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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第143期中 第144期中 第145期中 第143期 第144期

会計期間

自平成26年
　 1月 1日
至平成26年
　 6月30日

自平成27年
　 1月 1日
至平成27年
　 6月30日

自平成28年
　 1月 1日
至平成28年
　 6月30日

自平成26年
　 1月 1日
至平成26年
　12月31日

自平成27年
　 1月 1日
至平成27年
　12月31日

売上高 (百万円) 149,907 150,780 178,482 300,647 303,758

経常利益 (百万円) 10,491 11,153 8,217 19,036 18,603

親会社株主に帰属する中間（当

期）純利益
(百万円) 5,690 5,166 2,886 10,259 10,148

中間包括利益又は包括利益 (百万円) 5,789 11,828 △34,217 14,465 3,940

純資産額 (百万円) 318,337 310,158 267,292 314,747 302,063

総資産額 (百万円) 450,463 478,463 576,935 466,918 632,460

１株当たり純資産額 (円) 11,903.73 11,550.31 9,832.52 11,741.86 11,227.65

１株当たり中間（当期）純利益

金額
(円) 227.62 206.65 115.44 410.39 405.93

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額
(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 66.1 60.4 42.6 62.9 44.4

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 15,057 17,036 7,826 29,181 26,686

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △13,146 △1,166 △5,001 △17,269 △156,602

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △1,620 △1,477 3,674 △3,437 118,297

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
(百万円) 94,308 117,645 95,878 103,167 91,498

従業員数
(人)

7,328 7,318 9,461 7,319 9,411

［外、平均臨時雇用者数］ [1,660] [1,668] [1,827] [1,673] [1,760]

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれていません。

 ２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載していません。

 ３．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当中間連結会計期

間より、「中間（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する中間（当期）純利益」としています。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第143期中 第144期中 第145期中 第143期 第144期

会計期間

自平成26年
　 1月 1日
至平成26年
　 6月30日

自平成27年
　 1月 1日
至平成27年
　 6月30日

自平成28年
　 1月 1日
至平成28年
　 6月30日

自平成26年
　 1月 1日
至平成26年
　12月31日

自平成27年
　 1月 1日
至平成27年
　12月31日

売上高 (百万円) 86,191 88,309 95,010 170,413 180,618

経常利益 (百万円) 9,032 8,769 8,364 13,216 12,327

中間（当期）純利益 (百万円) 6,133 5,013 5,181 7,769 12,362

資本金 (百万円) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

発行済株式総数 (株) 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000

純資産額 (百万円) 243,593 244,708 255,642 247,455 252,176

総資産額 (百万円) 333,081 349,595 493,012 336,455 492,243

１株当たり配当額 (円) － － － 15 15

自己資本比率 （％） 73.1 70.0 51.9 73.5 51.2

従業員数
(人)

2,414 2,405 2,522 2,395 2,500

［外、平均臨時雇用者数］ [792] [795] [878] [792] [850]

　（注）１． 売上高には、消費税等は含まれていません。

 ２． 中間連結財務諸表を作成しており、中間財務諸表に１株当たり純資産額、１株当たり中間純利益金額およ

び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額を注記していないため、１株当たり純資産額、１株当たり中間

（当期）純利益金額および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の記載を省略しています。
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２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社の異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成28年 6月30日現在
 

セグメントの名称 従業員数（人）

メディア・情報事業 9,045 [1,724]

その他の事業 169 [30]

全社共通 247 [73]

合計 9,461 [1,827]

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［　］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載していま

す。

(2) 提出会社の状況

平成28年 6月30日現在
 

従業員数（人） 2,522 [878]

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［　］内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しています。

(3) 労働組合の状況

　当社の労働組合は日本経済新聞労働組合と称し、上部団体は日本新聞労働組合連合（新聞労連）に属していま

す。一部の子会社は各業種の労働団体に属しています。

　なお、労使関係について特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、政府、日銀による財政政策・金融緩和を背景に企業収益や雇用情勢

の改善がみられ、緩やかな回復基調が続きました。しかし、中国をはじめとする新興国経済の減速懸念や個人消費

の伸び悩み、円高・株安の進行など先行き不透明感は高まりました。新聞界においては、若年層を中心とした無購

読層の拡大やメディアを取り巻く構造変化などによって新聞総発行部数は引き続き減少傾向にあります。新聞広告

も広告媒体の多様化などの影響で、厳しい状況が続きました。

　このような状況の下、当社グループは「Global ＆ Growth（G&G）戦略」を掲げ、世界最強のビジネスメディア

を目指しています。グローバル事業では、2015年に買収した英フィナンシャル・タイムズ・グループ（FT）とのシ

ナジーでグループの営業基盤の拡大に取り組んでいます。もう一つの成長エンジンであるデジタル事業では、

BtoC、BtoB一体での成長戦略を実行しています。

　当中間連結会計期間の業績は、売上高が1,784億82百万円（前年同期比18.4％増）、営業利益が69億1百万円（前

年同期比30.9％減）、経常利益が82億17百万円（前年同期比26.3％減）、税金等調整前中間純利益が80億77百万円

（前年同期比28.4％減）、親会社株主に帰属する中間純利益が28億86百万円（前年同期比44.1％減）となりまし

た。

　なお、当中間連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等

を適用し、「中間純利益」を「親会社株主に帰属する中間純利益」としています。

 

　セグメントごとの業績は次のとおりです。

①メディア・情報事業

　当事業の中核となる新聞関連では、コンテンツ力強化の一環として、「日本経済新聞」に有識者や読者の投稿を

紹介する「私見卓見」を経済教室に設けたほか、若者に役立つ情報を掲載する「18歳プラス」面や東京五輪・パラ

リンピックに関連した動きを取り上げる「オリパラ」面を新設しました。

　また「オバマ氏、広島訪問へ　現職大統領で初　サミット後　来月27日で調整」の特報は大きな反響を呼びまし

た。

　４月には37カ所目の海外取材拠点として、メキシコシティに支局を新設しました。

　「日経電子版」では「マネー」「ライフ」を統合し、「NIKKEI　STYLE」をスタートさせました。６月の有料会

員数は48万人に達し、無料を含めた登録会員数全体で317万人を超えました。

　英文媒体「NIKKEI　ASIAN　REVIEW（NAR）」は、質の高いアジア報道を表彰するアジア出版者協会（SOPA）の協

会賞を２年連続で受賞しました。

　「生誕300年記念　若冲展」は、初期から晩年までの代表作を一堂に紹介したことで大きな話題となり、入場者

が44万人を超え、好評を博しました。

　新聞販売収入は、紙媒体の部数減少が続きましたが、「電子版」が好調に推移したことで、全体では増収となり

ました。

　新聞広告収入は、建設・不動産、ブランド品など一部業種が前年を上回りましたが、情報、機械工業など29業種

中、20業種が前年同期を下回り、全体で減収となりました。

　FTの業績ですが、当中間期より連結損益計算書に反映させています。デジタル媒体、紙媒体の広告が厳しい状況

となったものの、デジタル有料会員増で販売収入が好調でした。

　出版関連では、「日経クラウドファースト」「日経FinTech」といったニューズレターを創刊しましたが、雑誌

は広告が苦戦し減収となりました。書籍は「シャープ崩壊」「さらばカリスマ」「世界経済大乱」などのヒット作

が生まれましたが、減収となりました。この結果全体でも減収となりました。

　デジタル関連では、「日経テレコン」はベースとなる基本料金収入が堅調で、「日経スマートクリップ」など企

業向け記事共有サービスが売上を牽引しました。「NEEDS」はデータ配信サービスが着実に受注を獲得し、「日経

バリューサーチ」も好調でした。株価低迷のためオンライントレード向けサービスは減収となりましたが、

「QUICK　LevelX　r1」は増収となりました。官公庁の経済活動調査の受注もあり、全体では増収となりました。

　以上の結果、当事業の売上高は1,758億36百万円（前年同期比18.7％増）、営業利益は51億3百万円（前年同期比

36.6％減）となりました。

②その他の事業

　賃貸関連の収入が減少しましたが、旅行関連は国内旅行、海外旅行とも改善して全体では増収となりました。

　当事業の売上高は47億82百万円（前年同期比0.4％増）、営業利益は17億93百万円（前年同期比7.6％減）となり

ました。
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(2) キャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ43億80百万円（4.8％）増加し、958億78百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における営業活動により得られた資金は78億26百万円であり、前中間連結会計期間に比べ92

