売  上  高 324,000 5.7% 346,000 2.8% 670,000 4.1% 

営業利益 8,000 ▲16.0% 22,200 37.8% 30,200 17.8% 

経常利益 10,500 ▲39.4% 24,700 39.0% 35,200 0.3% 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 6,200 ▲49.0% 16,100 107.8% 22,300 12.0% 

（単位：百万円） 

フジテレビ 上期予想 前年比 下期予想 前年比 通期予想 前年比 

売  上  高 154,800 ▲1.4% 156,500 2.3% 311,300 0.4% 

営業利益 2,400 ▲40.3% 8,600 27.7% 11,000 2.3% 

経常利益 2,800 ▲32.5% 9,100 34.1% 11,900 8.8% 

当期純利益 1,600 ▲35.4% 5,700 93.8% 7,300 34.7% 

6 

（単位：百万円） 



セグメント別業績予想 【上期】（修正なし） 
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売上高 営業利益 

2015年度 

上期予想 

2014年度 

上期 
増減率 

2015年度 

上期予想 

2014年度 

上期 
増減率 

放送 169,000 170,305 ▲0.8% 4,100 5,641 ▲27.3% 

制作 25,000 25,082 ▲0.3% 1,100 1,285 ▲14.4% 

映像音楽 28,200 27,699 1.8% 400 ▲56 - 

生活情報 63,200 62,169 1.7% ▲1,100 ▲1,550 - 

広告 20,800 21,400 ▲2.8%  200 224 ▲10.8% 

都市開発 37,800 21,355 77.0%  2,900 3,186 ▲9.0% 

その他 13,200 12,992 1.6% 400 493 ▲18.9% 

調整額 ▲33,200 ▲34,363 - 0 294 - 

連結 324,000 306,641 5.7% 8,000 9,518 ▲16.0% 

広告 クオラス 

都市開発 サンケイビル、グランビスタ ホテル＆リゾート 

その他 扶桑社、フジミック、ニッポン放送プロジェクト 

放送 フジテレビジョン、ニッポン放送、BSフジ 

制作 共同テレビジョン、フジクリエイティブコーポレーション、フジアール 

映像音楽 ポニーキャニオン、フジパシフィックミュージック 

生活情報 ディノス・セシール、サンケイリビング新聞社 

※ 

（単位：百万円） 

《主な連結子会社》 

※2014年10月 クオラスと協同広告が合併 



セグメント別業績予想 【通期】（修正なし） 
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売上高 営業利益 

2015年度 

通期予想 

2014年度 

通期 
増減率 

2015年度 

通期予想 

2014年度 

通期 
増減率 

放送 340,200 341,925 ▲0.5% 13,800 13,331 3.5% 

制作 50,700 51,405 ▲1.4% 2,500 2,658 ▲6.0% 

映像音楽 55,600 56,873 ▲2.2% 1,800 1,160 55.2% 

生活情報 138,300 134,538 2.8% 1,200 ▲607 - 

広告 42,500 43,201 ▲1.6%  400 472 ▲15.3% 

都市開発 82,100 57,129 43.7% 9,500 7,319 29.8% 

その他 27,100 27,289 ▲0.7% 800 943 ▲15.2% 

調整額 ▲66,500 ▲69,049 - 200 351 - 

連結 670,000 643,313 4.1% 30,200 25,628 17.8% 

（単位：百万円） 

広告 クオラス 

都市開発 サンケイビル、グランビスタ ホテル＆リゾート 

その他 扶桑社、フジミック、ニッポン放送プロジェクト 

放送 フジテレビジョン、ニッポン放送、BSフジ 

制作 共同テレビジョン、フジクリエイティブコーポレーション、フジアール 

映像音楽 ポニーキャニオン、フジパシフィックミュージック 

生活情報 ディノス・セシール、サンケイリビング新聞社 

※ 

《主な連結子会社》 

※2014年10月 クオラスと協同広告が合併 
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フジテレビの業績 
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フジテレビ 売上高・営業費用内訳 

