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テレビ東京グループ、TXNネットワーク

（株）テレビ東京ホールディングスは、地上波放送、BS放送、インターネット・モバイルなど、あらゆるメディアを持つテレビ東京
グループの持株会社であり、１つのコンテンツが持つ価値の最大化をめざします。

TXNネットワークは、テレビ東京をキー局として６局で構成された効率的な
都市型ネットワークで、全日本の69.2％をカバーしています。

※住民基本台帳（総務省作成、2015年1月1日現在）の世帯数をベースに、民放テレビ局エリア調査（日本アドバタイザーズ協会）2008年版のカバレッジ数値を使用し、各局のエリア世帯数を算出。
　なお、テレビ北海道のカバレッジは同社調べ。中継局の増設等で、年々カバーエリアは拡大しています。 
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日本科学技術振興財団テレビ局開局、放送開始

（株）東京十二チャンネルプロダクション設立

（株）東京十二チャンネルに社名変更
科学教育専門局から一般総合局へ

（株）テレビ東京に社名変更

現社屋（港区虎ノ門）完成・移転

（株）ビー・エス・ジャパン設立（現：（株）BSジャパン）

天王洲スタジオ完成

テレビ東京ブロードバンド（株）設立
（現：（株）テレビ東京コミュニケーションズ）
（株）テレビ東京、（株）BSジャパン、テレビ東京ブロードバンド（株）
が経営統合して（株）テレビ東京ホールディングスを設立

株式会社テレビ北海道
269.7万世帯

株式会社テレビ東京
1,979.7万世帯

テレビ愛知株式会社
450.6万世帯

テレビ大阪株式会社
754.6万世帯

テレビせとうち株式会社
126.8万世帯

株式会社TVQ九州放送
322.6万世帯

■テレビ東京グループ

■TXNネットワーク

沿 革
■（株）テレビ東京

■（株）BSジャパン

■（株）テレビ東京コミュニケーションズ

■（株）テレビ東京コマーシャル

■（株）テレビ東京アート

■（株）テレビ東京システム

■（株）テレビ東京制作

■（株）テレビ東京ヒューマン

■（株）テクノマックス

■（株）テレビ東京ビジネスサービス

■ 地上波放送事業
■ 放送周辺事業
■ BS放送事業
■ インターネット・モバイル事業

［持分法適用関連会社］
　（株）日経映像
　（株）インタラクティーヴィ
　（株）日経CNBC

■（株）テレビ東京ミュージック

■（株）テレビ東京メディアネット

■（株）テレビ東京ダイレクト

■TV TOKYO AMERICA, INC.

■（株）エー・ティー・エックス

会社情報  （2015年9月30日現在） 株式情報  （2015年9月30日現在）

会社名 株式会社テレビ東京ホールディングス
 （TV TOKYO Holdings Corporation）
本店所在地 〒105-8012 東京都港区虎ノ門4-3-12
URL  http://www.txhd.co.jp/
設立 2010年10月1日
資本金 100億円

会社概要

（注） 1. 取締役 喜多恒雄氏、取締役 大橋洋治氏、取締役 岩沙弘道氏は社外取締役です。
 2. 監査役 青池紀夫氏、監査役 松尾邦弘氏、監査役 加賀見俊夫氏は社外監査役です。

●株式に関する各種お手続き（未受領の配当金を除く）につきましては、原則、口座を開設している証券会
社等で承ります。
●未受領の配当金につきましては、みずほ信託銀行、みずほ銀行及びみずほ証券（取次のみ）の本支店で承り
ます。
●ご不明な点は、下記のみずほ信託銀行へお問い合わせください。

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
〒168-8507　東京都杉並区和泉2-8-4　0120-288-324

役　員

発行可能株式総数 100,000,000 株
発行済株式総数 28,779,500 株
株主数 11,739 名
単元株式数 100株

株式の状況

事業年度 4月1日から翌年 3月31日まで
定時株主総会 毎年 6月に開催（議決権の基準日は毎年 3月31日）
公告掲載新聞 東京都において発行する日本経済新聞
株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社

株主メモ

お手続き

大株主

テレビ東京ホールディングスとグ
ループ会社の最新情報をまとめて閲
覧できます。また、テレビ東京ホール
ディングスの経営計画や財務情報、株
式情報など、株主・投資家の皆様向け
の情報をご覧いただけます。

グループ全体の最新情報はこちら

Eメールアドレスをご登録いただいた方へ、テレビ東京ホールディングスのニュースリリース、IRニュースを
Eメールでお知らせいたします。

当社ホームページからご登録ください。  http://www.txhd.co.jp/ir/mail/

IRメール配信サービス

株式会社テレビ東京ホールディングス 総務人事局総務部
〒105-8012 東京都港区虎ノ門4-3-12　☎03-5473-3001（代表）

お問い合わせ先

代表取締役社長 髙橋 雄一
取締役副社長 小孫 　茂
専務取締役　　 菊池 　悟 営業統括、技術、情報システム担当

 髙島 政明 経理統括

 三宅 誠一 ネットワーク、メディア戦略担当

　 井澤 昌平 編成、制作統括

常務取締役 田村 明彦 営業統括補佐、アニメ、コンテンツ統括、メディア・アーカイブ担当

　 宮田 鈴子 法務統括

 廣瀬 和彦 経営企画、広報・IR、グループ戦略担当

 村田 一郎 社屋整備、総務人事担当

取締役 喜多 恒雄 株式会社日本経済新聞社  代表取締役会長

 大橋 洋治 ANA ホールディングス株式会社  相談役

 岩沙 弘道 三井不動産株式会社  代表取締役会長、会長執行役員

常勤監査役 石川 雅一
監査役 青池 紀夫 株式会社日本経済新聞社  グループ経理統括付

 松尾 邦弘 弁護士

 加賀見 俊夫 株式会社オリエンタルランド  代表取締役会長（兼）CEO

http://www.txhd.co.jp/

詳しくは
Webで

　　　　　　　　　　  株主名 持株数（株）  所有比率（%）

株式会社日本経済新聞社 9,052,710 31.46
株式会社みずほ銀行 1,006,300 3.50
三井物産株式会社 1,002,050 3.48
吉田嘉明 690,000 2.40
日本生命保険相互会社 680,150 2.36
株式会社東京計画 660,000 2.29
株式会社三菱東京UFJ 銀行 595,500 2.07
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 590,500 2.05（三井住友銀行退職給付信託口）
テレビ東京ホールディングス社員持株会 548,045 1.90
株式会社毎日放送 518,050 1.80
東レ株式会社 518,050 1.80
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