億10百万円（54.1％）減少しています。これは、退職給付に係る負債の減少などによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は50億1百万円であり、前中間連結会計期間に比べ38

億34百万円（328.8％）増加しています。これは、無形固定資産の取得による支出が増加したことなどによるもの

です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間における財務活動の結果得られた資金は36億74百万円であり、前中間連結会計期間に比べ51

億52百万円（前中間連結会計期間は14億77百万円の使用）増加しています。これは、短期借入による収入が増加し

たことなどによるものです。

２【生産、受注及び販売の状況】

(1) 販売実績

　当社グループの生産、販売品目は広範囲かつ多種多様であり、また受注生産形態をとらないものが多いため、セ

グメントごとに生産規模および受注規模を金額あるいは数量で示すことはしていません。

　このため販売の状況についてのみ「１．業績等の概要」における各セグメント業績に関連付けて示しています。

セグメントの名称
当中間連結会計期間

（自　平成28年 1月 1日
至　平成28年 6月30日）

前年同期比（％）

メディア・情報事業（百万円） 175,510 118.7

その他の事業（百万円） 2,971 102.6

合計（百万円） 178,482 118.4

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

２．主要な販売先に総販売実績の100分の10を超える相手先はありません。

３．セグメント間の取引については相殺消去しています。

３【対処すべき課題】

　当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

４【事業等のリスク】

　半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社グループの経営成績、財政状態等に影

響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、本項には将来に関する事項が含まれていますが、当該事項は当中間連結会計期間末現在において判断したも

のです。

 

(1) 経済環境に関するリスク

　政府、日銀の経済対策、金融政策の効果もあり、国内景気は緩やかに回復しつつあります。しかし、世界景気の先

行きには、なお不透明感が残り、海外経済の動向次第では、国内景気の回復も足踏みする懸念があります。

当社グループの収益基盤は国内に多くを依存しており、広告営業や新聞販売をはじめとする経営成績は、こうした景

気、経済環境の影響を大きく受ける可能性があります。

 

(2) 当社グループの事業活動に関するリスク

　当社グループの経営の柱である新聞事業を取り巻く環境は厳しさを増しています。新聞販売・広告市場の縮小傾向

が続く中、同業他社との競争に加え、デジタル媒体など他メディアとの競争も激化しています。また、若年層を中心

とした無購読層の拡大などで発行部数が減少する恐れがあるうえ、消費税率引き上げも予定されており、当社グルー

プの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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(3) 企業買収・提携に関するリスク

　当社グループは、経営戦略の一環として、企業買収・提携などを活用することがありますが、買収後に、当初期待

した収益や効果が得られない場合もあります。また、買収の実行にあたり、対象会社・対象事業の財務内容や契約関

係等についての詳細な事前調査を行い、極力リスクを回避するよう努めておりますが、買収後に偶発債務が発生する

又は未認識の債務などが判明する可能性も皆無とは言えません。その結果、当社グループの経営成績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。

 

(4) のれんに関するリスク

　当社グループは、企業買収に伴って発生したのれんを計上しております。当該のれんは、買収した企業の事業価

値、将来の収益力を適切に反映したものと考えておりますが、事業環境や競合状況の変化その他の事由により期待す

る成果が得られない場合、減損損失が発生し、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 

(5) 大規模災害の発生などによる事業活動に関するリスク

　当社グループは、国内外の事務所、印刷工場、情報システムセンター等の施設において業務を行っており、地震等

の大規模な自然災害や停電、システム障害、サイバー攻撃等による被害を受ける可能性があります。各種感染症の流

行で業務運営に支障が生じる恐れもあります。当社グループは、不測の事態に備えた業務継続に関わるマニュアル・

設備の整備を進めていますが、被害の程度によっては経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6) 原材料価格の変動に関するリスク

　新聞および出版事業における主要原材料は用紙であり、用紙価格は市況変動の影響を受けます。今後、市況が高騰

するような事態になれば、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7) 為替変動に関するリスク

　為替変動は、当社グループの外貨建取引から発生する資産及び負債の日本円換算額、及び外貨建で取引されている

製品・サービスの価格及び売上高並びに損益にも影響を与える可能性があります。その結果、外国為替の変動は、当

社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(8) 法的規制・訴訟に関するリスク

　再販売価格維持制度および新聞特殊指定制度

　独占禁止法は、メーカー等が卸売業者や小売業者に対して販売価格を示して守らせる「再販売価格維持行為」（再

販行為）を自由な価格競争を妨げるものとして禁じています。しかし、新聞などの著作物については「法定再販商

品」として例外的に再販行為が認められています。公正取引委員会は規制緩和等の観点から、著作物の再販制度の見

直しを検討しましたが、平成13年３月に同制度の当面存置が相当とする結論を発表しました。また、独占禁止法では

「不公正な取引方法」の規制に際し、その具体的な内容を公正取引委員会が告示で指定する形式を採用しており、そ

の一つが「特殊指定」と呼ばれています。新聞業に関する特殊指定は新聞発行業者が地域や相手方により、異なる価

格を付し、または定価を割り引いて新聞を販売することなどを不公正な取引として禁止しています。公正取引委員会

は平成17年11月に新聞などの特殊指定制度の見直しを行うと発表しましたが、平成18年６月に新聞の特殊指定につい

ては結論を出すことを見合わせることにしました。特殊指定制度と再販売価格維持制度は密接な関係にあり、今後い

ずれかの制度の見直しがあれば、価格面で急激な変化も予想され、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　情報管理

　言論報道機関・総合情報機関を主とする当社グループにとって、情報は経営に直結する重要資源です。平成17年４

月からは個人情報保護法が全面施行され、情報化社会の進展の中で、情報提供を通じ社会の信頼にこたえるには、従

来にも増して適正な管理のもとで情報を活用することが欠かせません。情報流出または不正利用もしくは改ざんと

いった行為は当社グループに著しい不利益を及ぼします。平成28年１月から実施されたマイナンバー制度への対応も

含めて適正な情報管理に徹底して取り組んでいますが、万が一、問題が発生した場合、当社グループに対する信用低

下を招き、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(9) 資金調達に関するリスク

　当社のフィナンシャル・タイムズ・グループ買収に伴う金融機関からの借り入れには各種コベナンツ(財務制限条

項など)が付されています。いずれかのコベナンツに抵触した場合、当該債務について期限の利益を喪失し、その結

果、当社の財務状態に影響を及ぼす可能性があります。
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(10) その他のリスク

　当社および国内連結子会社は、一定の受給資格を満たす従業員について、確定給付型の制度として、確定給付企業

年金制度および退職一時金制度を設けています。従業員の動向、金利低下による割引率の引き下げや、株価下落によ

る年金資産の目減りなどにより未認識の年金数理差異が発生した場合、年金制度の期間退職給付費用が増加する可能

性があります。

 

５【経営上の重要な契約等】

　当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 重要な会計方針および見積り

　当社グループの中間連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成し

ています。

 

(2) 経営成績の分析

　経営成績の分析については、「第２　事業の状況　１．業績等の概要」に記載したとおりです。

 

