
 
1 

 

日本放送協会 理事会議事録 

               （平成２８年 ６月２８日開催分） 

  

平成２８年 ７月１５日（金）公表 

 

＜会 議 の 名 称＞ 

理 事 会 

 

＜会  議  日  時＞ 

 平成２８年 ６月２８日（火） 午前８時３０分～９時２０分 

 

＜出   席   者＞ 

籾井会長、堂元副会長、木田専務理事、森永専務理事・技師長、 

今井専務理事、坂本理事、安齋理事、根本理事、松原理事、 

荒木理事、黄木理事、大橋理事 

上田監査委員 

 

＜場         所＞ 

放送センター 役員会議室 

 

＜議        事＞ 

 籾井会長が開会を宣言し、議事に入った。 

 

付議事項 

 

１ 審議事項 

（１）ＮＨＫ国際放送の完全ハイビジョン化に伴う協会国際衛星放送の

開始について 

（２）スーパーハイビジョン試験放送における放送衛星・アップリンク

設備使用に関する契約について 

（３）「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準

方式の一部を改正する省令案」に対する協会意見の提出について 
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（４）日本放送協会平成２７年度財務諸表について 

（５）平成２７年度ＮＨＫ連結決算について 

 

２ 報告事項 

（１）予算の執行状況（平成２８年５月末） 

（２）契約･収納活動の状況（平成２８年５月末） 

（３）考査報告 

（４）放送番組審議会議事録（資料） 

 

議事経過 

 

１ 審議事項 

（１）ＮＨＫ国際放送の完全ハイビジョン化に伴う協会国際衛星放送の

開始について 

（国際放送局） 

 ＮＨＫ国際放送の完全ハイビジョン化に伴う協会国際衛星放送の開始

について、審議をお願いします。 

ＮＨＫは、米国・インテルサット社の３つの基幹衛星（ＩＳ－１９～

２１）の回線で、外国人向けテレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴＶ」、邦

人向け日本語映像サービス「ＮＨＫワールド・プレミアム」、および「Ｎ

ＨＫワールド・ラジオ日本」を全世界に向けて放送しています。 

「ＮＨＫワールドＴＶ」については、すでに平成２１年から世界に先

駆けてハイビジョン放送を実施していますが、「ＮＨＫワールド・プレミ

アム」については、「ＮＨＫ経営計画２０１５-２０１７年度」の工程表

に基づきハイビジョン化の準備を進めており、２８年７月１日に開始す

ることとなりました。これに伴い、同日より、「ＮＨＫワールドＴＶ」と

「ＮＨＫワールド・ラジオ日本」を含む３つの基幹衛星の回線を切り替

え、新しい周波数を用いて放送することになり、テレビ国際放送の完全

ハイビジョン化が実現します。 

本件が了承されれば、定款１３条第１項第１号キの規定により、本日

開催の第１２６３回経営委員会で議決を得たうえで、放送法第２５条の

規定に基づき、放送開始後、遅滞なく総務大臣に届け出を行います。 

なお、６月２１日の理事会審議事項「第１２６３回経営委員会付議事
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項について」において決定された際の本件議題は、「ＮＨＫ国際放送の基

幹衛星回線の移行に伴う協会国際衛星放送の開始について」としていま

したが、本日の理事会審議および経営委員会付議に向けて改めましたの

で、あわせて審議をお願いします。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日の

経営委員会に諮ります。 

 

（２）スーパーハイビジョン試験放送における放送衛星・アップリンク

設備使用に関する契約について 

（技術局） 

スーパーハイビジョン試験放送における放送衛星・アップリンク設備

使用に関する契約の締結について、審議をお願いします。 

平成２８年８月１日から開始するスーパーハイビジョン試験放送の実

施にあたり、試験放送業務の認定事業者であるＮＨＫと一般社団法人放

送サービス高度化推進協会（以下、「Ａ－ＰＡＢ」）は、衛星基幹放送試

験局の提供事業者である株式会社放送衛星システム（以下、「Ｂ－ＳＡ

Ｔ」）との間で、試験放送で使用する放送衛星、およびプログラムを衛

星まで伝送するアップリンク設備の使用についての契約を結ぶこととし

たいと思います。 

契約の主な内容を説明します。 

使用するチャンネルは、ＢＳ１７チャンネルです。使用する設備は、

放送衛星はＢ－ＳＡＴ所有の３機の衛星、アップリンク設備は渋谷放送

センター内のＢ－ＳＡＴアップリンク設備です。料金は、放送時間にか

かわらず月額一定です。これをＮＨＫとＡ－ＰＡＢによる試験放送時間

の比率に応じて、案分して支払う方法となります。契約期間は、試験放

送終了月分の支払いが終了する日までとなります。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

（３）「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準

方式の一部を改正する省令案」に対する協会意見の提出について 
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（技術局） 

