
 
平成 25 年 11 月 25 日 

各 位 

会 社 名      朝日放送株式会社 
代 表 者 名      代表取締役社長 脇阪 聰史 
コ ー ド      ９４０５ 東証（市場第２部） 
本社所在地 大阪市福島区福島一丁目１番 30 号 
問 合 せ 先      経理局長 角田 正人 

TEL （06）6458-5321 

 

親会社等の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：大阪府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 木村 伊量、資本金６億５千万円）の平成 26 年３月期中間決算（連

結及び個別）の内容が確定しましたので、添付資料のとおりお知らせします。 

 
１．添付資料 

平成 26 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 

 
２．当社の親会社等について（平成 25 年９月 30 日現在） 

(1) 親会社等の商号等 

  親会社等：株式会社朝日新聞社 

  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 

  親会社等の議決権所有割合：15.4％ 

(2) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

 当社は、㈱朝日新聞社の持分法適用関連会社であり、取材や事業活動などで協力関係にあ

ります。 

同社の常務取締役大阪本社代表 持田周三氏は当社取締役であります。 

また、当社は、同社グループの㈱テレビ朝日と並んで、グループのテレビ・ラジオ各社の 

中核会社と位置づけられており、同社とは、記者等の人事交流を実施しています。 

同社ブランドの｢信用｣は、当社の業務にとっても有益です。放送分野において、当社は、 

今後も独自の経営判断のもとに、朝日ブランドの維持・発展を図ってまいります。 

(3) 親会社等との取引に関する事項 

 当社と㈱朝日新聞社との間に重要な取引はありません。 

以 上 



 

平成 26 年 3 月期 中間決算短信 

平成 25 年 11 月 25 日 

会 社 名  株式会社 朝日新聞社  

本店所在地  大阪府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  井 上 直 樹             TEL（０３）３５４５－０１３１ 

半期報告書提出予定日 平成 25 年 12 月 19 日 配当支払開始予定日   平成 25 年 12 月 10 日 
 

（百万円未満切捨て） 
１．平成 25 年９月中間期の連結業績（平成 25 年４月１日～平成 25 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 中間純利益 
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

25 年９月中間期 
24 年９月中間期 

226,951 
229,962 

△1.3 
   0.2 

6,266
6,746

△7.1
― 

9,869
9,498

3.9 
383.4 

 6,726
 6,467

4.0 
―  

（注）包括利益 25 年９月中間期 10,926 百万円（194.1％） 24 年９月中間期 3,715 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

25 年９月中間期 
24 年９月中間期 

2,178．36 
2,094．50 

― 
― 

(参考) 持分法投資損益 25 年９月中間期 2,943 百万円 24 年９月中間期 2,068 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 ％ 

25 年９月中間期 
25 年３月期 

570,348 
571,895 

320,986
311,485

54.6 
52.6 

(参考) 自己資本 25 年９月中間期 311,350 百万円  25 年３月期 300,639 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

25 年３月期 30. 00 40. 00 70. 00
26 年３月期 30. 00 

未定
26 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）  無 

新規  ―社 
除外  ―社 
 

(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 会計上の見積もりの変更                 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） 25 年９月中間期 3,200,000 株 25 年３月期   3,200,000 株 
②期末自己株式数             25 年９月中間期   112,045 株 25 年３月期     112,045 株 
③期中平均株式数           25 年９月中間期 3,087,955 株 24 年９月中間期 3,088,077 株 
（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 

 
 
 

1



(参考)個別業績の概要 
 

１.平成 25 年９月中間期の個別業績(平成 25 年４月１日～平成 25 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    ％

25 年９月中間期 

24 年９月中間期 
152,317 
153,669 

△0.9 
1.7 

4,342
4,165

4.3
－

6,174
5,986

3.1 
－ 

3,621 
3,917 

△7.5
－

 
 １株当たり 

中間純利益 

 円 銭 

25 年９月中間期 

24 年９月中間期 
1,131. 87 
1,224. 18   

(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 ％ 

25 年９月中間期 

25 年３月期 
412,389 
411,712 

194,121
187,358

47.1 
45.5 

(参考)自己資本 25 年９月中間期 194,121 百万円  25 年３月期 187,358 百万円   

 

※監査手続きの実施状況に関する表示 
この中間決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続きは実施中である。 
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連結財務諸表等 
   (1)中間連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 61,779 68,255

