
2011 年 3 月 8 日 
各  位 
 会社名 株式会社 テレビ東京ホールディングス 
 代表者名 代表取締役社長 島田 昌幸 
  (コード番号: 9413 東証第 1 部) 
 問合せ先責任者 取締役 三宅 誠一 
  (Tel. 03-5473-6358) 
  ht tp: / /www.txhd.co.jp 

 
親会社等の決算に関するお知らせ 

 
 

当社の親会社等であります株式会社日本経済新聞社の 2010 年 12 月期決算の内容が確定しました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 
1. 親会社等について  

(1) 名称 株式会社日本経済新聞社 

(2) 属性 上場会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社 

(3) 本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目 3 番 7 号 

(4) 代表者の氏名 代表取締役社長 喜多 恒雄 

(5) 資本金 25 億円 

(6) 事業の内容 新聞を中核とする事業持ち株会社。雑誌、書籍、電子メディア、データベース 
サービス、速報、電波、映像、経済・文化事業などを展開。 

(7) 当社との関係 当社の筆頭株主。当社グループにおける番組制作・イベント事業等に係る協力、本

社建物賃借。 

 ①当社議決権保有比率 33.00％ (2010 年 12 月 31 日現在) 
法令の定めにより、単一の株主の議決権比率は 33%以下とされています。 

 

 
②人事関係 株式会社日本経済新聞社 代表取締役社長 喜多 恒雄 氏 (当社社外取締役) 

株式会社日本経済新聞社 経理担当付 三森 和彦 氏 (当社社外監査役) 

(8) 決算期 12 月 31 日 

  

2. 添付資料  

(1) 平成 22 年(2010 年) 12 月期 決算短信 

(連結財務諸表) 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、 
連結キャッシュ・フロー計算書 

(個別財務諸表) 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書 

(2) その他 

所有者別状況、大株主の状況、役員の状況、役員の異動 
 

 
以上 



 

平成 22 年 12 月期 決算短信 

平成 23 年 3 月 8 日 
会  社  名  株式会社日本経済新聞社                ＵＲＬ http://www.nikkei.com/ 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長   （氏名）喜多 恒雄 
問合せ先責任者 （役職名）経理局長            （氏名）峯尾 一弘       ＴＥＬ (03)3270－0251 
定時株主総会開催予定日   平成 23 年 3 月 29 日      配当支払開始予定日 平成 23 年 3 月 30 日 
有価証券報告書提出予定日  平成 23 年 3 月 30 日 
  

（百万円未満切捨て） 
１．平成 22 年 12 月期の連結業績（平成 22 年 1 月 1 日～平成 22 年 12 月 31 日） 
(1)連結経営成績                               （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円     ％

22 年 12 月期 
21 年 12 月期 

 303,574  △3.8 
315,414 △13.1 

11,037   －
△3,787   －

11,774   － 
△3,709   － 

6,253   －
△13,216   －

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

  円  銭 円  銭 ％ ％ ％

22 年 12 月期 
21 年 12 月期 

250  13 
△528  66 

－ 
－ 

2.5
△5.1

2.7 
△0.8 

3.6
△1.2

(参考) 持分法投資損益 22 年 12 月期 327 百万円  21 年 12 月期 △611 百万円 

 
[連結経営成績に関する定性的情報等] 
売上高は、新聞広告収入の下げ幅は縮小したものの新聞事業が引き続き減収となったほか、出版事業と情報
事業でも減収が続き、全体で５期連続の減収に。営業利益他の各利益は、コスト削減や人件費抑制による経
費減が売上高の減少幅を大きく上回り、前期の赤字から黒字回復を果たした。 
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

22 年 12 月期 
21 年 12 月期 

439,750 
448,821 

273,666
268,618

57.4 
55.1 

10,091  74
9,884  63

(参考) 自己資本   22 年 12 月期 252,293 百万円  21 年 12 月期 247,115 百万円 

 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

22 年 12 月期 
21 年 12 月期 

33,304 
13,464 

△18,420
△16,972

△12,471 
△4,115 

92,574
90,526

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

  円  銭  円  銭  円  銭 百万円 ％ ％

21 年 12 月期 
22 年 12 月期（予定） 

－  
－  

12  00
14  00

12  00
14  00

300
350

－ 
5.6 

0.1
0.1

23 年 12 月期（予想） －  未 定 未 定  未 定  
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３．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  
 
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   無 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数 22 年 12 月期  25,000,000 株 21 年 12 月期 25,000,000 株 

②期末自己株式数  22 年 12 月期  25,000,000 株 21 年 12 月期 25,000,000 株 

 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.平成 22 年 12 月期の個別業績(平成 22 年 1 月 1 日～平成 22 年 12 月 31 日) 
(1)個別経営成績                            （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円     ％ 百万円      ％ 百万円      ％

