
  

2022 年 11 月 28 日 

各 位 

会社名 株式会社テレビ朝日ホールディングス 

代表者名 代表取締役会長 早河 洋 

（コード：9409、東証プライム市場） 

問合せ先 取締役 板橋 順二 

（℡．03－6406－1115） 

 

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株式会社 朝日新聞社（本店所在地：大阪市北区中之島二丁目３番

18 号、代表者の氏名：代表取締役社長 中村 史郎、資本金６億５千万円）の 2023 年３月

期中間決算の内容が確定いたしましたので、別添のとおりお知らせいたします。 

 

以 上 

 

 

別添 2023 年３月期 中間決算短信 

（中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書、 

中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、 

中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書） 

株式の所有者別状況 

大株主の状況 

役員の状況 

 

 

（注） 株式会社朝日新聞社の持株比率は 24.73％（2022 年９月 30 日現在） 

（ただし、自己株式を控除して計算し、小数第二位未満を切り捨てて表示 

しております） 
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2023 年 3 月期 中間決算短信 

2022 年 11 月 28 日 

会 社 名  株式会社 朝日新聞社  

本店所在地  大阪市北区中之島二丁目３番１８号 

問合せ先   責任者役職名  財務本部グループ財務部長 

氏    名  西原 哲           TEL（０３）３５４５－０１３１ 

半期報告書提出予定日 2022年 12月 12 日 配当支払開始予定日  2022年 12月 9 日 
 

（百万円未満切捨て） 
１．2022 年９月中間期の連結業績（2022 年４月１日～2022 年９月 30 日） 
(1)連結経営成績                             （％表示は対前年中間期増減率） 

 
売 上 高     営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属する 

中間純利益 

 百万円   ％ 
 
  

百万円   ％ 
 

百万円   ％ 
 

百万円   ％ 
       2022 年９月中間期

2021 年９月中間期 
130,925 
131,517 

 

△0.4 
△5.4 

 

 

 
 

2,066 
3,123 

 
 

△33.8  
― 

5,854 
6,753 

 
 

△13.3  
― 

 

1,555 
4,983 

 

△68.8  
― 

 （注）包括利益 2022 年９月中間期 △5,402 百万円（ ―％）  2021 年９月中間期 6,904 百万円（ ―％） 
 

 
１株当たり 

中間純利益 

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益 

  円 銭  円 銭 

2022 年９月中間期 
2021 年９月中間期 

504．31 
1,616．00 

 
 
 

― 
― 

（参考）持分法投資損益 2022 年９月中間期 2,783 百万円  2021 年９月中間期 2,628 百万円 
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産      純 資 産      自己資本比率 
 百万円 

 

百万円 

 

％ 

         
         

2022 年９月中間期 
2022 年３月期 

561,661 
574,212 

345,251 
350,586 

 

59.9 
59.5 

 （参考）自己資本 2022 年９月中間期 336,611 百万円  2022 年３月期 341,700 百万円 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

 中間期末 期末 年間 

 

 

 円 銭  円 銭  円 銭 

2022 年３月期 25. 00 65. 00 90. 00 
2023 年３月期 25. 00  

未定 
2023 年３月期(予想)  未定 

 
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） ： 有 
   新規  １社 （サムライト㈱） 

 
(2) 中間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（中間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会計方針の変更 ： 無 
② ①以外の会計方針の変更        ： 無 
③ 会計上の見積りの変更                 ： 無 
④ 修正再表示              ： 無 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 
②期末自己株式数 
③期中平均株式数 
（注）期末自己株式数は、持分法適用会社が所有する自己株式（当社株式）の当社帰属分 

  

2022年９月中間期 3,200,000株 2022年３月期 3,200,000株 

2022年９月中間期 115,703株 2022年３月期 115,717株 

2022年９月中間期 3,084,288株 2021年９月中間期 3,084,020株 
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(参考)個別業績の概要 
 

１.2022 年９月中間期の個別業績(2022 年４月１日～2022年９月 30 日) 
(1)個別経営成績                           （％表示は対前年中間期増減率） 

 
売 上 高     営業利益 経常利益 中間純利益 

 百万円    ％ 

 
  

百万円   ％ 

 

百万円   ％ 

 

  百万円   ％ 

       2022 年９月中間期 
2021 年９月中間期 

90,240 
91,671 

△1.6 
△10.8 

1,621 
2,767 

△41.4 
―  

4,058 
4,419 

△8.2  
― 

389 
2,868 

△86.4  
― 

  
 １株当たり 

中間純利益 

 

 

円 銭 

2022 年９月中間期 

2021 年９月中間期 
121. 72 
896. 53 

 
 
