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通信売り上げ比率が増加。これまでの放送事業者としての消費者保護
対応に加え、電気通信事業者としての取り組みにも重点おいている

(単位：億円）

＜ケーブルテレビサービスの普及状況（サービス提供数の増加）＞

(単位:万世帯）

＜売上推移（前年との比較）＞
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支部別集計

		≪支部別≫　※取扱注意：支部長、本部事務局限り シブベツトリアツカイチュウイシブチョウホンブジムキョクカギ																																										44,481

		JCTA加入支部名		事業者数 ジギョウシャスウ		締め年月 シネンゲツ		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		有料衛星放送契約世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		売上回答事業者数		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		②入力内訳合計 ニュウリョクウチワケゴウケイ		内訳補正後）
放送 ウチワケホセイゴ		内訳補正後）
通信		内訳補正後）
その他		内訳補正後）
内訳合計 ウチワケホセイゴウチワケゴウケイ		①-②				プロパー社員数～年度総売上実績内訳・その他　計 シャインスウネンドソウウリアゲジッセキウチワケタケイ

		北海道		5		3/31/21		82		20		1,043,463		1,043,470		609,745		2,308		150,520		146,399		604,208		148,295		38,669		148,820		14,698		18,898		115,224		116,313		116,333		20		16,405		19,652,418		5		7,376,084		8,205,973		4,070,361		19,652,418		7,376,084		8,205,973		4,070,361		19,652,418		0				43,638,731

		北海道		5		3/31/20		87		31		1,039,970		1,039,977		599,325		2,253		147,559		143,458		599,329		145,427		543		140,648		29,651		6,303		104,694		119,826		119,798		28		14,305		18,848,778		5		7,328,045		7,592,493		3,928,239		18,848,777		7,328,045		7,592,493		3,928,239		18,848,778		1				41,950,772

				0		前年増減 ゼンネンゾウゲン		(5)		(11)		3,493		3,493		10,420		55		2,961		2,941		4,879		2,868		38,126		8,172		(14,953)		12,595		10,530		(3,513)		(3,465)		(8)		2,100		803,640		0		48,039		613,480		142,122		803,641		48,039		613,480		142,122								1,687,959

						比率 ヒリツ		-5.7%		-35.5%		0.3%		0.3%		1.7%		2.4%		2.0%		2.1%		0.8%		2.0%		7021.4%		5.8%		-50.4%		199.8%		10.1%		-2.9%		-2.9%		-28.6%		14.7%		4.3%				0.7%		8.1%		3.6%		4.3%		0.7%		8.1%		3.6%								72

		東北		18		3/31/21		462		34		1,759,258		1,620,084		449,559		133,406		129,746		105,077		365,393		136,322		10,242		175,960		55,736		7,131		112,220		100,520		100,338		193		5,694		18,533,035		18		7,984,585		6,824,632		3,723,903		18,533,120		7,984,548		6,824,601		3,723,886		18,533,035		(85)				42,333,548

		東北(調整後) チョウセイゴ						1,178		164		2,043,548		1,904,374		618,142		133,775		188,596		163,927		533,976		195,172		24,405		230,961		60,339		18,192		151,557		145,266		145,084		193		11,249		26,135,901				7,984,585		6,824,632		3,723,903		18,533,120		11,260,075		9,624,278		5,251,548		26,135,901		7,602,781				51,239,119

		東北		18		3/31/20		456		38		1,748,327		1,613,353		483,087		101,129		130,970		123,769		374,455		137,421		4,444		164,045		71,516		8,887		82,496		95,826		95,636		247		4,853		18,591,277		18		7,927,302		6,469,116		4,194,854		18,591,272		7,927,304		6,469,118		4,194,855		18,591,277		5				42,423,522

		東北(調整後) チョウセイゴ						1,203		194		2,033,898		1,898,924		653,662		101,129		189,220		182,019		545,030		195,671		13,015		217,467		87,157		10,484		118,680		141,218		141,028		247		9,374		24,538,177				10,217,773		8,857,582		5,462,817		24,538,172		10,217,775		8,857,584		5,462,818		24,538,177		5				55,615,969

		東北(調整後) チョウセイゴ		0		前年増減 ゼンネンゾウゲン		(25)		(30)		9,650		5,450		(35,520)		32,646		(624)		(18,092)		(11,054)		(499)		11,390		13,494		(26,818)		7,708		32,877		4,048		4,056		(54)		1,875		1,597,724		0		(2,233,188)		(2,032,950)		(1,738,914)		(6,005,052)		1,042,300		766,695		(211,270)								-4,376,850

						比率 ヒリツ		-2.1%		-15.5%		0.5%		0.3%		-5.4%		32.3%		-0.3%		-9.9%		-2.0%		-0.3%		87.5%		6.2%		-30.8%		73.5%		27.7%		2.9%		2.9%		-21.9%		20.0%		6.5%				-21.9%		-23.0%		-31.8%		-24.5%		10.2%		8.7%		-3.9%								1

		北関東		21		3/31/21		1,320		257		4,343,129		4,276,201		2,239,223		156,459		800,305		772,632		2,198,462		808,704		183,780		752,962		69,328		148,700		534,935		698,958		698,448		510		63,670		106,060,059		21		41,781,111		43,307,010		20,971,936		106,060,057		41,781,112		43,307,011		20,971,936		106,060,059		2				230,868,120