2015年度 

第1四半期 

2014年度 

第1四半期 
増減率 

放送事業収入 63,003 67,938 ▲7.3% 

    放送収入  54,964 59,995 ▲8.4% 

    その他放送事業収入 8,038 7,942 1.2% 

その他事業収入 8,853 11,657 ▲24.1% 

売上高合計 71,856 79,596 ▲9.7% 

放送事業原価 40,851 44,381 ▲8.0% 

その他事業原価 7,296 8,947 ▲18.5% 

 販売費・一般管理費 20,044 21,093 ▲5.0% 

営業利益 3,663 5,174 ▲29.2% 

（単位：百万円） 



フジテレビ  タイム・スポット収入 
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※管理ベース 2015年4月～6月 

業種 シェア 前年シェア 前年比 

衣料・身回品・雑貨 4.4% 4.9% ▲16.2% 

交通・レジャー・観光 4.1% 4.7% ▲19.0% 

事務・精密・光学機器 4.1% 2.8% 37.0% 

アルコール飲料 3.8% 5.0% ▲28.5% 

流通・小売業 3.8% 4.7% ▲24.2% 

不動産・住宅設備 1.5% 1.3% 9.9% 

家電・ＡＶ機器 1.3% 1.8% ▲32.1% 

エネルギー・機械 0.2% 0.4% ▲65.5% 

その他 0.3% 0.6% ▲57.2% 

業種 シェア 前年シェア 前年比 

化粧品・トイレタリー 19.2% 17.7% 1.4% 

通信 10.7% 11.9% ▲15.3% 

非アルコール飲料 10.3% 10.9% ▲11.5% 

食品 9.6% 8.3% 7.2% 

外食・各種サービス 6.5% 4.8% 24.7% 

エンタテイメント 5.3% 5.1% ▲2.9% 

金融・保険 5.2% 6.1% ▲20.8% 

自動車・関連品 5.0% 5.3% ▲12.2% 

医薬品・医療用品 4.7% 3.5% 24.6% 

スポット収入業種別動向 

（単位：百万円） 

2015年度 第1四半期 2014年度 第1四半期 増減率 

ネットタイム 24,053 27,463 ▲12.4% 

ローカルタイム 3,351 3,526 ▲5.0% 

スポット 27,559 29,005 ▲5.0% 

放送収入合計 54,964 59,995 ▲8.4% 



フジテレビ 編成・制作    
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大型単発番組の投入や、イベント・映画との連動で話題を発信 

 昼帯バラエティ、午後・夕方の情報・ニュース番組の 

  一層の定着を図る 

 Ｇ帯では、強いレギュラーバラエティ番組の開発を推進 

新番組・新企画の投入などタイムテーブル強化を継続 

夏には大型スポーツ番組を編成 

『FIVBワールドカップバレーボール2015』 『EAFF東アジアカップ2015』 



フジテレビ 番組制作費 
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※自社制作番組及び
購入番組の直接費 

2015年度 2014年度 増減率 

第１四半期 222 260 ▲14.6% 

第２四半期 256 

上期 516 

第３四半期 251 

第４四半期 240 

下期 491 

通期 1,007 

（単位：億円） 



フジテレビ 非広告事業 
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（単位：百万円） 

■ その他放送事業 
（単位：百万円） 

■ その他事業 

2015年度 

第1四半期 

2014年度 

第1四半期 
増減額 

その他放送事業収入 8,038 7,942 96 

  番組販売 4,480 4,486 ▲5 

  ＣＳ放送・その他 3,558 3,456 101 

2015年度 

第1四半期 

2014年度 

第1四半期 
増減額 

その他事業収入 8,853 11,657 ▲2,804 

  イベント 2,467 3,258 ▲790 

  映画 1,665 3,488 ▲1,822 

  ビデオ 614 988 ▲373 

  ＭＤ 1,247 1,383 ▲135 

  デジタル 1,855 1,601 254 

  その他 1,001 938 62 
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フジテレビ 放送以外の事業    