(3) 財政状態の分析

　総資産は、前連結会計年度末と比較して8.8％減の5,769億35百万円となりました。これはのれんの減少が主な要

因です。負債合計は、退職給付に係る負債が減少したことなどで前連結会計年度末比6.3％減の3,096億42百万円と

なりました。純資産額は、前連結会計年度末比11.5％減の2,672億92百万円となりました。これは、為替換算調整

勘定の減少などの影響によるものです。この結果、当中間連結会計期間末の１株当たり純資産額は前連結会計年度

末の11,227円65銭に対し、9,832円52銭となりました。

 

(4) キャッシュ・フローの分析

　キャッシュ・フローの分析については、「第２　事業の状況　１．業績等の概要」に記載したとおりです。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（平成28年 6月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年 9月28日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 25,000,000 25,000,000 該当事項なし （注）１、２

計 25,000,000 25,000,000 － －

 （注）１．単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。

２．当社の発行するすべての株式の譲渡による取得については、取締役会の承認を要するとともに、株式の譲受

人は当社の事業に関係のある者に限定しています。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高

（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高
（百万円）

 平成28年 1月 1日～

 平成28年 6月30日
－ 25,000,000 － 2,500 － 4
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（６）【大株主の状況】

  平成28年 6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（％）

日本経済新聞共栄会 東京都千代田区大手町１－３－７ 2,550 10.20

日本経済新聞福祉会 東京都千代田区大手町１－３－７ 1,030 4.12

喜多　恒雄 神奈川県鎌倉市 300 1.20

岡田　直敏 神奈川県横浜市青葉区 300 1.20

村上　一則 神奈川県横須賀市 180 0.72

木舟　一郎 神奈川県鎌倉市 180 0.72

長谷部　剛 神奈川県横浜市青葉区 170 0.68

野村　裕知 イギリス・ロンドン 170 0.68

近藤　勝義 神奈川県川崎市麻生区 170 0.68

田中　信行 東京都国分寺市 170 0.68

計 － 5,221 20.88

　（注）前事業年度末現在主要株主でなかった日本経済新聞共栄会は、当中間期末では主要株主となっています。

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年 6月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 25,000,000 25,000,000 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数       25,000,000 － －

総株主の議決権 － 25,000,000 －

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２【株価の推移】

　非上場であるため該当事項はありません。
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３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりです。

 

１．取締役の異動

　該当はありません。

 

２．取締役の職名変更

新役名および職名 旧役名および職名 氏名 異動年月日

　取締役

 ㈱テレビ東京ホールディング

 ス取締役副社長／㈱テレビ東

 京取締役／㈱ＢＳジャパン取

 締役会長

　取締役

 ㈱テレビ東京ホールディング

 ス取締役副社長／㈱テレビ東

 京取締役／㈱ＢＳジャパン代

 表取締役社長

小孫　茂 平成28年 6月21日

　取締役

 ㈱テレビ東京ホールディング

 ス取締役副社長／㈱テレビ東

 京取締役副社長／㈱ＢＳジャ

 パン取締役会長

　取締役

 ㈱テレビ東京ホールディング

 ス取締役副社長／㈱テレビ東

 京取締役／㈱ＢＳジャパン取

 締役会長

小孫　茂 平成28年 6月24日

 

３．監査役の異動

　該当はありません。

４．執行役員の異動

　該当はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号）に基づいて作成しています。

 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号）に基づいて作成しています。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（平成28年 1月 1日から平成28年

6月30日まで）の中間連結財務諸表および中間会計期間（平成28年 1月 1日から平成28年 6月30日まで）の中間財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けています。
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１【中間連結財務諸表等】

（１）【中間連結財務諸表】

①【中間連結貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成27年12月31日)
当中間連結会計期間
(平成28年 6月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 93,199 ※１ 103,779

受取手形及び売掛金 35,916 32,470

有価証券 23,163 16,625

たな卸資産 3,533 3,438

繰延税金資産 2,331 2,159

その他 20,067 7,952

貸倒引当金 △410 △407

流動資産合計 177,802 166,017

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 158,407 158,510

減価償却累計額 ※２ △116,859 ※２ △118,349

建物及び構築物（純額） ※１ 41,547 ※１ 40,161

機械装置及び運搬具 72,871 72,291

減価償却累計額 ※２ △64,094 ※２ △64,640

機械装置及び運搬具（純額） ※１ 8,776 ※１ 7,650

土地 ※１ 104,150 ※１ 104,150

その他 25,879 24,982

減価償却累計額 ※２ △20,220 ※２ △19,323

その他（純額） 5,659 5,658

有形固定資産合計 160,133 157,621

無形固定資産   

ソフトウエア 22,295 21,154

のれん 155,564 117,360

その他 3,722 4,171

無形固定資産合計 181,582 142,685

投資その他の資産   

投資有価証券 75,683 ※１ 73,558

長期貸付金 938 898

退職給付に係る資産 2,065 5,294

繰延税金資産 20,112 19,505

その他 15,269 12,448

貸倒引当金 △1,126 △1,094

投資その他の資産合計 112,942 110,610

固定資産合計 454,657 410,917

資産合計 632,460 576,935
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成27年12月31日)
当中間連結会計期間
(平成28年 6月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,871 ※１ 12,765

短期借入金 ※１ 130,640 ※１ 14,520

1年内返済予定の長期借入金 － 4,752

未払法人税等 3,342 2,695

賞与引当金 4,859 3,985

役員賞与引当金 573 －

返品調整引当金 1,273 1,163

その他 ※１ 57,256 ※１ 52,705

流動負債合計 211,817 92,589

固定負債   

長期借入金 － 115,248

再評価に係る繰延税金負債 19,683 18,683

退職給付に係る負債 86,082 70,784

役員退職慰労引当金 2,793 2,345

その他 10,020 9,992

固定負債合計 118,579 217,053

負債合計 330,396 309,642

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,500 2,500

資本剰余金 4 7

利益剰余金 276,814 279,326

株主資本合計 279,319 281,833

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,732 14,089

繰延ヘッジ損益 0 △0

土地再評価差額金 8,698 9,698

為替換算調整勘定 △12,448 △48,052

退職給付に係る調整累計額 △11,610 △11,755

その他の包括利益累計額合計 1,371 △36,020

非支配株主持分 21,372 21,479

純資産合計 302,063 267,292

負債純資産合計 632,460 576,935
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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27年 1月 1日
　至　平成27年 6月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成28年 1月 1日
　至　平成28年 6月30日)

売上高 150,780 178,482

売上原価 93,834 108,601

売上総利益 56,946 69,880

販売費及び一般管理費 ※１ 46,953 ※１ 62,979

営業利益 9,992 6,901

営業外収益   

受取利息 297 91

受取配当金 346 375

持分法による投資利益 558 948

為替差益 － 132

その他 375 279

営業外収益合計 1,578 1,827

営業外費用   

支払利息 120 327

支払手数料 60 53

為替差損 64 －

その他 170 129

営業外費用合計 417 510

経常利益 11,153 8,217

特別利益   

固定資産売却益 3 －

投資有価証券売却益 224 －

特別利益合計 228 －

特別損失   

固定資産除却損 ※２ 96 ※２ 121

投資有価証券評価損 － 18

特別損失合計 96 140

税金等調整前中間純利益 11,285 8,077

法人税、住民税及び事業税 2,915 3,257

法人税等調整額 2,751 1,412

法人税等合計 5,666 4,670

中間純利益 5,618 3,406

非支配株主に帰属する中間純利益 452 520

親会社株主に帰属する中間純利益 5,166 2,886
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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27年 1月 1日
　至　平成27年 6月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成28年 1月 1日
　至　平成28年 6月30日)

