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TOPIC トピック

成長に向けて
戦略的事業投資を
次々と実施!! 商品・技術などの

広告・宣伝依頼

広告制作依頼

広告制作

広告・宣伝依頼

広告企画／制作・プロモーション

広告主様

メディア取引を除いたあらゆるメディアの
広告を制作するクリエイティブ・エージェンシー1

営業力とクリエイティブ力と多様なコンテンツ制作力が強み2

TYOグループは、広告主様の商品や技術などのイメージアップや販売促進を目的としたあらゆるメディアの広告を制作しています。

広告代理店様

ABOUT TYO ティー・ワイ・オーとは

	コンプライアンス体制や	
財務基盤など上場企業である優位性
	一流広告主様への広告制作実績
	制作事業部ごとに個性を持った	
マルチブランド

営業力

信頼性

多様なコンテンツ制作力

	TV－CM、デジタルメディア	
（WEB等）、イベントなどの	
セールスプロモーションなど、	
多様なコンテンツ制作に対応

競争力

クリエイティブ力

	豊富なクリエイター集団	
＝社員の約9割を	
　クリエイターが占める

多くの受賞歴

WEBサイト
アプリケーション

イベント

TV－CM

グラフィック

キャラクター開発 ブランディング

など

航空会社の業界団体が“東京”を表すために用いる都市コード「TYO」を由来としています。クリエイターが 
クリエイティブ･ビジネス都市「TYO」を目指して集まってほしい、世界にメッセージを発信するような日
本を代表する“東京”のクリエイティブ・エージェンシーになろう、という気持ちが込められています。

社名の由来

2015.9

2015.8

2015.7 広告主直接取引強化

広告主直接取引強化

海外セクション強化

K&L社をM&Aにより連結子会社化
株式会社ケー・アンド・エル（以下、K&L社）が実施する第三者割当増資を引き受け、連結子
会社化しました。K&L社は、グラフィック領域を中心として大手広告主等の案件を長きに渡
り手掛けてきた実績のあるクリエイティブ・エージェンシーであり、多くの日本企業に先駆
けて、中国やインド等アジア地域をはじめとした海外へ事業進出しています。こうしたK&L
社の有する実績とノウハウを活かし、TYOグループが目指す広告主直接取引の拡充及び海
外事業の本格展開を更に加速させてまいります。

広告主直接取引強化 海外セクション強化

MIURA&Companyを新設
TYOグループが目指す「次世代のクリエイティブ・エージェンシー」具現化の一環として、広
告コミュニケーションのアイデア開発、ディレクションを行うクリエイティブブティックの
株式会社MIURA&Companyを新設しました。JR東海の「シンデレラ・エクスプレス」シリ
ーズ等をはじめ、長年に渡り数多くの作品をTYOグループと生み出してきた三浦武彦が新会
社の代表を務めます。グループ全セクションの機能をフル活用し、映像コンテンツの企画・
制作はもちろん、ワンストップでブランド設計から実践までを支援していきます。

クリエイティブ強化

インドネシアにジョイントベンチャーを設立
インドネシアの大手広告会社The First Editionグループの代表者と、合弁会社／インドネ
シア法人PT TYO FIRST EDITIONを設立しました。PT TYO FIRST EDITIONではアジア
における戦略的M&Aの第1段階として、The First Editionグループの事業を順次継承し、
TYOグループの誇るクリエイティブ力や技術・ノウハウを伝え人材を育成することにより、
成長著しいインドネシアの広告市場においてシェア拡大を目指します。さらに、現地広告主
のほか、インドネシアにおける日系企業との取引拡大も目指します。
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53 64

180

2014年
7月期

2015年
7月期

2018年
7月期（計画）

250 265 283
320

400

500

VISION

カルタに、現地有 力広告 会 社との
ジョイント事 業〈P T T Y O F IR S T 
EDIT ION〉を設立し、アジアにおけ
る新規設立とM & A戦略がその第
一歩を踏み出しました。国内でも今
後M & Aを加速し、既存部門の成長
と合わせて、中期経営計画の達成に
向けてより積極的な企業行動を取っ
て行きます。
　そして、このような成長戦略を裏
付ける〈コンプライアンス体制の徹
底〉にもより一層の努力を注ぐ所存
です。

