


　株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、厚く
御礼申し上げます。
　昨年度、当社グループの日本テレビ放送網は3年連続の
視聴率三冠王を獲得しました。今年度も勢いを継続し、
上半期三冠王を達成しています。とくにプライムタイムと
ゴールデンタイムは、前年よりも２位との差を広げました。
その結果、当社は好調な視聴率を背景に、広告収入に
おける業界トップのシェアをさらに伸ばしています。
今後も事業の成果の指標として、4年連続三冠王に
向けて邁進する所存です。
　放送以外の分野でも、当期は順調な実績を上げて
います。映画「メアリと魔女の花」が興行収入32億円超
の大ヒットとなったほか、映画「22年目の告白」は興行
収入24億円を記録。「大エルミタージュ美術館展」は
35万人の入場者を集めました。
　また、テレビで培ったコンテンツ制作力を強みに、
Huluは着実に会員数を増やしているほか、海外事業
でも、有料会員チャンネル「GEM」の会員数が1年間で
倍増しました。トルコや中国、韓国などに向けたドラマの
リメイクセールスも好調です。
　一方、当期は放送システムの更新も進めました。
放送局には欠かせない基幹設備の大規模更新を9月
に行ったほか、来たる4K放送に対応した最新機材の
導入も進めています。また、麹町の旧本社敷地内には、
新スタジオ棟を建設しています。
　来年は開局65年を迎えます。メディアを取り巻く
環境がめまぐるしく変化を続ける中、当社はグループ
一丸となり、中期経営計画に掲げた「豊かな時を提供

する企業」を目指して「挑戦と改革」に取り組んでいく
所存です。
　配当に関しまして、当社は積極的な事業展開のため
の内部留保との調和を図りながら、継続的で安定的な
株主還元を行うことを基本方針としております。当期
の中間配当につきましては、1株10円とさせていただく
ことといたしました。
　今後とも、一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い
申し上げます。

平成29年11月

日本テレビホールディングス株式会社
大 久 保  好 男代表取締役 社長
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　3年連続三冠王を獲得した前期から引き続き、日本テレビの世帯視聴率
は順調に推移。平成29年度上半期も、全日帯、ゴールデン帯、プライム帯
でトップを獲得し、4年連続で上半期視聴率三冠王を獲得しました。
　特にプライム帯の番組は絶好調!レギュラー番組の上半期･民放プライム帯
ベスト10のうち7番組を日本テレビが占め、トップ3は「ザ!鉄腕!DASH!!」
「世界の果てまでイッテQ!」「行列のできる法律相談所」で独占しました。
またネットワーク各社も、ほぼ全ての局で三冠王を獲得しました。

「行列のできる
法律相談所」

視聴率三冠王を継続!

新ＭＣに水卜麻美アナウンサーが登場。番組
前半では加藤浩次さんの「質問力」と、水卜
アナの「明るくわかりやすいプレゼン力」を
生かしたニュースコーナーを展開。後半は
近藤春菜さんを中心にエンターテインメント
や明るい話題をお届けします！

「笑い」と「情報」を届けるスタイルが、更に
進化！ニッポンの新しいライフスタイルを
提案する番組に生まれ変わります。新ＭＣ
となった、滝菜月アナ・梅澤廉アナの入社
2年目コンビにもご期待ください！

夜11時台のニュースとして、横並びトップ
の視聴率をキープ。10月から新キャスターに
岩本乃蒼アナを迎え、テーマ曲も、先に引退
を表明した安室奈美恵さんの「Finally」
に一新しました。

毎週月～金曜日 8:00～10:25放送 毎週月～金曜日 11:55～13:55放送 毎週月～木曜日23:00～23:59、金曜日23:30～24:30放送

おなじみのレギュラー番組が10月からリニューアル!