22 年 12 月期 
21 年 12 月期 

177,468      0.2
177,104  △10.1

5,885   －
△7,204   －

6,874   － 
△6,166   － 

 5,519    －
△1,416    －

 
 １株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

 円  銭 円 銭

22 年 12 月期 
21 年 12 月期 

220  79
△56  64

－ 
－

 
 (2)個別財政状態 

 総 資 産      純 資 産      自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

22 年 12 月期 
21 年 12 月期 

344,883
349,635

210,602
205,276

61.1 
58.7 

8,424  09
8,211  04

(参考) 自己資本 22 年 12 月期 210,602 百万円  21 年 12 月期 205,276 百万円 

 

－ －
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①【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 70,939 66,181

受取手形及び売掛金 28,786 27,724

有価証券 22,032 39,385

商品及び製品 1,097 975

仕掛品 1,019 1,020

原材料及び貯蔵品 729 664

繰延税金資産 7,419 7,265

その他 12,436 7,838

貸倒引当金 △294 △265

流動資産合計 144,166 150,790

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 151,081 151,657

減価償却累計額 △93,777 △98,882

建物及び構築物（純額） 57,304 52,775

機械装置及び運搬具 74,750 74,697

減価償却累計額 △48,358 △53,437

機械装置及び運搬具（純額） 26,392 21,260

土地 104,402 104,397

建設仮勘定 1,203 －

その他 23,781 24,521

減価償却累計額 △15,217 △16,844

その他（純額） 8,564 7,677

有形固定資産合計 197,867 186,110

無形固定資産   

ソフトウエア 14,677 16,672

その他 184 355

無形固定資産合計 14,862 17,028

投資その他の資産   

投資有価証券 48,776 45,659

長期貸付金 703 466

繰延税金資産 25,525 24,840

その他 17,355 15,219

貸倒引当金 △436 △365

投資その他の資産合計 91,924 85,821

固定資産合計 304,654 288,959

資産合計 448,821 439,750
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,360 15,134

短期借入金 14,300 9,520

1年内返済予定の長期借入金 6,710 1,410

未払法人税等 1,457 1,544

賞与引当金 2,152 2,562

役員賞与引当金 93 158

返品調整引当金 1,439 1,447

その他 44,902 40,291

流動負債合計 87,415 72,068

固定負債   

長期借入金 11,520 10,110

再評価に係る繰延税金負債 24,743 24,743

退職給付引当金 46,135 48,072

役員退職慰労引当金 2,534 2,541

その他 7,853 8,548

固定負債合計 92,787 94,015

負債合計 180,202 166,084

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,500 2,500

資本剰余金 4 4

利益剰余金 242,919 248,872

株主資本合計 245,424 251,377

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,189 2,930

繰延ヘッジ損益 △1 △1

土地再評価差額金 △673 △673

為替換算調整勘定 △823 △1,340

評価・換算差額等合計 1,691 915

少数株主持分 21,502 21,372

純資産合計 268,618 273,666

負債純資産合計 448,821 439,750
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②【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年 1月 1日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年 1月 1日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 315,414 303,574

売上原価 212,237 196,450

売上総利益 103,176 107,123

販売費及び一般管理費 106,963 96,086

営業利益又は営業損失（△） △3,787 11,037

営業外収益   

受取利息 520 311

受取配当金 222 269

持分法による投資利益 － 327

受取補償金 303 －

その他 621 777

営業外収益合計 1,667 1,685

営業外費用   

支払利息 677 596

持分法による投資損失 611 －

その他 301 351

営業外費用合計 1,589 947

経常利益又は経常損失（△） △3,709 11,774

特別利益   

固定資産売却益 227 13

投資有価証券売却益 670 8

退職給付制度改定益 － 153

移転補償金 275 －

退職給付制度一部終了益 154 －

その他 196 176

特別利益合計 1,524 352

特別損失   

固定資産除却損 569 515

投資有価証券評価損 93 63

固定資産臨時償却費 212 －

減損損失 1,165 7

新社屋移転負担金等 313 －

事業構造改善費用 2,061 440

関連事業損失 － 219

その他 533 168

特別損失合計 4,949 1,413

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△7,134 10,713

法人税、住民税及び事業税 4,543 3,290

法人税等調整額 802 856

法人税等合計 5,346 4,147

少数株主利益 735 312

当期純利益又は当期純損失（△） △13,216 6,253
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③【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年 1月 1日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年 1月 1日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,500 2,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,500 2,500

資本剰余金   

前期末残高 4 4

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4 4

利益剰余金   

前期末残高 257,123 242,919

当期変動額   

剰余金の配当 △425 △300

当期純利益又は当期純損失（△） △13,216 6,253

土地再評価差額金の取崩 109 －

連結範囲の変動 △671 －

当期変動額合計 △14,203 5,953

当期末残高 242,919 248,872

株主資本合計   

前期末残高 259,627 245,424

当期変動額   

剰余金の配当 △425 △300

当期純利益又は当期純損失（△） △13,216 6,253

土地再評価差額金の取崩 109 －

連結範囲の変動 △671 －

当期変動額合計 △14,203 5,953

当期末残高 245,424 251,377

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,330 3,189

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △140 △258

当期変動額合計 △140 △258

当期末残高 3,189 2,930

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △7 △1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 0

当期変動額合計 5 0

当期末残高 △1 △1
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年 1月 1日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年 1月 1日 
 至 平成22年12月31日) 