中間純利益 5,618 3,406

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,544 △2,833

繰延ヘッジ損益 △13 △1

土地再評価差額金 2,062 1,000

為替換算調整勘定 140 △35,616

退職給付に係る調整額 △30 △16

持分法適用会社に対する持分相当額 506 △156

その他の包括利益合計 6,210 △37,623

中間包括利益 11,828 △34,217

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 11,238 △34,505

非支配株主に係る中間包括利益 590 288
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③【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自　平成27年 1月 1日　至　平成27年 6月30日）

   (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 2,500 4 282,693 285,198

会計方針の変更による累
積的影響額

  △15,651 △15,651

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

2,500 4 267,041 269,546

当中間期変動額     

剰余金の配当   △375 △375

親会社株主に帰属する
中間純利益

  5,166 5,166

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

   -

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）

    

当中間期変動額合計 - - 4,791 4,791

当中間期末残高 2,500 4 271,832 274,337

 

         

 その他の包括利益累計額

非支配株主
持分

純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包
括利益累計
額合計

当期首残高 12,875 9 6,635 1,273 △12,445 8,348 21,201 314,747

会計方針の変更による累
積的影響額

      △194 △15,846

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

12,875 9 6,635 1,273 △12,445 8,348 21,006 298,901

当中間期変動額         

剰余金の配当        △375

親会社株主に帰属する
中間純利益

       5,166

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

       -

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）

3,891 △8 2,062 151 △25 6,071 393 6,465

当中間期変動額合計 3,891 △8 2,062 151 △25 6,071 393 11,256

当中間期末残高 16,766 0 8,698 1,425 △12,470 14,420 21,400 310,158

 

EDINET提出書類

株式会社日本経済新聞社(E00738)

半期報告書

18/49



当中間連結会計期間（自　平成28年 1月 1日　至　平成28年 6月30日）

   (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 2,500 4 276,814 279,319

会計方針の変更による累
積的影響額

   -

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

2,500 4 276,814 279,319

当中間期変動額     

剰余金の配当   △375 △375

親会社株主に帰属する
中間純利益

  2,886 2,886

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

 2  2

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）

    

当中間期変動額合計 - 2 2,511 2,513

当中間期末残高 2,500 7 279,326 281,833

 

         

 その他の包括利益累計額

非支配株主
持分

純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包
括利益累計
額合計

当期首残高 16,732 0 8,698 △12,448 △11,610 1,371 21,372 302,063

会計方針の変更による累
積的影響額

       -

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

16,732 0 8,698 △12,448 △11,610 1,371 21,372 302,063

当中間期変動額         

剰余金の配当        △375

親会社株主に帰属する
中間純利益

       2,886

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

       2

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）

△2,642 △1 1,000 △35,603 △144 △37,392 106 △37,285

当中間期変動額合計 △2,642 △1 1,000 △35,603 △144 △37,392 106 △34,771

当中間期末残高 14,089 △0 9,698 △48,052 △11,755 △36,020 21,479 267,292
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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27年 1月 1日
　至　平成27年 6月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成28年 1月 1日
　至　平成28年 6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 11,285 8,077

減価償却費 7,180 8,432

有形固定資産除売却損益（△は益） 93 121

投資有価証券売却損益（△は益） △224 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 18

のれん償却額 － 3,473

持分法による投資損益（△は益） △558 △948

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2,792 △12,535

貸倒引当金の増減額（△は減少） 72 24

賞与引当金の増減額（△は減少） 351 △689

受取利息及び受取配当金 △644 △466

支払利息 120 327

売上債権の増減額（△は増加） 2,467 1,456

たな卸資産の増減額（△は増加） 283 31

仕入債務の増減額（△は減少） △2,661 △1,004

未払又は未収消費税等の増減額 △1,547 △1,418

その他 5,450 6,225

小計 18,878 11,124

利息及び配当金の受取額 916 773

利息の支払額 △107 △150

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,650 △3,922

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,036 7,826

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 △32,592 △18,127

定期預金の払戻による収入 37,417 21,237

有価証券の取得による支出 △4,500 △2,000

有価証券の売却による収入 5,050 3,100

有形固定資産の取得による支出 △3,539 △1,294

有形固定資産の売却による収入 26 4

無形固定資産の取得による支出 △2,571 △5,332

投資有価証券の取得による支出 △2,415 △2,897

投資有価証券の売却による収入 2,202 4

貸付けによる支出 △533 △680

貸付金の回収による収入 295 382

その他 △7 601

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,166 △5,001
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  (単位：百万円)

 
前中間連結会計期間

(自　平成27年 1月 1日
　至　平成27年 6月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成28年 1月 1日
　至　平成28年 6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 5,131 9,527

短期借入金の返済による支出 △5,140 △125,135

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △199 △163

長期借入れによる収入 － 120,000

長期借入金の返済による支出 △700 －

配当金の支払額 △375 △375

非支配株主への配当金の支払額 △194 △178

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出
－ △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,477 3,674

現金及び現金同等物に係る換算差額 84 △2,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,477 4,380

現金及び現金同等物の期首残高 103,167 91,498

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 117,645 ※ 95,878
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【注記事項】

（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　42社

主要な連結子会社名

Financial Times Group Limited

㈱日経首都圏印刷

㈱日経BP

㈱QUICK

㈱日経映像

(2) 連結範囲の変更

　㈱日経茨城製作センターは、平成28年１月１日に㈱日経首都圏印刷が吸収合併したため、連結の範囲から

除外しています。

　㈱QBRは、平成28年４月１日に㈱QUICKが吸収合併したため、連結の範囲から除外しています。

(3) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

㈱日経日本橋販売

㈱日経大阪中央販売

非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益（持分に見合う額）およ

び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためで

す。

 

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社数　12社

主要な会社名

㈱テレビ東京ホールディングス

テレビ大阪㈱

(2) 持分法を適用していない非連結子会社（㈱日経日本橋販売等）および関連会社（㈱今田新聞店等）はそれ

ぞれ中間純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため持分法

の適用範囲から除外しています。

(3) 持分法適用会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なる会社については、各社の仮決算に基づく中

間財務諸表を使用しています。

 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

すべての連結子会社の中間期の末日は、中間連結決算日と一致しています。

 

４．会計方針に関する事項

(イ) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

②　デリバティブ

時価法

③　たな卸資産

　当社は原材料については総平均法に基づく原価法を、貯蔵品については先入先出法に基づく原価法を採

用しています。連結子会社は、原材料については主として先入先出法に基づく原価法を、商品及び製品に

ついては主として移動平均法に基づく原価法を、仕掛品については主として個別法に基づく原価法を採用

しています（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）。

(ロ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
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①　有形固定資産（リース資産を除く）

　建物については主として定額法を採用しています。

　その他の有形固定資産については主として定率法を採用しています。ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては、定額法を採用しています。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しています。ただし、ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（主として５

年）に基づく定額法により償却する方法を採用しています。

③　リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しています。

(ハ) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額の当中間連結会計期間負担額を計上しています。

③　返品調整引当金

　返品調整引当金は、当社および連結会社のうち５社において、出版物の委託販売に関し、売上返品によ

る損失に備えるため、過去の返品率等を勘案し、将来の返品に伴う損失予想額を計上しています。

④　役員退職慰労引当金

　役員（執行役員を含む）の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間連結会計期間末要支給額

を計上しています。

(ニ) 退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務および

年金資産の見込額に基づき計上しています。

①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、主として給付算定式基準によっています。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により発生年度から費用処

理することとしています。

　過去勤務費用は、当社および一部の連結子会社については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定年数による定額法により、発生した連結会計年度から費用処理することとしています。

(ホ) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

います。なお、在外連結子会社等の資産および負債は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収

益および費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および

非支配株主持分に含めています。

(ヘ) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しています。また、為替予約と通貨スワップについて振当処理の要件を充たして