		北関東(調整後) キタカントウチョウセイゴ						604		127		4,058,839		3,991,911		2,070,640		156,090		741,455		713,782		2,029,879		749,854		169,617		697,961		64,725		137,639		495,598		654,212		653,702		510		58,115		98,457,193				41,781,111		43,307,010		20,971,936		106,060,057		38,786,052		40,202,568		19,468,573		98,457,193		(7,602,864)				221,962,510

		北関東		22		3/31/20		1,294		286		4,275,966		4,217,793		2,220,198		130,884		793,264		766,806		2,179,847		803,457		111,849		731,207		195,855		48,852		486,388		699,982		699,410		582		54,900		100,931,570		22		41,128,241		41,041,291		18,762,029		100,931,561		41,128,245		41,041,295		18,762,031		100,931,570		9				220,281,973

		北関東(調整後) キタカントウチョウセイゴ		(1)		前年増減 ゼンネンゾウゲン		26		(29)		67,163		58,408		19,025		25,575		7,041		5,826		18,615		5,247		71,931		21,755		(126,527)		99,848		48,547		(1,024)		(962)		(72)		8,770		5,128,489		(1)		652,870		2,265,719		2,209,907		5,128,496		652,867		2,265,716		2,209,906								10,586,147

						比率 ヒリツ		2.0%		-10.1%		1.6%		1.4%		0.9%		19.5%		0.9%		0.8%		0.9%		0.7%		64.3%		3.0%		-64.6%		204.4%		10.0%		-0.1%		-0.1%		-12.4%		16.0%		5.1%				1.6%		5.5%		11.8%		5.1%		1.6%		5.5%		11.8%								3

		東京		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		東京(調整後) トウキョウチョウセイゴ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		東京		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		東京(調整後) トウキョウチョウセイゴ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		東北(調整後) チョウセイゴ		0		前年増減 ゼンネンゾウゲン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0								0

						比率 ヒリツ		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%								0

		南関東		38		3/31/21		2,682		1,745		14,643,187		13,922,806		9,555,745		442,108		2,553,871		2,539,619		8,903,075		2,658,385		561,412		2,475,969		239,357		507,877		1,691,364		2,207,763		2,207,235		528		193,133		361,390,332		37		152,213,025		133,452,808		75,722,516		361,388,349		152,213,860		133,453,540		75,722,932		361,390,332		1,983				788,086,579

		南関東(調整後) ミナミカントウチョウセイゴ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		南関東		40		3/31/20		2,699		1,778		14,491,985		13,785,198		9,496,086		380,756		2,573,193		2,461,263		8,848,518		2,685,213		345,332		2,430,983		634,654		183,137		1,573,200		2,255,926		2,255,352		589		169,756		340,493,246		39		146,447,510		132,508,726		61,537,003		340,493,239		146,447,513		132,508,729		61,537,004		340,493,246		7				745,562,142

		南関東(調整後) ミナミカントウチョウセイゴ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		南関東 ミナミカントウ		(2)		前年増減 ゼンネンゾウゲン		0		0		151,202		137,608		59,659		61,352		(19,322)		78,356		54,557		(26,828)		216,080		44,986		(395,297)		324,740		118,164		(48,163)		(48,117)		(61)		23,377		20,897,086		(2)		5,765,515		944,082		14,185,513		20,895,110		5,766,347		944,812		14,185,927								0

						比率 ヒリツ		-0.6%		-1.9%		1.0%		1.0%		0.6%		16.1%		-0.8%		3.2%		0.6%		-1.0%		62.6%		1.9%		-62.3%		177.3%		7.5%		-2.1%		-2.1%		-10.4%		13.8%		6.1%				3.9%		0.7%		23.1%		6.1%		3.9%		0.7%		23.1%								2

		信越		30		3/31/21		671		133		1,151,881		1,086,498		495,569		202,317		190,436		166,930		480,077		246,245		8,311		200,645		62,269		23,294		112,236		168,954		168,238		720		10,815		27,142,490		30		14,311,175		10,632,858		2,198,401		27,142,434		14,311,205		10,632,880		2,198,406		27,142,490		56				59,061,193

		信越		31		3/31/20		659		122		1,122,661		1,044,334		492,940		171,590		196,514		171,421		478,047		252,188		4,167		187,942		68,618		28,810		87,177		156,547		155,693		882		10,144		25,738,365		31		14,209,807		9,860,442		1,668,112		25,738,361		14,209,809		9,860,444		1,668,112		25,738,365		4				56,107,213

				(1)		前年増減 ゼンネンゾウゲン		12		11		29,220		42,164		2,629		30,727		(6,078)		(4,491)		2,030		(5,943)		4,144		12,703		(6,349)		(5,516)		25,059		12,407		12,545		(162)		671		1,404,125		(1)		101,368		772,416		530,289		1,404,073		101,395		772,436		530,293								2,953,980

						比率 ヒリツ		1.8%		9.0%		2.6%		4.0%		0.5%		17.9%		-3.1%		-2.6%		0.4%		-2.4%		99.4%		6.8%		-9.3%		-19.1%		28.7%		7.9%		8.1%		-18.4%		6.6%		5.5%				0.7%		7.8%		31.8%		5.5%		0.7%		7.8%		31.8%								2

		東海		44		3/31/21		2,466		898		6,244,834		5,993,931		2,922,063		1,516,911		823,729		646,215		2,677,197		835,344		82,846		1,242,101		94,697		258,101		712,028		1,036,507		1,032,206		9,003		13,401		130,557,595		44		53,075,985		72,273,555		5,208,035		130,557,575		53,075,993		72,273,566		5,208,036		130,557,595		20				287,259,692

