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　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。
　当社グループの日本テレビ放送網は、2018年度全日・
ゴールデン・プライムで5年連続となる世帯視聴率三冠王
を獲得しました。2019年度もゴールデン・プライムの
レギュラー番組を中心に好調を維持し、上半期で6年連続
の世帯視聴率三冠王を達成しています。7月期クールに
放送した3つのドラマは多くの視聴者に支持され、とくに
4月から2クールにわたって放送した「あなたの番です」は、
若年層を中心にSNSなどでも大きな話題となり、最終回
は世帯視聴率で19.4％（関東地区）をマークしました。
その効果は、最終回のあとオリジナルストーリーを配信
した動画配信事業のHuluにも及び、すでに200万人を
超えた有料会員数のさらなる伸びにつながっています。
　映画事業では超大作映画「キングダム」が興行収入57
億円を超えるメガヒットとなり、9月末時点で2019年邦画
実写1位を記録。イベントでは美術展「みんなのミュシャ」
東京展で19万人を超える方にご来場いただきました。
　当社グループの昨年度の連結決算は、売上高が過去
最高の4,249億円で、放送収入は在京局で5年連続
シェア1位、総資産、純資産も前年より増加しました。
しかし、広告ビジネスとしての放送事業を取り巻く環境

は厳しさを増しています。5月に発表した新しい中期
経営計画「日テレ eVOLUTION」は、まさにこうした
経済環境に適応するため「テレビを超えろ」というスロー
ガンを掲げており、今後、インターネット領域を成長
させるとともに、知的財産活用事業、M＆Aなどによる
新規事業の創出などで事業基盤を確立して、総合コン
テンツ企業No.1を目指してまいります。
　当社は、こうした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、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。どうか株主の皆様には、当社の経営方針に
ご理解を賜り、引き続きご指導ご鞭撻をいただきます
ようお願い申し上げます。

花火IoT事業・VTuber事業・日テレHR
ティップネス・BS日テレ・海外事業
イベント・映画
ボストン美術館展
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株主の皆様へ
財務ハイライト
番 組
報 道・スポーツ
Hulu・新規事業・技術・デジタル動画広告
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表紙は花火IoT事業（P7）
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　2019年度上半期も、全日帯、ゴールデン帯、プライム帯
でトップとなり、6年連続で上半期の世帯視聴率三冠王
を獲得しました。レギュラーバラエティー番組の上半期・
民放プライム帯ベスト10のうち、「世界の果てまで
イッテQ!」をはじめ8番組を日本テレビが占めました。
またドラマでは、それぞれの曜日におけるコンセプトを
活かして高視聴率を獲得しました。特に日曜ドラマ
「あなたの番です」は、25年ぶりに2クールドラマに挑戦、
Huluとの連動企画を含めて、コンテンツの価値最大化

を実現しました。今年1月からは、社内指標を「世帯
視聴率」から「個人視聴率」に移行し、「より多くの人に、
より良い番組を見てもらう」意識が高まっています。
これまでの「タイムテーブルの新化と深化」に加えて、
2019年10月改編のテーマとして、新たに「テレビを
オフからオンにさせる」を掲げました。生活者が積極的
に視聴したくなるコンテンツを生み出し、引き続き、
日本テレビの視聴習慣促進を行っていきます。

上半期 6年連続三冠王達成!!

金曜ゴールデン帯の強化!
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アメリカで誕生し、50か国以上
で放送された世界で一番人気の
クイズ番組が日本向けにパワー
アップ。小学5年生でも解ける
問題に正解するだけで賞金が
獲得できるクイズショーです!
MCは劇団ひとりと佐藤隆太。
親子揃って楽しめます!

「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？」

今、一番元気な情報バラエティー。
「ガイドブックに載らない沸騰島」
「取り憑かれた芸能人」「伝説の
家政婦志麻さん」など、シリーズ企画
が次々ヒット。バナナマンMCの
業界リサーチバラエティーが、
放送時間枠を変え、新たな企画を
投入。さらに視聴者を引きつけます!

