
 

 

 

 

 

 

 

  

朝⽇放送グループホールディングス株式会社 
2022 年 3 ⽉期 決算説明会 
2022 年 5 ⽉ 23 ⽇ 

 [開催場所]  インターネット配信 
 
[登壇者]  代表取締役社⻑   沖中 進 （以下、沖中） 
   取締役常務執⾏役員   ⼩倉 ⼀彦（以下、⼩倉） 
   執⾏役員/朝⽇放送テレビ株式会社 取締役  

今村 俊昭（以下、今村） 
 



 
 

 

登壇 

 

司会：アナリスト、投資家の皆様、⼤変お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただ今よ
り、朝⽇放送グループホールディングス株式会社の 2022 年 3 ⽉期決算説明会を開催いたします。 

本⽇のご報告の内容は、まず 2022 年 3 ⽉期決算、続いて中期経営戦略「ローリングプラン
2022」となっております。説明時間はおよそ 40 分を予定しており、その後、質疑応答を⾏いま
す。説明会全体のお時間は、およそ 1 時間を予定しております。 

それでは、まずグループ全体の業績を、朝⽇放送グループホールディングス、代表取締役社⻑の沖
中よりご説明をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

沖中：沖中でございます。本⽇は、お忙しい中お時間をいただきまして、誠にありがとうございま
す。また、皆様には⽇頃より当社をお引き⽴て賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当期も、引き続きコロナ感染対策に明け暮れた 1 年でしたが、テレビの広告収⼊は当初予想
していたよりも早いスピードで回復し、業績に⼤きく貢献しました。そして、演劇、⾳楽などのイ
ベントや東京オリンピックをはじめとするスポーツイベントも再開いたしました。アフターコロナ
への道筋が⾒えてきたようです。 

また、この 1 年は、ESG の観点から企業の持続的成⻑を考える 1 年でもありました。当社としま
しても、さまざまな取り組みを通じて社会課題の解決に取り組み、サステナブルな社会に貢献して
いきたいと考えております。 



 
 

 

 

では、早速ですが、2022 年 3 ⽉期の業績についてご説明いたします。 

当期は、コロナ禍からの回復により⼤きく増収増益となりました。連結売上⾼は 851 億円、前期
⽐で 8.6%の増収となりました。主な要因は、放送事業で広告市況が改善したこと、さらに動画配
信などのコンテンツ事業も好調だったことでございます。 

費⽤は、スポーツ中継などが再開して、コンテンツ、番組費が増えたことや、新規事業への先⾏投
資など、総額としては増えましたが、テレビ広告収⼊の増加がそれを上回り、⼤きな利益回復につ
ながりました。 

このため、営業利益は 42 億 300 万円となり、前期⽐で 56.0%の増益、経常利益は 47 億 9,200 万
円で、同じく 58.0%の増益、親会社株主に帰属する当期純利益は 26 億 7,100 万円となりました。 



 
 

 

 

さて、こちらは 5 年間の推移です。 

売上⾼は、コロナ禍前の⽔準を超えることができました。営業利益は、ほぼ同じレベルまで回復し
ております。 

今後も成⻑に必要な投資を⾏いながら、まずしっかりトップラインを上げて、2025 年度、中期経
営戦略の最終年度に向かって利益を上げていきたいと考えております。 

 



 
 

 

 

こちらは、セグメント情報でございます。 

放送・コンテンツは増収増益でございます。売上⾼は 713 億 4,800 万円で、前期⽐で 15.4%増とな
り、⼤幅な増収となりました。朝⽇放送テレビが好調だったことが⼤きく貢献しております。詳細
につきましては、この後、テレビ社の今村取締役からお伝えいたします。 

コンテンツ事業は、バーチャル⾼校野球が好調です。アニメ、バラエティーなどの動画配信も売上
を伸ばしましたが、イベントも再開しております。 

ライフスタイル事業ですが、減収減益となりました。主な要因は、不動産販売事業で前年ほどの⼤
きな物件、案件がなかったことになります。その他は堅調に推移しております。ゴルフ場も来場者
が増え、プレー収⼊増加でこちらも堅調に推移しております。 