　第34期（ 2014年8月1日～20 
15年7月3 1日 ）、T Y Oは創 業 来
の最高益を達成することが出来ま
した。
　我 国 の 広 告 業 界に前 例 のない
TYO独自のビジネス・モデルである

〈あらゆる広告制作の機能を持った
クリエイティブ・エージェンシー〉、こ
れがより高い費用対効果を求める
現在の業界トレンドに合致し、評価
された結果とも言えるでしょう。
　今期、いよいよスタートした海外部
門におきましても、インドネシア・ジャ

　これから東京オリンピックまでの
5年間は、〈アジア全体に展開するク
リエイティブ・ビジネス〉というT Y O
の未来像をより現実化するための

第一ステップと考えております。
　どうかより一層のご支援とご協力
を賜りますようお願い申し上げます。

No.1クリエイティブ・
エージェンシーとして
500億円プレーヤーを目指す

代表取締役社長

吉田 博昭

戦 略 顧 客に卓 越したクリエイティブ 機 能を提 供 することで 、成 長を実 現 。

市 場 環 境
市 場 環 境 は 良 好 で T Y O にとって の 好 機 が 到 来 。
2 0 2 0 年 の 東 京 五 輪 開 催 の 追 い 風 も 、
今 後 の 業 績 拡 大に大きく寄 与 するも のと予 想 。

数 値 実 績売上高の推移と計画
（億円）

広告宣伝費
東京五輪開催を追い風に
業界全体で増加傾向。

2013年7月期
(実績)

2014年7月期
(実績)

2015年7月期
(実績)

2016年7月期
(計画)

2017年7月期
(計画)

2018年7月期
（計画最終年度）

MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN 2013 

TYOグループ中期経営計画2013

2016年7月期業績予想

売上高  32,000百万円

営業利益  2,150百万円

経常利益  2,000百万円

当期純利益※ 1,200百万円

MESSAGE FROM THE CEO 社長メッセージ

TYOは
次世代の
クリエイティブ・
エージェンシー
として成長を
加速します。

広告代理店取引売上高（億円）

197 204
260

2014年
7月期

2015年
7月期

2018年
7月期（計画）

広告代理店
　　 取引 “継続強化”

大手寡占化の流れの継続や動画広告市場の
拡大による事業機会の増加により、前期比
3.4％増加
今後も持続的な成長により、更なるシェア
拡大を目指す

売上は計画値に対し達成度99％となり、概ね計画通り
営業利益は、計画値を上回り、更に創業来最高益を更新

収益力･競争力強化の為、戦略的事
業投資を実施
自 己 資 本 比 率 は、38.2 ％（ 前 期 比
0.8ポイント上昇）となり、更に強固
な財務基盤を確保
ROEは、21.6％（前期比8.3ポイン
ト上昇）となり、高い資本効率を実現

成長戦略へ積極的に  
資金を投下
自己資本比率50％以上の  
目標に拘らず、成長の為の  
有効な資金活用に注力

実  績方  針

海外売上高（億円）

海外 “新規展開”

インドネシアにジョイントベンチャーを設立
K&L社の海外事業の実績とネットワーク
も活用
M&A候補先の調査及び選定を継続推進

広告主直接取引売上高（億円）

　広告主
直接取引 “躍  進”