土地再評価差額金   

前期末残高 14,385 △673

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,058 －

当期変動額合計 △15,058 －

当期末残高 △673 △673

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,029 △823

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 206 △517

当期変動額合計 206 △517

当期末残高 △823 △1,340

評価・換算差額等合計   

前期末残高 16,677 1,691

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,986 △775

当期変動額合計 △14,986 △775

当期末残高 1,691 915

少数株主持分   

前期末残高 23,597 21,502

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,094 △130

当期変動額合計 △2,094 △130

当期末残高 21,502 21,372

純資産合計   

前期末残高 299,902 268,618

当期変動額   

剰余金の配当 △425 △300

当期純利益又は当期純損失（△） △13,216 6,253

土地再評価差額金の取崩 109 －

連結範囲の変動 △671 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,081 △905

当期変動額合計 △31,284 5,047

当期末残高 268,618 273,666
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年 1月 1日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年 1月 1日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△7,134 10,713

減価償却費 22,453 20,823

減損損失 1,165 7

有形固定資産除売却損益（△は益） 341 501

投資有価証券売却損益（△は益） △664 3

投資有価証券評価損益（△は益） 93 63

持分法による投資損益（△は益） 611 △327

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,387 1,936

貸倒引当金の増減額（△は減少） 72 △99

賞与引当金の増減額（△は減少） △954 410

その他の引当金の増減額（△は減少） － 187

受取利息及び受取配当金 △742 △580

支払利息 677 596

売上債権の増減額（△は増加） 5,719 1,147

たな卸資産の増減額（△は増加） 219 185

仕入債務の増減額（△は減少） △320 △4,585

未払消費税等の増減額（△は減少） △855 4,161

その他 △2,932 135

小計 20,135 35,279

利息及び配当金の受取額 1,005 828

利息の支払額 △690 △610

法人税等の支払額 △6,985 △2,192

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,464 33,304

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,724 △23,967

定期預金の払戻による収入 5,710 16,554

有価証券の取得による支出 △159 △7,060

有価証券の売却による収入 10,099 7,884

有形固定資産の取得による支出 △25,585 △4,780

有形固定資産の売却による収入 1,188 64

無形固定資産の取得による支出 △7,317 △7,258

投資有価証券の取得による支出 △1,768 △686

投資有価証券の売却による収入 3,318 916

子会社株式の取得による支出 △3,195 －

貸付けによる支出 △1,156 △927

貸付金の回収による収入 838 887

その他 3,779 △46

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,972 △18,420
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年 1月 1日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年 1月 1日 
 至 平成22年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 33,520 15,450

短期借入金の返済による支出 △32,550 △20,230

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △210 △413

長期借入れによる収入 200 －

長期借入金の返済による支出 △4,410 △6,710

配当金の支払額 △425 △300

少数株主への配当金の支払額 △239 △268

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,115 △12,471

現金及び現金同等物に係る換算差額 219 △364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,402 2,047

現金及び現金同等物の期首残高 97,929 90,526

現金及び現金同等物の期末残高 90,526 92,574
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⑤【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,049 14,297