「沸騰ワード10」

「世界の果てまでイッテQ!」

11.1%

毎週日曜日 19：58～20：54放送
「あなたの番です」
2019年4月14日～9月8日 毎週日曜日 22：30～23：25

全日

毎週金曜日 19：00～19：56放送 毎週金曜日 19：56～20：54放送



　今年9月20日から11月2日まで開催された「ラグビー
ワールドカップ2019 日本大会」のオフィシャルブロード
キャスターとして、地上波で19試合の生中継を、BS
日テレ4K&BS日テレでも８試合の中継を行いました。
日本テレビは、2007年大会からラグビーワールドカップ
の中継に取り組み、今回が4大会目の放送となりました。
視聴率においては、開幕戦の「日本×ロシア」で18.3%、
「日本×サモア」で32.8%を記録。さらに、日本代表の目標
であった史上初のベスト８進出がかかった「日本×
スコットランド」では、平均39.2%、瞬間最高53.7%と
いう高視聴率を獲得しました。初の日本開催となった今大会、ジェイミー・ジョセフヘッドコーチ率いる日本代表の躍進
はもとより、世界一流の技やラグビーというスポーツの素晴らしさ、そして全国各地の盛り上がりを多くの視聴者の皆様
に届けることができました。

　４月１日の新元号発表、そして５月１日の即位の日。新時代
の幕開けに関わる出来事を、総力をあげて伝えました。
新元号発表では早朝の官邸の動きから宮内庁への新元号

伝達、そして菅官房長官による「令和」の発表まで、
特番であますところなく放送しました。
　5月1日の即位の日は、代替わりを象徴するシーン
として、天皇陛下の赤坂御所から皇居への移動に
こだわりました。事前準備には現場下見だけでなく、
実際に車を走らせるリハーサルも。NNN各局の
応援も仰ぎ、「絶好の撮影ポイント」では2日前から
24時間態勢でスタンバイ。移動する天皇皇后両
陛下のご様子、即位当日のお二人の表情をリアルに
伝え続けました。この日の「news every.」第３部は
視聴率で他社を圧倒し、報道機関としての社会的
責任を果たしました。

平成から令和へ 時代が変わる節目の日を伝えきる

ラグビーワールドカップ2019 日本大会



　4月期・7月期の２クール連続で放送され、その衝撃的な
内容から社会現象にもなったドラマ「あなたの番です」は、
Huluでもオリジナルストーリー全20話の配信を展開、
好評を博しました。音楽ジャンルでは、矢沢永吉のフェス
の一部をリアルタイム配信。スポーツジャンルでは、
何といってもラグビーワールドカップ! 国際映像に加えて、
複数視点から観戦できる「マルチアングル」映像を配信、
盛り上げに寄与しました。

多彩なコンテンツで好調に会員数増 MR事業「mixta」続々展開中!

　画像認識ＡＩ技術は、駅伝
中継の制作支援、配信で活用
しています。さらに、選挙特番で
の被写体自動認識や、フィールド
競技で選手の走行速度、累積
走行距離をAIで測定しました。
「経済産業大臣賞（日本映画
テレビ技術大賞）」など、社外
表彰を4件受賞しました。

画像認識ＡＩが大活躍

売り上げ拡大中!
　「TVer」のアプリダウンロード数が2,000万を突破
（2019年7月時点）。ドラマやバラエティーなどのキャッチ
アップサービスは順調に認知率が高まっています。
それに伴うデジタル動画広告収入も、上半期の売り上げ
は前年比200％以上と大きく伸びています。下半期も
「ラグビーワールドカップ2019 日本大会」などのコン
テンツ配信を推進し、ますます収益を拡大させていきます。※1 共同開発：株式会社東芝、東芝デジタルソリューションズ株式会社

「あなたの番です」
Huluで全話独占配信中

　日本テレビが誇る最先端の拡張現実技術でMR事業を
展開する「mixta」。７月の音楽番組「THE MUSIC DAY 
2019～時代～」では、スマホアプリを通じて、番組と連動
してタレントが現実空間に現れる企画を実施。CM連動
企画ではマネタイズも実現。夏のイベント「超汐留パラダ
イス!」では、「HiGH&LOW」ブースでAR撮影ユニットを
設置し、ファンの方々が大行列となる好評ぶりでした。