9月5日 
アンフェア the end 
大ヒットドラマ『アンフェア』の映画化第3弾、シリーズ完結編 

主演：篠原涼子 他 

10月24日 
ギャラクシー街道 

興収60.8億を記録した『THE有頂天ホテル』をはじめ、数々の大ヒットを生んだ 

三谷幸喜監督待望の最新作   主演：香取慎吾 綾瀬はるか 他 

12月23日 ちびまる子ちゃん 

国民的人気アニメの25周年記念映画 

冬 
開局55周年記念プロジェクト 信長協奏曲 

アニメシリーズ、連続ドラマに続く大型企画 

主演：小栗旬 他 

■「HERO」をはじめ、 

    大型作の収益貢献を期待    

今後の主なラインナップ 

「海街diary」 

是枝監督作品 

「ドラゴンボールZ 復活のF」 

海外販売も好調 
興行収入37億円 

興行収入15億円突破 

（7月28日現在） 

協賛広告やイベントなど 
多様なプロモーション展開でブームアップ 

 興行収入20億円突破 

（7月28日現在） 

『ULTRA JAPAN』  
昨年大成功をおさめた 

大型ダンスミュージックイベント 

お台場エリアで開催 

ブロードウェイミュージカル『ピピン』 

9月19日～21日  

2013年 

トニー賞受賞作 

9月4日～9月20日  

■シルク・ドゥ・ソレイユ  

2014年2月～2015年6月 

累計動員数 132万4,800人 

人気漫画「 ONE PIECE 」 
の世界観を歌舞伎の 
舞台で実現 
10月7日～11月25日  

次回作「トーテム」  

2016年2月スタート  

「OVO」（オーヴォ）  

スーパー歌舞伎Ⅱ『ワンピース』 

イベント事業 映画事業 
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ゲーム 

フジテレビ 放送以外の事業    

 自社開発ゲームが安定して貢献 

「超・逃走中 あつまれ！最強の逃走者たち」 
ニンテンドー3DSソフト 7/9 リリース            

 大ヒットシリーズの続編に期待 

 Fuji&gumi Games 

「ファントム オブ キル」 
200万ダウンロード突破 
次タイトルも企画開発中                  

オリジナルゲーム作品の人気上昇中 

新作「マングローブと不思議なクマたち」   
 

引き続き、「テルマエ・ロマエ」 
「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪横丁」 
なども好調   

番組配信（フジテレビオンデマンド） 

ドラマ・映画の原作シリーズなど、 

10万冊超の電子書籍（コミック・小説）を販売 

有料会員向け雑誌読み放題サービスも開始 

 地上波放送直後の無料配信で 

  広告を新たな収益源として開拓へ 

 有料・無料のコンテンツ拡充と 

  新サービス投入で独自プラットフォーム 

  として成長を図る 

デジタル事業 

15年夏スタート 

1000超のエピソード・月額制 
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フジテレビ以外の 
主要子会社の業績 
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放送事業 
（ＢＳフジ） 

フジテレビ以外の主要子会社    

 強力な新番組・単発番組を続々投入 

4月に投入した情報ライブ番組の人気が定着 
セールス好調 

土曜21時放送 
「華大の知りたい！サタデー」 

映像音楽事業 

（ポニーキャニオン） 

 パッケージ以外のビジネスが拡大 

「Free!-Eternal Summer-」 

 効率的なコスト運用を継続、 

     収益性の改善を図る 

約2万人のファンを集め、 

チケット販売、グッズ販売が好調  

 タイムセールスが牽引し増収 

10月スタート 開局15周年記念ドラマ 
「BARレモン・ハート」 

累計シリーズ840万部を 
突破した人気コミックを実写化 

両国国技館でスペシャルイベントを開催 

アニメの制作段階から参画・出資 

幅広く権利を取得 

4月スタートの新番組も貢献 ライブ、イベント、配信、グッズなど収益源の 

多様化が進展 

スペシャルイベントを収録した 

Blu-ray/DVDも発売予定  

（8/19 リリース）  

『Free!-Eternal Summer- 

スペシャルイベント 岩鳶・鮫柄 合同文化祭』 

今秋放送予定 
辻井伸行・世界音楽紀行シリーズ 
～ウィーン・ベートーヴェン・佐渡裕～ 

“いま最もチケットが取れないピアニスト” 