売掛金 12,382 12,221

有価証券 12,000 27,000

原材料 284 252

仕掛品 61 57

貯蔵品 195 183

前渡金 932 170

前払費用 721 531

繰延税金資産 6,079 5,834

短期貸付金 9,060 10,750

未収入金 9,658 6,819

その他 393 401

貸倒引当金 △8,316 △8,314

流動資産合計 62,501 70,206

固定資産   

有形固定資産   

建物 140,250 140,533

減価償却累計額 △87,805 △92,221

建物（純額） 52,445 48,312

構築物 3,260 3,264

減価償却累計額 △2,587 △2,680

構築物（純額） 672 584

機械及び装置 56,360 56,493

減価償却累計額 △34,913 △40,052

機械及び装置（純額） 21,446 16,440

車両運搬具 148 138

減価償却累計額 △128 △126

車両運搬具（純額） 20 11

工具、器具及び備品 12,127 12,528

減価償却累計額 △7,481 △8,909

工具、器具及び備品（純額） 4,646 3,618

土地 104,059 104,059

リース資産 169 335

減価償却累計額 △36 △114

リース資産（純額） 132 221

建設仮勘定 1,155 29

有形固定資産合計 184,579 173,278

無形固定資産   

借地権 46 48

ソフトウエア 1,760 3,687

リース資産 － 42

その他 20 16

無形固定資産合計 1,827 3,794

10



(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 13,479 13,609

関係会社株式 58,690 59,187

その他の関係会社有価証券 125 125

長期貸付金 493 432

従業員に対する長期貸付金 208 32

関係会社長期貸付金 1,620 220

破産更生債権等 3 13

繰延税金資産 21,773 21,069

差入保証金 2,733 2,648

長期預金 1,300 －

その他 372 354

貸倒引当金 △73 △88

投資その他の資産合計 100,727 97,604

固定資産合計 287,133 274,676

資産合計 349,635 344,883

負債の部   

流動負債   

支払手形 759 73

買掛金 9,030 8,799

短期借入金 12,610 8,610

1年内返済予定の長期借入金 6,700 5,400

リース債務 41 94

未払金 12,531 9,740

未払費用 1,505 1,592

未払法人税等 293 332

未払消費税等 － 2,023

前受金 1,279 977

預り金 1,517 1,412

前受収益 559 567

賞与引当金 1,128 1,181

役員賞与引当金 － 65

債務保証履行損失引当金 100 －

関連事業損失引当金 367 620

従業員預り金 5,412 5,371

その他 45 18

流動負債合計 53,881 46,879
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

固定負債   

長期借入金 11,300 9,900

関係会社長期借入金 8,000 4,000

再評価に係る繰延税金負債 24,743 24,743

リース債務 91 168

退職給付引当金 35,202 37,149

役員退職慰労引当金 804 942

長期預り保証金 10,335 10,498

固定負債合計 90,477 87,401

負債合計 144,359 134,281

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,500 2,500

資本剰余金   

資本準備金 4 4

資本剰余金合計 4 4

利益剰余金   

利益準備金 620 620

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 1,981 1,946

プログラム等準備金 573 182

別途積立金 193,200 193,200

繰越利益剰余金 3,859 9,505

利益剰余金合計 200,235 205,454

株主資本合計 202,739 207,959

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,212 3,315

繰延ヘッジ損益 △3 －

土地再評価差額金 △673 △673

評価・換算差額等合計 2,536 2,642

純資産合計 205,276 210,602

負債純資産合計 349,635 344,883
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⑥【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年 1月 1日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年 1月 1日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 177,104 177,468

売上原価 117,255 110,103

売上総利益 59,848 67,365

販売費及び一般管理費 67,052 61,479

営業利益又は営業損失（△） △7,204 5,885

営業外収益   

受取利息 224 214

受取配当金 643 798

受取補償金 303 －

その他 669 757

営業外収益合計 1,840 1,770

営業外費用   

支払利息 685 640

その他 117 141

営業外費用合計 803 781

経常利益又は経常損失（△） △6,166 6,874

特別利益   

固定資産売却益 223 2

投資有価証券売却益 1,376 －

関係会社株式売却益 － 112

貸倒引当金戻入額 69 －

債務保証履行損失引当金戻入益 － 100

企業結合における交換利益 1,734 －

移転補償金 209 －

補助金収入 － 7

その他 27 －

特別利益合計 3,641 222

特別損失   

固定資産除却損 233 408

固定資産圧縮損 － 7

投資有価証券評価損 31 60

関係会社株式評価損 － 29

固定資産臨時償却費 212 －

減損損失 494 －

新社屋移転負担金等 313 －

関連事業損失引当金繰入額 － 253

特別損失合計 1,285 759

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △3,810 6,338

法人税、住民税及び事業税 60 60

法人税等還付税額 － △93

法人税等調整額 △2,454 851

法人税等合計 △2,394 818

当期純利益又は当期純損失（△） △1,416 5,519

13



⑦【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年 1月 1日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年 1月 1日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,500 2,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,500 2,500

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4 4

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4 4

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 620 620

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 620 620

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

前期末残高 1,866 1,981

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 153 －

圧縮記帳積立金の取崩 △37 △35

当期変動額合計 115 △35

当期末残高 1,981 1,946

プログラム等準備金   

前期末残高 1,221 573

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 △647 △391

当期変動額合計 △647 △391

当期末残高 573 182

別途積立金   

前期末残高 193,200 193,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 193,200 193,200
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年 1月 1日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年 1月 1日 
 至 平成22年12月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,059 3,859

当期変動額   

剰余金の配当 △425 △300

当期純利益又は当期純損失（△） △1,416 5,519

土地再評価差額金の取崩 109 －

圧縮記帳積立金の積立 △153 －

圧縮記帳積立金の取崩 37 35

プログラム等準備金の取崩 647 391

当期変動額合計 △1,199 5,646

当期末残高 3,859 9,505

利益剰余金合計   

前期末残高 201,966 200,235

当期変動額   

剰余金の配当 △425 △300

当期純利益又は当期純損失（△） △1,416 5,519

土地再評価差額金の取崩 109 －

当期変動額合計 △1,731 5,219

当期末残高 200,235 205,454

株主資本合計   

前期末残高 204,471 202,739

当期変動額   

剰余金の配当 △425 △300

当期純利益又は当期純損失（△） △1,416 5,519

土地再評価差額金の取崩 109 －

当期変動額合計 △1,731 5,219

当期末残高 202,739 207,959
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年 1月 1日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年 1月 1日 
 至 平成22年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,449 3,212

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △236 103

当期変動額合計 △236 103

当期末残高 3,212 3,315

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － △3

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3 3

当期変動額合計 △3 3

当期末残高 △3 －

土地再評価差額金   

前期末残高 14,385 △673

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,058 －

当期変動額合計 △15,058 －

当期末残高 △673 △673

評価・換算差額等合計   

前期末残高 17,834 2,536

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,298 106

当期変動額合計 △15,298 106

当期末残高 2,536 2,642

純資産合計   

前期末残高 222,305 205,276

当期変動額   

剰余金の配当 △425 △300

当期純利益又は当期純損失（△） △1,416 5,519

土地再評価差額金の取崩 109 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,298 106

当期変動額合計 △17,029 5,326

当期末残高 205,276 210,602
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その他 

  