 

  
(2)個別財政状態 

 総 資 産      純 資 産      自己資本比率 

 

 

百万円 

 

百万円 

 

％ 

         

         

2022 年９月中間期 
2022 年３月期 

374,775 
382,942 

182,617 
186,887 

48.7 
48.8 

(参考)自己資本 2022 年９月中間期 182,617 百万円  2022 年３月期 186,887 百万円   

 

※中間決算短信は公認会計士又は監査法人の中間監査の対象外である。 
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中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2022年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(2022年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 101,953 99,864 

  受取手形 181 203 

  売掛金 18,067 16,942 

  契約資産 1,807 2,295 

  リース投資資産 1,667 1,575 

  有価証券 4,100 2,500 

  棚卸資産 2,513 2,666 

  その他 10,481 10,059 

  貸倒引当金 △52 △29 

  流動資産合計 140,721 136,076 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 135,724 131,930 

   機械装置及び運搬具（純額） 6,716 6,076 

   土地 55,868 55,664 

   建設仮勘定 380 1,456 

   その他（純額） 2,376 2,335 

   有形固定資産合計 201,066 197,464 

  無形固定資産 7,240 7,891 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 214,639 209,534 

   繰延税金資産 1,188 1,233 

   その他 9,575 9,665 

   貸倒引当金 △219 △205 

   投資その他の資産合計 225,184 220,228 

  固定資産合計 433,491 425,584 

 資産合計 574,212 561,661 
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           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2022年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(2022年９月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 20,976 18,661 

  短期借入金 90 90 

  1年内返済予定の長期借入金 1,000 1,012 

  リース債務 641 615 

  未払法人税等 862 590 

  役員賞与引当金 4 - 

  早期割増退職引当金 - 3,718 

  資産除去債務 53 96 

  その他 28,798 26,740 

  流動負債合計 52,427 51,523 

 固定負債   

  長期借入金 6,030 5,530 

  リース債務 1,095 1,017 

  繰延税金負債 13,418 11,644 

  役員退職慰労引当金 386 303 

  退職給付に係る負債 121,856 118,223 

  資産除去債務 2,350 2,327 

  長期預り保証金 25,407 25,392 

  その他 652 446 

  固定負債合計 171,198 164,885 

 負債合計 223,625 216,409 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 650 650 

  資本剰余金 1,990 1,989 

  利益剰余金 309,387 311,043 

  自己株式 △6,990 △6,989 

  株主資本合計 305,038 306,693 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 42,435 36,128 

  繰延ヘッジ損益 2 △2 

  為替換算調整勘定 30 350 

  退職給付に係る調整累計額 △5,807 △6,558 

  その他の包括利益累計額合計 36,662 29,918 

 非支配株主持分 8,886 8,640 

 純資産合計 350,586 345,251 

負債純資産合計 574,212 561,661 
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(2)中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 

中間連結損益計算書 

           (単位：百万円) 
          前中間連結会計期間 

(自 2021年４月１日 
 至 2021年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 2022年４月１日 

 至 2022年９月30日) 

売上高 131,517 130,925 

売上原価 100,257 100,441 

売上総利益 31,259 30,484 

販売費及び一般管理費 28,136 28,417 

営業利益 3,123 2,066 

営業外収益   

 受取利息 10 8 

 受取配当金 728 832 

 受取手数料 118 114 

 助成金収入 140 69 

 持分法による投資利益 2,628 2,783 

 その他 200 157 

 営業外収益合計 3,827 3,966 

営業外費用   

 支払利息 12 11 

 寄付金 86 87 

 その他 99 79 

 営業外費用合計 197 179 

経常利益 6,753 5,854 

特別利益   

 固定資産売却益 933 87 

 投資有価証券売却益 13 - 

 その他 172 0 

 特別利益合計 1,119 87 

特別損失   

 固定資産売却損 1 9 

 固定資産除却損 230 168 

 減損損失 1,108 158 

 早期割増退職金 - 3,737 

 新型コロナウィルス感染症による損失 100 - 

 その他 18 32 

 特別損失合計 1,459 4,106 

税金等調整前中間純利益 6,413 1,835 

法人税、住民税及び事業税 1,651 474 

法人税等合計 1,651 474 

中間純利益 4,762 1,360 

非支配株主に帰属する中間純損失（△） △221 △194 

親会社株主に帰属する中間純利益 4,983 1,555 
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中間連結包括利益計算書 

           (単位：百万円) 
          前中間連結会計期間 

(自 2021年４月１日 
 至 2021年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 2022年４月１日 

 至 2022年９月30日) 

中間純利益 4,762 1,360 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1,503 △4,285 