辻井伸行の人気音楽紀行シリーズ第5弾 
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フジテレビ以外の主要子会社    

都市開発事業 

（サンケイビル／グランビスタ） 

 ビル賃貸、住宅販売は引き続き堅調  

 第1四半期は、前年の資産売却の 

    反動で減益 

【サンケイビル】 

セシール事業の業績が改善 

 製造原価の低減、効率的な販促等、 

  コストコントロールを実施し黒字化 

生活情報事業 
（ディノス・セシール） 

「レディースセシール」 

紙面デザインを改革 

 商品ラインナップとカタログを大幅見直し 

【グランビスタ  ホテル＆リゾート】 

 インバウンド需要もとらえ、 

  札幌の主要ホテル、鴨川シーワールド 

  ともに好調、夏に向けて高稼働率を期待 

新規連結のグランビスタが貢献 

痩身系美容器具がヒット 

■高品質、高価格帯商品が貢献 

素材を改良し新投入の 

オリジナル商品が人気 

インナー衣料も売上増 ビューティー＆ヘルス商品 好調 

新たに投入した高品質商品を中心に 

売上が回復し増収 



放送 ／ 映像音楽 ／生活情報 
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■ ニッポン放送（放送事業） （単位：百万円） 

■ BSフジ（放送事業） （単位：百万円） 

2015年度 

第1四半期 

2014年度 

第1四半期 
増減率 

売  上  高 3,462 3,572 ▲3.1% 

営業利益 58 87 ▲32.8% 

経常利益 135 167 ▲18.8% 

当期純利益 132  152  ▲13.1% 

■ ポニーキャニオン（映像音楽事業） （単位：百万円） 

2015年度 

第1四半期 

2014年度 

第1四半期 
増減率 

売  上  高 8,022 8,381 ▲4.3% 

営業利益 ▲714 ▲629 - 

経常利益 ▲613 ▲535 - 

当期純利益 ▲719 ▲620 - 

2015年度 

第1四半期 

2014年度 

第1四半期 
増減率 

売  上  高 3,874 3,590 7.9% 

営業利益 613 702 ▲12.7% 

経常利益 643 732 ▲12.0% 

当期純利益 430 469 ▲8.4% 

■ ディノス・セシール（生活情報事業） （単位：百万円） 

2015年度 

第1四半期 

2014年度 

第1四半期 
増減率 

売  上  高 29,808 28,388 5.0% 

営業利益 365 ▲521 - 

経常利益 393 ▲500 - 

当期純利益 374 ▲212 - 



広告／ 都市開発 
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■ クオラス（広告事業） （単位：百万円） 

2015年度 

第1四半期 

2014年度 

第1四半期 
増減率 

売  上  高 8,927 10,861 ▲17.8% 

営業利益 ▲40 99 - 

経常利益 79 142 ▲44.1%  

当期純利益 39 29 31.7%  

■ サンケイビル（都市開発事業）  （単位：百万円） 

2015年度 

第1四半期 

2014年度 

第1四半期 
増減率 

売  上  高 5,315 6,840 ▲22.3% 

営業利益 344 919 ▲62.5% 

経常利益 134 716 ▲81.2% 

当期純利益 104 543 ▲80.7% 

※2014年10月の合併前は、クオラスと協同広告の合計 

■ グランビスタ  ホテル＆リゾート（都市開発事業） （単位：百万円） 

2015年度 

第1四半期 

2014年度 

第1四半期 
増減率 

売  上  高 6,516 - - 

営業利益 480 - - 

経常利益 372 - - 

当期純利益 226 - - 

※2015年4月から連結子会社 
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設備投資計画 

（単位：億円） 

2015年度 2016年度 

通期 

（計画） 
第1四半期 

（実績） 

通期 

（計画） 

設備投資額 

 連 結 146 476 358 

フジテレビ 17 75 75 

都市開発事業 123 358 258 

フジ・メディアＨＤ 0 4 5 

減価償却費 

 連 結 47 202 202 

フジテレビ 21 89 88 

都市開発事業 11 52 51 

フジ・メディアＨＤ 5 24 24 
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