
2014 年 5 月 26 日 

関係各位  

株式会社テレビ神奈川 

 

 

第 43 期決算報告および役員選任について 

 

 テレビ神奈川（ｔｖｋ）の決算取締役会が 5 月 26 日（月）、横浜市中区の本

社会議室で開催され、第 43 期の事業報告および計算書類等が承認されました。 

 また、今株主総会をもって取締役 19 名全員が任期満了となることに伴う取締

役候補者 20 名が承認され、役員人事について内定しました。 

なお、当社の第 43 期定時株主総会は平成 26 年 6 月 23 日(月)開催の予定で、

承認された議案の主な内容は下記のとおりです。 

 

○第 43 期決算報告   

第 43 期の売上高は、開局 40 周年で様々な事業を行った前期には届かず、72

億 13 百万円で前期比 96.3%となりました。放送事業収入は、タイム収入 41 億 8

百万円で 92.4%、スポット収入は 6億 48 百万円の 104.2%と好調でした。その他

事業収入は、ecom park 事業の売上増が貢献し、23億 86 百万円の 101.9%でした。 

売上原価は前期比 94.1%の 50 億 52 百万円となりました。このうち放送事業費

は 24 億 47 百万円の 7.5%減、その他事業費は 1.8%減の 20 億 65 百万円となり、

売上総利益は 1.9%増の 21 億 60 百万円、販売費および一般管理費が 1.6%減の 19

億 9 百万円、営業利益は 2億 51 百万円、営業外収支を加減した経常利益は 2億

58 百万円でした。特別損失として固定資産除売却損などが 4 百万円あり、当期

純利益は 1億 28 百万円となりました。 

 

○中村行宏が次期社長に 

 取締役の任期満了に伴う次期社長は、中村行宏が務める予定。新任の常勤取

締役に三好秀人、関佳史、押川渉が選任されました。山﨑行雄は取締役顧問、

牧内良平は相談役、大胡文夫は顧問となります。 

6 月 1 日付の機構改革（別添リリース）に伴う取締役の担務変更および局長以

上の人事異動、6月 23 日付で予定される取締役の人事異動は以下の通りです。

ご参考までに6月23日開催予定の取締役会で承認予定の常勤役員の担務と社外

取締役 13 名を含む取締役候補者を含めた新体制については、末尾に掲載してあ

ります。 

 



◇局長以上の人事異動について 

(1) 2014 年 6 月 1 日付 

氏名 新 旧 

中村 行宏 取締役 総務、労務、営業担当 取締役 総務、労務、営業担当 

総務局長兼社長室長（委嘱） 

岩田 悦子 取締役 報道、コンテンツ担当 

報道局長兼制作推進室長（委嘱） 

取締役 報道、コンテンツ担当 

報道局長（委嘱） 

関  佳史 役員待遇営業本部長 役員待遇編成局長 

櫻井 要 役員待遇編成局長 営業本部長兼東京支社長 

押川 渉 総務局長兼経営戦略室長 営業副本部長兼事業局長 

東  幾世 営業副本部長兼営業局長兼営業部長 営業副本部長兼営業局長 

伊藤 薫 営業副本部長兼ｅｃｏｍ事業局長 総務局次長 

(2) 2014 年 6 月 23 日付 

氏名 新 旧 

中村 行宏 代表取締役社長 取締役 総務、労務、営業担当 

三好 秀人 常務取締役 統括 経営戦略担当 顧問（＊１） 

関  佳史 取締役 営業、事業、ecom 事業担当

営業本部長（委嘱） 

役員待遇営業本部長 

押川 渉 取締役 総務、労務、編成坦当  

総務局長兼経営戦略室長（委嘱） 

総務局長兼経営戦略室長 

山﨑 行雄 取締役顧問 代表取締役社長 

柏崎 誠 取締役（社外）  

大久保 千行 取締役（社外）  

瀬戸 浩一 取締役（社外）  

・退任   

牧内 良平 相談役（＊２） 取締役相談役 

大胡 文夫 顧問（＊３） 代表取締役専務 

髙橋 隆男 退任（＊４） 取締役 

平澤 貞昭 退任 取締役（社外） 

安藤 伸男 退任 取締役（社外） 

（*1）三好秀人氏は、現在神奈川新聞社取締役、かなしん広告代表取締役社長。

2014 年 6 月 20 日付で、当社顧問に就任する予定。  

（*2）牧内良平氏は、当社相談役に就任する予定。 

(*3) 大胡文夫氏は、当社顧問に就任する予定。 

(*4) 髙橋隆男氏は、2014 年 5 月 28 日開催予定の株式会社 tvk ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞの

