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代表取締役社長

株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
ここに、当社第91期中間報告書（平成28年４月１日から９月30日まで）をお届けいたします。

当社グループは、今年９月にはＣＢＣラジオが開局65周年を、そして12月には、ＣＢＣテレビ
が開局60周年を迎えました。日本で最初の民間放送として産声を上げた当社が今日こうして
あるのも、株主の皆さまを始めとするステークホルダーの皆さまのおかげと感謝いたします。

当社グループの中核である放送事業を取り巻く社会環境は大きく変わり、同時に、情報通信
技術のめざましい進展により、放送メディアは大きな変革期を迎えています。こうした環境
の変化が急速に進む時代にあっても、信頼ある地域の情報インフラとしての使命をこれから
も果たし続けていくためにも、個で強く、協調してなお強い現在のホールディングス体制を
さらに強化してまいります。そのために、当社グループは、「確かな情報」「高精細な映像」、それ
に次世代技術の「ＩＣＴ」の３つのテーマを柱に据えて、新たな取り組みを始めています。
このうち高精細な映像分野では次世代映像技術として注目を集める４Ｋの魅力を発信するた
め、伊勢神宮の自然や文化を１年間４Ｋカメラで撮影し、今年の伊勢志摩サミットで、その
一部を紹介し、海外のお客さまからも高い評価をいただきました。今後は私どもが基盤を置く

株主の皆さまへ
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も超えた新しいビジネスモデルを創出し、グループの更なる成長を推進していきたいと考え
ています。

一方、昨年、増築工事が完了した放送センターでは有事の際の対応能力が増強されると
ともに、テレビ、ラジオの全ての機能が集約され、本格的に稼働を始めました。引き続き今年
夏には、本館エリア再開発の第２期工事として新しい西別館の建設に着手いたしました。
来年夏の完成の暁には、グループ会社３社が集合し、これまで以上にグループとしての連携
を強めてまいります。

当社グループは、これからも創立以来のフロンティアスピリッツを失わず、「地域で最も信頼
されるメディア企業グループとして、地域社会の経済や文化の発展に寄与する」ことにまい進
し、あらゆるステークホルダーの皆さまに最大の満足を提供できるよう弛まぬ努力を続け
て、歴史と伝統のあるＣＢＣの大いなるブランドを未来に引き継いでまいります。

株主の皆さまにおかれましては、より一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。
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テレビ
　報道情報番組『イッポウ』（月～金曜 16:52～19:00放送）は、「そのニュース、芯まで」
をキャッチフレーズにニュースの核心に迫る報道を心がけ、高いご支持をいただい
ております。全国的な関心事となった５月の伊勢志摩サミットでは、特別番組として、

『イッポウスペシャル生授業！伊勢志摩サミット10のカギ』と『イッポウ　伊勢志摩
サミットスペシャル』を、それぞれサミット会場近くの特設スタジオから放送しました。
　この春から、関東エリアに加えて宮城エリアでも放送することになった情報生ワイド
番組『ゴゴスマ～GOGO!Smile!～』（月～金曜 13:55～15:58放送）は、生放送を活かし
たその日の最大関心事をお伝えするべく、全国ニュースや芸能ニュースの充実を図り
ました。名古屋地区、関東地区では昨年に比べて大きく視聴率を伸ばしております。
また、『なるほどプレゼンター！花咲かタイムズ』（土曜 9:25～11:30放送）は番組開始
９年目を迎え、当期も同時間帯１位の視聴率という高いご支持をいただいております。

暮らしに役立つエリアの情報インフラとして

ゴゴスマ
～GOGO！Smile！～

なるほどプレゼンター！花咲かタイムズ

イッポウ

平成28年
日本民間放送連盟賞　最優秀
テレビＣＭ部門　
『古本だらけの紫書苑
～“現役最年長”店主のこだわり』

（広告主・紫書苑　60秒）

ドラマ・ドキュメンタリー・
ＣＭが国内外で高い評価

「放送関連」は、テレビスポット収入が名古屋地区全体の投下量増加や好調な視聴率を下支えに増加したことや、ラジオスポット収入
が増加したことなどにより、売上高は151億47百万円（前年同期比2.0％増）となりました。利益面では、テレビ、ラジオのスポット収入
増加が寄与し、営業利益は４億7百万円（前年同期比188.2％増）となりました。