大型ブランディング案件や一括受注の案件
が増加し、前期比20.2％増加
K&L社のグループ入りで、規模拡大が加速
M&A候補先の調査及び選定を継続推進

1,2131,213
1,4481,448

1,7121,712
1,8841,884

1,8061,806
1,4931,493

2014年
7月期

2015年
7月期

2013年
7月期

2012年
7月期

2011年
7月期

906906
1,093 1,093 

1,5091,509
1,3901,390

営業利益
経常利益

営業利益／経常利益  （百万円）

※2016年7月期業績予想の「当期純利益」は、「親会社株主
に帰属する当期純利益」の値を表示しております。

0

40

2015年
7月期

2018年
7月期（計画）

計画達成率50%
20億円達成の目処

➡ 既存事業での成長は勿論、規模・収益力・競争力強化の為、
国内外において、積極的に戦略的事業投資を実施する方針

2015年7月期
計画 実績

売上高 （億円） 285 ➡ 283

営業利益 （億円） 18.5 ➡ 18.8

営業利益率 （%） 6.5 ➡ 6.6

PL項目 BS項目
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FINANCIAL HIGHLIGHTS  業績ハイライト SHAREHOLDER INFORMATION  株主様向けインフォメーション

映像関連事業

セグメント別情報

広告事業

売上高 1,487百万円売上高 26,906百万円

セグメント利益 151百万円セグメント利益 3,510百万円

21

POINT 1 案件受注が好調に推移した結果、売上高は４期連続で増加。

2 売上高増加及びコスト管理徹底等の結果、営業利益・経常利益は６期連続で増加、
過去最高益を更新。（経常利益は２期連続で過去最高益を更新）

3 ROEは21.6％（前期比8.3ポイント上昇）となり、高い資本効率を実現。

22,64222,642 24,15324,153 25,00025,000
28,39328,393

2014年
7月期

2015年
7月期

2013年
7月期

2012年
7月期

2011年
7月期

26,56926,569

688688

1,1201,120

596596

1,1191,119

808808

2014年
7月期

2015年
7月期

2013年
7月期

2012年
7月期

2011年
7月期

2014年
7月期

2015年
7月期

2013年
7月期

2012年
7月期

2011年
7月期

4,9454,945

5,7595,759

4,3524,352

2,4212,421

3,6183,618
77.1877.18

89.3189.31
70.0170.01

58.3258.32
38.6638.66

1,2131,213
1,4481,448

1,7121,712
1,8841,884

1,4931,493

2014年
7月期

2015年
7月期

2013年
7月期

2012年
7月期

2011年
7月期

7,7577,757

4,6504,650
3,3003,300 2,8002,800

3,9503,950

2014年
7月期

2015年
7月期

2013年
7月期

2012年
7月期

2011年
7月期

2014年
7月期

2015年
7月期

2013年
7月期

2012年
7月期

2011年
7月期

6.56.5
11.611.610.910.9

8.28.2

52.552.5

38.738.7

13.313.3

13.213.2

21.621.621.121.1

906906
1,093 1,093 

1,5091,509

1,8061,806

1,3901,390

2014年
7月期

2015年
7月期

2013年
7月期

2012年
7月期

2011年
7月期

2014年
7月期

2015年
7月期

2013年
7月期

2012年
7月期

2011年
7月期

16.416.4

38.238.237.437.4
32.032.0

28.028.0

14.1614.16

18.7518.75 17.9617.96

9.859.85

13.5313.53

2014年
7月期

2015年
7月期

2013年
7月期

2012年
7月期

2011年
7月期

売上高
（百万円）

（百万円）

（百万円／円）

（百万円）

（百万円）

（円）

（%）

（%）

営業利益
（百万円）

経常利益

当期純利益 有利子負債※1 自己資本比率

純資産／ 1株当たり純資産（BPS） 1株当たり当期純利益（EPS）

主な経営指標の推移

※3 ROE＝ 当期純利益
（期首自己資本＋期末自己資本）÷2 ×100※1 有利子負債＝借入金 ※2 ROA＝ 経常利益

（期首総資産＋期末総資産）÷2 ×100

株主還元方針
　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要項目の一
つと認識しており、配当性向の基準を連結当期純利益で算出し、
連結配当性向25％以上を目標としています。
　2015年７月期の配当につきましては、株主様の日ごろのご支
援に対する感謝の意を込めて、１株当たり５円（普通配当５円）の