いるものについては振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を充たしているものについては特

例処理を採用しています。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  ヘッジ対象

為替予約

金利スワップ

 外貨建金銭債権債務および外貨建予定取引

借入金利息

通貨スワップ 借入金

③　ヘッジ方針

 主として社内管理制度に基づき、為替変動リスクおよび金利変動リスクをヘッジしています。
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④　ヘッジ有効性評価の方法

 為替予約取引については、ヘッジ手段とヘッジ対象との高い関係性を確認し、ヘッジの有効性を評価し

ています。金利スワップ取引および通貨スワップ取引については、ヘッジ手段の想定元本等とヘッジ対象

の元本等が一致しており、金利スワップの特例処理および通貨スワップの振当処理の要件に該当すると判

断されるため、当該判定をもって有効性の判定に代えています。

(ト) のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却方法および償却期間は個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な期間の定額法により償却

しますが、金額の重要性がないものについては、発生年度に一括して償却しています。

(チ) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。なお、当座借越に

ついては、明らかに短期借入金と同様の資金調達活動と判断される場合を除いて、現金同等物に含めていま

す。

(リ) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

 

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基

準」という。）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事

業分離等会計基準」という。）等を当中間連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対す

る当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の

費用として計上する方法に変更しています。また、当中間連結会計期間の期首以後実施される企業結合につい

ては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する中間連結会計期間の中

間連結財務諸表に反映させる方法に変更しています。加えて、中間純利益等の表示の変更および少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っています。当該表示の変更を反映させるため、前中間連結会計期間

および前連結会計年度については、中間連結財務諸表および連結財務諸表の組替えを行っています。

　当中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株

式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記

載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得

又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分

に記載しています。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4）、連結会計基準第44－５項(4）お

よび事業分離等会計基準第57－４項(4）に定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しています。これによる損益および１株当たり情報に与える影響はありません。

 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第32号　平成28年６月17日）を当中間連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物

附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しています。

　なお、これによる当中間連結会計期間の損益に与える影響は軽微です。

 

（追加情報）

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）および「地方税法等の一部を改正する等の法

律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する連結会計

年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債

の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1％から平成29年１月１日に開始する連結会計年度および平成30年

１月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9％に、平成31年１月１日に開始

する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.6％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産は766百万円減少し、その他有価証券評価差額金は296百万円増加し、

法人税等調整額は1,062百万円増加しています。また、再評価に係る繰延税金負債は1,000百万円減少し、土地

再評価差額金は同額増加しています。
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（中間連結貸借対照表関係）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりです。

 
前連結会計年度

（平成27年12月31日）
当中間連結会計期間
（平成28年 6月30日）

現金及び預金 －(　 －)百万円 77(  －)百万円

建物及び構築物 1,891(1,891) 1,795(1,795)

機械装置及び運搬具 1,956(1,956) 1,698(1,698)

土地 6,127(6,127) 6,127(6,127)

投資有価証券 －(　 －) 50(　 －)

計 9,975(9,975) 9,748(9,621)

 

　担保付債務は、次のとおりです。

 
前連結会計年度

（平成27年12月31日）
当中間連結会計期間
（平成28年 6月30日）

買掛金 －(　 －)百万円 112(  －)百万円

短期借入金 20(　 20) 20(  20)

その他の流動負債 5,140(5,140) 5,164(5,164)

計 5,160(5,160) 5,297(5,184)

　上記のうち（　）内書は、工場財団抵当並びに当該債務を示しています。

 

※２　有形固定資産の減価償却累計額には減損損失累計額を含めて表示しています。

 

３　保証債務

　連結会社以外の会社等の金融機関からの借入等に対し、債務保証を行っています。

前連結会計年度
（平成27年12月31日）

当中間連結会計期間
（平成28年 6月30日）

当社グループ従業員（住宅融資） 3,387百万円 当社グループ従業員（住宅融資） 3,114百万円

㈱テレビ北海道 136 ㈱日本経済社クリエイティブセンター 139

㈱日本経済社クリエイティブセンター 116 ㈱日経社ハビタ二十一 100

㈱日経社ハビタ二十一 100 ㈱テレビ北海道 90

日本経済新聞専売店 2 日本経済新聞専売店 2

計 3,743 計 3,446

 

（中間連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりです。

 
　前中間連結会計期間
（自　平成27年 1月 1日

　　至　平成27年 6月30日）

　当中間連結会計期間
（自　平成28年 1月 1日

　　至　平成28年 6月30日）

販売費 6,821百万円 6,732百万円

給料手当・賞与 14,521 17,665

発送費 5,452 7,099

退職給付費用 1,654 2,204

 

※２　固定資産除却損の内訳

 
前中間連結会計期間

（自　平成27年 1月 1日
至　平成27年 6月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成28年 1月 1日
至　平成28年 6月30日）

建物及び構築物 23百万円 94百万円

機械装置及び運搬具 6 0

工具器具備品 20 0

ソフトウエア 23 13

その他 24 12

計 96 121
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成27年 1月 1日　至　平成27年 6月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

普通株式 25,000 － － 25,000

 

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成27年 3月26日

定時株主総会
普通株式 375 15  平成26年12月31日 平成27年 3月27日

 

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間（自　平成28年 1月 1日　至　平成28年 6月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
当連結会計年度期首

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

普通株式 25,000 － － 25,000

 

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成28年 3月29日

定時株主総会
普通株式 375 15  平成27年12月31日 平成28年 3月30日

 

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目との金額の関係は下記

のとおりです。

 
前中間連結会計期間

（自　平成27年 1月 1日
至　平成27年 6月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成28年 1月 1日
至　平成28年 6月30日）

現金及び預金勘定 133,332百万円 103,779百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △29,749 △19,117

有価証券勘定に含まれる現金同等物 14,062 12,025

負の現金同等物（当座借越） － △808

現金及び現金同等物 117,645 95,878
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（リース取引関係）

１．オペレーティング・リース取引（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 
前連結会計年度

（平成27年12月31日）
当中間連結会計期間
（平成28年 6月30日）

１年内 1,091百万円 980百万円

１年超 746 311

合計 1,837 1,291

 

２．オペレーティング・リース取引（貸主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 
前連結会計年度

（平成27年12月31日）
当中間連結会計期間
（平成28年 6月30日）

１年内 498百万円 519百万円

１年超 1,766 1,598

合計 2,265 2,118
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（金融商品関係）

金融商品の時価等に関する事項

　中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価およびこれらの差額については、次のとおりで

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません。

 

前連結会計年度（平成27年12月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 93,199 93,199 －

(2）受取手形及び売掛金 35,916 35,916 －

(3）有価証券及び投資有価証券 77,757 76,627 △1,129

資産計 206,873 205,744 △1,129

(1）支払手形及び買掛金 13,871 13,871 －

(2）短期借入金 130,640 130,640 －

(3) 長期借入金 － － －

負債計 144,511 144,511 －

デリバティブ取引（＊） 1 1 －

（＊）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては、（　）で示しています。

 

当中間連結会計期間（平成28年 6月30日）

 
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 103,779 103,779 －

(2）受取手形及び売掛金 32,470 32,470 －

(3）有価証券及び投資有価証券 67,176 62,719 △4,456

資産計 203,426 198,969 △4,456

(1）支払手形及び買掛金 12,765 12,765 －

(2）短期借入金 14,520 14,520 －

(3) 長期借入金 120,000 121,248 1,248

負債計 147,286 148,535 1,248

デリバティブ取引（＊） △1 △1 －

（＊）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては、（　）で示しています。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっていま

す。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格や取引金融機関等か

ら提示された価格によっています。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項

「有価証券関係」に記載したとおりです。

負　債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっていま

す。

(3) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引

いて算定する方法によっています。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」に記載したとおりです。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
前連結会計年度

（平成27年12月31日）
当中間連結会計期間
（平成28年 6月30日）

非上場株式等 20,734 22,711

組合出資金 354 295

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を

把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」に含めていません。
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（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（平成27年12月31日）

 種類
連結貸借対照表

計上額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの

 

(1) 国債・地方債等 100 100 0

(2) 社債 － － －

(3) その他 725 742 17

　小計 825 842 17

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの

 

(1) 国債・地方債等 100 100 △0

(2) 社債 5,000 5,000 －

(3) その他 － － －

　　小計 5,100 5,100 △0

合計 5,925 5,942 17

（注）譲渡性預金およびコマーシャルペーパー（連結貸借対照表計上額　18,596百万円）については、短期間で決済さ

れるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、上表の「満期保有目的の債券」

には含めていません。

 

当中間連結会計期間（平成28年 6月30日）

 種類
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が中間連結貸借対

照表計上額を超えるも

の

 

(1) 国債・地方債等 100 100 0

(2) 社債 － － －

(3) その他 225 231 6

　小計 325 331 6

時価が中間連結貸借対

照表計上額を超えない

もの

 

(1) 国債・地方債等 － － －

(2) 社債 2,000 2,000 －

(3) その他 500 497 △2

　　小計 2,500 2,497 △2

合計 2,825 2,828 3

（注）譲渡性預金およびコマーシャルペーパー（中間連結貸借対照表計上額　14,898百万円）については、短期間で決

済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、上表の「満期保有目的の債

券」には含めていません。
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２．その他有価証券

前連結会計年度（平成27年12月31日）

 種類
連結貸借対照表

計上額（百万円）
取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

 

(1) 株式 27,412 4,784 22,627

(2) 債券    

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3) その他 － － －

　　小計 27,412 4,784 22,627

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

 

(1) 株式 23 32 △8

(2) 債券    

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3) その他 66 66 －

　　小計 90 98 △8

　合計 27,502 4,883 22,619

（注）非上場株式等（連結貸借対照表計上額　8,335百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていません。

 

当中間連結会計期間（平成28年 6月30日）

 種類
中間連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

中間連結貸借対照表計

上額が取得原価を超え

るもの

 

(1) 株式 21,682 2,770 18,912

(2) 債券    

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3) その他 － － －

　　小計 21,682 2,770 18,912

中間連結貸借対照表計

上額が取得原価を超え

ないもの

 

(1) 株式 1,866 2,050 △184

(2) 債券    

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3) その他 27 27 －

　　小計 1,893 2,077 △184

　合計 23,576 4,848 18,728

（注）非上場株式等（中間連結貸借対照表計上額　8,366百万円）については、市場価格がなく、時価を把握すること

が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていません。
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（平成27年12月31日）

　当社グループは、為替予約取引および金利スワップ取引を行っていますが、ヘッジ会計を適用しているため、

注記の対象から除いています。

 

当中間連結会計期間（平成28年 6月30日）

　当社グループは、為替予約取引、金利スワップ取引および通貨スワップ取引を行っていますが、ヘッジ会計を

適用しているため、注記の対象から除いています。

 

（資産除去債務関係）

前連結会計年度（自　平成27年 1月 1日　至　平成27年12月31日）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 1,040百万円

新規連結に伴う増加額 185

有形固定資産の取得に伴う増加額 28

時の経過による調整額 19

その他増減額（△は減少） △3

期末残高 1,270

 

当中間連結会計期間（自　平成28年 1月 1日　至　平成28年 6月30日）

資産除去債務のうち中間連結貸借対照表に計上しているもの

当中間連結会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 1,270百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 12

時の経過による調整額 8

その他増減額（△は減少） △27

中間期末残高 1,263

 

（賃貸等不動産関係）

前連結会計年度（自　平成27年 1月 1日　至　平成27年12月31日）

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しています。

 

当中間連結会計期間（自　平成28年 1月 1日　至　平成28年 6月30日）

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しています。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものです。

当社グループは、新聞（電子版を含む）、出版物、デジタルなどのメディアを組み合わせて、さまざま

な情報を顧客に提供する事業と、不動産賃貸などその他の事業を行っているため、「メディア・情報事

業」と「その他の事業」の２つを報告セグメントとしています。

各セグメントの主な事業とサービスの内容は以下のとおりです。

報告セグメント 事業とサービスの内容

メディア・情報事業

 
日本経済新聞、日本経済新聞　電子版、日経産業新聞、日経ＭＪ、日経ヴェリタス、
NIKKEI ASIAN REVIEW、Financial Timesなど新聞の発行および販売
日経ビジネスなど雑誌と書籍の発行および販売
日経テレコン、QUICK LevelXなど、各種電子メディアを利用した情報サービスの提供
テレビ番組等の制作および放送
日経平均株価など指数関連サービスの提供
 

その他の事業 不動産の賃貸および管理　他

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項」における記載と同一です。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。セグメント間の内部売上高および振替高は市場

実勢価格に基づいています。

「会計方針の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間から「企業結合に関する会計基準」等を適用

し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上すると

ともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しています。また、当中

間連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配

分額の見直しを企業結合日の属する中間連結会計期間の中間連結財務諸表に反映させる方法に変更してい

ます。

この変更によるセグメント利益に対する影響はありません。

また、当中間連結会計期間に「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱

い」を適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法か

ら定額法に変更しています。

なお、これによる当中間連結会計期間のセグメント利益に与える影響は軽微です。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額に関する情報

     前中間連結会計期間（自　平成27年 1月 1日　至　平成27年 6月30日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注１）

中間連結財務
諸表計上額
（注２） 

メディア
・情報事業

その他の
事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 147,884 2,896 150,780 － 150,780

セグメント間の内部売上高又は振替高 212 1,867 2,079 △2,079 －

計 148,096 4,763 152,860 △2,079 150,780

セグメント利益 8,049 1,940 9,989 3 9,992

その他の項目      

減価償却費 6,591 588 7,180 － 7,180

（注）１．セグメント利益の調整額3百万円は、セグメント間取引の消去額です。

２．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しています。

３．セグメント資産および負債については、取締役会に対して定期的に提供されておらず、経営資源の配分決定お

よび業績評価の検討対象となっていないため記載していません。
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     当中間連結会計期間（自　平成28年 1月 1日　至　平成28年 6月30日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注１）

中間連結財務
諸表計上額
（注２） 

メディア
・情報事業

その他の
事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 175,510 2,971 178,482 － 178,482

セグメント間の内部売上高又は振替高 326 1,810 2,136 △2,136 －

計 175,836 4,782 180,618 △2,136 178,482

セグメント利益 5,103 1,793 6,896 4 6,901

その他の項目      

減価償却費 7,817 614 8,432 － 8,432

のれん償却額 3,473 － 3,473 － 3,473

（注）１．セグメント利益の調整額4百万円は、セグメント間取引の消去額です。

２．セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しています。

３．セグメント資産および負債については、取締役会に対して定期的に提供されておらず、経営資源の配分決定お

よび業績評価の検討対象となっていないため記載していません。

 

【関連情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　平成27年 1月 1日　至　平成27年 6月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が中間連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略していま

す。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超える

ため、記載を省略しています。

３．主要な顧客ごとの情報

中間連結損益計算書の売上高の10％以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しています。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　平成28年 1月 1日　至　平成28年 6月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

    (単位：百万円)

日本 英国 米国 その他 合計

149,097 11,643 7,433 10,307 178,482

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しています。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超える

ため、記載を省略しています。

３．主要な顧客ごとの情報

中間連結損益計算書の売上高の10％以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略しています。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前中間連結会計期間（自　平成27年 1月 1日　至　平成27年 6月30日）