※1



　安室奈美恵さんの引退から1年となる9月16日。沖縄・宜野湾市で安室
さんの楽曲と花火を完全シンクロさせた花火大会「WE ♥ NAMIE 
HANABI SHOW supported by セブン-イレブン」が行われ、4万人の
観客を集めました。新規事業として立ち上げた「花火IoT事業」。テレビで
培った細やかな演出力を活かし、楽曲に合わせた花火と巨大LEDに映した
アーティスト映像、そこにレーザー・噴水などを用いた新しいLIVEエンター
テインメント空間を創出しました。専用アプリを開発し、チケットの電子化
とARコンテンツなどのデジタルマネタイズを実現しました。またプログラ
ミング教育の必修化をみすえ、こどもたちによるプログラミング花火を行う
など、伝統文化とデジタル技術を組み合わせた新しいイベントの形を作り
上げていきます。今後も多くのアーティストとのコラボを実現していきます。

楽曲と完全シンクロしたプログラミング花火イベントを実施!

研修用のVTR撮影の様子
報道局 小栗泉
編成局 森圭介アナウンサー

「WE ♥ NAMIE HANABI SHOW 
supported by セブン-イレブン」

　VTuber事業ではVTuber化した人気アニメ
キャラクターが、YouTubeだけではなくテレビ
番組やネット配信番組、大型音楽イベントに出演。
ファンクラブの開設やオリジナルイベントの開催、
企業タイアップなどを通じ、バーチャルタレントと
して、活動の場を広げています。「もっとバーチャル
な世界を世に広めたい」をコンセプトに、VTuber
シーン全体も盛り上げていきます。

　日本テレビの人材育成事業である「日テレHR」では、今年度
上半期、独自のVTRを活用した研修を20社超から受注。
また動画オンラインサロン「日テレアカデミア」も活況で、
テレビ局の資産を活用した人材開発事業として活動中です。
人事コンサルティング事業では、組織改革コンサルティング
を行っています。学校向けの事業では、教材提供にとどまらず、

学校運営支援サービスを
展開しています。

新エンターテインメントビジネス!
VTuberで展開

日本テレビの資産を活かした人材開発事業

本誌表紙は花火イベント時の様子。
４万人の観客を集め大盛況!

表紙に
ついて



　ＢＳ日テレは2019年9月1日に４K放送を開始しました。初日には
“４Ｋ放送スタートをかけた超魔術”を生放送。ハラハラドキドキの展開
の中、無事に正午よりスタートできました。当日は髙橋大輔主演のアイス
ショー「氷艶」やBOOWYの解散ライブの４Kリマスター版などを放送し、
大きな反響がありました。以降はプロ野球巨人戦やラグビーワールド
カップ、報道番組の「深層NEWS」などを４Kで放送し、高画質の映像で
豊かな時間を提供していきます。

2019年9月1日から４K放送をスタート!

BS日テレ4K放送スタートの瞬間

タイで放送中の「BLOCK OUT」

　「￥マネーの虎」海外版が現在35以上の国と地域に展開されているように、
日本テレビが誇る人気番組のコンセプトやノウハウは続々と輸出されています。
海外番組販売収入は右肩上がりとなっており、海外パートナーとの共同番組
開発も積極的に推進しています。例えばドイツの大手配給会社と組んだスタ
ジオゲームショー「BLOCK OUT」は、タイの大手地上波チャンネル７で
2019年7月から放送を開始し、視聴率トップを維持するなど、番組の世界
進出は、様々な形態を取りながら加速しています。

タイでも視聴率トップ 加速する番組世界進出

　フィットネスクラブを運営する株式会社ティップネスは、
「人とのつながり」がもたらす健康増進に着目した新規事業
として、ティップネス宮崎台1階に「喫茶ランドリー」をオープン
しました。また24時間ジム「FASTGYM24」は10店舗
増え、100店舗を超えました。（2019年9月末時点106店舗）
総合型店舗では、新プログラムの導入やリニューアルを
順次実施し、会員様の満足度向上を図っています。

地域におけるフィットネスクラブの新たな価値を創造!