ROA※2／ ROE※3

株主優待制度のご案内
　2015年7月期の株主優待については、
クオカードの贈呈及びオリジナルミュージ
ックビデオ制作（抽選で３名の株主様を対
象）を行いました。
　2016年7月期の株主優待についても、
クオカードを贈呈いたします（保有株式数
による条件及び贈呈金額を一部変更）。ま
た、TYOオリジナル株主優待については、
今後も引き続き当社のクリエイティブ力を
活かした当社独自の株主優待を実施する予
定です。

1クオカードの贈呈
対象 毎年1月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された10単元株

（1,000株）以上を保有されている株主様。
優待の内容 当社株式保有数に応じてクオカードを贈呈いたします。
	 ①1,000株以上	 	クオカード		1,000円相当
	 ②3,000株以上	 	クオカード		5,000円相当
	 ③5,000株以上	 	クオカード10,000円相当
2TYOオリジナル株主優待
対象 毎年1月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された5単元株

（500株）以上を保有されている株主様。（応募者から抽選で実施）
優待の内容 詳細については、決定次第発表いたします。

売上高構成比

94.8%

5.2%

1

2

2015年7月期 TYOオリジナル株主優待「株主様！あなたがアーティスト！」
株主様へオリジナルミュージックビデオを制作しました！

　前回のオリジナルキャラクター制作に続き、TYOオリジナル株
主優待の第２弾として、2015年７月期は、応募者数約300名から
当選された３組の株主様とそのご家族のオリジナルミュージック
ビデオ（以下、МＶ）を制作し、作品DVD等を贈呈いたしました。
　制作を手掛けたのは、BUMP OF CHICKEN、サザンオールス
ターズ、Mr.Childrenなど有名アーティストのМＶ制作などを手
掛けるTYOグループの㈱祭です。
　当選された株主様ご家族には、プロも使用する本格的なスタジ
オでレコーディングを初体験していただき、プロのエンジニアが
編集を行い、プロのような現場に近づけるためにロケ弁などのお食
事もご用意いたしました。さらに、スタジオに造られた絵本風のセッ
ト、株主様のご自宅や写真館、キャンパス内の劇場など、株主様そ

れぞれのご希望に応じたシチュエーションで、監督やカメラマン、ヘ
アメイク、役者などプロの制作スタッフが集結し、撮影を行いました。
　「母親想いの息子への結婚プレゼントとして、結婚式で流すМＶを
制作してほしい」、「待望の第一子が誕生した喜びを、家族にとっての
大事な節目として映像に残したい」という株主様それぞれの想いに応
え、オンリーワンの作品が完成しました。長時間に及ぶ撮影もありま
したが、株主様には「一生の思い出になりました」と喜んでいただきま
した。また、今回のМＶ制作に携わったスタッフからも｢株主様からの
純粋な感謝の気持ちに感動しました｣という感想もあり、株主様だけ
でなくTYOグループスタッフにとっても大変貴重な経験となりました。
　今後もTYOでしかできないオリジナルの株主優待を継続して
いく方針です。

配当を実施いたします。
　なお、2016年７月期の配当についても、当期を上回る純利益
を確保する一方で、今後の成長戦略に向けた内部留保を確保す
る必要があるため、１株当たり５円（普通配当５円）の配当を予想
しています。

本格的なスタジオでのレコーディング体験！ スタジオにセットを用意し、プロの制作スタッフが集結！ 天候にも恵まれ、屋外での撮影も行いました！
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TYOグループでは、TV－CMのほか、多様なコンテンツ制作に携わっています。その一部実績をご紹介いたします。