		東海		44		3/31/20		2,359		851		6,086,697		5,898,575		2,896,479		1,296,380		832,064		702,602		2,606,564		882,312		44,380		1,169,786		110,851		279,301		609,254		989,718		984,541		9,987		11,433		124,651,467		44		53,516,399		67,031,636		4,103,427		124,651,462		53,516,401		67,031,639		4,103,427		124,651,467		5				274,717,107

				0		前年増減 ゼンネンゾウゲン		107		47		158,137		95,356		25,584		220,531		(8,335)		(56,387)		70,633		(46,968)		38,466		72,315		(16,154)		(21,200)		102,774		46,789		47,665		(984)		1,968		5,906,128		0		(440,414)		5,241,919		1,104,608		5,906,113		(440,408)		5,241,927		1,104,609								12,542,585

						比率 ヒリツ		4.5%		5.5%		2.6%		1.6%		0.9%		17.0%		-1.0%		-8.0%		2.7%		-5.3%		86.7%		6.2%		-14.6%		-7.6%		16.9%		4.7%		4.8%		-9.9%		17.2%		4.7%				-0.8%		7.8%		26.9%		4.7%		-0.8%		7.8%		26.9%								2

		北陸		23		3/31/21		463		161		1,131,637		1,081,557		682,540		284,132		314,984		335,159		667,338		376,508		24,473		246,719		51,425		42,880		140,624		195,756		193,908		1,859		18,584		34,901,835		23		19,824,252		14,155,303		922,277		34,901,832		19,824,254		14,155,304		922,277		34,901,835		3				75,594,397

		北陸		23		3/31/20		452		153		1,130,544		1,081,030		673,955		236,669		323,742		307,605		643,957		385,232		16,542		238,199		56,377		50,342		114,967		189,747		187,679		2,139		16,036		33,707,121		23		19,480,696		13,204,616		1,021,804		33,707,116		19,480,699		13,204,618		1,021,804		33,707,121		5				73,069,627

				0		前年増減 ゼンネンゾウゲン		11		8		1,093		527		8,585		47,463		(8,758)		27,554		23,381		(8,724)		7,931		8,520		(4,952)		(7,462)		25,657		6,009		6,229		(280)		2,548		1,194,714		0		343,556		950,687		(99,527)		1,194,716		343,555		950,686		(99,527)								2,524,770

						比率 ヒリツ		2.4%		5.2%		0.1%		0.0%		1.3%		20.1%		-2.7%		9.0%		3.6%		-2.3%		47.9%		3.6%		-8.8%		-14.8%		22.3%		3.2%		3.3%		-13.1%		15.9%		3.5%				1.8%		7.2%		-9.7%		3.5%		1.8%		7.2%		-9.7%								1

		近畿		19		3/31/21		1,304		473		16,778,321		15,391,915		6,166,920		1,174,933		1,614,351		1,543,225		6,139,194		1,632,029		270,692		3,061,749		94,524		168,921		2,795,146		3,023,171		2,847,725		185,047		95,478		451,767,041		19		99,389,433		250,203,273		102,173,335		451,766,041		99,389,653		250,203,827		102,173,561		451,767,041		1,000				966,518,219

		近畿		19		3/31/20		1,286		480		16,742,812		15,345,927		6,120,369		1,068,455		1,633,075		1,562,250		6,094,591		1,657,738		4,530		2,980,204		160,015		128,314		2,686,731		3,047,012		2,863,359		193,082		85,445		445,327,360		19		100,275,032		250,032,365		95,019,960		445,327,357		100,275,033		250,032,367		95,019,961		445,327,360		3				953,030,411

				0		前年増減 ゼンネンゾウゲン		18		(7)		35,509		45,988		46,551		106,478		(18,724)		(19,025)		44,603		(25,709)		266,162		81,545		(65,491)		40,607		108,415		(23,841)		(15,634)		(8,035)		10,033		6,439,681		0		(885,599)		170,908		7,153,375		6,438,684		(885,380)		171,460		7,153,601								13,487,808

						比率 ヒリツ		1.4%		-1.5%		0.2%		0.3%		0.8%		10.0%		-1.1%		-1.2%		0.7%		-1.6%		5875.5%		2.7%		-40.9%		31.6%		4.0%		-0.8%		-0.5%		-4.2%		11.7%		1.4%				-0.9%		0.1%		7.5%		1.4%		-0.9%		0.1%		7.5%								59

		中国		39		3/31/21		1,040		178		2,551,063		2,382,783		1,270,732		474,189		472,426		386,629		1,159,316		520,971		16,241		361,617		125,971		44,142		188,677		249,424		237,909		11,608		10,364		51,812,144		39		28,745,771		18,123,683		4,942,684		51,812,138		28,745,774		18,123,685		4,942,685		51,812,144		6				114,089,601

		中国		40		3/31/20		1,041		152		2,878,611		2,712,496		1,252,549		271,766		484,862		409,571		859,945		529,397		9,677		331,379		134,336		44,488		150,459		235,709		223,868		11,883		9,945		50,767,464		40		29,025,900		17,457,267		4,284,294		50,767,461		29,025,902		17,457,268		4,284,294		50,767,464		3				112,087,099

				(1)		前年増減 ゼンネンゾウゲン		(1)		26		(327,548)		(329,713)		18,183		202,423		(12,436)		(22,942)		299,371		(8,426)		6,564		30,238		(8,365)		(346)		38,218		13,715		14,041		(275)		419		1,044,680		(1)		(280,129)		666,416		658,390		1,044,677		(280,127)		666,417		658,390								2,002,502