所有者別状況 

                                             平成22年12月31日現在 

株 式 の 状 況 

外国法人等 
区分 

政府及び地

方公共団体
金融機関 

金融商品

取引業者

その他の

法人 個人以外 個人 
個人その他 計 

単元未満

株式の状

況（株）

株主数（人） － － － － － － 4,275 4,275 －

所有株式数（株） － － － － － － 25,000,000 25,000,000 －

所有株式数の 

割合（％） 
－ － － － － － 100.00 100.00 －

 

 

大株主の状況 

                                           平成22年12月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（千株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 

日本経済新聞共栄会  東京都千代田区大手町１－３－７ 
 

1,614 6.46 

日本経済新聞福祉会  東京都千代田区大手町１－３－７ 1,030 4.12 

杉田 亮毅  埼玉県志木市 300 1.20 

喜多 恒雄  神奈川県鎌倉市 300 1.20 

菊地 宏 千葉県印旛郡酒々井町 180 0.72 

佐藤 雅徳  東京都港区 180 0.72 

斎藤 史郎  東京都渋谷区 170 0.68 

長田 公平  神奈川県横浜市青葉区 170 0.68 

計 － 3,945 15.78 
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役員の状況（平成23年 3月 8日現在） 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（千株）

代表取締役 

会長 

 

 

杉田  亮毅 昭和12年７月19日生

 昭和36年４月 当社入社 

 昭和62年３月 東京本社編集局次長 

 平成元年３月 東京本社編集局総務 

 平成２年３月 当社取締役 東京本社編集局長 

 平成４年３月 当社常務取締役 東京本社編集局長 

 平成６年３月 同広報/国際/事業/出版担当、社長 

室長 

 平成７年３月 同広報/国際/事業担当、社長室長 

 平成８年３月 同総合企画/国際担当 

 平成８年６月 同総合電子メディア/国際担当 

 平成９年３月 当社専務取締役 総合電子メディア 

/国際担当 

 平成９年６月 同販売/総合電子メディア担当、国 

際担当補佐 

 平成10年３月 当社代表取締役専務 販売/総合電 

子メディア担当 

 平成11年３月 同販売/総合電子メディア担当、情 

報戦略本部長 

 平成12年３月 当社代表取締役副社長 情報戦略/ 

法務室/情報システム統合準備室担当 

平成13年３月  同情報戦略/法務室担当 

 平成14年３月 同情報戦略/出版/法務室担当 

 平成15年３月 当社代表取締役社長 

平成20年３月 当社代表取締役会長（現任） 

平成22年

３月30日

開催の定

時株主総

会から２

年間 

300

代表取締役 

社長 

 

