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2019年 12月 26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 代表取締役専務管理本部長 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 2020 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 渡辺雅義 

 

 （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 40.58％（うち間接被所有割合 2.37％） 

（2019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取締役会長を兼務 

    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 

2019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） 
32 5 2 142 － － 1,090 1,271 

所有株式数 

（株） 
92,712 43,425 3,159 453,035 － － 307,669 900,000 

所有株式数の

割合（％） 
10.3 4.8 0.4 50.3 － － 34.2 100.0 

（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 

2019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 長野市南県町657 158,389 17.90 

信越化学工業株式会社 東京都千代田区大手町２の６の１ 63,000 7.12 

信越放送従業員持株会 長野市問御所町1200 49,241 5.56 

株式会社八十二銀行 長野市岡田町178の８ 27,900 3.15 

小坂 まり子 長野市 27,000 3.05 

塩澤 実 東京都豊島区 25,000 2.83 

塩澤 瑞枝 長野市 24,000 2.71 

長野県 長野市南長野幅下692の２ 22,500 2.54 

株式会社文化放送 東京都港区浜松町１の31 17,145 1.94 

長野県町村会 長野市西長野加茂北143の８ 17,000 1.92 

計 －  431,175 48.73 
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 （３）役員の状況 

男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％） 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式

数(株） 

取締役会長 小根山 克雄 1943年２月25日生 

 
1965年３月 当社入社 

1997年６月 当社取締役東京支社長 

 2001年６月 当社常務取締役東京支社長 

 2004年６月 当社専務取締役営業本部長 

 2005年６月 当社代表取締役専務 

 2007年６月 

2009年６月 

 2010年６月 

 2011年６月 

 2015年６月 

 2018年６月 

㈱エステート長野代表取締役社長 

当社専務取締役 

当社代表取締役副社長 

当社代表取締役社長 

当社代表取締役会長 

当社取締役会長（現任） 
 

(注)1 9,000 

代表取締役社長 渡辺 雅義 1954年６月15日生 

 
1978年４月 当社入社 

2011年３月 

 2013年６月 

 2015年６月 

 2017年６月 

 2019年６月 

総務局長 

当社取締役テレビ局担当 

当社常務取締役 

当社代表取締役社長（現任） 

㈱エステート長野代表取締役社長（現任） 
 

(注)1 9,009 

常務取締役 

ラジオ局・テレビ局・ 

東京支社・大阪支社・ 

名古屋支社・上田放送

局・番組審議会担当兼 

テレビ局長 

宮下 明 1953年12月16日生 

 
1977年４月 当社入社 

2010年10月 東京支社長兼ラジオ部長 

 2011年３月 

 2012年６月 

 2015年６月 

 2017年６月 

東京支社長（役員待遇） 

当社取締役東京支社長 

当社取締役ラジオ局担当 

当社常務取締役（現任） 
 

(注)1 3,500 

常務取締役 

中南信担当兼 

松本放送局長 

菱山 晋一 1955年４月28日生 

 
1978年４月 当社入社 

2010年10月 テレビ局長 

 2013年６月 

 2014年６月 

 2017年６月 

2019年６月 

情報センター長 

当社取締役情報センター担当 

当社取締役中南信担当 

当社常務取締役（現任） 
 

(注)1 3,000 

取締役 

情報センター担当兼 

情報センター長 

長岡 克彦 1956年５月29日生 

 
1980年４月 当社入社 

2012年２月 情報センター次長兼報道部長 

 2015年６月 ㈱コンテンツビジョン代表取締役社長 

 2017年６月 当社取締役情報センター担当（現任） 
 

(注)1 2,000 

取締役 

労務・関連会社・ 

総務局・技術局担当 

田中 哲郎 1958年６月２日生 

 
1982年４月 当社入社 

2011年２月 テレビ局次長兼編成業務部長 

 2015年６月 東京支社長 

 2016年６月 

 2017年６月 

 2019年６月 

東京支社長（役員待遇） 

当社取締役東京支社長 

当社取締役労務・総務局・技術局・関連会

社担当（現任） 
 

(注)1 2,000 

 



－4－ 

 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式

数(株） 

取締役 小坂 壮太郎 1961年9月13日生 

 
2004年３月 信濃毎日新聞㈱常務取締役 

 2006年６月 当社取締役（現任） 

 2009年３月 

 2011年３月 

信濃毎日新聞㈱代表取締役専務 

信濃毎日新聞㈱代表取締役社長（現任） 
 

(注)1 112 

取締役 加藤 久雄 1942年11月８日生 

 
2013年11月 長野市長（現職） 

 2014年６月 当社取締役（現任） 
 (注)1 － 

取締役 菅谷 昭 1943年11月22日生 

 
2004年３月 松本市長（現職） 

〃年６月 当社取締役（現任） 
 (注)1 － 

監査役 堤 啓治 1949年9月10日生 

 
 1973年４月 当社入社 

 2003年６月 

2005年６月 

技術局長 

当社取締役技術担当 

 2010年６月 

 2015年６月 

 2019年６月 

当社常務取締役 

当社専務取締役 

当社監査役（現任） 
 

(注)2 4,000 

監査役 成澤 一之 1938年12月2日生 

 
1962年４月 ㈱八十二銀行入行 

1999年６月 同行代表取締役副頭取 

 2001年６月 同行代表取締役頭取 

2005年６月 同行代表取締役会長 

2007年６月 当社監査役（現任） 
 

(注)2 － 

                          計 32,621 

（注） １．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 

 ２．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

 ３．当社には、社外取締役及び社外監査役はいない。 
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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 

（2019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 7,599 流動負債 1,255 

固定資産 19,617 固定負債 1,680 

 有形固定資産 8,886 負債 合計 2,936 

 無形固定資産 80 純 資 産 の 部 

 投資その他の資産 10,650 株主資本 21,934 

  その他の包括利益累計額 1,732 

  非支配株主持分 613 

  純資産 合計 24,280 

資産 合計 27,217 負債及び純資産 合計 27,217 

 

 

 （２）中間連結損益計算書 

 

中間連結損益計算書 

（自 2019年４月１日 至 2019年９月 30日） 

（単位：百万円） 

科     目 金     額 

売上高 3,766 

売上原価 1,820 

売上総利益 1,945 

販売費及び一般管理費 1,831 

営業利益 114 

経常利益 70 

税金等調整前中間純利益 76 

法人税、住民税及び事業税 41 

法人税等調整額 18 

法人税等合計 59 

中間純利益 17 

非支配株主に帰属する中間純利益 18 

親会社株主に帰属する中間純損失（△） △1 
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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 2019年４月１日 至 2019年９月 30日） 

（単位：百万円） 

科     目 金     額 

中間純利益 17 

その他の包括利益 402 

中間包括利益 420 

 

 

 （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 2019年４月１日 至 2019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 623 

投資活動によるキャッシュ・フロー △175 

財務活動によるキャッシュ・フロー △106 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 341 

現金及び現金同等物の期首残高 4,751 

現金及び現金同等物の中間期末残高 5,092 

 

以上 