						比率 ヒリツ		-0.1%		17.1%		-11.4%		-12.2%		1.5%		74.5%		-2.6%		-5.6%		34.8%		-1.6%		67.8%		9.1%		-6.2%		-0.8%		25.4%		5.8%		6.3%		-2.3%		4.2%		2.1%				-1.0%		3.8%		15.4%		2.1%		-1.0%		3.8%		15.4%								2

		四国		40		3/31/21		538		217		1,583,773		1,455,218		742,303		388,436		189,814		104,870		543,743		184,912		189,391		201,148		14,021		10,434		83,196		131,895		125,062		6,925		29,823		30,122,905		40		17,250,299		11,154,004		1,718,594		30,122,897		17,250,304		11,154,007		1,718,594		30,122,905		8				66,231,561

		四国		40		3/31/20		545		225		1,566,100		1,449,861		733,465		370,745		192,399		108,595		538,912		187,531		3,998		189,211		14,865		8,999		72,166		123,124		115,845		7,372		27,098		29,888,532		40		17,101,177		11,102,566		1,684,786		29,888,529		17,101,179		11,102,567		1,684,786		29,888,532		3				65,488,157

				0		前年増減 ゼンネンゾウゲン		(7)		(8)		17,673		5,357		8,838		17,691		(2,585)		(3,725)		4,831		(2,619)		185,393		11,937		(844)		1,435		11,030		8,771		9,217		(447)		2,725		234,373		0		149,122		51,438		33,808		234,368		149,125		51,440		33,808								743,404

						比率 ヒリツ		-1.3%		-3.6%		1.1%		0.4%		1.2%		4.8%		-1.3%		-3.4%		0.9%		-1.4%		4637.1%		6.3%		-5.7%		15.9%		15.3%		7.1%		8.0%		-6.1%		10.1%		0.8%				0.9%		0.5%		2.0%		0.8%		0.9%		0.5%		2.0%								47

		九州		63		3/31/21		1,955		659		5,675,308		4,319,372		2,415,085		312,808		714,419		491,636		1,973,142		762,964		106,798		1,121,568		102,266		106,460		792,491		820,622		802,120		18,455		107,783		152,215,801		62		43,927,001		84,327,097		23,956,694		152,210,792		43,928,447		84,329,872		23,957,482		152,215,801		5,009				325,072,566

		九州		64		3/31/20		2,135		661		7,100,022		4,092,458		2,382,533		322,345		718,463		496,001		1,949,694		770,401		62,358		1,053,029		146,818		69,464		733,022		813,583		795,194		18,404		99,825		143,263,317		63		44,400,824		80,593,885		18,268,597		143,263,306		44,400,827		80,593,891		18,268,598		143,263,317		11				308,153,096

				(1)		前年増減 ゼンネンゾウゲン		(180)		(2)		(1,424,714)		226,914		32,552		(9,537)		(4,044)		(4,365)		23,448		(7,437)		44,440		68,539		(44,552)		36,996		59,469		7,039		6,926		51		7,958		8,952,484		(1)		(473,823)		3,733,212		5,688,097		8,947,486		(472,381)		3,735,981		5,688,884								16,919,470

						比率 ヒリツ		-8.4%		-0.3%		-20.1%		5.5%		1.4%		-3.0%		-0.6%		-0.9%		1.2%		-1.0%		71.3%		6.5%		-30.3%		53.3%		8.1%		0.9%		0.9%		0.3%		8.0%		6.2%				-1.1%		4.6%		31.1%		6.2%		-1.1%		4.6%		31.1%								1

		全体 ゼンタイ		340		3/31/21		12,983		4,775		56,905,854		52,573,835		27,549,484		5,088,007		7,954,601		7,238,391		25,711,145		8,310,679		1,492,855		9,989,258		924,292		1,336,838		7,278,141		8,749,883		8,529,522		234,868		565,150		1,384,155,655		338		485,878,721		652,660,196		245,608,736		1,384,147,653		485,881,530		652,663,969		245,610,156		1,384,155,655		8,002				2,998,754,207

				346		3/31/20		13,013		4,777		58,183,695		52,281,002		27,350,986		4,352,972		8,026,105		7,253,341		25,173,859		8,436,317		607,820		9,616,633		1,623,556		856,897		6,700,554		8,727,000		8,496,375		245,195		503,740		1,332,208,497		344		480,840,933		636,894,403		214,473,105		1,332,208,441		480,840,953		636,894,430		214,473,114		1,332,208,497		56				2,892,871,119

				(6)		前年増減 ゼンネンゾウゲン		(30)		(2)		(1,277,841)		292,833		198,498		735,035		(71,504)		(14,950)		537,286		(125,638)		885,035		372,625		(699,264)		479,941		577,587		22,883		33,147		(10,327)		61,410		51,947,158		(6)		5,037,788		15,765,793		31,135,631		51,939,212		5,040,577		15,769,539		31,137,042								105,883,088

						比率 ヒリツ		-0.2%		-0.0%		-2.2%		0.6%		0.7%		16.9%		-0.9%		-0.2%		2.1%		-1.5%		145.6%		3.9%		-43.1%		56.0%		8.6%		0.3%		0.4%		-4.2%		12.2%		3.9%				1.0%		2.5%		14.5%		3.9%		1.0%		2.5%		14.5%								2

																																																		35.1%		47.2%		17.7%

		★集計補正：ランク別報告で算定した推定年度売上実績（千円）を合計額として使用するため、内訳に按分して加算。 シュウケイホセイベツホウコクサンテイゴウケイガクシヨウウチワケアンブンカサン																																								2018/3 推定年度売上実績 スイテイネンドウリアゲジッセキ				1,332,337,410