放 送 関 連 このセグメントは、中部日本放送㈱、㈱ＣＢＣテレビ、㈱ＣＢＣラジオ、㈱ＣＢＣクリエイションならびに㈱シー・ウェーブ
で構成されます。

グループ 事業概況

03

010_0403901602812.indd   3 2016/11/14   16:12:55ＵＳ国際フィルム・ビデオ祭　
クリエイティブ・エクセレンス
ドキュメンタリー部門　

『リアルマリオ。～空想と現実のあいだで～』
（平成27年５月）

エンターテインメント部門　
『スペシャルドラマ　三つの月』
（平成27年10月）

　レギュラー番組では『健康カプセル！ゲンキの時間』
（日曜 7:00～7:30放送）と『旅ずきんちゃん』（日曜 23:30
～24:00放送）を放送しています。『健康カプセル！ゲン
キの時間』は親しみやすく、疾病から生活習慣まで幅広
くわかりやすい健康番組として引き続き全国的に高い
評価を得ています。
　単発番組では、『第57回中日クラウンズ』（４月～５月）決
勝ラウンド第１日と最終日の熱戦の模様を全国に向け放
送したほか、昨年も好評だったバラエティ番組『○○に10
万円あげたらこんな使い方をされちゃいました！２』（９
月）を放送、海外や大家族、大学生などそれぞれの10万
円の使い方を通じて、文化の違いや暮らしぶりを描き、
各放送エリアで高い支持をいただきました。

　昭和31年12月１日に放送を開始したＣＢＣ
テレビは、今年開局60周年を迎えました。そこで、
４月から来年３月までの１年間を開局60周年
期間と位置づけ、様々な企画を実施しています。
中心となるのは、東海地方への感謝の気持ち
を込めた60個の企画を１年間かけて実施する
「60（ろくまる）サンキュー！」で、エリアのみなさ
まからの企画を募集し、レギュラー番組やホー
ムページで紹介しています。結婚式に番組出演
者が突然お祝いをするために出席したり、普段
プロ野球中継を行っているスタッフが少年野球
を収録するなど、エリア
のみなさまとの番組を通
じたふれあいの模様を

『60サンキュー！“サプラ
イズ感謝祭”』（５月）や『60
サンキュー！』（土曜 18:50
～19:00放送）などで紹介
しています。

全国向け番組 開局60周年記念番組

旅ずきんちゃん健康カプセル！ゲンキの時間

「地方の時代」映像祭2016 入選
『消えていく「今」～７秒の記憶と生きる～』（５月）
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イベント＆コンテンツ

　男子ゴルフの『第57回中日クラウンズ』（４月～
５月）は名古屋ゴルフ倶楽部和合コースで熱戦が
繰り広げられ、プレーオフの末、韓国の金庚泰選
手が大会初優勝を飾りまし
た。本戦の前には青木功・
尾崎直道・片山晋呉ら歴代
優勝者による『チャンピオン
ズマッチ』が行われました。
クラウンズウィークの１週間
で３万3,000人を超えるギャ
ラリーが会場を訪れました。

　50年前に当社がザ・ビートルズを招聘したことを記念して、ビートルズをリスペ
クトする日本のアーティストたちを集めた『ザ・ビートルズ来日50周年記念コンサー
ト「THE TRIBUTE」』（６月）を開催したのをはじめ、フィギュアスケートの『STARS 
ON ICE JAPAN TOUR 2016 名古屋公演』（４月）、ハワイアンコンサート『Hō`ike 
Lanakila』（６月）など新たなジャンルの公演にも挑戦しました。また、『黄金伝説展』

（４月～５月）、『南極観測60周年記念特別展 南極へ行こう!!』（7月～９月）、『世界遺
産　ポンペイの壁画展』（7月～９月）など幅広い分野のイベントに取り組みました。

第57回中日クラウンズ
金庚泰選手

ゴルフ

CBCテレビ開局60周年記念事業

THE TRIBUTE

放送関連
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ディープ・パープル

サラ・ブライトマン

　『第39回名古屋国際音楽祭』（５月～7月）は、
イタリア・スポレート歌劇場によるプッチーニの
名作「ラ・ボエーム」、世界三大バレエ団の一角に
君臨する名門バレエ・カンパニー、英国ロイヤル・
バレエ団による「ロミオとジュリエット」など全7公
演を実施しました。ロック・ポピュラーの公演は 

『ディープ・パープル』（５月）、『サラ・ブライトマン』
（7月）のコンサートなどを行い、多くのファンを
魅了しました。

　映画出資では、前編後編の２部作で大ヒット
した『64（ロクヨン）』のほか、伊勢志摩サミットで
盛り上がる三重県を舞台にした地元映画『クハナ！』
にも参加しました。また、深夜のバラエティ番組