総務省は、平成２８年５月２４日に情報通信審議会から一部答申を受

けた超高精細度テレビジョン放送（４Ｋ・８Ｋ）等のさらなる高画質化

を図るために必要な技術的条件を踏まえ、「標準テレビジョン放送等の

うちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部を改正する省令案」を

作成し、７月７日まで意見募集を行っています。これに対し、ＮＨＫと

して意見を提出したいので、審議をお願いします。 

今回の省令改正により、映像信号の輝度表現範囲であるダイナミック

レンジを拡大する技術（ＨＤＲ技術）を４Ｋ・８Ｋ放送に導入すること

ができ、リアリティの高い映像表現が可能になります。現行放送では、

受信機（テレビ）が表現できるダイナミックレンジが狭かったため、圧

縮して放送していますが、表示装置の技術向上により受信機が表現でき

るダイナミックレンジが拡大しており、超高精細度テレビジョン放送で

はＨＤＲ技術を導入することが期待されています。 

提出意見は次のとおりです。 

「・超高精細度テレビジョン放送の更なる高画質化は、視聴者サービス

の向上、ひいては４Ｋ・８Ｋ放送の普及に資すると考えることから本省

令改正に賛成いたします。 

・なお、情報通信審議会からの一部答申（平成２８年５月２４日）で

は、ＨＤＲの適用はＨＥＶＣを用いる１０ビット量子化に限定されてお

り、本省令においても同様の限定をすることが必要と考えます。」 

以上の内容が決定されれば、ＮＨＫの意見を総務省に提出します。 

 

（黄木理事） ＨＤＲ技術を使った放送は、実際にいつから実施できる

のですか。 

（技術局）  ８月１日のスーパーハイビジョン試験放送開始の初日か

ら、一部ではありますが、ＨＤＲに対応したコンテンツを

放送できるよう準備を進めています。ＨＤＲ対応のコンテ

ンツ制作のワークフローについては研究途上のため、試験

放送が始まり次第、順次拡大を図っていきます。ＮＨＫと

しては、スーパーハイビジョン試験放送開始に合わせてＨ

ＤＲも導入していきます。 

（根本理事） 経費については大丈夫ですか。 
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（技術局）  すでに設備の対応は進めており、経費面の影響はそれほ

どありません。 

（会 長）  ほかにご意見等がありませんので、原案どおり決定しま

す。 

 

（４）日本放送協会平成２７年度財務諸表について 

（経理局） 

日本放送協会平成２７年度財務諸表を取りまとめましたので、審議を

お願いします。これは、放送法第７４条の規定に基づき、２７年度決算

について取りまとめ、総務大臣に提出するものです。 

まず、２６年度決算との比較です。 

一般勘定の事業収入は、２６年度とほぼ同規模となる６,８６８億円と

なりました。このうち、受信料は６,６２５億円となり、契約件数の増等

により前年度に比べ１３１億円の増収となりました。その他の事業収入

については、前年度の旧富士見ヶ丘運動場のような大型の固定資産売却

がなかったことなどで、１３４億円の減収となりました。この結果、事

業収入全体では前年度に比べ２億円の減少となりました。 

一方、事業支出は、国内放送や国際放送の充実等により、前年度に対

して１０４億円増の６,５８０億円となりました。事業収支差金は、前年

度に比べ１０７億円少なくなったものの、２８８億円の黒字となりまし

た。このうち、９億円を建設費に充当し、２７８億円を建設積立資産に

繰り入れることとします。これにより、２７年度末の建設積立資産の残

高は１,６２７億円となります。 

受信料の状況です。受信契約件数については、２７年度実績で支払数

は６５.４万件の増加となりました。このうち契約総数が５２.３万件の

増加、未収数削減は１３.１万件でした。衛星契約数は７８万件の増加と

なり、いずれも計画を上回りました。この結果、支払率は７７％、衛星

契約割合は４９％となりました。 

続いて、２７年度予算との比較です。 

一般勘定の事業収入は、受信料の増等により３３億円の増収、事業支

出は、効率的な事業運営や予備費を使用しなかったことなどで、１９３

億円の予算残となりました。事業収支差金は２８８億円で、予算６２億

円に対して２２６億円の改善となりました。 
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ＮＨＫオンデマンドとビデオ・オン・デマンド事業者への番組提供に