上段：クライアント　下段：商品名等／作品名WORKS  制作実績

『広告主と共に時代を駆ける』
　株式会社栄光（以下、栄光）様のＴＶ－ＣＭを中心とした広告制作案
件において、営業として案件に携わっています。
　独特な作風のアニメーションが印象深い「栄光ゼミナール」のＴＶ－Ｃ
Ｍ。子どもたちや、塾に通うお子さまがいらっしゃる方たちをモデルに
撮影を行い、それを元にイラストレーターが１カットずつ線画に書き起こ
していくという作業から、この作品が完成しました。
　特に、「算数のヤマダ」シリーズはＯＡ後、栄光様から「Twitterでこ
んなに反響があるのは初めてです」とお喜びの声をいただき、実際に書
き込みをみると「かわいい！」「キャラクターが友達に似ている！」と年代を
問わず好評のようでした。
　子どもたちや保護者の方たちに注目してもらいたい、塾で働く先生た
ちにとっても良いＴＶ－ＣＭになればという思いでつくった作品ですが、

ターゲット層は勿論のこと、それ以外の方たちからも反響があり、独特
なタッチで描かれた親しみやすいアニメーションが視聴者の心に強く残
ったのだと思いました。
　そんな中、栄光様が通信教育を運営する大手出版社の傘下に入ると
いう大きなニュースがありました。学習塾を含む教育業界は、少子化を
背景に業界再編の動きが活発化しており、さらに2020年度からは大
学入試センター試験が廃止となるなど、変革期を迎えています。
　私たちはこうした時代の変化にも順応しつつ、広告主様の要望を叶
える広告を企画し、つくっていく必要があります。TYOはTV－ＣＭだけ
を制作する会社ではありません。ブランディングから広告の企画・制作
まで、あらゆる媒体に跨って幅広く広告をつくれる会社です。これから
もTYOとしての強みを活かしながら、広告主様とともに心に残る広告
を残していきたいと思います。

株式会社栄光
栄光ゼミナール

営業統括本部 
営業企画第１部 
2013年入社

海老原 由佳

（左上）絵コンテ：
（栄光ゼミナール企業 「算数のスーパー
ヤマダ」宮城篇、「どっちが合ってる？」夏
期講習篇）：実際に使用された絵コンテ 
（右上）グラフィック、（右）交通広告：
ＴＶ－ＣＭに加え、ポスターや交通広告
等の広告やグッズ制作も展開。教室に 
掲載されたポスターは、４日間のヤマダく
んの間違い探しで子どもたちの話題に。

※著作権の関係により、ネットワーク上への
作品画像の掲載は行いません。　　　　

株式会社ユニクロ
AIRism ／
風車の大地

東海旅客鉄道株式会社（JR東海）
そうだ　京都、行こう。／

15 06 夏「下鴨神社」

日清食品ホールディングス株式会社
日清　カップヌードル／

SAMURAI－K

※著作権の関係により、ネットワーク上への
作品画像の掲載は行いません。　　　　

トヨタ自動車株式会社（中国）
TOYOTA CROWN

大東建託株式会社
運命の扉／
イベント

株式会社トイズファクトリー
BUMP OF CHICKEN ／

Hello, world!

『算数のスーパーヤマダ』篇（上）
『母の声－気づいてくれた』篇（下）

株式会社ベネッセコーポレーション
こどもちゃれんじ（ぷち7月号）

©Benesse Corporation ／しまじろう

株式会社エクシング
JOYSOUND MAX ／

土手にて

株式会社ネイチャーラボ
MARO ／

マーロプレミアムシート

サッポロビール株式会社
ヱビスビール／

お中元には縁起のいいプレミアム

ライオン株式会社
バファリンプレミアム／

空港で頭痛

本田技研工業株式会社
HYBRID ／
人とクルマ

キリン株式会社
のどごし〈生〉／

のどごしの歌　流しそうめん篇

大塚製薬株式会社
オロナイン軟膏／

知ったつもりにならないで
リアルにさわってみたい日本の100

マツダ株式会社
ブランドCM ／
デザイン×DSV

サイボウズ株式会社
東京新オフィス／

エントランス

東日本旅客鉄道株式会社
大人の休日倶楽部／

百万石の文化

チョーヤ梅酒株式会社
MY SWEET CHOYA ／

コンセプトショップ

TV-CM ポスターWEB デザイン キャラクター／
アニメ PR イベント ミュージック

ビデオ



09 TYO JOURNAL 2015 TYO JOURNAL 2015

いつも既成概念を破るものを作りたいと考えています。特に記憶に残り易い画作りを意識して
います。「SWEETS GANG!」でもクライマックスシーンがビジュアル的な見どころでもあった
ので特にこだわりました。脚本には書けても映像ではどうしても表現できない場合などもある中、