『ボイメンの試験に
出ない英単語』を製
作委員会方式で制
作 し、CBCテレ ビ
での放送だけでな
く、ＧＹＡＯ！での
見逃し配信や番組
連動のファンイベ
ントなど様々な展
開にチャレンジし
ています。

音楽 コンテンツ

ⓒ「ボイメンの試験に出ない英単語」
製作委員会

第39回名古屋国際音楽祭 
イタリア・スポレート歌劇場「ラ・ボエーム」
ⓒCBC／木村一成
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ラジオ

　ＣＢＣラジオは当期、レギュラー番組の定着を図りつつ、土曜日午前に２つの
新番組『石塚元章 ニュースマン!!』（土曜 7:00～9:00放送）と『北野誠のズバリサタ
デー』（土曜 9:00～11:40放送）をスタートさせるなど、大幅にリニューアルし新
規リスナーの獲得を目指した改編を実施しました。その結果、今年６月の聴取
率調査では「総合・平日平均・日曜平均」で聴取率１位を獲得しました。『つボイ
ノリオの聞けば聞くほど』（月～金曜 9:00～11:55放送）が全番組中で聴取率１位を
獲得したのを筆頭に、２位には『多田しげおの気分爽快！』（月～金曜 6:30～9:00
放送）、４位には『北野誠のズバリサタデー』と上位を獲得。さらに土曜日午前
の新番組『石塚元章 ニュースマン!!』と『北野誠のズバリサタデー』が同時間帯１位
という快挙を達成しています。
　また、恒例の『CBCラジオ夏まつり2016』（7月）は名古屋・栄の久屋大通公園
内の３つの会場で約23万3,000人という過去最高の来場者数を更新し、「ＣＢＣラ
ジオのイベント動員力」をアピールしました。

さらなる飛躍を目指して･･･

つボイノリオ、小高直子アナウンサー

北野誠

多田しげお

石塚元章

放送関連

07

010_0403901602812.indd   7 2016/11/14   16:13:00

　昭和26年９月１日、CBCラジオがわが国初の民
間放送の第一声を発してから、今年で65年になり
ます。そこでこの開局65周年を記念して、CBC 
ラジオパーソナリティと全国の人気パーソナリティ
がラジオをテーマに語り合う特別番組『ドリーム 
マッチ』（４月～９月）を放送しました。この番組では、
毎月１回、吉田照美（文化放送）・道上洋三（ABC）
ら東西の人気パーソナリティがＣＢＣラジオの 
パーソナリティと共演しました。ラジオ開局日の 
９月１日に放送した、つボイノリオと山下達郎による
最終回は、まさ
に夢のコラボと
してリスナーか
ら大きな反響が
ありました。

夢のパーソナリティコラボレーション

ＣＢＣラジオ夏まつり2016

ドリームマッチ

　ドキュメンタリー番組『贄の森』が、第42回放送文化基金賞番組部門ラジオ番組で
最優秀賞を受賞しました。この番組は、増えすぎた野生動物を駆除する有害鳥獣駆
除隊の実態を紹介しながら「狩猟」
と「駆除」のはざまで揺れる狩猟者
の心の葛藤などを描いたものです。
審査員からは「駆除という行政行為
が、自然とともに暮らしてきた日
本の狩猟の伝統を殺そうとしてい
る。その悲鳴が聞こえてくる様な
作品である」と評価を得ました。 

コンテンツ力の高さをアピール！

贄の森 08

010_0403901602812.indd   8 2016/11/14   16:13:00m010_0403901602812.indd   5 2016/11/18   11:19:31



トピックス

技術革新やＩＣＴの進展とともに、新しいメディアやプラッ
トフォームが現れている中、当社グループとしても将来に向け
て事業領域を拡大するため、次世代コンテンツの制作と流通の
在り方を検証する『次世代メディア推進会議』を設置しました。
その一環として、ＣＢＣテレビが中心となり、伊勢神宮の四季折々の希少種に富む自然や荘厳な神事を４Ｋカメラで撮影しま
した。この映像は、伊勢志摩サミットにあわせて開設された展示コーナーで紹介され、国内外の関係者から高い評価を得たほ
か、『伊勢神宮・命あふるる神々の森　五十鈴川を行く』（11月・平成28年度文化庁芸術祭参加作品）として放送しました。