係る放送番組等有料配信業務勘定についてです。事業収入は２０億円、

事業支出は１９億円となり、事業収支差金は０.６億円の黒字となりまし

た。 

受託業務等勘定の事業収入は１４億円、事業支出は１２億円となり、

事業収支差金は２億円の黒字で、ほぼ前年度と同規模となりました。 

最後に、一般勘定と放送番組等有料配信業務勘定、受託業務等勘定の

３つを合わせたＮＨＫ全体の状況についてです。２７年度末の資産総額

は１兆３６３億円となり、ＮＨＫ単体の資産規模としては、初めて１兆

円を超えました。自己資本比率は６６.４％となり、引き続き高い水準で

健全な財務状況を維持しています。また、２７年度の経常事業収入は６,

８７９億円で、受信料の増収などで１３１億円の増収となりました。当

期事業収支差金は２８９億円となり、一般勘定の事業収支差金２８８億

円と、放送番組等有料配信業務勘定の０.６億円の合計となります。 

 以上については、監査法人から「独立監査人の監査報告書」を受領し

ており、監査の結果、「すべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める」との監査意見が表明されています。 

 以上の内容が了承されれば、本日開催の第１２６３回経営委員会に諮

り、議決を経たうえで、監査委員会および会計監査人の意見書を添えて、

総務大臣に提出します。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり了承し、本日の

経営委員会に諮ります。 

 

（５）平成２７年度ＮＨＫ連結決算について 

（経理局） 

平成２７年度のＮＨＫ連結決算について取りまとめましたので、審議

をお願いします。これはＮＨＫが独自に取りまとめ公表しているもので、

連結の範囲については、連結子会社１３社、および持分法適用会社１社

を対象としています。 

まず、連結決算の概況について説明します。 

損益の状況について、２７年度の経常事業収入（売上高）は、ＮＨＫ

の受信料の増収等により、２６年度に対して８４億円の増収となる７,５
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４７億円となりました。その結果、経常事業収支差金（営業利益）は２

億円増の２６４億円となりましたが、２７年度の当期事業収支差金（純

利益）は、固定資産売却益の減等により、１１４億円減の３１８億円と

なり、増収減益の決算となりました。なお、２７年度のＮＨＫ単体の事

業収支差金は２８９億円で、連結決算の当期事業収支差金である３１８

億円との差額の２９億円が子会社の連結上の利益に相当します。また、

単体決算に対する連結決算の割合である２７年度の経常事業収入および

事業収支差金それぞれの連単倍率は１.１０倍となっています。 

続いて、経常事業収入の状況です。ＮＨＫの２７年度経常事業収入は

６,８３１億円で、受信料増収等により、２６年度に対して１３５億円の

増収となりました。一方、子会社の売り上げは７１６億円となり、２６

年度に対して５０億円の減収となりました。これは、地上デジタル放送

の受信障害対策業務や映像ソフト、書籍販売の減少などによるものです。 

次に、２６年度から新設した連結事業区分別実績についてです。一般

企業のセグメント情報の考え方に基づき、事業区分を「放送事業」、「有

料配信事業」、「放送展開事業」、「その他事業」の４つに分類し、売上高

および営業利益を集計しています。２７年度は、全ての事業区分で黒字

を確保していますが、「有料配信事業」と「その他事業」の営業利益につ

いては、２６年度決算に対して減益となっています。 

最後に、２７年度末の資産合計は、１兆１,６１７億円となり、２６年

度末に対し、４１９億円増加しました。自己資本比率は０.３ポイント増

の６５.９％となり、引き続き健全な財政状態を維持しています。 

なお、連結財務諸表についても、ＮＨＫ単体の財務諸表と同様に、監

査法人から「独立監査人の監査報告書」を受領しており、監査の結果、「す

べての重要な点において適正に表示しているものと認める」との監査意

見が表明されています。 

本件が決定されれば、本日開催の第１２６３回経営委員会に報告しま

す。 

 

（会 長）  ご意見等がありませんので、原案どおり決定します。 

 

２ 報告事項 

（１）予算の執行状況（平成２８年５月末） 
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（経理局） 

平成２８年５月末の予算の執行状況について報告します。 

最初に、一般勘定の事業収支の全体概況を説明します。５月末の標準

進捗率は１６.７％（２か月／１２か月）です。事業収入は１,１５１億

円、進捗率が１６.４％で、受信料収入はほぼ標準通りの進捗率となりま

したが、関連団体からの配当金の受け取りを６月に予定していることな

どから、全体としてはやや標準を下回る進捗率となりました。事業支出

は１,０９０億円、進捗率が１５.７％で、全体として標準進捗率を下回

る支出状況となっています。この結果、事業収支差金は６０億円の黒字

となっています。 

一般勘定の事業収支を前年同月と比較すると、事業収入は受信料の増

収等により、２７億円増の１,１５１億円となりました。事業支出は、国

内放送費や国際放送費等の増により、２６億円増の１,０９０億円となり

ました。この結果、事業収支差金は、１億円増の６０億円となっていま

す。 

受信料の状況については、受信契約件数の増加により、前年同月に比

べ２６億円増加しました。受信契約件数については、移動世帯の早期契

約対策などに重点的に取り組んだことにより、契約総数・衛星契約数と

もに年間増加目標の標準進捗率を上回っています。 

最後に、放送番組等有料配信業務勘定の状況です。事業収入は、標準

進捗率を下回りましたが、前年同月比では０.３億円増の３.４億円とな

りました。事業支出は、効率的な業務実施により標準進捗率を下回り、

３.１億円となりました。この結果、事業収支差金は０.３億円の黒字と

なっています。 

本件は、本日開催の第１２６３回経営委員会に報告します。 

 

