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2021年 8月 31日 

各  位 

 会社名 ㈱テレビ東京ホールディングス 

 代表者名 代表取締役社長 石川 一郎 

  (コード番号: 9413 東証第 1部) 

 問合せ先責任者 専務取締役 加増 良弘 

  (Tel. 03-3587-3061) 
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テレビ東京グループによる㈱エー・ティー・エックスの完全子会社化について 

 

㈱テレビ東京ホールディングス（当社）はアニメ専門のＣＳ放送『ＡＴ－Ｘ』を運営する㈱エー・ティー・エックスを

完全子会社にしました。傘下の㈱テレビ東京と㈱テレビ東京メディアネットを通じて保有していた 52.58％の株式

に加え、このたびテレビ東京がグループ外の企業が持つ全てのエー・ティー・エックス株を追加取得しました。こ

れにより当社が実質的に 100％の株式を保有することになります。 

なお本件は『ＡＴ－Ｘ』のサービス内容の変更を伴うものではなく、視聴方法など視聴者の皆様への影響はご

ざいません。今後は CS放送の一層の充実につなげるとともに、視聴者の皆様の幅広いニーズに応えるサービス

を提供し、テレビ東京グループのアニメ事業をさらに強化していきます。 

 

記 

 

1. 株式の取得の理由 

㈱エー・ティー・エックスはアニメ専門のＣＳ放送『ＡＴ－Ｘ』を運営し、テレビ東京グループのアニメ戦略の中

で重要な役割を担っております。エー・ティー・エックスが完全子会社になることで、テレビ東京グループの成

長戦略の柱であるアニメビジネスを機動的に展開することが可能となります。これまでエー・ティー・エックスは

ＣＳ放送を中心に独自のアニメビジネスを手がけてまいりましたが、今後はテレビ東京との連携を密にしながら、

ＣＳ放送のみならずライツ事業を含めた多角的なアニメビジネスをスピーディーに進めてまいります。 

※ＡＴ－Ｘとテレビ東京のアニメ事業についてはニュースリリースもご覧ください。 

 

2. ㈱エー・ティー・エックスの概要 

(1) 名称 ㈱エー・ティー・エックス 

(2) 代表者 代表取締役社長 大木 努 

(3) 本社所在地 東京都港区虎ノ門 4-3-9 

(4) 設立年月日 2000年 6月 26日 

(5) 主な事業の内容 アニメーションの放送業務、アニメーション番組の企画・制作・原作

権取得 

(6) 決算期 3月 31日 

(7) 従業員数 31名(2021年 3月 31日現在) 

(8) 主な事業所 本社のみ 

https://www.txhd.co.jp/
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(9) 資本金 12億 8,150万円 

(10) 発行済株式総数 22,795株 

(11) 大株主構成および所有割合（異動

前） 

㈱テレビ東京 32.46%、㈱テレビ東京メディアネット 20.12％、スカパ

ーＪＳＡＴ㈱20.11％、JCOM㈱20.00％、㈱電通グループ 5.00％、

㈱文化放送 1.32％、㈱ジェンコ 0.44％、㈱読売広告社 0.29％、㈱

創通 0.26％ 

(12) ㈱テレビ東京ホールディングスとの

関係 

資本関係 

（異動前）： 

㈱エー・ティー・エックスは当社が間接保有にて

52.58%の株式を保有する連結子会社です。 

 人的関係： 当社の完全子会社である㈱テレビ東京の常務執

行役員 1名と執行役員 1名が㈱エー・ティー・エッ

クスの非常勤取締役を兼任しています。 

 取引関係： 当社と㈱エー・ティー・エックスの間で同社本社の

賃貸借取引があります。 

なお、㈱テレビ東京との間で広告契約、製作委員

会を通じた取引があります。 

 

3. 最近事業年度における業績の動向 

   (百万円) 

決算期 2019年 3月期 2020年 3月期 2021年 3月期 

純資産 5,226 5,594 5,874 

総資産 5,745 6,467 6,351 

1株当たり純資産 229,280円 245,426円 257,730円 

売上高 5,196 5,976 4,649 

営業利益 435 524 427 

経常利益 464 554 461 

当期純利益 316 379 318 

1株当たり当期純利益 13,899円 16,662円 13,970円 
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4. 株式の取得先 

(1) スカパーＪＳＡＴ㈱ 

① 商号 スカパーＪＳＡＴ㈱ 

② 所在地 東京都港区⾚坂 1-8-1 

③ 代表者 代表取締役 執行役員社長 米倉英一 

④ 設立年月日 1994年 11月 10日 

⑤ 資本金 500億 8,300万円 

⑥ 事業内容 宇宙事業、メディア事業 

⑦ ㈱テレビ東京ホール

ディングスとの関係 

資本関係： 当社と資本関係はありません。 

 人的関係： 当社と人的関係はありません。 

 

取引関係： 当社と取引関係はありません。 

なお、当社の完全子会社である㈱テレビ東京との間に

回線契約があります。 

  
関連当事者へ 

の該当状況： 

スカパーＪＳＡＴ㈱は当社の関連当事者に該当しませ

ん。 

 

(2) JCOM㈱ 

① 商号 JCOM㈱ 

② 所在地 東京都千代田区丸の内 1-8-1 

③ 代表者 代表取締役社長 石川雄三 

④ 設立年月日 1995年 1月 18日 

⑤ 資本金 376億円 

⑥ 事業内容 

・ケーブルテレビ局の統括運営を通じた有線テレビジョン放送事業及び

電気通信事業 

・ケーブルテレビ局及びデジタル衛星放送向け番組供給事業統括 

⑦ ㈱テレビ東京ホール

ディングスとの関係 

資本関係： 当社と資本関係はありません。 

 人的関係： 当社と人的関係はありません。 

 取引関係： 当社と取引関係はありません。 

  
関連当事者へ 

の該当状況： 

JCOM㈱は当社の関連当事者に該当しません。 
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(3) ㈱電通グループ 