受取手形及び売掛金 34,330 26,059

リース投資資産 3,446 3,422

有価証券 38,500 47,000

たな卸資産 2,049 2,048

その他 18,747 18,529

貸倒引当金 △184 △73

流動資産合計 158,670 165,242

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 109,738 107,932

機械装置及び運搬具（純額） 12,705 11,776

土地 67,111 66,992

その他（純額） 4,159 4,358

有形固定資産合計 193,714 191,060

無形固定資産 10,197 10,700

投資その他の資産   

投資有価証券 138,770 149,900

繰延税金資産 46,453 44,591

その他 24,377 9,112

貸倒引当金 △288 △260

投資その他の資産合計 209,312 203,345

固定資産合計 413,225 405,106

資産合計 571,895 570,348

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 38,061 31,932

短期借入金 2,200 1,540

リース債務 1,228 1,238

未払法人税等 1,610 2,690

返品調整引当金 574 429

役員賞与引当金 24 12

建替関連損失引当金 1,546 1,859

資産除去債務 4 320

その他 35,928 32,810

流動負債合計 81,178 72,836
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

固定負債   

リース債務 2,375 2,306

退職給付引当金 143,900 142,992

役員退職慰労引当金 1,190 967

建替関連損失引当金 2,629 983

資産除去債務 2,392 2,061

長期預り保証金 25,743 26,176

その他 999 1,037

固定負債合計 179,231 176,526

負債合計 260,409 249,362

純資産の部   

株主資本   

資本金 650 650

資本剰余金 873 873

利益剰余金 290,706 297,325

自己株式 △6,758 △6,758

株主資本合計 285,471 292,090

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,024 19,009

繰延ヘッジ損益 293 360

為替換算調整勘定 △149 △109

その他の包括利益累計額合計 15,168 19,260

少数株主持分 10,846 9,635

純資産合計 311,485 320,986

負債純資産合計 571,895 570,348
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 229,962 226,951

売上原価 162,755 160,327

売上総利益 67,207 66,624

販売費及び一般管理費 60,461 60,357

営業利益 6,746 6,266

営業外収益   

受取利息 81 59

受取配当金 418 455

負ののれん償却額 9 －

受取手数料 157 161

持分法による投資利益 2,068 2,943

その他 326 232

営業外収益合計 3,061 3,852

営業外費用   

支払利息 82 36

寄付金 130 152

その他 95 60

営業外費用合計 309 249

経常利益 9,498 9,869

特別利益   

固定資産売却益 80 45

投資有価証券売却益 81 0

負ののれん発生益 42 184

建替関連損失引当金戻入額 － 176

事業譲渡益 333 －

その他 － 49

特別利益合計 537 456

特別損失   

固定資産売却損 4 22

固定資産除却損 93 175

投資有価証券売却損 127 －

投資有価証券評価損 9 1

貸倒引当金繰入額 30 －

持分変動損失 － 47

減損損失 86 84

建替関連損失引当金繰入額 － 408

建替関連損失 － 99

子会社清算損失引当金繰入額 135 －

その他 44 14

特別損失合計 531 855

税金等調整前中間純利益 9,504 9,470

法人税、住民税及び事業税 2,845 2,644

法人税等合計 2,845 2,644

少数株主損益調整前中間純利益 6,658 6,825

少数株主利益 190 98

中間純利益 6,467 6,726
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前中間純利益 6,658 6,825

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,652 3,484

繰延ヘッジ損益 △1 △13

為替換算調整勘定 3 25

持分法適用会社に対する持分相当額 △292 604

その他の包括利益合計 △2,943 4,101

中間包括利益 3,715 10,926

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 3,531 10,818

少数株主に係る中間包括利益 183 108
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   (3)中間連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 650 650