営業利益ですが、放送・コンテンツ事業が 36 億 5,400 万円で、前期⽐ 80.9%増、ライフスタイル
事業は 8 億 7,400 万円で、前期⽐ 11.5%の減益となりました。 

なお、当期から報告セグメントを変更したため、内訳の前期⽐は記載しておりません。また、参考
としまして、各セグメントの主なグループ会社の個別業績につきましては、資料の最後の参考資料
に掲載してございます。 



 
 

 

 

次は、当期の連結業績予想でございます。 

2023 年 3 ⽉期は、売上⾼ 910 億円で、前期⽐約 60 億円の増収を⾒込んでおります。 

その⼀⽅で、IT 関連や放送設備の投資による償却費が増加、また ABC 開発の資産除去債務の増加
や新規事業、コンテンツ事業の先⾏投資などもあり、営業利益は 40 億円で、前期⽐約 2 億円の減
益を⾒込んでおります。 

 



 
 

 

 

セグメント別でご説明いたします。 

放送・コンテンツ事業全体の売上⾼は 752 億円で、前期⽐ 5.4%の増収を⾒込んでいます。放送事
業は、前期並みの 564 億円と予想しております。コンテンツ事業は、アニメを中⼼に動画配信市
場が好調に推移することや、イベント⾃粛モードがさらに緩和されることなどを⾒込み、33 億円
増の 185 億円を⽬指しております。 

ライフスタイル事業の売上⾼は、前期⽐ 14.9%増の 158 億円と予想しております。成⻑を期待し
ているのは、通販事業でございます。前期に⽴ち上げた新会社、ONE DAY DESIGN 社が本格的な
稼働を予定しております。 

⼀⽅で、利益は、ライフスタイル事業は増益を予想しておりますが、放送・コンテンツ事業は、先
ほど申し上げた償却費の増加やコンテンツの先⾏投資などで減益となる⾒込みでございます。 



 
 

 

 

期末の配当は 1 株当たり 17 円とし、通期では年間 24 円となりました。また、23 年 3 ⽉期は、中
間配当予想を 10 円、期末配当予想を 10 円としていて、1 株当たりの年間配当は 20 円の予想とし
ております。 

弊社は、中⻑期的な事業展開を勘案しつつ、株主様への安定的かつ継続的な配当を実施していくこ
とを経営の重要課題として位置付けております。 

以上、連結業績についてご報告、ご説明いたしました。 



 
 

 

 

司会：続きまして、朝⽇放送テレビの業績につきまして、朝⽇放送グループホールディングス社の
執⾏役員で、朝⽇放送テレビの総合編成、コンテンツプロデュース担当取締役の今村からご説明い
たします。よろしくお願いいたします。 

今村：今村でございます。よろしくお願いいたします。 

今回の決算は、新型コロナウイルス感染から 2 年、2 回⽬の決算となります。1 年⽬はテレビの制
作も含めて直撃を受けたわけですけれども、2021 年度では⽐較的イベントも、そして番組制作に
関しても、徐々にではありますが、再開を始めたということで、つくる喜びをもう⼀度かみしめる
1 年となっております。 

ただし、海外ロケも、イベントに関しても観客制限がいまだに続いております。われわれとしまし
ては、ウィズコロナ、アフターコロナの差し掛かったこの状況をチャンスと捉えて、放送事業をし
っかりと運営しながら、コンテンツ事業にもしっかり注⼒していく、そういった形で進めてまいり
たいと思います。よろしくお願いいたします。 



 
 

 

 

それでは、朝⽇放送テレビの業績についてご説明いたします。 

売上⾼は 558 億 1,200 万円で、前期に⽐べ 45 億 2,300 万円の増収となりました。主⼒の TV スポ
ット収⼊が好調だったことに加え、コンテンツ収⼊も好調だったことが売上アップにつながりまし
た。 

営業利益は 29 億 3,300 万円で、前期に⽐べ 15 億 8,000 万円プラス、経常利益は 30 億 5,700 万円
で、16 億 4,500 万円のプラス、当期純利益は 18 億 1,400 万円で、9 億 3,200 万円のプラスとなり
ました。 