 為替換算調整勘定 24 78 

 退職給付に係る調整額 △1,921 △843 

 持分法適用会社に対する持分相当額 2,535 △1,712 

 その他の包括利益合計 2,142 △6,763 

中間包括利益 6,904 △5,402 

（内訳）   

 親会社株主に係る中間包括利益 7,127 △5,188 

 非支配株主に係る中間包括利益 △223 △214 
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（3)中間連結株主資本等変動計算書 

 前中間連結会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) 

 (単位：百万円) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 650 1,987 296,560 △7,004 292,193 

会計方針の変更によ

る累積的影響額 
  100  100 

会計方針の変更を反映

した当期首残高 
650 1,987 296,660 △7,004 292,293 

当中間期変動額      

剰余金の配当   △112  △112 

親会社株主に帰属す

る中間純利益 
  4,983  4,983 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

 3   3 

連結範囲の変動又は

持分法の適用範囲の

変動 

  △24  △24 

持分法適用会社に対

する持分変動に伴う

自己株式の増減 

   0 0 

株主資本以外の項目

の当中間期変動額（純

額） 

    ― 

当中間期変動額合計 ― 3 4,847 0 4,851 

当中間期末残高 650 1,990 301,507 △7,003 297,145 

 

 

その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

為替換算 

調整勘定 

退職給付に係る 

調整累計額 

その他の 

包括利益 

累計額合計 

当期首残高 43,932 0 △116 1,698 45,515 9,314 347,022 

会計方針の変更によ

る累積的影響額 
      100 

会計方針の変更を反映

した当期首残高 
43,932 0 △116 1,698 45,515 9,314 347,122 

当中間期変動額        

剰余金の配当       △112 

親会社株主に帰属す

る中間純利益 
      4,983 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

      3 

連結範囲の変動又は

持分法の適用範囲の

変動 

      △24 

持分法適用会社に対

する持分変動に伴う

自己株式の増減 

      0 

株主資本以外の項目

の当中間期変動額（純

額） 

3,902 △2 54 △1,810 2,144 △241 1,902 

当中間期変動額合計 3,902 △2 54 △1,810 2,144 △241 6,754 

当中間期末残高 47,834 △2 △61 △111 47,659 9,072 353,876 
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当中間連結会計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) 

 (単位：百万円) 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 650 1,990 309,387 △6,990 305,038 

会計方針の変更によ

る累積的影響額 
    ― 

会計方針の変更を反映

した当期首残高 
650 1,990 309,387 △6,990 305,038 

当中間期変動額      

剰余金の配当   △208  △208 

親会社株主に帰属す

る中間純利益 
  1,555  1,555 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

 △1   △1 

連結範囲の変動又は

持分法の適用範囲の

変動 

  308  308 

持分法適用会社に対

する持分変動に伴う

自己株式の増減 

   0 0 

株主資本以外の項目

の当中間期変動額（純

額） 

    ― 

当中間期変動額合計 ― △1 1,655 0 1,655 

当中間期末残高 650 1,989 311,043 △6,989 306,693 

 

 

その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

為替換算 

調整勘定 

退職給付に係る 

調整累計額 

その他の 

包括利益 

累計額合計 

当期首残高 42,435 2 30 △5,807 36,662 8,886 350,586 

会計方針の変更によ

る累積的影響額 
      ― 

会計方針の変更を反映

した当期首残高 
42,435 2 30 △5,807 36,662 8,886 350,586 

当中間期変動額        

剰余金の配当       △208 

親会社株主に帰属す

る中間純利益 
      1,555 

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動 

      △1 

連結範囲の変動又は

持分法の適用範囲の

変動 

      308 

持分法適用会社に対

する持分変動に伴う

自己株式の増減 

      0 

株主資本以外の項目

の当中間期変動額（純

額） 

△6,307 △5 319 △750 △6,744 △245 △6,990 

当中間期変動額合計 △6,307 △5 319 △750 △6,744 △245 △5,334 

当中間期末残高 36,128 △2 350 △6,558 29,918 8,640 345,251 
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（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書  

           (単位：百万円) 
          前中間連結会計期間 

(自 2021年４月１日 
 至 2021年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 2022年４月１日 

 至 2022年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前中間純利益 6,413 1,835 

 減価償却費 6,360 6,528 

 減損損失 1,108 158 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 10 △35 

 返品調整引当金の増減額（△は減少） △424 - 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △7,674 △4,475 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △0 △4 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △101 △83 