「喫茶ランドリー 宮崎台」（ティップネス宮崎台1階）2019年5月オープン



　アール・ヌーヴォーを代表する画家アルフォンス・
ミュシャを取り上げた美術展「みんなのミュシャ」は、
大盛況だった東京展に続いて各地を巡回します。また
「源氏物語×フィギュアスケート」という新しい形の
アイスショー「氷艶2019」を、演出家・宮本亜門/
主演・髙橋大輔でお送りし、4万5千人の方にご来場
いただきました。さらに矢沢永吉の初の音楽フェス
ティバル「E . YAZAWA SPEC IA L EVENT 

ONE NIGHT SHOW」も大喝采のうちに幕を下ろしました。そして昨年、全国で展開した「世界一受けたい授業
THE LIVE 恐竜に会える夏!」の第二弾を開催。パワーアップした新たな恐竜たちが今年も大暴れしました。12月には、
かつてない大型の鉄道展「特別展 天空ノ鉄道物語」をお届けします。JR7社や東京メトロ、東京都交通局など各社の
協力を得て開催する本展は、六本木ヒルズ森タワーの52階全フロア2,500㎡を舞台にして、大人からこどもまで
幅広くお楽しみいただける内容になっています。

アール・ヌーヴォーの展覧会!! 冬には超大型鉄道展!

ミュシャの代表作はもちろん、作品から影響
を受けた現代の日本の漫画家やアーティスト
の作品まで、およそ250点を展示。時代を
超えたミュシャワールドを実現。

「みんなのミュシャ」
全国の鉄道系博物館でも通常は見られ
ない蔵出しのレアな展示品が、六本木
ヒルズの52階全フロアにずらりと並び
ます。

「特別展 天空ノ鉄道物語」

　ゴールデンウィーク公開の大ヒットコミック原作の超大作映画「キングダム」が興行収入57億円を超えるメガヒット
を記録しました。また「名探偵コナン 紺青の拳（こんじょうのフィスト）」は7年連続シリーズ最高興行収入記録を更新
しました（93.1億円）。その他上半期では6月公開のアクション映画
「ザ・ファブル」（17.6億円）、7月公開の「Diner ダイナー」（12.4億円）、
実写と3Dアニメーションで2週連続の夏休みの公開となった山崎貴
監督「アルキメデスの大戦」（19億円）「ドラゴンクエストユア・ストー
リー」（14億円）などスマッシュヒットを複数作輩出しました。下半期の
公開作品として、テレビドラマ連動映画「ブラック校則」、お正月映画
「ルパン三世 THE FIRST」と「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 
ヒーローズ：ライジング」のアニメ2作、映画シリーズ最終章となる
「カイジ ファイナルゲーム」、実写映画大作の「AI崩壊」など充実した
ラインアップを取り揃えております。（数字は2019年９月末時点の興行成績）

超大作「キングダム」がメガヒット! 下半期も期待作が目白押し!

「キングダム」
2019年4月19日公開
Ⓒ原泰久／集英社
Ⓒ2019映画「キングダム」製作委員会

「AI崩壊」
2020年1月31日公開予定
Ⓒ2019映画「AI崩壊」製作委員会





切
り
離
し
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。

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

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
（2012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

1952年10月28日

186億円

1,000,000,000株

263,822,080株

代表取締役
会   長

代表取締役
社   長

専務取締役

常務取締役

常務取締役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

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

山口 寿一

杉山 美邦

吉田 　真

兼元 俊　

村岡 彰敏

大橋 善光

取締役・監査役
大久保好男

小杉 善信

石澤 　顕

一本 　 哉

玉井 忠幸

酒巻 和也

（2019年9月30日現在）

（2019年9月30日現在）
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