（２）契約･収納活動の状況（平成２８年５月末） 

（営業局） 

平成２８年５月末の契約・収納活動の状況について報告します。 

まず、第１期（４月・５月）の当年度分受信料収納額は１,０７６.７

億円で、前年度同期を２３.７億円上回りました。 

前年度分受信料回収額は２５.７億円で、前年度同期を０.７億円下回

りました。 
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前々年度以前分回収額は５.３億円で、前年度同期を０.３億円上回り

ました。 

次に、受信契約総数の増加状況は、取次数が６６.４万件と前年度同期

を３.５万件上回り、減少数は５０.１万件で前年度同期を０.２万件下回

ったため、増加数は前年度同期を３.７万件上回る１６.３万件となりま

した。５月末の受信契約件数は３,９９４.４万件となっています。 

衛星契約数の増加状況は、取次数が３８.７万件と前年度同期を１.４

万件下回り、減少数は２３.３万件で前年度同期を１.４万件上回ったた

め、増加数は前年度同期を２.８万件下回る１５.４万件となりました。

５月末の衛星契約件数は１,９６４.４万件となり、契約数全体に占める

衛星契約の割合は４９.２％となっています。 

また、第１期の口座・クレジット払等の増加数は１８.０万件で、前年

度同期を３.２万件上回りました。５月末の口座・クレジット払等の利用

率は８９.９％となっています。 

なお、第１期の未収数削減については、前年度同期を０.６万件上回る

１.５万件の削減となりました。その結果、５月末の未収現在数は、１０

８.５万件となっています。 

最後に、支払数増加の実績は、前年同時期を４.３万件上回る１７.８

万件となりました。 

本件は、本日開催の第１２６３回経営委員会に報告します。 

 

（３）考査報告 

（考査室） 

（説明内容省略） 

平成２８年５月１６日から６月２２日までの間に放送した、ニュース

と番組について考査した内容を報告します。 

この期間に、国内放送番組では、ニュース２３項目、番組８８本の考

査を実施しました。 

ニュースの主な項目としては、オバマ大統領が現職の米大統領として

は初めて広島を訪れたこと、安倍首相が消費増税を２年半再延期する方

針を表明したこと、東京都の舛添知事が政治資金などを巡る問題で辞職

を決めたことなどがありました。 

番組では、東京電力福島第一原発の廃炉に向けた取り組みを長期間記
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録するシリーズ、ＮＨＫスペシャル シリーズ廃炉への道２０１６「核

燃料デブリ 迫られる決断」（５月２９日放送）、ペットショップで売れ残

った動物を有料で引き取り、劣悪な環境で飼い殺しにする業者の実態な

どを取材した、クローズアップ現代＋「追跡！ペットビジネスの闇」（５

月２６日放送）、４月の地震で大きな被害を受けた熊本城の現在の様子と、

昔の絵図や被災前に撮った映像を交えて振り返った、歴史秘話ヒストリ

ア「熊本城 ４００年の愛」（６月３日放送）などの番組を考査しました。 

また、国際放送では、外国人向けテレビ国際放送「ＮＨＫワールドＴ

Ｖ」のニュース５項目と番組３本の考査を実施しました。考査したのは、

オバマ大統領の広島到着の様子を中継した「ＮＥＷＳＬＩＮＥ」（５月２

７日放送分）、日本が誇る最新の医療技術や健康情報を伝える番組で最新

のがん治療を紹介した「ＭＥＤＩＣＡＬ ＦＲＯＮＴＩＥＲＳ Ｆｉｇ

ｈｔｉｎｇ Ｃａｎｃｅｒ」（６月７日放送）などです。 

考査の結果、これらの一連のニュース・番組は、放送法、国内番組基

準、国際番組基準等に照らし、妥当であったと判断します。 

 

（４）放送番組審議会議事録（資料） 

編成局と国際放送局から、中央放送番組審議会、国際放送番組審議会、

全国の地方放送番組審議会（関東甲信越、近畿、中部、中国、九州沖縄、

東北、北海道、四国）の平成２８年５月開催分の議事録についての報告。 

 

注：放送番組審議会の内容は、ＮＨＫのホームページ「ＮＨＫオンライ

ン」の「経営情報」のなかに掲載しています。 

 

 

以上で付議事項を終了した。 

 

 

上記のとおり確認した。 

 

 

      平成２８年 ７月１２日 

会 長  籾 井 勝 人 


