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平成 26 年 12 月 25 日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 電 算

代 表 者 名 代表取締役社長 轟  一 太

（コード番号：3640 東証一部）

問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 丸 山 沢 水

（ TEL. 026-224-6666 ）

 

親会社等の中間決算に関するお知らせ 

 

当社の親会社等である信越放送株式会社の平成 27 年３月期の中間決算が確定いたしまし

たので、お知らせいたします。 

 

記 

１．親会社等の概要 

 （１）商号   信越放送株式会社 

 

 （２）本店所在地  長野県長野市鶴賀問御所町 1200-3 

 

 （３）代表者の氏名  代表取締役社長 小根山克雄 

 

 （４）事業の内容  放送事業 

 

 （５）資本金の額  450 百万円 

 

 （６）当社との関係 

    ①議決権被所有割合 38.74％（うち間接被所有割合 2.26％） 

（平成 26 年９月 30 日現在） 

    ②人的関係  当社の取締役小根山克雄が同社の代表取締役社長を 

兼務 

    ③取引関係  当社システム等の販売、賃借取引 

 

 （注）別添「役員の状況」欄においては、信越放送株式会社を「当社」として記載してお

ります。 
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２．親会社等に係る株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況 

 （１）所有者別状況 

平成 26 年９月 30 日現在 

区分 

株式の状況 

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 

外国法人等 個人その

他 
計 

個人以外 個人 

株主数 

（人） 
33 5 2 153 ― ― 1,193 1,386

所有株式数 

（株） 
93,837 43,425 3,159 423,178 ― ― 336,401 900,000

所有株式数の

割合（％） 
10.4 4.8 0.4 47.0 ― ― 37.4 100.0

（注）自己株式 15,087 株は、「個人その他」に 15,087 株含まれております。 

 

 （２）大株主の状況 

平成 26 年９月 30 日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 

信濃毎日新聞株式会社 長野県長野市南県町 657 158,389 17.60 

塩沢 鴻一 長野県長野市 64,000 7.11 

信越化学工業株式会社 東京都千代田区大手町 2-6-1 63,000 7.00 

株式会社八十二銀行 長野県長野市岡田町 178-8 27,900 3.10 

小坂 憲次 長野県長野市 27,000 3.00 

長野県 長野県長野市南長野幅下 692-2 22,500 2.50 

信越放送従業員持株会 長野市問御所町 1200 20,211 2.25 

株式会社文化放送 東京都港区浜松町 1-31 17,145 1.91 

長野県町村会 長野県長野市西長野加茂北 143-8 17,000 1.89 

松本市 長野県松本市丸の内 3番 7号 16,240 1.80 

計 ― 433,385 48.15 
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 （３）役員の状況 