毎週日曜日
21:00～21:54放送

「世界の果てまで
イッテQ!」
毎週日曜日
19:58～20:54放送

「ザ!鉄腕!DASH!!」
毎週日曜日
19:00～19:58放送

月間三冠王は47か月連続
（平成29年10月時点）

全日帯トップは203週連続
で民放記録更新中
（平成29年10月29日時点）
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　「22年目の告白」が興行収入24億円を記録、実写
邦画の平成29年度上半期第１位を獲得しました。
DVD、ブルーレイ販売も好調です。
　アニメ作品では「名探偵コナンから紅の恋歌」が、
シリーズ最高となる興行収入68.4億円の大ヒット。
また、スタジオジブリで「借りぐらしのアリエッティ」
「思い出のマーニー」を手掛けた米林宏昌監督による、
スタジオポノック第一回長編作品「メアリと魔女の花」は
興行収入32.5億円と、こちらも大ヒットとなりました。
　「散歩する侵略者」は、カンヌ映画祭「ある視点」部門への
正式出品を経て、好調な海外セールスを記録しています。

オリジナル作品が大ヒット!

　３回目の開催となる「大エルミタージュ美術

館展」は、「オールドマスター」と呼ばれる絵画の

大巨匠たちの名画85点をご紹介し、好評を

得ました。世界三大美術館の名にふさわしい豪華

な出展作品に、東京・名古屋の2会場で約35万人

を動員。平成30年1月まで、神戸で開催中です。

　また「ディズニー・アート展 いのちを吹き込む

魔法」は、東京展で47万3,903人を動員する

大ヒット。会場となった日本科学未来館の企画展

の動員記録を更新しました。同展覧会はこのあと、

大阪、新潟、仙台を1年かけて巡回します。

イベントも活況! 全国展開へ

平成29年4月8日～9月24日

「ディズニー・アート展
いのちを吹き込む魔法」

平成29年3月18日～6月18日

「大エルミタージュ美術館展
オールドマスター 西洋絵画
の巨匠たち」

現在、神戸で開催中!
平成30年1月14日まで

「メアリと魔女の花」
平成29年7月8日公開

「22年目の告白」

©2017「メアリと魔女の花」製作委員会
平成29年6月10日公開
©2017 映画「22年目の告白－私が殺人犯です－」製作委員会

©Disney
平成29年10月14日～
平成30年1月21日
平成30年2月17日～
5月13日
平成30年6月16日～
9月30日

大阪

新潟

仙台



　民放各社で運営する見逃し視聴サービス「TVer」は、

順調にユーザーを増やし、アプリダウンロード数が900万

を超えました（平成29年10月現在）。個別有料配信の

「日テレオンデマンド」は、「ぼくらの勇気 未満都市2017」

で過去最高売り上げを記録。巨人戦の有料配信「GLS」も

会員数を伸ばすなど、配信事業の業績は順調に伸びて

います。

新開発されたネットアイカメラの画像。Huluのグラチャンバレー中継では、
4つの視点を選んで視聴できる「4 EYES for Hulu」が大好評でした！

各サービスで売り上げ拡大!配  信

　Huluは、5月に行った全面リニューアルにより、スマート

フォンなどモバイル機器でのリアルタイム配信の視聴が可能

になりました。「ジャイアンツ戦中継」、「日テレニュース24」、

「グラチャンバレー」などのライブ配信コンテンツを、多くの

ユーザーにお楽しみいただいています。

　また、日曜ドラマ「愛してたって、秘密はある。」との連動や、

Huluオリジナルドラマ「雨が降ると君は優しい」などが大反響

を呼び、9月の新規会員登録数は過去最高を記録! 会員数

200万人突破に向け、順調に事業を拡大しています。

 HuluのCMキャラクターに、安室奈美恵
さんの起用が決定しました。10月からは
安室さんのオリジナルドキュメンタリーを、
Hulu独占で配信中。引退までの1年間、
安室さんを追いかけ続けます！

全面リニューアル! モバイル機器でのリアルタイム配信開始!Hulu

安室さんドキュメンタリー
独占配信!