「脚本通りだった」と審査員に評価されたのが受賞のポイントだったと思っています。協力して
くれたスタッフに感謝しています。何かに挑戦する時に社内に相談できるスタッフやワークフ
ローがあるのは大きいです。これはTYOの強みだと思っています。

ビジュアルインパクトで目立つディレクターでありたい

TYO CREATORS FILE
TYOクリエイターズファイル

CORPORATE DATA  会社概要/株式状況

10

TV-CM制作の中でも何を印象に残したいのかを明確にして、具体的に演出していくディレクター
の仕事が好きです。最近は物語を感じる作品を作りたいと思っていて、Fabulous Fourの受賞
作品はそれを目指したショートフィルムでした。ストーリーを作って、画としてもポップでカラフル
な世界を作るというビジュアルワーク。まさに今自分がやりたいことの証明でもあるので、この
作品で受賞したことが良い“名刺”になったと思っています。ディレクターは過去の作品が仕事発
注の決め手になる場合があるので、自分がこの先やっていきたいことを表現して受賞できたこと
が今後の仕事にもつながっていくと感じています。世界で認められることの欲求が出てきました。

エキサイト株式会社
excite光「ゲロヤス」

ADFEST 2015 Fabulous Four
「SWEETS GANG!」（ショートフィルム）

※著作権の関係により、ネットワーク上への
作品画像の掲載は行いません。　　　　

自分がやりたいことの「集大成」でのFabulous Four最優秀賞受賞

を
強く意識した注目の若手ディレクター	

1985年 群馬県生まれ 
2008年 当社入社。現在クリエイティブ・センター所属のTV-CMディレクター 
2014年 JAC主催のリマーカブル・ディレクター・オブ・ザ・イヤーに選ばれる 
2015年 アジア太平洋広告祭（ADFEST）の若手クリエイターによる 

ショートフィルム競演セッションFabulous Fourで最優秀賞を受賞

久
く

家
げ

友
と も

哉
や

東京の魅力をクリエイティブな視点と“映像力”によってさまざまな映像・ビジュアル作品で国内外に
発信していくクリエイティブプロジェクト“PIECE OF TOKYO”が始動しました。TOKYOの都市コー
ドをその名に持つTYOグループが、国内外に発信していく、クリエイティブプロジェクトです。プロ
ジェクト名“PIECE”には、多面的かつカオティックな大都市・東京の欠片という意味が込められてい
ます。プロジェクト第一弾、巨大な女子が東京の街に出現するアート作品「東巨女子“TOKYO 
GIGANTIC GIRLS”」を公式サイトで公開中。 http://piece.tokyo/

ビジュアルインパクト

N E W S

プロフィール

TYO GROUPのFacebookをはじめました。ホームページに加えて、リアルタイムで会社の情報を発信していきます。  

会社概要  （2015年7月31日現在）

社名 株式会社ティー・ワイ・オー

社名（英語表記） TYO Inc.