喜多 恒雄 昭和21年11月16日生

昭和46年４月 当社入社 

 平成９年３月 東京本社編集局次長兼整理部長  

 平成13年３月 東京本社編集局総務 

 平成14年３月 出版局長 

 平成15年３月 当社取締役 大阪本社副代表 

兼大阪本社代表室長 

 平成16年３月 当社上席執行役員 大阪本社副代表 

平成17年３月 当社常務取締役 社長室長、広報・ 

法務・グループ戦略担当 

平成18年３月  当社専務取締役 社長室/広報・ 

法務・グループ戦略/内部監査室担当 

平成19年１月 同経営企画/広報/法務担当 

平成19年３月 当社代表取締役専務 経営企画/広報 

/リスク管理・コンプライアンス担当 

平成20年３月 当社代表取締役社長（現任） 

平成21年

３月30日

開催の定

時株主総

会から２

年間 

300
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（千株）

取締役 

副会長 

出版グループ代

表、コンテンツ

委員会担当 

平田 保雄 昭和20年11月６日生

昭和44年４月 当社入社 

 平成７年３月 東京本社編集局次長兼経済部長 

 平成10年３月 当社取締役 社長室長、広報担当 

 平成11年３月 同社長室長兼情報戦略本部副本部長、 

広報担当 

 平成12年３月 同東京本社編集局長、文化・事業 

担当補佐 

 平成13年３月 同東京本社編集局長 

平成14年３月 当社常務取締役 編集/国際担当、 

東京本社編集局長 

平成15年３月 同大阪本社代表、出版担当 

平成16年３月 当社専務取締役 大阪本社代表 

平成17年３月 同広告統括、情報戦略担当 

平成18年２月 同広告統括、情報戦略/広告担当 

平成18年３月 同情報戦略/電波/文化・事業担当 

平成19年１月 同電波・電子戦略/情報技術/文化・ 

事業担当 

平成19年３月 ㈱日経ＢＰ代表取締役副社長 

平成20年３月 同代表取締役社長 当社取締役  

出版グループ代表 

平成22年３月 当社取締役 出版グループ代表、 

コンテンツ委員会担当（現任） 

平成23年１月 当社取締役副会長（現任） 

平成22年

３月30日

開催の定

時株主総

会から２

年間 

40

代表取締役

専務 
販売/営業統括 菊地 宏 昭和21年６月17日生

昭和45年４月 当社入社 

 平成９年３月 東京本社販売局次長 

 平成11年３月 東京本社販売局総務 

 平成12年３月  大阪本社販売局長               

 平成14年３月 当社取締役 大阪本社販売局長 

平成15年３月 同東京本社販売局長 

 平成16年３月 当社上席執行役員 東京本社販売 

局長 

平成17年３月 当社常務取締役 販売担当、マー 

ケティング副担当 

平成18年３月 当社専務取締役 販売担当 

平成19年１月 同大阪本社代表、地域/販売部門担当 

平成19年３月 同販売統括、大阪本社代表、地域担 

当 

平成20年３月 当社代表取締役専務 販売統括、 

大阪本社代表、地域担当 

平成21年１月 同販売統括 

平成21年３月 同販売/営業統括（現任） 

平成21年

３月30日

開催の定

時株主総

会から２

年間 

180
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（千株）

代表取締役

専務 

総務/労務/管財

/少子化対策/製

作部門担当、情

報技術統括 

佐藤 雅徳 昭和21年５月31日生

昭和45年４月  当社入社 

 平成８年３月 東京本社編集局次長兼管理部長 

 平成９年３月 東京本社印刷局次長 

 平成10年３月 東京本社印刷局次長兼発送部長 

 平成12年３月 大阪本社製作局長 

 平成13年３月 東京本社製作局長 

平成14年３月 当社取締役 東京本社製作局長 

平成16年３月 当社上席執行役員 東京本社製作 

局長 

平成17年３月 当社常務取締役 製作担当 

平成18年３月 当社専務取締役 労務/製作担当、 

情報技術本部共管、新社屋建設本部長 

 平成19年１月 同労務/製作部門担当、新社屋建設 

本部長 

 平成19年３月 同総務/労務/管財/少子化対策担当、 

新社屋建設本部長 

平成20年３月 当社代表取締役専務 総務/労務/ 

管財/少子化対策/情報技術担当、 

新社屋建設本部長 

平成21年３月 同総務/労務/管財/少子化対策/製作 

部門担当、新社屋建設本部長 

平成21年９月 同総務/労務/管財/少子化対策/製作 

部門担当 

 平成22年３月 同総務/労務/管財/少子化対策/製作 

部門担当、情報技術統括（現任） 

平成21年

３月30日

開催の定

時株主総

会から２

年間 

180

 