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 650 650

資本剰余金   

当期首残高 873 873

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 873 873

利益剰余金   

当期首残高 278,995 290,706

当中間期変動額   

剰余金の配当 △176 △128

中間純利益 6,467 6,726

合併による増加 57 20

当中間期変動額合計 6,349 6,618

当中間期末残高 285,344 297,325

自己株式   

当期首残高 △6,752 △6,758

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 △6,752 △6,758

株主資本合計   

当期首残高 273,765 285,471

当中間期変動額   

剰余金の配当 △176 △128

中間純利益 6,467 6,726

合併による増加 57 20

当中間期変動額合計 6,349 6,618

当中間期末残高 280,115 292,090

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 11,218 15,024

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△2,876 3,984

当中間期変動額合計 △2,876 3,984

当中間期末残高 8,342 19,009
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 2 293

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△64 67

当中間期変動額合計 △64 67

当中間期末残高 △62 360

為替換算調整勘定   

当期首残高 △176 △149

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

4 39

当中間期変動額合計 4 39

当中間期末残高 △171 △109

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 11,044 15,168

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△2,936 4,091

当中間期変動額合計 △2,936 4,091

当中間期末残高 8,107 19,260

少数株主持分   

当期首残高 10,627 10,846

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

181 △1,210

当中間期変動額合計 181 △1,210

当中間期末残高 10,808 9,635

純資産合計   

当期首残高 295,437 311,485

当中間期変動額   

剰余金の配当 △176 △128

中間純利益 6,467 6,726

合併による増加 57 20

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△2,754 2,881

当中間期変動額合計 3,594 9,500

当中間期末残高 299,031 320,986
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 9,504 9,470

減価償却費 6,553 6,816

減損損失 86 84

のれん償却額 △9 66

負ののれん発生益 △42 △184

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 △4

返品調整引当金の増減額（△は減少） △113 △144

退職給付引当金の増減額（△は減少） 826 △949

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20 △11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △220 △222

建替関連損失引当金の増減額（△は減少） △657 △1,333

受取利息及び受取配当金 △499 △515

支払利息 82 36

持分法による投資損益（△は益） △2,068 △2,943

投資有価証券売却損益（△は益） 45 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 9 1

固定資産売却損益（△は益） △75 △22

固定資産除却損 93 175

持分変動損益（△は益） － 31

事業譲渡損益（△は益） △333 －

その他の特別損益（△は益） 210 △19

売上債権の増減額（△は増加） 5,972 9,228

たな卸資産の増減額（△は増加） 191 2

仕入債務の増減額（△は減少） △5,236 △6,251

未払消費税等の増減額（△は減少） 667 1,647

その他 △440 △2,757

小計 14,520 12,200

利息及び配当金の受取額 1,001 1,242

利息の支払額 △71 △39

その他の支出 △1 △1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,142 △1,535

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,306 11,867
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 △17,030 △1,092

定期預金の払戻による収入 21,580 2,830

有価証券の売却及び償還による収入 399 －

有形固定資産の取得による支出 △20,678 △4,684

有形固定資産の売却による収入 254 107

有形固定資産の除却による支出 △60 △87

無形固定資産の取得による支出 △800 △1,742

投資有価証券の取得による支出 △221 △2,967

投資有価証券の売却及び償還による収入 751 9

貸付けによる支出 △1,020 △923

貸付金の回収による収入 1,236 1,026

事業譲渡による収入 333 －

その他 503 71

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,752 △7,451

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 600 △660

長期借入金の返済による支出 △108 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △692 △915

子会社の自己株式の取得による支出 － △1,151

配当金の支払額 △176 △128

少数株主への配当金の支払額 △31 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △408 △2,885

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △853 1,546

現金及び現金同等物の期首残高 89,719 76,405

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

153 167

現金及び現金同等物の中間期末残高 89,019 78,119
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個別財務諸表 
   (1)中間貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当中間会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,996 35,467

受取手形 1 0

売掛金 13,981 10,536

有価証券 38,500 47,000

たな卸資産 561 472

その他 23,942 23,221

貸倒引当金 △175 △76

流動資産合計 103,806 116,622

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 95,891 94,237

機械及び装置（純額） 11,998 10,778

土地 45,725 45,636

建設仮勘定 210 581

その他（純額） 4,346 4,115

有形固定資産合計 158,172 155,349

無形固定資産 8,888 9,471

投資その他の資産   

投資有価証券 31,553 39,471

関係会社株式 42,978 43,085

繰延税金資産 45,344 43,531

長期預金 16,000 －

その他 5,066 4,955

貸倒引当金 △97 △97

投資その他の資産合計 140,844 130,945

固定資産合計 307,906 295,766

資産合計 411,712 412,389

負債の部   

流動負債   

買掛金 24,547 21,585

リース債務 15 12

未払金 10,138 7,147

未払費用 11,128 11,435

未払法人税等 1,032 1,974

返品調整引当金 2 1

建替関連損失引当金 1,639 1,912

資産除去債務 4 320

その他 7,288 7,770

流動負債合計 55,797 52,159
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当中間会計期間 
(平成25年９月30日) 