① 商号 ㈱電通グループ 

② 所在地 東京都港区東新橋 1‐8‐1 

③ 代表者 代表取締役社長執行役員 山本敏博 

④ 設立年月日 1901年 7月 1日 

⑤ 資本金 746億 981万円 

⑥ 事業内容 グループ全体の成長持続および競争力強化に向けた各種環境の整備と

支援、ならびにグループガバナンスの推進 

⑦ ㈱テレビ東京ホール

ディングスとの関係 

資本関係： 当社と資本関係はありません。 

 人的関係： 当社と人的関係はありません。 

 取引関係： 当社と取引関係はありません。 

  
関連当事者へ 

の該当状況： 

㈱電通グループは当社の関連当事者に該当しませ

ん。 

 

(4) ㈱文化放送 

① 商号 ㈱文化放送 

② 所在地 東京都港区浜松町 1-31 

③ 代表者 代表取締役社長 齋藤清人 

④ 設立年月日 1956年 2月 14日 

⑤ 資本金 1億 9,200万円 

⑥ 事業内容 

・ラジオ番組の制作と販売 

・インターネットラジオ番組の制作と販売 

・その他マルチメディアのソフトウェアおよび映画の企画、制作、販売 

・放送関連技術の開発、指導及び販売 

・不動産の賃貸 

⑦ ㈱テレビ東京ホール

ディングスとの関係 

資本関係： 当社と資本関係はありません。 

 人的関係： 当社と人的関係はありません。 

 取引関係： 当社と取引関係はありません。 

  
関連当事者へ 

の該当状況： 

㈱文化放送は当社の関連当事者に該当しません。 
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(5) ㈱ジェンコ 

① 商号 ㈱ジェンコ 

② 所在地 東京都港区六本木 6‐7‐10 

③ 代表者 代表取締役 真木太郎 

④ 設立年月日 1997年 3月 3日 

⑤ 資本金 2億 7,125万円 

⑥ 事業内容 アニメーションの企画・制作・プロデュース 

⑦ ㈱テレビ東京ホール

ディングスとの関係 

資本関係： 当社と資本関係はありません。 

 人的関係： 当社と人的関係はありません。 

 

取引関係： 当社と取引関係はありません。 

なお、当社の完全子会社である㈱テレビ東京との間に

製作委員会を通じた取引があります。 

  
関連当事者へ 

の該当状況： 

㈱ジェンコは当社の関連当事者に該当しません。 

 

(6) ㈱読売広告社 

① 商号 ㈱読売広告社 

② 所在地 東京都港区赤坂 5‐2‐20 

③ 代表者 代表取締役社長 藤沼大輔 

④ 設立年月日 1946年 7月 11日 

⑤ 資本金 14億 5,874万円 

⑥ 事業内容 広告業 

⑦ ㈱テレビ東京ホール

ディングスとの関係 

資本関係： 当社と資本関係はありません。 

 人的関係： 当社と人的関係はありません。 

 

取引関係： 当社と取引関係はありません。 

なお、当社の完全子会社である㈱テレビ東京との間に

製作委員会を通じた取引があります。 

  
関連当事者へ 

の該当状況： 

㈱読売広告社は当社の関連当事者に該当しません。 
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(7) ㈱創通 

① 商号 ㈱創通 

② 所在地 東京都港区浜松町 2‐4‐1 

③ 代表者 代表取締役社長 難波秀行 

④ 設立年月日 1965年 10月 1日 

⑤ 資本金 4億 1,475万円 

⑥ 事業内容 テレビアニメーション番組の企画・制作 

⑦ ㈱テレビ東京ホール

ディングスとの関係 

資本関係： 当社と資本関係はありません。 

 人的関係： 当社と人的関係はありません。 

 

取引関係： 当社と取引関係はありません。 

なお、当社の完全子会社である㈱テレビ東京との間に

製作委員会を通じた取引があります。 

  
関連当事者へ 

の該当状況： 

㈱創通は当社の関連当事者に該当しません。 

（注）各社と当社との関係は、資本会計、人的関係については現時点を記載しております。また、取引関

係については 2021年 3月期実績を記載しております。 

 

5. ㈱テレビ東京による取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 ㈱テレビ東京 7,400株（発行済株式数に対する割合 32.46％） 

※㈱テレビ東京は当社の完全子会社です。当社による間接保有比率

は、同社の完全子会社である㈱テレビ東京メディアネットが所有する

4,586株とあわせると 52.58％となります。 

(2) 取得株式数 10,809株（発行済株式数に対する割合 47.42%） 

  取得価額 2,785,803,570円 

(3) 異動後の所有株式数 ㈱テレビ東京 18,209株（発行済株式数に対する割合 79.88%） 

※㈱テレビ東京は当社の完全子会社です。当社による間接保有比率

は、同社の完全子会社である㈱テレビ東京メディアネットが所有する

4,586株とあわせると 100％となります。 

 

6. 日程 

(1) 2021年 8月 4日 ㈱テレビ東京による取締役会決議、順次株式取得契約を締結 

(2) 2021年 8月 31日 株券引渡し、代金払い込み完了 

 

7. 今後の見通し 

株式取得（完全子会社化）による当社 2022 年 3 月期の連結業績予想（2021 年 8 月 4 日公表）に与える影

響は軽微です。 

 

以 上 