 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） △159 - 

 早期割増退職引当金の増減額（△は減少） - 3,718 

 受取利息及び受取配当金 △738 △841 

 支払利息 12 11 

 持分法による投資損益（△は益） △2,628 △2,783 

 投資有価証券売却損益（△は益） △13 0 

 固定資産売却損益（△は益） △931 △77 

 固定資産除却損 230 168 

 新型コロナウイルス感染症による損失 100 - 

 売上債権の増減額（△は増加） 2,205 1,007 

 棚卸資産の増減額（△は増加） △344 △217 

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,961 △2,295 

 未払消費税等の増減額（△は減少） △323 △509 

 預り保証金の増減額（△は減少） △505 △14 

 その他 4,169 △506 

 小計 3,803 1,582 

 利息及び配当金の受取額 1,543 2,036 

 利息の支払額 △13 △11 

 早期割増退職金の支払額 △2,357 - 

 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 △104 - 

 法人税等の還付額 577 508 

 法人税等の支払額 △929 △603 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,520 3,511 

 

  



 

10 

           (単位：百万円) 
          前中間連結会計期間 

(自 2021年４月１日 
 至 2021年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 2022年４月１日 

 至 2022年９月30日) 

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 △4,703 △55,332 

 定期預金の払戻による収入 16,160 66,779 

 有価証券の取得による支出 - △2,499 

 有価証券の売却及び償還による収入 3,500 4,100 

 有形固定資産の取得による支出 △1,899 △4,016 

 有形固定資産の売却による収入 1,730 188 

 有形固定資産の除却による支出 △164 △103 

 無形固定資産の取得による支出 △212 △1,527 

 投資有価証券の取得による支出 △68 △1,325 

 投資有価証券の売却及び償還による収入 15 0 

 貸付けによる支出 △591 △462 

 貸付金の回収による収入 547 512 

 その他 204 328 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 14,517 6,642 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △500 △506 

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △437 △418 

 配当金の支払額 △112 △208 

 非支配株主への配当金の支払額 △9 △13 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,059 △1,146 

現金及び現金同等物に係る換算差額 20 66 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,999 9,074 

現金及び現金同等物の期首残高 68,806 61,155 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） 

- 282 

現金及び現金同等物の中間期末残高 84,805 70,512 
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中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表  

           (単位：百万円) 
          

前事業年度 
(2022年３月31日) 

当中間会計期間 
(2022年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 61,809 62,380 

  受取手形 3 2 

  売掛金 7,508 6,701 

  契約資産 1,747 2,220 

  有価証券 - 1,000 

  棚卸資産 766 795 

  その他 9,147 8,614 

  貸倒引当金 △118 △98 

  流動資産合計 80,863 81,616 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 131,745 128,068 

   機械及び装置（純額） 6,137 5,554 

   土地 50,086 49,882 

   建設仮勘定 184 361 

   その他（純額） 2,817 2,762 

   有形固定資産合計 190,972 186,629 

  無形固定資産 6,689 7,299 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 59,328 52,850 

   関係会社株式 39,649 40,935 

   その他 6,977 7,026 

   貸倒引当金 △1,537 △1,580 

   投資その他の資産合計 104,417 99,231 

  固定資産合計 302,078 293,159 

 資産合計 382,942 374,775 
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           (単位：百万円) 
          

前事業年度 
(2022年３月31日) 

当中間会計期間 
(2022年９月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 14,278 13,205 

  1年内返済予定の長期借入金 1,000 1,000 

  リース債務 11 10 

  未払金 5,754 4,001 

  未払費用 9,041 8,820 

  未払法人税等 272 186 

  早期割増退職引当金 - 3,718 

  その他 7,555 10,436 

  流動負債合計 37,914 41,378 

 固定負債   

  長期借入金 6,000 5,500 

  リース債務 11 6 

  繰延税金負債 13,284 11,093 

  退職給付引当金 114,112 109,755 

  役員退職慰労引当金 166 148 

  資産除去債務 2,107 2,126 

  長期預り保証金 22,216 22,088 

  その他 241 60 

  固定負債合計 158,140 150,780 

 負債合計 196,054 192,158 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 650 650 

  資本剰余金   

   資本準備金 873 873 

   資本剰余金合計 873 873 

  利益剰余金   

   利益準備金 477 477 

   その他利益剰余金   

    固定資産圧縮積立金 2,766 2,747 

    特別積立金 145,226 151,126 

    繰越利益剰余金 6,815 1,114 

   利益剰余金合計 155,284 155,465 

  株主資本合計 156,807 156,988 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 30,080 25,628 

  評価・換算差額等合計 30,080 25,628 

 純資産合計 186,887 182,617 

負債純資産合計 382,942 374,775 
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(2)中間損益計算書 