スポーツ中継などが再開し、番組費が増えたことに加え、バーチャル⾼校野球や YouTube チャン
ネルなどのコンテンツ制作費も増えたのですが、⼀⽅で、売上⾼の増加がそれを上回り、結果的に
⼤幅な増益につながりました。 



 
 

 

 

こちらは、4 年間の業績の推移でございます。 

ご覧のとおり、売上⾼はコロナ禍前に近いレベルに戻ってきましたが、まだ完全には戻り切れてお
りません。2022 年 3 ⽉期は、前年のコロナ禍の反動増で持ち直したものの、⼤きなトレンドとし
てデジタル広告シフトがあり、その影響が出ております。 

その⼀⽅で、TVer 配信やバーチャル⾼校野球などのインターネット関連は、巣ごもり需要もあり
成⻑を続けております。 

そうした中、営業利益については、コロナ禍前に⽐べても増益となり、2018 年 4 ⽉に分社後、最
⾼益となりました。 



 
 

 

 

続いて、収⼊の内訳です。 

放送収⼊は 505 億 200 万円で、前期⽐でおよそ 29 億 5,000 万円増え、約 6%アップいたしまし
た。詳細は、次のページ以降でご説明いたします。 

コンテンツ収⼊は 49 億 8,000 万円で、前期⽐でおよそ 16 億円増え、約 48%アップしました。⼤
きな要因は、前期、ほぼ全て中⽌や延期となったイベント、催し物が再開できたことです。また、
今年、地⽅⼤会のライブ配信試合数を⼤幅に増やしたバーチャル⾼校野球も増収に貢献いたしまし
た。 



 
 

 

 

14 ページには、主な放送収⼊の推移を書いてございます。 

スポット収⼊は 308 億 1,700 万円で、前期に⽐べプラス 32 億円の増収となりました。 

⼀⽅で、全国ネットのタイム収⼊は減収となりました。プライム帯の番組枠が減ったことが主な原
因です。しかし、「ポツンと⼀軒家」をはじめ、年末年始の当社制作の⼈気番組が⾮常に好調で、
こうした番組の単価は年々アップしています。 

参考値として記載している、ABC 制作によるタイム収⼊が、番組枠が減ったにもかかわらず、⼤
きくは減っていないことからもそれが分かると思います。このため、全国ネット番組の収⽀はむし
ろ改善しまして、結果的に増収に⼤きく貢献しています。 

ローカル番組のタイム収⼊は、ほぼ前年並みでした。テレビ動画配信は、「相席⾷堂」のブランデ
ッドコンテンツや、単発番組に付随した⼤型出稿などにより、前年度⽐ 64%アップと⼤きく伸ば
すことができました。 



 
 

 

 

続いて、15 ページでございます。四半期ごとのスポット収⼊を、この 3 年間で⽐較しています。 

コロナ禍が直撃したのは、⻘い折れ線の 2021 年 3 ⽉期で、上期でその影響が最も⼤きく、下期に
⼊って反動増で、逆に前年を上回りました。そして、2022 年 3 ⽉期、⾚い折れ線ですけれども、
上期は前年の反動増であったものの、東京五輪関係番組でスポット枠が減ったことなども影響しま
して、コロナ禍前の数字まで戻すことはできませんでした。 

しかし、下期に⼊って再び広告主の出稿意欲が⾼まり、第 3 四半期は前年をさらに上回り、直近 3
年間で最⾼額となりました。第 4 四半期は、キー局発の北京五輪関連番組で、またスポット枠が減
ったことや、海外情勢の悪化による資源⾼などがスポンサーの出稿意欲に影響して、わずかながら
前年を下回る結果となりました。 

スポット収⼊の業種別の増減については、次のページをご覧ください。 



 
 

 

 