		【2021/3】		※グラフ用に年度順序を逆にした ヨウネンドジュンジョギャク																																						2019/3 推定年度売上実績 スイテイネンドウリアゲジッセキ				1,384,269,474				放送 ホウソウ		通信 ツウシン		その他 タ		合計 ゴウケイ		499,631,593		661,783,436		222,854,445

		JCTA加入支部名		事業者数 ジギョウシャスウ		締め年月 シネンゲツ						許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		うち)FTTH接続		多CH		BS/CS有料CH加入世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		推定年度売上実績				年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		②入力内訳合計 ニュウリョクウチワケゴウケイ		放送		通信		その他		合計
(内訳補正後) ゴウケイ		≪事業状況（世帯数等）前年比較≫		FTTH比率 ヒリツ

				346		3/31/20						58,183,695		52,281,002		27,350,986		4,352,972		8,026,105		7,253,341		25,173,859		8,436,317		607,820		9,616,633		1,623,556		856,897		6,700,554		8,727,000		8,496,375		245,195		503,740		1,332,337,410				480,840,933		636,894,403		214,473,105		1,332,208,441		480,887,482		636,956,060		214,493,868		1,332,337,410		2019年度 ネン		15.9%

		全体 ゼンタイ		340		3/31/21						56,905,854		52,573,835		27,549,484		5,088,007		7,954,601		7,238,391		25,711,145		8,310,679		1,492,855		9,989,258		924,292		1,336,838		7,278,141		8,749,883		8,529,522		234,868		565,150		1,384,269,474				485,878,721		652,660,196		245,608,736		1,384,147,653		485,921,484		652,717,637		245,630,352		1,384,269,474		2020年度		18.5%

				(6)		前年増減 ゼンネンゾウゲン						(1,277,841)		292,833		198,498		735,035		(71,504)		(14,950)		537,286		(125,638)		885,035		372,625		(699,264)		479,941		577,587		22,883		33,147		(10,327)		61,410		51,932,064				5,037,788		15,765,793		31,135,631		51,939,212		5,034,001		15,761,578		31,136,485		51,932,064

						比率 ヒリツ						-2.2%		0.6%		0.7%		16.9%		-0.9%		-0.2%		2.1%		-1.5%		145.6%		3.9%		-43.1%		56.0%		8.6%		0.3%		0.4%		-4.2%		12.2%		3.9%				1.0%		2.5%		14.5%		3.9%		1.0%		2.5%		14.5%		3.9%		増減率 ゾウゲンリツ

																																																		35.1%		47.2%		17.7%

																																																						42%		北海道		19,652,418		7,376,084		8,205,973		4,070,361

																																														13,842				4,859		6,527		2,456		東北(調整後) チョウセイゴ		26,135,901		11,260,075		9,624,278		5,251,548

																																														13,322				4,808		6,369		2,145		北関東		106,060,059		41,781,112		43,307,011		20,971,936

																																																								東京(調整後) トウキョウチョウセイゴ		0		0		0		0

																																																								南関東		361,390,332		152,213,860		133,453,540		75,722,932

																																																								信越		27,142,490		14,311,205		10,632,880		2,198,406

																																																								東海		130,557,595		53,075,993		72,273,566		5,208,036

																																																								北陸		34,901,835		19,824,254		14,155,304		922,277

																																																								近畿		0		0		0		0

																																																								中国		51,812,144		28,745,774		18,123,685		4,942,685

																																																								四国		30,122,905		17,250,304		11,154,007		1,718,594

																																																								九州		0		0		0		0

																																																								全体 ゼンタイ		0		0		0		0

				f
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201503
・1113M ジェイコムイースト
・624M ジェイコム多摩
・412M ジェイコム中野
・407M ジェイコム東京

高木 政宏:
20160808 ジェコム大田▲254K

K-op　▲28K

▲
(株)イースト・コミュニケーションズ
(株)ネットワーク下部

高木 政宏:
Qtnet　▲42K

高木 政宏:
▲　(株)ちゅピＣＯＭひろしま

高木 政宏:
▲真岡市→

高木 政宏:
▲
東御市

高木 政宏:
▲
(公財)福岡ケーブルビジョン

①年度総売上実績(千円、直近決算期)
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千世帯

2019年度

2020年度

増減率

《事業状況（世帯数）前年比較》
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億円

14.4%↑

2.5%↑

1.1%↑

3.9%↑

放送

通信

その他

合計

《売上推移（前年度との比較）》



ぴぼっど

		



合計 13,841億円

（単位：億円）

2020年度

《2020年度売上内訳》

[]
[]
[]

[]
[]
[]

[]
[]
[]



★データ今回202103

		≪総接続世帯数ランク別≫　　※取扱注意：支部長、本部事務局限り ソウセツゾクセタイスウベツ

																						※参考 サンコウ

		全体 ゼンタイ		締め年月 シネンゲツ		事業者数 ジギョウシャスウ		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		有料衛星放送契約世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		売上回答事業者数 ウリアゲカイトウジギョウシャスウ		平均年度売上実績（千円） ヘイキンネンドウリアゲジッセキセンエン		売上補足額（千円） ウリアゲホソクガクセンエン		売上補足割合 ウリアゲホソクワリアイ		推定）
年度総売上実績（千円） スイテイネンドソウウリアゲジッセキセンエン		推定）
内訳・放送 スイテイ		推定）
内訳・通信		推定）
内訳・その他