　日テレドラマの、海外へのリメイクセールスが絶好調
です! ドラマ大国・トルコでは「Mother」のメガヒットを
受け、「Woman」のリメイク版も高視聴率で放送開始。
同じくドラマ大国の韓国でも、リメイク版「Mother」の
放送が決まりました。また中国では「家売るオンナ」などの
ドラマリメイクが決定。日テレドラマのグローバルセールス
が拡大しています!

トルコ版「Woman」

「Woman」

メインビジュアルは、日本版
へのリスペクトが感じられる
デザインになりました。

コンセプトは「お子様
からお年寄りまで
食べるのが楽しみに
なるおせち」。
森さんのさまざまな
こだわりやアイデア
を盛り込みました。

平成25年7月3日～
9月11日
主演：満島ひかり
最終回視聴率16.4%を記録。

「イキイキＤＡＹ体操」

ドラマの“リメイクセールス”とは?
ストーリーなど、ドラマのフォーマットを販売し、
現地のキャストで撮り直すこと。

世界に広がるドラマのリメイクセールス

　BS日テレでは、10月からティップネス監修による
オリジナル健康番組「イキイキDAY体操」が始まり
ました! 毎日2分の「イキイキ時間」で、一緒に健康な
体を作りませんか？

BS日テレで
毎日簡単エクササイズ!

　毎回ご好評いただいている歌手・森公美子さんプロ
デュースのオリジナルおせちが7年目を迎えました。写真
の四段重（3～4人用：税込14,800円）のほか、一段重
（2～３人用：税込9,980円）もご用意しています。

大好評! おせち販売中!!

お申し込み：

（お申し込み締め切り12月20日：売り切れの際はご容赦ください。）

受付時間
10:00～18:00

毎週月～金曜日 5:30～、11:58～放送
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こだわりやアイデア
を盛り込みました。

平成25年7月3日～
9月11日
主演：満島ひかり

。最終回視聴率16.4%を記録。
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Forest Stewardship Council™（森林
管理協議会）の基準に基づき認証された、
適切に管理された森林からの原料を含む
FSC認証紙を使用しています。
水なし印刷方式を採用するとともに、
NON VOCインキを使用しています。

定時株主総会

事業年度

■住所変更、単元未満株式の買取等のお申し出先について

株主様が口座を開設されている証券会社等にお申し

出ください。なお、証券会社等に口座がないため

「特別口座」に記録されている株主様は、「特別口座」

の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社

にお申し出ください。

■未払配当金の支払について

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社に

お申し出ください。

基準日

株主名簿
管理人

単元株式数

株式に関するお手続き

http://www.ntvhd.co.jp

郵便物送付先
（電話照会先）

〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目6番1号
日本テレビホールディングス株式会社

毎年4月1日から翌年3月31日まで

毎年6月

定時株主総会・期末配当：毎年3月31日
中間配当：毎年9月30日

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

〒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 0120-782-031（フリーダイヤル）

100株

会社の現況

（平成29年9月30日現在）

（平成29年9月30日現在）

商 号

所 在 地

設 立

資 本 金

発行可能株式総数

発行済株式総数

主 な 事 業 内 容

日本テレビホールディングス株式会社
（平成24年10月1日付 商号変更）

株式等の所有を通じて企業グループの
統括・運営等を行う認定放送持株会社

東京都港区東新橋一丁目6番1号

昭和27（1952）年10月28日

186億円

1,000,000,000株

263,822,080株

代表取締役
社   長

専務取締役

専務取締役

常務取締役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

常勤監査役

監 査 役

監 査 役

監 査 役

渡辺 恒雄

今 井 　 敬

佐 藤 　 謙

垣添 忠生

真砂 　靖

能勢 康弘

白石興二郎

望 月 規 夫

兼元 俊　

取締役・監査役
大久保好男

小杉 善信

丸山 公夫

石澤 　顕

廣瀨 健一
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