専務取締役 

電波・電子戦略/

日経ヴェリタス

担当、国際事業/

経理統括 

斎藤 史郎 昭和23年９月16日生

昭和47年４月  当社入社 

平成10年３月 東京本社編集局次長兼経済部長 

平成14年３月 東京本社編集局総務 

平成15年３月 東京本社編集局長 

平成16年３月 当社執行役員 東京本社編集局長 

平成17年３月 当社取締役 編集担当補佐、東京 

本社編集局長 

平成18年３月  当社常務取締役 編集担当 

平成19年１月 同編集部門担当 

平成19年３月 当社専務取締役 電波・電子戦略/情報

技術/マーケティング本部担当 

平成20年３月 同電波・電子戦略/文化・事業/マー 

ケティング本部/日経ヴェリタス担当 

平成21年３月 同経理/電波・電子戦略/教育事業/ 

日経ヴェリタス担当 

 平成22年３月 同電波・電子戦略/日経ヴェリタス 

担当、国際事業/経理統括（現任） 

平成21年

３月30日

開催の定

時株主総

会から２

年間 

170

常務取締役 

経営企画/広報/

リスク管理・コ

ンプライアンス

/インデックス

事業担当、法務

統括 

吉岡 昇 昭和27年２月15日生

昭和49年４月 当社入社 

平成14年３月 東京本社編集局次長兼論説委員 

平成16年３月 東京本社編集局総務兼論説委員 

平成17年３月 電子メディア局長 

平成18年３月 当社執行役員 電子メディア局長 

平成19年１月 ㈱日本経済新聞デジタルメディア 

常務取締役 

平成20年３月  当社常務取締役 経営企画/広報/ 

リスク管理・コンプライアンス担当 

 平成22年３月 同経営企画/広報/リスク管理・コン 

プライアンス/インデックス事業担当、

法務統括（現任） 

平成22年

３月30日

開催の定

時株主総

会から２

年間 

140
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（千株）

常務取締役 
東京本社編集局

長 
小孫 茂 昭和26年11月５日生

昭和51年４月 当社入社 

平成16年３月 東京本社編集局次長兼産業部長 

平成17年３月 東京本社編集局次長兼日経産業新聞 

編集長 

平成18年３月 東京本社編集局総務 

平成19年３月 当社執行役員 東京本社編集局総務 

平成20年３月  当社取締役 東京本社編集局長 

 平成22年３月 当社常務取締役 東京本社編集局長 

（現任） 

平成22年

３月30日

開催の定

時株主総

会から２

年間 

140

常務取締役 
電子新聞事業/

教育事業担当 
岡田 直敏 昭和28年４月15日生

昭和51年４月 当社入社 

平成16年３月 東京本社編集局次長兼経済部長 

平成18年３月 社長室長 

平成19年１月 経営企画室長 

平成19年３月 当社執行役員 経営企画室長 

平成21年３月  当社取締役 電子新聞事業/情報技術/ 

文化事業担当 

 平成22年３月 当社常務取締役 電子新聞事業/教育 

事業担当（現任） 

平成21年

３月30日

開催の定

時株主総

会から２

年間 

140

常務取締役 

クロスメディア

営業/文化事業

担当 

髙橋 雄一 昭和26年８月12日生

昭和50年４月 当社入社 

平成12年３月 米州編集総局長 

平成15年３月 総合企画室次長 

平成17年３月 東京本社編集局総務 

平成18年３月 東京本社編集局長 

平成19年３月 当社取締役 東京本社編集局長 

平成20年３月  ㈱日本経済新聞デジタルメディア常務 

取締役 

平成21年１月 同代表取締役社長（現任） 

平成22年３月 当社取締役 デジタルグループ副代表 

平成23年１月 当社常務取締役 クロスメディア営  

業/文化事業担当（現任） 

平成22年

３月30日

開催の定

時株主総

会から２

年間 

30

取締役 
デジタルグルー

プ代表 
鎌田 真一 昭和22年２月10日生

昭和46年４月 当社入社 

 平成９年３月 東京本社編集局次長兼日経産業新聞 

編集長 

 平成13年３月 東京本社編集局総務 

平成14年３月 文化・事業局長 

平成15年３月 当社取締役 文化・事業局長 

平成16年３月 同文化・事業/営業推進本部担当 

平成17年３月 当社常務取締役 文化・事業担当、 

マーケティング副担当 

平成18年３月 当社専務取締役 広告担当 

平成19年１月 同広告部門担当 

平成19年３月 ㈱ＱＵＩＣＫ代表取締役副社長 

平成20年３月 同代表取締役社長（現任） 

平成21年３月 当社取締役 デジタルグループ代表 

（現任） 

平成21年

３月30日

開催の定

時株主総

会から２

年間 

40
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（千株）

取締役  
出版グループ副

代表 

 

長田 公平 

 

昭和25年２月23日生

昭和47年４月 当社入社 

平成11年３月 大阪本社編集局次長兼経済部長 

平成13年３月 東京本社編集局次長 

平成14年３月 東京本社編集局総務 

平成15年３月 電子メディア局長 

平成17年３月 当社取締役 電子メディア担当 

平成18年３月 当社常務取締役 電子メディア担当、 

情報技術本部共管 

平成19年１月 同㈱日本経済新聞デジタルメディア 

代表取締役社長 

平成19年３月 ㈱日本経済新聞デジタルメディア 

代表取締役社長 

平成20年３月 当社取締役 デジタルグループ代表、 

㈱日本経済新聞デジタルメディア 

代表取締役社長 

平成21年１月 当社常務取締役 クロスメディア営 

業/関連媒体担当、デジタルグルー 

プ代表、㈱日本経済新聞デジタル 

メディア代表取締役会長 

 平成21年３月 当社専務取締役 クロスメディア営 

業担当、㈱日本経済新聞デジタルメデ 

ィア代表取締役会長 

 平成22年３月 同クロスメディア営業/文化事業担当 

 平成23年１月 当社取締役 出版グループ副代表、 

㈱日経ＢＰ代表取締役社長（現任） 

平成22年

３月30日

開催の定

時株主総

会から２

年間 

170

監査役 

（常勤） 
監査役会議長 佐藤 富男 昭和19年10月15日生

昭和42年４月 当社入社 

平成５年３月 東京本社編集局次長兼日経産業新聞 

編集長 

平成７年３月 東京本社編集局次長 

平成８年３月 マルチメディア局長 

平成10年３月 当社取締役 東京本社広告局長 

平成13年３月 当社常務取締役 広告担当補佐、 

東京本社広告局長 

平成14年６月 テレビ愛知㈱取締役副社長 

平成15年６月 同代表取締役社長 

平成19年６月 同取締役会長 

平成20年３月 当社監査役（現任） 

平成20年

３月28日

開催の定

時株主総

会から４

年間 

55

監査役 

（常勤） 
 池田 吉紀 昭和18年２月11日生

昭和40年４月 当社入社 

 平成４年３月 データバンク局次長兼企業情報部長 

 平成６年３月 (社)日本経済研究センター事務局長 

 平成９年３月 日経アメリカ社社長 

 平成11年６月 ㈱日本格付投資情報センター（現㈱ 

格付投資情報センター）専務取締役 

 平成12年６月 同代表取締役社長 

 平成17年３月 同代表取締役会長 

平成19年３月 同特別顧問 

平成21年３月 当社監査役（現任） 

平成21年

３月30日

開催の定

時株主総

会から２

年間 

55

監査役  森下 洋一 昭和９年６月23日生

昭和32年４月 松下電器産業㈱（現パナソニック㈱) 