				3/31/21		340		12,983		4,775		56,905,854		52,573,835		27,549,484		5,088,007		7,954,601		7,238,391		25,711,145		8,310,679		1,492,855		9,989,258		924,292		1,336,838		7,278,141		8,749,883		8,529,522		234,868		565,150		1,384,155,655		485,878,721		652,660,196		245,608,736		338		4,095,135		113,819		0.01%		1,384,269,474		485,918,675		652,713,864		245,628,932

				3/31/20		346		13,013		4,777		58,183,695		52,281,002		27,350,986		4,352,972		8,026,105		7,253,341		25,173,859		8,436,317		607,820		9,616,633		1,623,556		856,897		6,700,554		8,727,000		8,496,375		245,195		503,740		1,332,208,497		480,840,933		636,894,403		214,473,105		344		3,872,699		128,913		0.01%		1,332,337,410		480,887,462		636,956,033		214,493,859

				前年増減 ゼンネンゾウゲン		(6)		(30)		(2)		(1,277,841)		292,833		198,498		735,035		(71,504)		(14,950)		537,286		(125,638)		885,035		372,625		(699,264)		479,941		577,587		22,883		33,147		(10,327)		61,410		51,947,158		5,037,788		15,765,793		31,135,631		(6)		222,436						51,932,064		5,031,212		15,757,831		31,135,074

				比率 ヒリツ				-0.2%		-0%		-2.2%		0.6%		0.7%		16.9%		-0.9%		-0.2%		2.1%		-1.5%		145.6%		3.9%		-43.1%		56.0%		8.6%		0.3%		0.4%		-4.2%		12.2%		3.9%		1.0%		2.5%		14.5%		-1.7%		5.7%						3.9%		1.0%		2.5%		14.5%

		入力件数 ニュウリョクケンスウ										340		340		340		313		340		255		314		340		297		340		260		239		257		340		234		180		248		338

		入力比率 ニュウリョクヒリツ										100.0%		100.0%		100.0%		92.1%		100.0%		75.0%		92.4%		100.0%		87.4%		100.0%		76.5%		70.3%		75.6%		100.0%		68.8%		52.9%		72.9%		99.4%

		事業者名		締め年月 シネンゲツ		事業者数 ジギョウシャスウ		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		有料衛星放送契約世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		売上回答事業者数 ウリアゲカイトウジギョウシャスウ		平均年度売上実績（千円） ヘイキンネンドウリアゲジッセキセンエン		売上補足額（千円） ウリアゲホソクガクセンエン		売上補足割合 ウリアゲホソクワリアイ		推定年度売上実績（千円） スイテイネンドウリアゲジッセキセンエン

		1,000,000～		3/31/21		6		1,947		1,138		20,101,865		20,101,865		13,233,429		34,263		3,977,182		3,977,182		13,233,429		3,977,182		1,004,224		3,639,350		201,066		562,041		2,876,243		3,357,039		3,357,039		0		345,864		520,788,779		206,472,724		198,815,763		115,498,290		6		86,798,130		0		0.0%		520,788,779

		1,000,000～		3/31/20		6		1,993		1,181		20,008,441		20,008,441		13,175,983		32,760		3,994,744		3,914,754		13,175,983		3,994,744		470,161		3,553,836		754,057		88,746		2,711,033		3,447,285		3,447,285		0		304,061		492,137,472		200,675,468		196,536,082		94,925,918		6		82,022,912		0		0.0%		492,137,472

				前年増減 ゼンネンゾウゲン		0		(46)		(43)		93,424		93,424		57,446		1,503		(17,562)		62,428		57,446		(17,562)		534,063		85,514		(552,991)		473,295		165,210		(90,246)		(90,246)		0		41,803		28,651,307		5,797,256		2,279,681		20,572,372		0		4,775,218						28,651,307

				比率 ヒリツ				-2%		-4%		0.5%		0.5%		0.4%		5%		-0.4%		1.6%		0.4%		-0.4%		113.6%		2.4%		-73.3%		533.3%		6.1%		-2.6%		-2.6%		0.0%		13.7%		5.8%		2.9%		1.2%		21.7%		0.0%		5.8%						5.8%

		500,000～		3/31/21		5		891		905		12,745,571		11,535,973		3,799,555		1,162,596		743,985		714,318		3,799,555		804,699		62,464		2,322,199		56,856		203,108		2,062,236		2,172,537		2,006,809		165,728		18,780		339,177,100		57,966,048		204,619,651		76,590,400		5		67,835,420		0		0.0%		339,177,100

		500,000～		3/31/20		5		875		923		12,697,371		11,455,379		3,737,826		1,094,752		761,052		707,468		3,737,826		825,385		14,766		2,260,965		82,883		208,371		1,967,429		2,180,108		2,007,528		172,580		17,104		335,415,262		57,486,669		205,613,251		72,315,340		5		67,083,052		0		0.0%		335,415,262

				前年増減 ゼンネンゾウゲン		0		16		(18)		48,200		80,594		61,729		67,844		(17,067)		6,850		61,729		(20,686)		47,698		61,234		(26,027)		(5,263)		94,807		(7,571)		(719)		(6,852)		1,676		3,761,838		479,379		(993,600)		4,275,060		0		752,368						3,761,838

				比率 ヒリツ				2%		-2%		0.4%		0.7%		1.7%		6%		-2.2%		1.0%		1.7%		-2.5%		323.0%		2.7%		-31.4%		-2.5%		4.8%		-0.3%		-0.0%		-4.0%		9.8%		1.1%		0.8%		-0.5%		5.9%		0.0%		1.1%						1.1%