定時株主総会において同社の代表取締役社長に再任される予定。 



◇6月 23 日以降予定される新体制 

 

＜取締役＞ ○印は非常勤の社外役員 

 氏名 担務および他の法人等の職業 

 中村 行宏 代表取締役社長 

（新任） 三好 秀人 常務取締役 統括 経営戦略担当 

 岩田 悦子 取締役報道、コンテンツ担当 報道局長兼制作推進室長（委嘱）

 梅田 邦男 取締役技術担当 技術局長（委嘱） 

（新任） 関  佳史 取締役営業、事業、ecom 事業担当 営業本部長（委嘱） 

（新任） 押川 渉 取締役総務、労務、編成担当 総務局長兼経営戦略室長（委嘱）

 山﨑 行雄 取締役顧問 

○ 吉川 伸治 神奈川県副知事 

○（新任） 柏崎 誠 横浜市副市長 

○ 砂田 慎治 川崎市副市長 

○ 内野 優 神奈川県市長会会長・海老名市長 

○ 尾上 信一 神奈川県町村会会長・中井町長 

○（新任） 大久保 千行 株式会社横浜銀行代表取締役副頭取 

○（新任） 瀬戸 浩一 神奈川県農業協同組合中央会常務理事 

○ 山口 宏 株式会社共栄社代表取締役社長 

○ 池田 典義 株式会社アイネット代表取締役会長 

○ 岩崎 幸雄 学校法人岩崎学園理事長 

○ 川本 守彦 川本工業株式会社代表取締役社長 

○ 並木 裕之 神奈川新聞社専務取締役 

○ 荻野  誠 中日新聞社参与電子電波顧問 

 

＜監査役＞  ※監査役は任期中、○印は非常勤の社外監査役 

 氏名 担務および他の法人等の職業 

 石井 徹夫 常勤監査役 

○ 斎藤 寿臣 横浜信用金庫理事長 

○ 山口 和夫 相模原市副市長 

 

以上 
 

                                        

 ＜問い合わせ先＞                    テレビ神奈川 総務局次長 伊藤 薫 

ＴＥＬ０４５－６５１－１７１０ 



※ｔｖｋコミュニケーションズ決算取締役会についてのリリースをご参考に添

付いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2014 年 5 月 21 日 

関係各位 

 

株式会社 tvk コミュニケーションズ 

 

第 40 期決算及び新役員 

 

テレビ神奈川の子会社株式会社tvkコミュニケーションズは5月21日に決算

取締役会を開催し、第 40 期決算案と任期満了に伴う新役員案を承認した。5 月

28 日の株主総会に議案として提出する。 

 

＜決算＞ 

売上高20億4,218万円（前期比97.6%）、売上原価17億4,946万円（同97.3%）、

売上総利益 2 億 9,271 万円(99.5％)、販売費及び一般管理費 2 億 3,332 万円

(107.5％)、営業利益 5,938 万円、経常利益 5,877 万円、特別利益 1,212 万円、

特別損失 1,365 万円、当期純利益 5,054 万円となり、3期連続の黒字計上となっ

た。 

 

＜役員＞ 新しい役員体制は次の通り。 

髙橋隆男 代表取締役社長・エンタープライズカンパニー社長執行役員 

(再任) 

宇井良太 代表取締役・ecom カンパニー社長執行役員(再任) 

山崎哲央 取締役・ミューコムカンパニー社長執行役員(再任)  

押川 渉 取締役・サービスカンパニー社長執行役員(再任)   

熊谷典和 取締役(再任) 

三橋政枝 監査役(任期中)  

 

退任 

田中貞次 常務取締役・エンタープライズカンパニー常務執行役員 

山﨑行雄 取締役相談役 （相談役に就任） 

以上 

 

 

この件についてのお問い合わせは

ｔｖｋコミュニケーションズ 総務部 若尾 久志

045-662-7557