入社 

昭和62年２月 同取締役 

平成元年６月 同常務取締役 

平成２年６月 同専務取締役 

平成４年12月 同取締役副社長 

平成５年２月 同代表取締役社長 

平成12年６月 同代表取締役会長 

平成15年６月 関西電力㈱監査役（現任） 

平成18年６月 トヨタ自動車㈱監査役（現任） 

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 

相談役（現任） 

平成19年３月 当社監査役（現任） 

平成19年

３月29日

開催の定

時株主総

会から４

年間 

―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数

（千株） 

監査役  角谷 正彦 昭和11年２月14日生

昭和33年４月 大蔵省入省 

 昭和63年６月 同証券局長 

 平成２年６月 国税庁長官 

 平成３年６月 (社)日本損害保険協会副会長 

 平成６年７月 中小企業金融公庫副総裁 

 平成６年12月 同総裁 

 平成15年６月 石油資源開発㈱監査役（現任） 

平成16年６月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 

監査役 

平成19年３月 当社監査役（現任） 

平成19年

３月29日

開催の定

時株主総

会から４

年間 

―

監査役  柴田 昌治 昭和12年２月21日生

昭和34年４月 日本ガイシ㈱入社 

昭和58年６月 同取締役 

昭和62年６月 同常務取締役 

平成３年６月 同専務取締役 

平成５年６月 同代表取締役専務 

平成６年６月 同代表取締役社長 

平成13年10月 野村ホールディングス㈱取締役 

平成14年５月 (社)日本経済団体連合会副会長 

平成14年６月 日本ガイシ㈱代表取締役会長（現任） 

平成15年６月 野村證券㈱取締役 

平成18年５月 (社)日本経済団体連合会評議員会 

副議長 

平成19年６月 中部日本放送㈱監査役（現任） 

平成19年６月 テレビ愛知㈱取締役（現任） 

平成21年３月 当社監査役（現任） 

平成21年

３月30日

開催の定

時株主総

会から４

年間 

―

            計  1,940

 

（注）１．監査役森下洋一、角谷正彦、柴田昌治は会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であり 

     ます。 

２．当社では、迅速・的確な意思決定および監督責任と業務執行責任との分離を図るため、執行役員制度を導入 

  しております。提出日現在の執行役員は、以下の23名で構成されております。 

専務執行役員  早川 好寛 内部監査室長 

専務執行役員  進藤 孝雄 販売部門担当 

専務執行役員  斎藤 修一 西部支社代表 

専務執行役員  秋山 光人 名古屋支社代表 

専務執行役員  永野 健二 大阪本社代表、地域担当 

常務執行役員  守屋 林司 クロスメディア営業担当補佐 

常務執行役員  木舟 一郎 製作部門担当補佐 

常務執行役員  村上 一則 経理担当 

常務執行役員  木本 芳樹 情報技術担当 

常務執行役員  青山 髙博 大阪本社副代表兼大阪本社代表室長、クロスメディア営業担当補佐（大阪 

駐在） 

常務執行役員  芹川 洋一 電波・電子戦略室長 

常務執行役員  平田 育夫 論説委員長 

常務執行役員  和田 洋  国際事業担当 

常務執行役員  高橋 美夫 法務担当 

執行役員    斎田 久夫 経営企画担当補佐、㈱日本経済新聞出版社専務取締役 

執行役員    酒井 綱一郎 グループ経営室長 

執行役員    畠山 和春 国際事業担当補佐 

執行役員    星野 茂樹 インデックス事業室長 

執行役員    古矢 雅一 秘書役 

執行役員    川合 英雄 大阪本社編集局長 

執行役員    木村 芳文 特別企画室長、経営企画担当補佐、クロスメディア営業担当補佐 

執行役員    王鷲 幹雄 情報技術本部長 

執行役員    田中 信行 大阪本社製作本部長、㈱日経西日本製作センター代表取締役社長 
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役員の異動（平成23年 3月29日予定） 

  

１．代表者の異動 

① 退任予定代表取締役 

  代表取締役専務  菊地 宏   （顧問兼日経メディアプロモーション㈱取締役会長に就任予定） 

 

２．その他の役員の異動 

① 昇格取締役候補 

  専務取締役     吉岡 昇   （現 常務取締役） 

 

② 新任取締役候補 

専務取締役     中村 哲   （現 ㈱日経首都圏印刷代表取締役社長） 

常務取締役    村上 一則  （現 常務執行役員） 

 

③ 新任監査役候補 

監査役      早川 好寛  （現 専務執行役員内部監査室長） 

監査役      澤部 肇   （現 ＴＤＫ㈱代表取締役会長） 

監査役      蛭田 史郎  （現 旭化成㈱最高顧問） 

 

④ 退任予定取締役 

専務取締役    斎藤 史郎  （顧問に就任予定） 

 

⑤ 退任予定監査役 

監査役      池田 吉紀   

監査役      森下 洋一 

監査役      角谷 正彦 

 

注）１．新任監査役候補澤部肇、蛭田史郎は会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。 

２．退任予定監査役森下洋一、角谷正彦は会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。 
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