		200,000～		3/31/21		6		935		317		3,275,553		3,081,248		1,597,079		517,296		357,123		284,533		1,295,302		384,525		27,757		503,766		48,628		77,693		227,823		428,886		424,527		4,359		3,393		53,143,896		23,021,024		28,784,465		1,338,407		6		8,857,316		0		0.0%		53,143,896

		200,000～		3/31/20		5		812		282		2,653,679		2,459,275		1,286,730		430,248		325,785		354,787		989,909		375,406		8,776		426,489		42,002		77,476		166,881		378,323		373,080		5,243		2,888		46,975,473		20,156,646		25,506,363		1,312,466		5		9,395,095		0		0.0%		46,975,473

				前年増減 ゼンネンゾウゲン		1		123		35		621,874		621,973		310,349		87,048		31,338		(70,254)		305,393		9,119		18,981		77,277		6,626		217		60,942		50,563		51,447		(884)		505		6,168,423		2,864,378		3,278,102		25,941		1		(537,779)						6,168,423

				比率 ヒリツ				15%		12%		23.4%		25.3%		24.1%		20%		9.6%		-19.8%		30.9%		2.4%		216.3%		18.1%		15.8%		0.3%		36.5%		13.4%		13.8%		-16.9%		17.5%		13.1%		14.2%		12.9%		2.0%		20.0%		-5.7%						13.1%

		100,000～		3/31/21		19		1,464		770		4,977,431		4,714,276		2,906,089		917,944		848,302		657,059		2,315,716		940,490		91,795		1,027,614		142,805		123,022		589,247		776,101		766,108		9,993		56,934		123,405,793		55,808,368		60,435,719		7,161,696		19		6,495,042		0		0.0%		123,405,793

		100,000～		3/31/20		21		1,683		809		5,939,407		5,675,188		3,184,872		894,192		905,642		666,570		2,293,310		1,007,786		44,596		1,016,628		198,424		118,759		540,117		794,841		784,183		10,658		49,544		125,325,874		59,813,480		58,109,695		7,402,694		21		5,967,899		0		0.0%		125,325,874

				前年増減 ゼンネンゾウゲン		(2)		(219)		(39)		(961,976)		(960,912)		(278,783)		23,752		(57,340)		(9,511)		22,406		(67,296)		47,199		10,986		(55,619)		4,263		49,130		(18,740)		(18,075)		(665)		7,390		(1,920,081)		(4,005,112)		2,326,024		(240,998)		(2)		527,143						(1,920,081)

				比率 ヒリツ				-13%		-5%		-16.2%		-16.9%		-8.8%		3%		-6.3%		-1.4%		1.0%		-6.7%		105.8%		1.1%		-28.0%		3.6%		9.1%		-2.4%		-2.3%		-6.2%		14.9%		-1.5%		-6.7%		4.0%		-3.3%		-9.5%		8.8%						-1.5%

		50,000～		3/31/21		44		3,235		959		8,309,932		6,491,357		2,938,247		971,088		1,092,173		869,656		2,262,912		1,128,886		78,820		1,475,129		197,358		165,216		1,016,906		1,289,287		1,269,772		19,572		101,950		191,109,991		63,860,800		107,399,063		19,845,112		44		4,343,409		0		0.0%		191,109,991

		50,000～		3/31/20		42		2,847		903		8,979,050		5,905,928		2,804,452		731,251		1,035,246		836,744		2,142,238		1,091,045		47,262		1,329,512		239,005		137,158		884,152		1,182,521		1,162,828		19,697		95,466		179,209,533		62,082,976		101,178,763		15,947,777		42		4,266,894		0		0.0%		179,209,533

				前年増減 ゼンネンゾウゲン		2		388		56		(669,118)		585,429		133,795		239,837		56,927		32,912		120,674		37,841		31,558		145,617		(41,647)		28,058		132,754		106,766		106,944		(125)		6,484		11,900,458		1,777,824		6,220,300		3,897,335		2		76,515						11,900,458

				比率 ヒリツ				14%		6%		-7.5%		9.9%		4.8%		33%		5.5%		3.9%		5.6%		3.5%		66.8%		11.0%		-17.4%		20.5%		15.0%		9.0%		9.2%		-0.6%		6.8%		6.6%		2.9%		6.1%		24.4%		4.8%		1.8%						6.6%

		30,000～		3/31/21		22		804		185		2,012,351		1,725,995		835,896		297,962		273,595		234,300		721,754		312,389		17,142		290,497		62,270		53,604		171,430		244,293		244,024		224		9,400		38,002,118		20,080,036		14,489,536		3,432,543		22		1,727,369		0		0.0%		38,002,118

		30,000～		3/31/20		24		1,133		187		2,366,808		2,026,297		909,983		240,807		325,177		256,969		776,387		372,150		6,120		335,349		82,518		69,929		157,810		293,373		293,189		257		9,331		40,208,493		21,986,260		14,914,499		3,307,730		24		1,675,354		0		0.0%		40,208,493

				前年増減 ゼンネンゾウゲン		(2)		(329)		(2)		(354,457)		(300,302)		(74,087)		57,155		(51,582)		(22,669)		(54,633)		(59,761)		11,022		(44,852)		(20,248)		(16,325)		13,620		(49,080)		(49,165)		(33)		69		(2,206,375)		(1,906,224)		(424,963)		124,813		(2)		52,015						(2,206,375)