業種別では、情報・通信、飲料・アルコールが売上を牽引し、半導体不⾜の影響を強く受けた⾃動
⾞以外の主要業種は前年超えとなりました。 

また、コロナ感染対策などで出稿が⽬⽴ったのは、公官庁・政治団体です。そして、空気清浄機や
除菌、抗菌関連商品に、動画配信サービス、Uber Eats に代表される宅配サービス、転職サイトな
ど、コロナ禍での⽣活に合わせたサービスの出稿が増えました。 

 



 
 

 

 

17 ページは、個⼈全体視聴率についてでございます。 

全⽇は 17 年度以来 4 年ぶりの 2 位、ゴールデンは 2 年連続の 3 位、プライムは 8 年連続の 2 位、
プライム 2 は 4 年連続の 2 位でした。 

全⽇とプライムが好調な背景は、「ポツンと⼀軒家」の好調が続いていることや、前年に続き新型
コロナ関連のニュース需要が⾼まったことで、「報道ステーション」をはじめとするニュース番組
に注⽬が集まったことが挙げられます。さらに、テレビ朝⽇発の東京五輪、北京五輪関連番組や⽊
曜ドラマも好調だったことが貢献しました。 



 
 

 

 

18 ページは、当期の業績予想でございます。 

当期は、コロナ禍の影響がほぼなくなり、イベント⾃粛ムードもさらに緩和されることを⾒込み、
前期⽐で増収を予測しています。 

⼀⽅で、中⻑期的な新たな収⼊確保のための費⽤増や放送設備関連の償却費が増えるため、前期⽐
で増収減益となる⾒込みです。 

番組費は、番組枠が減るものの、新しい番組、コンテンツ開発のための費⽤を⾒込んで、前期⽐で
0.9%増といたしました。 



 
 

 

 

収⼊の内訳です。 

スポット収⼊は、前期の好調が継続する⼀⽅で、デジタルシフトや海外の情勢不安による円安、資
源⾼が広告市場に与える影響があることを踏まえ、プラスマイナスゼロ、前年度⽐で横ばいと予測
しております。 

全国ネットのタイム収⼊は、プライム帯の番組枠が減った影響が通年化し、減収となる⾒込みでご
ざいます。 

関⻄ローカルのタイム収⼊は、新規案件等の積み重ねで増収を⽬指し、TVer 配信においてもコン
テンツの強化により、さらなる売上増を⾒込んでおります。 

コンテンツ収⼊では、イベント再開に加え、バーチャル⾼校野球のさらなる拡充により、増収を⾒
込んでおります。 



 
 

 

 

2021 年度の成果は、ご覧のとおりでございます。 

当社の誇る年末年始の名物番組は 2021 年度も⾮常に好調で、東⻄で横並びダントツトップとな
り、増収に貢献いたしました。デジタル展開など、テレビ放送以外の展開を年々拡充し、収益⼒を
さらに向上させております。 

深夜のバラエティー番組「相席⾷堂」は、ローカル番組ながら、2020 年に続き 2 年連続で「TVer
アワード 2021 特別賞」を受賞しております。バーチャル⾼校野球は、ライブ配信の試合数を増や
した他、有料での⾒逃し配信サービスも開始いたしました。その他、「旅サラダ EXPO」など、番
組 IP を使ったイベントにもチャレンジいたしました。 



 
 

 

 

続いて、2022 年度の取り組みです。 

4 ⽉改編では、より 49 歳以下を意識したタイムテーブルを組みました。まず、⼣⽅ニュースは、
ニュースの現場だけでなく、今、注⽬すべき話題の場所から毎⽇⽣中継するなど、視聴者にとって
より⾝近な番組を⽬指し、改編をいたしました。 

平⽇午後には、料理初⼼者の DAIGO さんがスキルアップを⽬指して奮闘する料理番組を編成いた
しました。週末の全国ネット番組もフレッシュな司会コンビ、新レギュラーを迎え、新たなスター
トを切っております。その他、番組、コンテンツを通じた地域創⽣にもチャレンジしていきます。 

当社は、2022 年度のスポット収⼊を、前年度⽐ほぼ横ばいと予測しております。年初来、さまざ
まな機関が出している予測よりも堅めの数字となっております。これは、広告市場の現状を厳しく
⾒据え、テレビ広告収⼊だけに頼らないコンテンツ事業、さまざまなところへスケールしていく決
意表明でもあるとお考えください。 