本社所在地 東京都品川区上大崎
二丁目21番7号

設立 1982年4月2日

資本金 1,850百万円

従業員数 単体487名 / 連結802名 

役  員  （2015年10月28日現在）

代表取締役社長 
兼 グループ最高経営責任者 吉田 博昭

専務取締役 早川 和良

常務取締役 蛯原 潤

常務取締役 業務統括本部長 
兼 内部統制監理本部長 福田 和充

常務取締役 木場田 光一

常務取締役 森本 研二

常務取締役 経営戦略本部長 上窪 弘晃

取締役 制作部担当 制作部長 宝田 晴夫

取締役 クリエイティブ部門担当 田内 健弥

取締役 経理統括担当 横渡 寛

取締役 TYOプロダクションズ2担当 早船 浩

取締役 営業統括部門担当
営業統括本部長 安田 浩之

取締役（社外） 小久保 崇

取締役（社外） 目黒 良門

常勤監査役（社外） 萩原 義春 

常勤監査役（社外） 松田 秀次郎

非常勤監査役（社外） 山﨑 想夫

大株主  （2015年7月31日現在）

株主名 持株数（株） 持株比率（%）

フィールズ株式会社 4,887,000 7.83

吉田 博昭 4,534,142 7.26

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口）1,877,200 3.00 

木村 克巳 1,712,042 2.74

早川 和良 1,331,062 2.13

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）1,050,300 1.68

STATE STREET BANK AND 
TRUST COMPANY 505227 892,600 1.43

川端 泰雅 836,500 1.34

UBS AG London Asia　
Equities 619,200 0.99

渡辺 兼行 609,100 0.97
※持株比率は、自己株式（608株）を控除して計算しております。

株式の状況  （2015年7月31日現在）

発行可能株式総数 238,947,720株

発行済株式の総数 62,388,930株

株主数 16,193名

WEB広告制作
http://www.com56.com/

（株）コム
キャラクター等の
企画・開発
http://www.dw-f.jp/

ドワーフ
マーケティング
コミュニケーション
http://www.zeo.co.jp/

（株）ゼオ

株主メモ

特別口座管理機関 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先 〒137-8081　東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-232-711（通話料無料）

上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部（コード：4358）
公告方法 電子公告により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公

告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
公告掲載URL（http://group.tyo.jp/investorRelations/）

事業年度 8月1日から7月31日まで
定時株主総会 毎年10月
株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社
基準日 定時株主総会　7月31日

期末配当関係　7月31日
株主優待関係　1月31日

同連絡先 〒168-8507　
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-288-324（通話料無料）

社内ブランド・グループ会社

TV－CM制作
http://www.tyo.co.jp/tyop1/

TYOプロダクションズ1

TV－CM制作
http://www.campkaz.jp/

Camp KAZ

TV－CM制作
http://www.tyo.co.jp/tyop2/

TYOプロダクションズ2

ポストプロダクション、
映像撮影関連、照明機材関連
http://www.ttr-inc.co.jp/

（株）TYOテクニカルランチ

TV－CM制作
http://www.monsterfilms.jp

モンスター

CG・デジタルコンテンツ
企画制作
http://www.ludens.co.jp/

（株）ルーデンス

TV－CM制作
http://www.m-one.net/

エムワンプロダクション

広告の企画・演出
http://group.tyo.jp/creativecenter/

クリエイティブ・センター

所有者別分布状況

●その他国内法人
10.8％

●外国人
11.2％

●証券会社
1.9％

●個人その他
66.6％

●金融機関
9.5％

広告事業

映像関連事業

アニメポスト
プロダクション
http://www.real-t.co.jp/

（株）リアル・ティ
音楽映像企画・制作、その他
映像コンテンツ企画・制作
http://mazri.com/

（株）祭
アニメーション企画・制作
http://www.tyo-animation.com/

（株）TYOアニメーションズ

ブランド設計
http://www.campdraft.jp/

（株）キャンプドラフト
クリエイティブ
ディレクションユニット
http://zero3.tokyo/

ゼロスリー

インタラクティブコンテンツ、
スマホアプリの企画制作
http://www.tyo-id.jp/

アイ・ディ

広告コミュニケーションの
アイデア開発、ディレクション
http://miuraco.jp/

(株)MIURA&Company

ブランディング・コンサルテ
ィング及びクリエイティブ等

PT TYO FIRST EDITION（インドネシア）
広告コミュニケーション
業務全般
http://www.klt.co.jp/

(株)ケー・アンド・エル
広告コミュニケーション
業務全般
http://www.klads.com.cn/

凱立広告（上海）有限公司（上海）