10月から、インターネットでラジオが聞けるラジコの新機能「タイムフリー聴取
機能」がスタート。放送後、１週間に限っていつでも後から聴くことができます。さらに、お気に入りの番組をFacebookや
LINEなどのソーシャルメディアを通じて、他の人と共有することのできる「シェアラジオ」もはじまり、さらなるラジオメディア
の価値向上とラジオ番組コンテンツの接触機会拡大を目指します。

タイムフリー聴取＆シェアラジオスタート

次世代技術への取り組み

放送関連
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「不動産関連」は、東京の賃貸ビルにおいてテナント

からの賃料収入が増加したことから、売上高は7億95

百万円（前年同期比8.0％増）となりました。利益面では、

増収に加え減価償却費が減少したことから、営業利益

は５億14百万円（前年同期比17.4％増）となりました。

ゴルフ場事業を営む㈱南山カントリークラブ、保険

代理業などを営む㈱ＣＢＣビップスならびにタクシー

業を営む文化交通㈱で構成される「その他」は、売上高

が６億88百万円（前年同期比6.2％減）、営業利益は68百

万円（前年同期比29.5％増）となりました。

不動産関連 このセグメントは、中部日本放送㈱
と㈱千代田会館で構成されます。 そ の 他
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■中間　■通期 （単位：百万円）

1,312

2,298

628 786
1,1811,334

487
309

538

親会社株主に帰属する純利益

第87期 第88期 第89期 第90期 第91期

当中間期におけるわが国経済は、政府の経済政策等に
より、企業収益や雇用環境に改善が見られるものの、中
国及び新興国経済の下振れや個人消費の伸び悩みの影響
が懸念されるなか、景気の先行き不透明感が続きまし
た。一方、当社グループの業績に影響を与えるテレビの
広告市況につきましては、総じて堅調に推移しました。

このような事業環境の下、当社グループの当中間期の
売上高は、166億31百万円（前年同期比1.9％増）となりま
した。利益面では、営業利益は９億90百万円（前年同期
比56.6％増）、経常利益は11億80百万円（前年同期比13.1
％増）、親会社株主に帰属する純利益は7億86百万円（前
年同期比25.1％増）となりました。

1,665
2,077

632
990

1,889
2,190

818
433

営業利益（連結）

666

第87期 第88期 第89期 第90期 第91期

33,375

売上高（連結）

第87期 第88期 第89期 第90期

32,350

16,004

32,448

16,205

32,161

16,31716,125

第91期

16,631

2,086

3,683

2,220

878

2,404

957
596

経常利益（連結）

1,043 1,180

第87期 第88期 第89期 第90期 第91期

連結業績ハイライト
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（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

科　目
当中間期 前 期
平成28年

9月30日現在
平成28年

3月31日現在

《資産の部》
　流動資産 25,892 26,802
　固定資産 40,762 41,396
　　有形固定資産 23,351 23,354
　　無形固定資産 312 338
　　投資その他の資産 17,098 17,702
　資産合計 66,655 68,198

《負債の部》
　流動負債 4,953 5,809
　固定負債 11,822 12,478
　負債合計 16,776 18,287

《純資産の部》
　株主資本 48,549 48,316
　　資本金 1,320 1,320
　　資本剰余金 654 654
　　利益剰余金 46,575 46,343
　　自己株式 △0 △0
　その他の包括利益累計額 563 835
　　その他有価証券評価差額金 3,930 4,427
　　退職給付に係る調整累計額 △3,367 △3,592
　非支配株主持分 766 758
　純資産合計 49,879 49,910
　負債純資産合計 66,655 68,198

連結損益計算書（要旨）

科　目
当中間期 前中間期

平成28年4月1日から
平成28年9月30日まで

平成27年4月1日から
平成27年9月30日まで

売上高 16,631 16,317
売上原価 9,190 9,410
売上総利益 7,440 6,907
販売費及び一般管理費 6,450 6,274
営業利益 990 632
営業外収益 215 446
営業外費用 26 35
経常利益 1,180 1,043
特別利益 43 10
特別損失 31 4
税金等調整前純利益 1,192 1,050
法人税等 391 418
純利益 801 632
非支配株主に帰属する純利益 14 3
親会社株主に帰属する純利益 786 628

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）

科　目
当中間期 前中間期

平成28年4月1日から
平成28年9月30日まで

平成27年4月1日から
平成27年9月30日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 2,141 711

投資活動による
キャッシュ・フロー △2,903 △2,201

財務活動による
キャッシュ・フロー △811 △460

現金及び現金同等物の
増減額 △1,572 △1,950

現金及び現金同等物の
期首残高 15,168 14,486

現金及び現金同等物の
中間期末残高 13,596 12,536
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会社名 資本金
（百万円）