実際に、この 4 ⽉、5 ⽉の⾜元の状況も、前年度⽐ほぼ横ばいで推移しております。当社は、コロ
ナからのトンネルを抜けつつある今を新たなチャンスと捉えまして、先ほども冒頭に申しましたよ
うに、放送事業とコンテンツ事業の両輪に、さらなる注⼒をしていくことに決意をしております。 

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 



 
 

 

 

司会：それでは、中期経営戦略の初年度の進捗状況と、これから 4 年間の数値計画につきまして、
朝⽇放送グループホールディングス、社⻑の沖中よりご説明いたします。 

 

 

 

 



 
 

 

 

沖中：あらためまして、沖中でございます。 

まず、中計初年度ですが、コロナ禍からの回復スピードが想定より早かったため、売上⾼、営業利
益とも計画を⼤きく上回ることができました。このため、ご覧のとおり、今後の数値計画を前倒し
することとしました。最終の 2025 年度の⽬標については、変更しておりません。 

 

 

 



 
 

 

 

こちらは、セグメント別の数値計画です。 

放送・コンテンツ事業の 2022 年度、2023 年度の数値計画を、このように前倒しすることとしま
した。 

⼀⽅、ライフスタイル事業は、おおむね計画どおりに進んでいるため、2023 年度以降は当初計画
どおりに推移すると⾒込んでおります。 

 



 
 

 

 

こちらは、コンテンツ事業の成⻑のイメージでございます。 

コンテンツ事業は、2021 年度の 151.7 億円を、2025 年度には 250 億円規模に伸ばしたいと考えて
おります。 

アニメは、グループ全体で現在の 50 億円規模から 80 億円、あるいは 90 億円規模に成⻑させるこ
とを⽬指しております。 

ドラマなどの実写コンテンツも、同じレベルでの成⻑を考えております。 

イベント事業も、現在の 30 億円規模から倍増を⽬指し、コンテンツ全体で 2025 年までで 100 億
円の増収を⽬指します。 



 
 

 

 

事業別戦略でございます。 

アニメでは、引き続き、ABC アニメーションを中⼼に事業を推進していきます。加えて、アニメ
のフィギュアなどの商品化事業をスタートし、主に中国での海外販売を強化していきます。 

実写ドラマは、放送と連動しながら、よりクオリティの⾼いタイトルを⽬指します。また、海外の
⼤⼿エンターテインメント企業と共同で、番組のフォーマット開発と販売を本格化させていきま
す。 

また、主にアニメのアフィリエイトから、新しくゲーム事業の開発にトライしていく予定でござい
ます。同じくアニメ派⽣で、メタバースや Web3 関連の事業にも乗り出していきたいと考えており
ます。 



 
 

 

 

ライフスタイル事業は、2021 年度の 137.5 億円を、2025 年度には 190 億円規模に伸ばす予定でご
ざいます。 

特に成⻑を期待しているのは、EC を含めた通販で、現在の 27 億円から倍増の 60 億円レベルまで
⽬指しております。 

 

 



 
 

 

 

事業別戦略のライフスタイルでございます。 

テレビ通販は、エー・ビー・シー メディアコム、ONE DAY DESIGN の 2 社でございますが、両社
とも E コマース事業強化に乗り出します。その他、中国の SNS アカウント運営会社、Onedot 社
と⼤広（中国）と弊社の 3 社の共同で、中国でのソーシャルコマース事業に取り組む予定でござい
ます。 

ライフスタイル事業の⼤きな柱であるハウジング事業も、新規会場を今後増やす⽅向で作業に⼊っ
ております。また、DX 推進による顧客サービスの提供や、テレビ番組や Web メディアなどを活
⽤し、新た顧客を獲得していきます。 



 
 

 

 