固定負債   

リース債務 24 18

退職給付引当金 139,321 138,481

役員退職慰労引当金 948 792

建替関連損失引当金 2,514 867

資産除去債務 2,125 1,792

長期預り保証金 22,795 23,364

その他 827 790

固定負債合計 168,556 166,108

負債合計 224,354 218,267

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   

特別償却準備金 349 694

固定資産圧縮積立金 1,276 1,269

固定資産圧縮特別勘定積立金 41 41

特別積立金 164,926 170,126

繰越利益剰余金 6,109 4,065

利益剰余金合計 173,180 176,674

株主資本合計 174,703 178,197

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,616 15,899

繰延ヘッジ損益 38 24

評価・換算差額等合計 12,655 15,923

純資産合計 187,358 194,121

負債純資産合計 411,712 412,389
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 153,669 152,317

売上原価 97,752 96,499

売上総利益 55,916 55,817

販売費及び一般管理費 51,751 51,475

営業利益 4,165 4,342

営業外収益 2,094 2,076

営業外費用 273 245

経常利益 5,986 6,174

特別利益 253 252

特別損失 362 744

税引前中間純利益 5,877 5,681

法人税、住民税及び事業税 1,960 2,060

法人税等合計 1,960 2,060

中間純利益 3,917 3,621
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   (3)中間株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 650 650

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 650 650

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 873 873

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 873 873

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 477 477

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 477 477

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

当期首残高 49 349

当中間期変動額   

特別償却準備金の積立 － 370

特別償却準備金の取崩 △3 △25

当中間期変動額合計 △3 344

当中間期末残高 45 694

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 1,271 1,276

当中間期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △6 △6

当中間期変動額合計 △6 △6

当中間期末残高 1,265 1,269

固定資産圧縮特別勘定積立金   

当期首残高 － 41

当中間期変動額   

当中間期変動額合計 － －

当中間期末残高 － 41

特別積立金   

当期首残高 154,726 164,926

当中間期変動額   

特別積立金の積立 10,200 5,200

当中間期変動額合計 10,200 5,200

当中間期末残高 164,926 170,126
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(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 11,087 6,109

当中間期変動額   

剰余金の配当 △176 △128

特別償却準備金の積立 － △370

特別償却準備金の取崩 3 25

固定資産圧縮積立金の取崩 6 6

特別積立金の積立 △10,200 △5,200

中間純利益 3,917 3,621

当中間期変動額合計 △6,448 △2,044

当中間期末残高 4,638 4,065

利益剰余金合計   

当期首残高 167,611 173,180

当中間期変動額   

剰余金の配当 △176 △128

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

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 3,917 3,621

当中間期変動額合計 3,741 3,493

当中間期末残高 171,353 176,674

株主資本合計   

当期首残高 169,134 174,703

当中間期変動額   

剰余金の配当 △176 △128

中間純利益 3,917 3,621

当中間期変動額合計 3,741 3,493

当中間期末残高 172,876 178,197

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 10,413 12,616

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△2,548 3,282

当中間期変動額合計 △2,548 3,282

当中間期末残高 7,865 15,899

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △6 38

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△1 △13

当中間期変動額合計 △1 △13

当中間期末残高 △7 24
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(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

評価・換算差額等合計   

当期首残高 10,406 12,655

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△2,549 3,268

当中間期変動額合計 △2,549 3,268

当中間期末残高 7,857 15,923

純資産合計   

当期首残高 179,541 187,358

当中間期変動額   

剰余金の配当 △176 △128

中間純利益 3,917 3,621

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△2,549 3,268

当中間期変動額合計 1,191 6,762

当中間期末残高 180,733 194,121
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株式の所有者別状況 

平成25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 － － 2,284 2,292

所有株式数 
(株) 

－ － － 1,067,400 － － 2,132,600 3,200,000

所有株式数 
の割合(％) 

－ － － 33.36 － － 66.64 100.00

 

 

大株主の状況 

平成25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 
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5-3-2 575 17.97

株式会社テレビ朝日 東京都港区六本木6-9-1  380 11.88

村 山 美知子 兵庫県神戸市東灘区 352 11.02

上 野 尚 一 東京都千代田区 352 11.02

公益財団法人香雪美術館 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2-12-1 320 10.00

凸版印刷株式会社 東京都台東区台東1-5-1 234 7.31

村 山 富美子 大阪府泉佐野市 114 3.57

上 野 克 二 兵庫県神戸市東灘区 78 2.44

朝日放送株式会社 大阪府大阪市福島区福島1-1-30 74 2.31

上 野 信 三 東京都渋谷区 49 1.54

計 ― 2,530 79.06

（注）所有株式数は千株未満を切り捨て、発行済株式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 

平成 25 年 6月 25 日（第 160 回定時株主総会）以降、平成 25 年 11 月 25 日までの役員の異動はない。 
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