           (単位：百万円) 
          前中間会計期間 

(自 2021年４月１日 
 至 2021年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 2022年４月１日 

 至 2022年９月30日) 

売上高 91,671 90,240 

売上原価 67,688 67,442 

売上総利益 23,982 22,797 

販売費及び一般管理費 21,214 21,176 

営業利益 2,767 1,621 

営業外収益 2,071 2,551 

営業外費用 419 114 

経常利益 4,419 4,058 

特別利益 1,029 165 

特別損失 1,280 4,067 

税引前中間純利益 4,168 157 

法人税、住民税及び事業税 1,300 △232 

法人税等合計 1,300 △232 

中間純利益 2,868 389 
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(3)中間株主資本等変動計算書 

  前中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) 

 (単位：百万円) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金 

合計 固定資産 

圧縮積立金 
特別積立金 

繰越利益 

剰余金 

当期首残高 650 873 477 2,810 191,326 △45,191 149,421 

当中間期変動額        

剰余金の配当      △112 △112 

固定資産圧縮積立金

の取崩 
   △25  25 - 

特別積立金の取崩     △46,100 46,100 - 

中間純利益      2,868 2,868 

株主資本以外の項目

の当中間期変動額（純

額） 

       

当中間期変動額合計 - - - △25 △46,100 48,882 2,756 

当中間期末残高 650 873 477 2,784 145,226 3,691 152,178 

 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

当期首残高 150,944 31,222 31,222 182,167 

当中間期変動額     

剰余金の配当 △112   △112 

固定資産圧縮積立金

の取崩 
-   - 

特別積立金の取崩 -   - 

中間純利益 2,868   2,868 

株主資本以外の項目

の当中間期変動額（純

額） 

 1,600 1,600 1,600 

当中間期変動額合計 2,756 1,600 1,600 4,357 

当中間期末残高 153,701 32,823 32,823 186,525 
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当中間会計期間(自 2022 年４月１日 至 2022 年９月 30 日) 

 (単位：百万円) 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金 利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金 

合計 固定資産 

圧縮積立金 
特別積立金 

繰越利益 

剰余金 

当期首残高 650 873 477 2,766 145,226 6,815 155,284 

当中間期変動額        

剰余金の配当      △208 △208 

固定資産圧縮積立金

の取崩 
   △18  18 - 

特別積立金の積立     5,900 △5,900 - 

中間純利益      389 389 

株主資本以外の項目

の当中間期変動額（純

額） 

       

当中間期変動額合計 - - - △18 5,900 △5,700 181 

当中間期末残高 650 873 477 2,747 151,126 1,114 155,465 

 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

当期首残高 156,807 30,080 30,080 186,887 

当中間期変動額     

剰余金の配当 △208   △208 

固定資産圧縮積立金

の取崩 
-   - 

特別積立金の積立 -   - 

中間純利益 389   389 

株主資本以外の項目

の当中間期変動額（純

額） 

 △4,451 △4,451 △4,451 

当中間期変動額合計 181 △4,451 △4,451 △4,270 

当中間期末残高 156,988 25,628 25,628 182,617 
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株式の所有者別状況 

2022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) 

― ― ― 8 ― ― 1,811 1,819 

所有株式数 
(株) 

― ― ― 1,420,155 ― ― 1,779,845 3,200,000 

所有株式数 
の割合(％) 

― ― ― 44.38 ― ― 55.62 100.00 

 

 

大株主の状況                                  
2022 年 9 月 30 日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発 行 済 株 式
(自己株式を
除く)の総数
に対する所有
株式数の割合
(％) 

朝日新聞社従業員持株会 東京都中央区築地5-3-2 835 26.11 

公益財団法人香雪美術館 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2-12-1 672 21.02 

株式会社テレビ朝日ホールディングス 東京都港区六本木6-9-1 380 11.88 

上  野  聖  二 東京都千代田区 352 11.02 

凸版印刷株式会社 東京都台東区台東1-5-1 234 7.31 

朝日放送グループホールディングス 
株式会社 

大阪府大阪市福島区福島1-1-30 74 2.31 

上  野  貴  生 東京都文京区 50 1.56 

上  野  信  三 東京都渋谷区 49 1.54 

小  西  勝  英 東京都目黒区 35 1.11 

塩 谷 律 子 東京都世田谷区 32 1.03 

計 ― 2,716 84.89 

 (注)  所有株式数は千株未満を切り捨て、発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する所有株式数の割合は小数点 

以下第３位を四捨五入して記載している。 

 

 

 

役員の状況 

2022年６月24日（第169回定時株主総会）以降、2022年11月28日までの役員の異動はない。 
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