最後に、当社のサステナビリティへの取り組みについてご説明いたします。 

今年、年明け早々ですが、まず ABC グリーン宣⾔を発表いたしました。当社は、これまでも太陽
光発電事業にいち早く取り組むなど、環境に優しい放送局を⽬指してきましたが、この宣⾔でその
取り組みを加速したいと考えております。⽬標としましては、2025 年までに ABC グループで CO2

フリー電⼒化達成を⽬指しております。TCFD 提⾔への賛同も予定しております。 

また、先⽇、グループの社員、スタッフに向け、ABC@Colorful 宣⾔を⾏いました。テーマは多様
性でございます。主に働く⼈、働き⽅のダイバーシティを⼤きく推進するものとします。プロボノ
等、働き⽅の多様性や⼥性活躍、同性パートナーシップなど、D&I を推進していく所存でございま
す。 

さらに、SDGs 達成に資するスタートアップへの出資を⽬的とします、SDGs ファンドの組成を決
定いたしました。 

この他、4 ⽉には、当社の地域創⽣プロジェクトの⼀環として、京都府⻲岡市と包括連携協定を締
結いたしました。地域創⽣のモデル事業を両社でつくり、将来は関⻄だけでなく⽇本全国にも展開
したいと考えております。 

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

司会：当社からの説明は以上となります。 



 
 

 

質疑応答 

 

司会：それでは、質疑応答に⼊らせていただきます。 

本⽇は、説明内容および質疑応答の書き起こし配信サービスの取材が⼊っておりますので、ご了承
ください。 

ご質問いただける順番になりましたら、司会から指名させていただきます。御社名、お名前の後、
ご質問をお願いいたします。なお、ご質問は、アナリスト、機関投資家の⽅を優先させていただき
ます。 

ご質問のある⽅、それでは、どうぞ挙⼿をお願いいたします。 

では、電話からご参加の⽅からのご質問をお受けいたします。お名前、御社名の後、ご質問をお願
いいたします。 

質問者：質問を 3 点お願いいたします。いずれも今期の業績予想の考え⽅について教えてくださ
い。 

まず、テレビ動画配信、動画配信の売上予想です。今期は 6 億円ぐらいというご計画だと思います
が、終わった期 5 億円で、前年⽐ 60%以上増えていて、TVer は今年の 9 ⽉ぐらいまでは、東京で
すとリアルタイム配信のトライアル、広告販売がなされていて、10 ⽉以降⼀⻫に、どうなるか分
からないですが、また収益機会が出てくるのかなというところで考えると、かなり保守的ではない
かなというイメージを持ちました。テレビの動画配信の売上前提の考え⽅について、まずご説明い
ただけますでしょうか。 

今村：5 億円から次の予測が 6 億円ということで、その伸び率の背景としては⼆つございます。⼀
つは、コンテンツが多くなってきておりまして、広告単価が⾮常に値崩れしてきております。1
年、2 年前からいうと、ほぼ半額近くにまで落ちる可能性もあるという予測もわれわれとしては持
っております。もう⼀つは、TVer 市場⾃体はもっとスケールしていく、業界では前年度 133%ぐ
らいの伸びがあるのではないか、という予測があります。この両⽅を勘案しておく必要があると考
えている。今までのように、コンテンツを作って、それを流していくことで、どんどんどんどんス
ケールしていく時代ではないと考えています。 

動画配信全体で⾔いますと、われわれとしましては、TVer だけに頼らず、さまざまなキャッチア
ップ的な部分で、他の⾯積にもリーチしていこうと考えています。このため、2022 年に関して



 
 

 

は、新たな開拓というところもございまして、保守的と⾔いますか、それでもさらにある程度は伸
ばしていくという感じで、この 6 億円を予測しております。 

質問者：ありがとうございます。 

沖中：では、⼆つ⽬をお願いします。 

質問者：⼆つ⽬が、コンテンツについて。１２ページに、テレビ社単体のコンテンツ収⼊があると
思いますが、こちらは終わった期は売上が 5 割近く増えていて、今期もさらに 30%ほど売上を伸
ばすご計画かと思います。今期も売上が 3 割近く伸びる背景について、こちらをもう少しご解説、
追加でいただけないでしょうか。 