該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間（自　平成28年 1月 1日　至　平成28年 6月30日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前中間連結会計期間（自　平成27年 1月 1日　至　平成27年 6月30日）

該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間（自　平成28年 1月 1日　至　平成28年 6月30日）

    (単位：百万円)

 報告セグメント

調整額
中間連結財務
諸表計上額 

メディア
・情報事業

その他の
事業

計

当中間期償却額 3,473 － 3,473 － 3,473

当中間期末残高 117,360 － 117,360 － 117,360

（注）のれんの金額については、取得原価の配分が完了していないため、当中間連結会計期間末の決算におい

て入手可能な合理的情報に基づいて暫定的な会計処理を行っています。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前中間連結会計期間（自　平成27年 1月 1日　至　平成27年 6月30日）

重要性がないため記載を省略しています。

 

当中間連結会計期間（自　平成28年 1月 1日　至　平成28年 6月30日）

該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

 
前中間連結会計期間

（自　平成27年 1月 1日
至　平成27年 6月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成28年 1月 1日
至　平成28年 6月30日）

１株当たり中間純利益金額 206.65円 115.44円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益金額（百万円） 5,166 2,886

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益

金額（百万円）
5,166 2,886

普通株式の期中平均株式数（千株） 25,000 25,000

　(注)　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載していません。

 

 
前連結会計年度

（平成27年12月31日）
当中間連結会計期間
（平成28年 6月30日）

１株当たり純資産額 11,227.65円 9,832.52円

 

（重要な後発事象）

　　　　　該当事項はありません。

 

（２）【その他】

該当事項はありません。
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２【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成27年12月31日)
当中間会計期間

(平成28年 6月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 28,817 41,081

売掛金 14,212 14,736

有価証券 7,000 2,000

たな卸資産 531 429

繰延税金資産 1,050 930

その他 4,316 4,786

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 55,927 63,964

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 148,251 148,405

減価償却累計額 △109,343 △110,684

建物及び構築物（純額） ※１ 38,908 ※１ 37,721

機械装置及び運搬具 56,383 56,217

減価償却累計額 △50,862 △51,471

機械装置及び運搬具（純額） ※１ 5,521 ※１ 4,745

土地 ※１ 103,772 ※１ 103,772

その他 10,533 10,718

減価償却累計額 △8,451 △8,262

その他（純額） 2,081 2,455

有形固定資産合計 150,284 148,695

無形固定資産 9,146 9,433

投資その他の資産   

投資有価証券 30,980 27,296

関係会社株式 227,045 226,379

長期貸付金 277 295

繰延税金資産 10,980 11,349

その他 8,187 6,178

貸倒引当金 △585 △578

投資その他の資産合計 276,886 270,920

固定資産合計 436,316 429,048

資産合計 492,243 493,012
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成27年12月31日)
当中間会計期間

(平成28年 6月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形 163 346

買掛金 4,638 4,328

短期借入金 ※１ 134,610 ※１ 16,610

1年内返済予定の長期借入金 － 4,752

リース債務 120 96

未払法人税等 1,805 1,607

賞与引当金 1,168 1,338

その他の引当金 141 41

その他 ※１ 23,986 ※１ 21,120

流動負債合計 166,633 50,240

固定負債   

長期借入金 － 115,248

リース債務 122 80

再評価に係る繰延税金負債 19,683 18,683

退職給付引当金 40,788 40,369

長期預り保証金 10,633 10,675

資産除去債務 817 823

その他 1,387 1,249

固定負債合計 73,433 187,129

負債合計 240,067 237,370

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,500 2,500

資本剰余金   

資本準備金 4 4

資本剰余金合計 4 4

利益剰余金   

利益準備金 620 620

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 2,049 2,083

別途積立金 212,200 218,200

繰越利益剰余金 11,447 10,219

利益剰余金合計 226,317 231,123

株主資本合計 228,822 233,628

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,655 12,314

土地再評価差額金 8,698 9,698

評価・換算差額等合計 23,354 22,013

純資産合計 252,176 255,642

負債純資産合計 492,243 493,012
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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27年 1月 1日
　至　平成27年 6月30日)

当中間会計期間
(自　平成28年 1月 1日
　至　平成28年 6月30日)

売上高 ※１ 88,309 ※１ 95,010

売上原価 49,909 53,461

売上総利益 38,400 41,549

販売費及び一般管理費 30,704 33,890

営業利益 7,695 7,658

営業外収益 ※２ 1,245 ※２ 1,111

営業外費用 ※３ 171 ※３ 405

経常利益 8,769 8,364

特別利益 ※４ 2 －

特別損失 ※５ 67 ※５ 110

税引前中間純利益 8,703 8,253

法人税、住民税及び事業税 1,220 2,000

法人税等調整額 2,469 1,071

法人税等合計 3,689 3,071

中間純利益 5,013 5,181

 

EDINET提出書類

株式会社日本経済新聞社(E00738)

半期報告書

38/49



③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自　平成27年 1月 1日　至　平成27年 6月30日)

       （単位：百万円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
 

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 
圧縮記帳積
立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 2,500 4 620 1,976 212,200 12,195 226,991 229,496

会計方針の変更による累積的影響
額

     △12,661 △12,661 △12,661

会計方針の変更を反映した当期首
残高

2,500 4 620 1,976 212,200 △466 214,330 216,834

当中間期変動額         

剰余金の配当      △375 △375 △375

中間純利益      5,013 5,013 5,013

圧縮記帳積立金の取崩    △14  14 - -

別途積立金の積立       - -

実効税率変更に伴う積立金の増
加

   103  △103 - -

株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額）

        

当中間期変動額合計 - - - 88 - 4,550 4,638 4,638

当中間期末残高 2,500 4 620 2,064 212,200 4,083 218,969 221,473

 

     

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

当期首残高 11,323 6,635 17,959 247,455

会計方針の変更による累積的影響
額

   △12,661

会計方針の変更を反映した当期首
残高

11,323 6,635 17,959 234,793

当中間期変動額     

剰余金の配当    △375

中間純利益    5,013

圧縮記帳積立金の取崩    -

別途積立金の積立    -

実効税率変更に伴う積立金の増
加

   -

株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額）

3,212 2,062 5,275 5,275

当中間期変動額合計 3,212 2,062 5,275 9,914

当中間期末残高 14,536 8,698 23,234 244,708
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当中間会計期間(自　平成28年 1月 1日　至　平成28年 6月30日)

       （単位：百万円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
 

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 
圧縮記帳積
立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 2,500 4 620 2,049 212,200 11,447 226,317 228,822

会計方針の変更による累積的影響
額

       -

会計方針の変更を反映した当期首
残高

2,500 4 620 2,049 212,200 11,447 226,317 228,822

当中間期変動額         

剰余金の配当      △375 △375 △375

中間純利益      5,181 5,181 5,181

圧縮記帳積立金の取崩    △14  14 - -

別途積立金の積立     6,000 △6,000 - -

実効税率変更に伴う積立金の増
加

   49  △49 - -

株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額）

        

当中間期変動額合計 - - - 34 6,000 △1,227 4,806 4,806

当中間期末残高 2,500 4 620 2,083 218,200 10,219 231,123 233,628

 

     

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

当期首残高 14,655 8,698 23,354 252,176

会計方針の変更による累積的影響
額

   -

会計方針の変更を反映した当期首
残高

14,655 8,698 23,354 252,176

当中間期変動額     

剰余金の配当    △375

中間純利益    5,181

圧縮記帳積立金の取崩    -

別途積立金の積立    -

実効税率変更に伴う積立金の増
加

   -

株主資本以外の項目の当中間期
変動額（純額）

△2,341 1,000 △1,340 △1,340

当中間期変動額合計 △2,341 1,000 △1,340 3,466

当中間期末残高 12,314 9,698 22,013 255,642
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