平成 26 年 12 月 25 日現在 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 

所有株

式数 

（株）

取締役社長 

(代表取締役) 
 小根山 克雄 

昭和 18 年

２月 25 日生

昭和 40 年 ３月 当社入社 

平成 ９年 ６月 当社取締役東京支社長 

平成 13 年 ６月 当社常務取締役東京支社長 

平成 16 年 ６月 当社専務取締役営業本部長 

平成 17 年 ６月 当社代表取締役専務 

平成 19 年 ６月 ㈱エステート長野 

代表取締役社長（現任） 

平成 21 年 ６月 当社専務取締役 

平成 22 年 ６月 当社代表取締役副社長 

平成 23 年 ６月 当社代表取締役社長（現任） 

㈱電算取締役（現任） 

7,500 

専務取締役 

業 務 統

括、 

番組審議

会担当 

北島 義仁 
昭和 23 年

５月 31 日生

昭和 46 年 ４月 当社入社 

平成 14 年 ６月 東京支社長・役員待遇 

平成 15 年 ６月 当社取締役東京支社長 

平成 16 年 ６月 当社常務取締役東京支社長 

平成 21 年 ６月 当社常務取締役 

テレビ局担当 

平成 23 年 ６月 当社専務取締役（現任） 

4,619 

常務取締役 

労務・関連

会社・総務

局・技術局

担当 

堤  啓治 
昭和 24 年

９月 10 日生

昭和 48 年 ４月 当社入社 

平成 15 年 ６月 技術局長 

平成 17 年 ６月 当社取締役技術担当 

平成 22 年 ６月 当社常務取締役（現任） 

3,638 

取締役 

ラジオ局 

担当兼ラ

ジオ局長 

田中 穂積 
昭和 23 年

６月 15 日生

昭和 47 年 ４月 当社入社 

平成 17 年 ７月 松本放送局長・役員待遇 

平成 20 年 ６月 当社取締役中南信担当 

平成 21 年 ６月 当社取締役ラジオ局担当 

       （現任） 

1,700 

取締役 
中南信担

当 
清水 和志 

昭和 30 年

１月 15 日生

昭和 53 年 ４月 当社入社 

平成 22 年 ６月 東京支社長兼ラジオ部長・ 

        役員待遇 

平成 23 年 ６月 当社取締役情報センター 

担当 

平成 25 年 ６月 当社取締役中南信担当 

（現任） 

1,500 

取締役 
東京支社

長 
宮下 明 

昭和 28 年

12 月 16 日生

昭和 52 年 ４月 当社入社 

平成 22 年 10 月 東京支社長兼ラジオ部長 

平成 23 年 ３月 東京支社長・役員待遇 

平成 24 年 ６月 当社取締役東京支社長 

       （現任） 

1,349 

取締役 

テレビ局

担当兼テ

レビ局長 

渡辺 雅義 
昭和 29 年

６月 15 日生

昭和 53 年 ４月 当社入社 

平成 13 年 ３月 当社営業局業務部長 

平成 23 年 ３月 当社総務局長 

平成 25 年 ６月 当社取締役テレビ局担当 

（現任） 

1,100

取締役 

情報セン

ター担当

兼情報セ

ンター長 

菱山 晋一 
昭和 30 年

４月 28 日生

昭和53年 ４月 当社入社 

平成20年 ２月 当社報道局次長兼報道部長 

平成22年 10月 当社テレビ局長 

平成25年 ６月 当社情報センター長 

平成26年 ６月 当社取締役情報センター 

       担当（現任） 

600
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 

所有株

式数 

（株）

取締役  小坂 壮太郎 
昭和 36 年

９月 13 日生

平成 16 年 ３月 信濃毎日新聞㈱常務取締役 

平成 18 年 ６月 当社取締役（現任） 

平成 21 年 ３月 信濃毎日新聞㈱ 

代表取締役専務 

平成 23 年 ３月 信濃毎日新聞㈱ 

代表取締役社長（現任） 

112 

取締役  加藤 久雄 
昭和 17 年

11 月８日生

平成 25 年 11 月 長野市長（現職） 

平成 26 年 ６月 当社取締役（現任） 
― 

取締役  菅谷  昭 
昭和 18 年

11 月 22 日生

平成 16 年 ３月 松本市長（現職） 

平成 16 年 ６月 当社取締役（現任） 
― 

監査役  中山 和実 
昭和 21 年

11 月 30 日生

昭和 44 年 ３月 当社入社 

平成 13 年 ３月 松本放送局長 

平成 16 年 ６月 当社取締役松本放送局長 

平成 21 年 ６月 当社常務取締役 

平成 25 年 ６月 当社監査役（現任） 

3,700 

監査役  成澤 一之 
昭和 13 年

12 月２日生

昭和 37 年 ４月 ㈱八十二銀行入行 

平成 11 年 ６月 同行代表取締役副頭取 

平成 13 年 ６月 同行代表取締役頭取 

平成 17 年 ６月 同行代表取締役会長 

平成 19 年 ６月 当社監査役（現任） 

― 
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３．財務諸表等 

 （１）中間連結貸借対照表 

 

中間連結貸借対照表 

（平成 26 年９月 30 日現在） 

（単位：百万円） 

資 産 の 部 負 債 の 部 

科  目 金 額 科  目 金 額 

流動資産 7,104 流動負債 1,227 

固定資産 17,329 固定負債 2,017 

 有形固定資産 9,144 負債 合計 3,245 

 無形固定資産 107 純 資 産 の 部 

 投資その他の資産 8,077 株主資本 19,862 

  その他の包括利益累計額 859 

  少数株主持分 466 

  純資産 合計 21,188 

資産 合計 24,434 負債及び純資産 合計 24,434 

 

 

 （２）中間連結損益計算書 

 

中間連結損益計算書 

（自平成 26 年４月１日 至平成 26 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 

科     目 金     額 

売上高 3,775 

売上原価 1,690 

売上総利益 2,084 

販売費及び一般管理費 1,856 

営業利益 227 

経常利益 191 

税金等調整前中間純利益 113 

法人税、住民税及び事業税 42 

法人税等調整額 15 

法人税等合計 57 

少数株主損益調整前中間純利益 55 

少数株主利益 22 

中間純利益 33 
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 （３）中間連結包括利益計算書 

 

中間連結包括利益計算書 

（自平成 26 年４月１日 至平成 26 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 

科     目 金     額 

少数株主損益調整前中間純利益 55 

その他の包括利益 406 

中間包括利益 461 

 

 

 （４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（自平成 26 年４月１日 至平成 26 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 

科     目 金     額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 442 

投資活動によるキャッシュ・フロー △212 

財務活動によるキャッシュ・フロー △96 

現金及び現金同等物の増加額 134 

現金及び現金同等物の期首残高 4,390 

現金及び現金同等物の期末残高 4,524 

 

以上 