冲中：少し私が話して、今村さんから補⾜してもらいましょうか。 

基本的にグループのコンテンツ事業全体として、アニメとか実写ドラマを中⼼に、コンテンツを多
くつくり出してという、オーガニックな成⻑がベースにありますが、それ以外にオーガニックでな
いようなものも考えております。 

先ほども申しましたが、ゲーム事業やそれ以外の事業など、どのように取り組んでいくか、知⾒の
ない部分をどう取り込んでいくか、そういうことも含めまして、このぐらいの数字はいきたいと。
逆に⾔いますと、オーガニックな数字だけで数字をつくってしまいますと、そこまではっきりいき
ませんので、この数字を⽬標としてやろうということで準備は進めております。 

コンテンツですが、補⾜はございますか。 

今村：今、沖中が申しましたように、基本的にはコンテンツ領域で⼀番勝負のできるものとしまし
て、アニメ、ストーリー系コンテンツ、それと⾳楽事業のようなところを中⼼に、まだまだスケー
ルできると考えております。さらに、アニメのような IP を起点にしたゲーム事業への参⼊とか、
そういったこともあります。 

テレビ社の中でも、2022 年度は、TVer 以外での配信プラットフォームとの取り組み、それと⾃社
のオウンドメディアであるバーチャル⾼校野球とか、そういったもののさらなるスケールアップも
かなりスケール感を持って拡充していこうと思っておりますので、そういったところも含めて強気
の予測で、しっかり伸ばしていきたいという数値に捉えております。 

⼩倉 ：経理担当の⼩倉です。加えて、コンテンツにイベントが⼊っております。 

冲中：イベントも⼤きいですね。 



 
 

 

⼩倉：そうですね。コロナからの回復が⼊っておりますので、結構伸びとしては⾼くなっておりま
す。 

質問者：ありがとうございます。 

最後の 3 点⽬です。こちらもコンテンツのところで、⼦会社の状況について、今期どんな業績にな
るとお考えなのか、少し解説いただけますでしょうか。ABC アニメーション、それからマッシ
ュ、SILVER LINK.などの売上が⼤きくて少し動きも出てきそうな会社群なので、今期のご計画に
ついて少しご説明をお願いいたします。以上となります。 

冲中：私から簡単に数字だけ申し上げます。 

イベントが、マッシュ社が中⼼ですが、マッシュ社だけで、5 億円弱の増加を⽬指しております。
ABC アニメーションが⼤体 3 億円の増です。逆に SILVER LINK.は、受注タイトルが今期はちょっ
と減っております。もう確定しておりますので、2 億円の減となっております。 

あとは、技術会社ですが、コンテンツ領域に⼊りますが、アイネックス社が 3 億円の増加など、そ
の辺がございます。それから、コンテンツの中に⼊りますが、ディー・エル・イーが⼤きく伸ばそ
うと、これは M&A もかなり対応しているはずですが、そういうところで考えております。 

以上です。 

質問者：ありがとうございました。 

⼩倉：個別会社はそれぞれございますが、基本的には今、説明のとおりです。ABC アニメーショ
ンは、ある程度⻑期的な成⻑の今、⾒込みを⽴てておりましたので、単年度、来年どうこうという
よりは、もう少し⻑いスパンでの投資計画を⽴てておりますので、これはもっと皆様にこの先を期
待していただいてよろしいかと思っております。 

今⾔った SILVER LINK.ですが、これやはりつくるのに 2 年とか 3 年とか、かなり期間がかかりま
すので、これも既に過去の受注分が来年はあまり多くないということでございますので、これも
今、構造的にいろいろと発注増、受注増、両⽅ともやっておりますので、伸ばしていけるものだと
思っております。 

以上です。 

質問者：ありがとうございました。 

司会：他にご質問がございませんようですので、質疑応答は以上とさせていただきます。 



 
 

 

本⽇はお忙しい中、当社の決算および中期経営戦略の説明会にご参加いただきまして、誠にありが
とうございました。引き続き、当社 ABC グループをどうぞよろしくお願い申し上げます。 

本⽇は、ありがとうございました。 