(2) デリバティブ

時価法

(3) たな卸資産

　原材料については総平均法に基づく原価法、貯蔵品については先入先出法に基づく原価法を採用していま

す（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　建物については主として定額法を採用しています。

　その他の有形固定資産については定率法を採用しています。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定

額法を採用しています。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しています。ただし、ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法により償却する方法を採用しています。

(3）リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しています。

 

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に債権の回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しています。

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計

上しています。

①退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっています。

②数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により発生年度から費用処

理することとしています。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数による定額法により費用処理

することとしています。
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４．外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してい

ます。

 

５．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理を採用しています。また、金利スワップについて特例処理の要件を充たしているものにつ

いては特例処理を、通貨スワップについて振当処理の要件を充たしているものについては振当処理を採用し

ています。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ

通貨スワップ

借入金利息

借入金

(3) ヘッジ方針

 主として社内管理制度に基づき、金利変動リスクおよび為替変動リスクをヘッジしています。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

 金利スワップ取引および通貨スワップ取引については、ヘッジ手段の想定元本等とヘッジ対象の元本等が

一致しており、金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理の要件に該当すると判断されるため、

当該判定をもって有効性の判定に代えています。

 

６．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

 

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を当中間会計期間から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上す

る方法に変更しています。また、当中間会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処

理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する中間会計期間の中間財務諸表に反映させる方

法に変更しています。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)および事業分離等会計基準第57－４

項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首時点から将来にわたって適用しています。

　これによる損益および１株当たり情報に与える影響はありません。

 

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第32号　平成28年６月17日）を当中間会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しています。

　なお、これによる当中間会計期間の損益に与える影響は軽微です。

 

（追加情報）

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）および「地方税法等の一部を改正する等の法

律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年度

から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計

算に使用する法定実効税率は従来の33.1％から平成29年１月１日に開始する事業年度および平成30年１月１日

に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9％に、平成31年１月１日に開始する事業年度

以降に解消が見込まれる一時差異については30.6％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産は674百万円減少し、その他有価証券評価差額金は279百万円増加し、法

人税等調整額は953百万円増加しています。また、再評価に係る繰延税金負債は1,000百万円減少し、土地再評

価差額金は同額増加しています。

EDINET提出書類

株式会社日本経済新聞社(E00738)

半期報告書

42/49



（中間貸借対照表関係）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりです。

 
前事業年度

（平成27年12月31日）
当中間会計期間

（平成28年 6月30日）

建物及び構築物 1,891 (1,891)百万円 1,795 (1,795)百万円

機械装置及び運搬具 1,956 (1,956) 1,698 (1,698)

土地 6,127 (6,127) 6,127 (6,127)

計 9,975 (9,975) 9,621 (9,621)

 

　担保付債務は、次のとおりです。

 
前事業年度

（平成27年12月31日）
当中間会計期間

（平成28年 6月30日）

短期借入金 20 (  20)百万円 20 (  20)百万円

従業員預り金 5,140 (5,140) 5,164 (5,164)

計 5,160 (5,160) 5,184 (5,184)

　上記のうち（　）内書は、工場財団抵当並びに当該債務を示しています。

 

　２　保証債務

　従業員、関係会社等の銀行借入等に対する債務保証を行っています。

前事業年度
（平成27年12月31日）

当中間会計期間
（平成28年 6月30日）

当社従業員（住宅融資） 3,354百万円 当社従業員（住宅融資） 3,087百万円

関係会社等 314 関係会社等 267

計 3,668 計 3,354
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（中間損益計算書関係）

※１　売上高の内訳は次のとおりです。

 
前中間会計期間

（自　平成27年 1月 1日
至　平成27年 6月30日）

当中間会計期間
（自　平成28年 1月 1日
至　平成28年 6月30日）

事業売上高 84,936百万円 93,153百万円

子会社受取配当金 3,373 1,857

 

※２　営業外収益のうち主要なものは次のとおりです。

 
前中間会計期間

（自　平成27年 1月 1日
至　平成27年 6月30日）

当中間会計期間
（自　平成28年 1月 1日
至　平成28年 6月30日）

受取配当金 844百万円 885百万円

有価証券利息 115 －

受取利息 66 36

 

※３　営業外費用のうち主要なものは次のとおりです。

 
前中間会計期間

（自　平成27年 1月 1日
至　平成27年 6月30日）

当中間会計期間
（自　平成28年 1月 1日
至　平成28年 6月30日）

支払利息 103百万円 275百万円

 

※４　特別利益のうち主要なものは次のとおりです。

 
前中間会計期間

（自　平成27年 1月 1日
至　平成27年 6月30日）

当中間会計期間
（自　平成28年 1月 1日
至　平成28年 6月30日）

固定資産売却益 2百万円 －

 

※５　特別損失のうち主要なものは次のとおりです。

 
前中間会計期間

（自　平成27年 1月 1日
至　平成27年 6月30日）

当中間会計期間
（自　平成28年 1月 1日
至　平成28年 6月30日）

固定資産除却損 64百万円 101百万円

投資有価証券評価損 － 8

 

　６　減価償却実施額

 
前中間会計期間

（自　平成27年 1月 1日
至　平成27年 6月30日）

当中間会計期間
（自　平成28年 1月 1日
至　平成28年 6月30日）

有形固定資産 2,652百万円 2,642百万円

無形固定資産 1,126 1,578
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（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度（平成27年12月31日）

区分
貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

関連会社株式 12,501 22,627 10,125

 

当中間会計期間（平成28年 6月30日）

 
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

関連会社株式 12,501 19,788 7,286

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表計上額

（単位：百万円）
 

区分
前事業年度

（平成27年12月31日）
当中間会計期間

（平成28年 6月30日）

子会社株式 212,741 212,003

関連会社株式 1,802 1,874

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株

式及び関連会社株式」には含めていません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。

(1)有価証券報告書およびその添付書類

事業年度（第144期）（自　平成27年 1月 1日　至　平成27年12月31日）

平成28年３月30日　関東財務局長に提出

 

   (2)臨時報告書

     金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異

     動）の規定に基づく臨時報告書

     平成28年６月15日　関東財務局長に提出

 

     金融商品取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異

     動）の規定に基づく臨時報告書

     平成28年７月４日　関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間監査報告書  
   

 

   平成２８年９月２６日

株式会社　日本経済新聞社
   

 

 取　締　役　会　御中
 

 有限責任監査法人　トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 北　方　宏　樹  印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 奈　尾　光　浩  印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 吉　原　一　貴  印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ている株式会社日本経済新聞社の平成２８年１月１日から平成２８年１２月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期
間（平成２８年１月１日から平成２８年６月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中
間連結損益計算書、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
間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
 
中間連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し
て投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を
策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
　中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手
続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠して、株式会社日本経済新聞社及び連結子会社の平成２８年６月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了す
る中間連結会計期間（平成２８年１月１日から平成２８年６月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に
関する有用な情報を表示しているものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

（注）１．上記は独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期
報告書提出会社）が別途保管しています。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の中間監査報告書  
   

 

   平成２８年９月２６日

株式会社　日本経済新聞社

   

 

 取　締　役　会　御中
 

 有限責任監査法人　トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 北　方　宏　樹  印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 奈　尾　光　浩  印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 吉　原　一　貴  印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ている株式会社日本経済新聞社の平成２８年１月１日から平成２８年１２月３１日までの第１４５期事業年度の中間会計
期間（平成２８年１月１日から平成２８年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、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、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、株式会社日本経済新聞社の平成２８年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成２８
年１月１日から平成２８年６月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

（注）１．上記は独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期
報告書提出会社）が別途保管しています。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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