当社の出資比率
（％） 主要な事業内容

㈱ C B C テ レ ビ 100 100.0 放送法による放送事業（テレビの放送）、
番組制作販売、音楽・スポーツ等のイベント等

㈱ C B C ラ ジ オ 20 100.0 放送法による放送事業（ラジオの放送）、
放送送出業務の請負

㈱CBCクリエイション 40 100.0 放送番組の企画制作
㈱ シ ー ・ ウ ェ ー ブ 30 100.0 広告代理業
㈱ 千 代 田 会 館 300 66.6 不動産の所有・賃貸・管理
㈱南山カントリークラブ 10 100.0 ゴルフ場の経営

㈱ C B C ビ ッ プ ス 60 100.0 不動産の管理、保険代理業、
プレイガイド、OA機器販売

文 化 交 通 ㈱ 20 100.0 タクシー業

▌取締役および監査役

▌子会社の概況

▌設立年月日 昭和25年12月15日
▌商号 中部日本放送株式会社（略称CBC）
▌英文表示 CHUBU-NIPPON BROADCASTING CO.,LTD.
▌本社 名古屋市中区新栄一丁目2番8号
▌資本金 13億2千万円

代 表 取 締 役 会 長 大　石　幼　一
代 表 取 締 役 社 長 杉　浦　正　樹
取 締 役 小　山　　　勇
取 締 役 岡　谷　篤　一
取 締 役 河　野　英　雄
取 締 役 安　井　香　一
取 締 役 河　津　市　三
取 締 役 茶　村　俊　一 
取 締 役 林　　　尚　樹
取 締 役 村　瀬　元一郎
取 締 役 升　家　誠　司
取 締 役 伊　藤　道　之
取 締 役 近　藤　　　肇
常 勤 監 査 役 佐　橋　嘉　彦
常 勤 監 査 役 石　野　孝　之
監 査 役 川　口　文　夫
監 査 役 柴　田　昌　治
監 査 役 佐　々　和　夫

（平成28年９月30日現在）会社情報
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発行可能株式総数 80,000千株
発行済株式の総数 26,400千株
株主数 3,261名

▌株主メモ

▌大株主の状況

▌株式分布状況
所有者別株主数／所有者別株数

株主名 持株数（千株）持株比率（％）
株式会社中日新聞社 2,602 9.85 
竹田本社株式会社 1,700 6.43 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,300 4.92 
JP MORGAN CHASE BANK 380684 1,168 4.42 
三井住友信託銀行株式会社 1,167 4.42 
株式会社ナゴヤドーム 1,040 3.93 
中部電力株式会社 883 3.34 
株式会社名古屋銀行 825 3.12 
名古屋鉄道株式会社 822 3.11 
日本電気株式会社 696 2.64 

政府・地方公共団体 12名 1,454,724株 
金融機関 20名 6,919,920株 
証券会社 15名 152,619株 
その他の法人 91名 10,861,304株 
外国法人等 35名 2,373,783株 
個人・その他 3,087名 4,636,457株 
自己名義株式 1名 1,193株 

事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで
定時株主総会 毎年６月開催

剰余金の配当の基準日 期末配当金　　　毎年３月31日
中間配当金　　　毎年９月30日

株式に関する住所変更等の
お届出およびご照会について

証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、
口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない
株主様は、下記の電話照会先にご連絡ください。

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人 事務取扱場所 名古屋市中区栄三丁目15番33号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（郵便物送付先） 〒168-0063  東京都杉並区和泉二丁目8番4号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
（電話照会先）  0120-782-031
（インターネット ホームページURL） http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

特別口座について
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかっ
た株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座 

（特別口座といいます。）を開設しております。特別口座についてのご照会および
住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。

公告の方法
当社のホームページに掲載します。〈http://hicbc.com〉
ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告ができない
場合は、名古屋市で発行される中日新聞に掲載します。

上場金融商品取引所 名古屋証券取引所市場第一部

株式情報・株主メモ （平成28年９月30日現在）
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　CSRの一環として募金活動『CBCチャリティ募金 こどもにぴたっ。』
を行っております。昭和32年に「歳末助け合い運動」として始まり、
今年で60回目を迎えました。寄せられた募金は、東海３県下の
共同募金会を通じ、児童福祉施設の支援に役立てられています。

愛知・岐阜・三重3県下の児童福祉施設の支援に役立てられます。
CBCチャリティ募金は、下記の方法で受付ます。
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