				比率 ヒリツ				-29%		-1%		-15.0%		-14.8%		-8.1%		24%		-15.9%		-8.8%		-7.0%		-16.1%		180.1%		-13.4%		-24.5%		-23.3%		8.6%		-16.7%		-16.8%		-12.8%		0.7%		-5.5%		-8.7%		-2.8%		3.8%		-8.3%		3.1%						-5.5%

		10,000～		3/31/21		88		2,002		387		3,750,620		3,452,811		1,556,080		831,826		473,101		381,129		1,425,966		569,692		202,855		550,066		150,522		111,259		267,364		390,542		382,534		22,365		24,609		76,532,315		41,011,471		29,224,378		6,296,481		88		869,685		0		0.0%		76,532,315

		10,000～		3/31/20		87		1,968		370		3,776,887		3,232,400		1,539,163		613,747		482,053		395,131		1,413,480		568,872		12,028		510,340		155,905		115,879		211,719		360,151		351,006		23,495		21,372		70,958,610		39,910,539		26,324,957		4,723,107		87		815,616		0		0.0%		70,958,610

				前年増減 ゼンネンゾウゲン		1		34		17		(26,267)		220,411		16,917		218,079		(8,952)		(14,002)		12,486		820		190,827		39,726		(5,383)		(4,620)		55,645		30,391		31,528		(1,130)		3,237		5,573,705		1,100,932		2,899,421		1,573,374		1		54,069						5,573,705

				比率 ヒリツ				2%		5%		-0.7%		6.8%		1.1%		36%		-1.9%		-3.5%		0.9%		0.1%		1586.5%		7.8%		-3.5%		-4.0%		26.3%		8.4%		9.0%		-4.8%		15.1%		7.9%		2.8%		11.0%		33.3%		1.1%		6.6%						7.9%

		3,000～		3/31/21		95		1,451		80		1,439,159		1,248,337		591,665		318,414		163,623		111,110		564,615		177,411		7,770		162,366		58,832		37,449		60,263		85,365		73,235		12,211		4,177		38,979,470		15,689,839		8,196,975		15,092,641		95		410,310		0		0.0%		38,979,470

		3,000～		3/31/20		100		1,448		87		1,473,237		1,294,171		619,774		277,243		170,304		111,450		553,215		184,353		4,091		166,810		63,022		37,610		55,509		84,461		71,887		12,658		3,942		38,497,133		16,231,247		8,042,655		14,223,216		100		384,971		0		0.0%		38,497,133

				前年増減 ゼンネンゾウゲン		(5)		3		(7)		(34,078)		(45,834)		(28,109)		41,171		(6,681)		(340)		11,400		(6,942)		3,679		(4,444)		(4,190)		(161)		4,754		904		1,348		(447)		235		482,337		(541,408)		154,320		869,425		(5)		25,339						482,337

				比率 ヒリツ				0%		-8%		-2.3%		-3.5%		-4.5%		15%		-3.9%		-0.3%		2.1%		-3.8%		89.9%		-2.7%		-6.6%		-0.4%		8.6%		1.1%		1.9%		-3.5%		6.0%		1.3%		-3.3%		1.9%		6.1%		-5.0%		6.6%						1.3%

		0～		3/31/21		55		254		34		293,372		221,973		91,444		36,618		25,517		9,104		91,896		15,405		28		18,271		5,955		3,446		6,629		5,833		5,474		416		43		3,016,193		1,968,411		694,646		353,166		53		56,909		113,819		3.6%		3,130,012

		0～		3/31/20		56		254		35		288,815		223,923		92,203		37,972		26,102		9,468		91,511		16,576		20		16,704		5,740		2,969		5,904		5,937		5,389		607		32		3,480,647		2,497,648		668,138		314,857		54		64,456		128,913		3.6%		3,609,560

				前年増減 ゼンネンゾウゲン		(1)		0		(1)		4,557		(1,950)		(759)		(1,354)		(585)		(364)		385		(1,171)		8		1,567		215		477		725		(104)		85		(191)		11		(464,454)		(529,237)		26,508		38,309		(1)		(7,547)						(479,548)

				比率 ヒリツ				0%		-3%		1.6%		-0.9%		-0.8%		-4%		-2.2%		-3.8%		0.4%		-7.1%		40.0%		9.4%		3.7%		16.1%		12.3%		-1.8%		1.6%		-31.5%		34.4%		-13.3%		-21.2%		4.0%		12.2%		-1.9%		-11.7%						-13.3%

		★集計補正：ランク別報告で算定した推定年度売上実績（千円）を合計額として使用するため、内訳に按分して加算。
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+↓(株)ジェイコム北関東

＋↓(株)ジェイコム北関東
▲合併(株)ジェイコム港新宿→ジェイコム東京

年度総売上実績(千円、直近決算期)

年度総売上実績(千円、直近決算期)



定例報告202103(202110251203)

		

		JCTA加入支部名		(すべて)

		個数 / SMILE ID		列ラベル

				<2007/10/17		2019年		2020年								2021年		総計

								第1四半期		第1四半期 集計		第3四半期		第3四半期 集計

		行ラベル						3月				9月

		(一財)研究学園都市コミュニティケーブルサービス		1														1

		(一財)八西ＣＡＴＶ		1														1

		(一社)玖珠テレビ		1														1

		(一社)香南ケーブルテレビ		1														1

		(株)ＣＡＣ		1														1

		(株)ＣＡＴＶ富士五湖		1														1

		(株)ＣＲＣＣメディア		1														1

		(株)Ｇｏｏｌｉｇｈｔ		1														1

		(株)ＪＷＡＹ		1														1

		(株)ＫＣＮ京都		1														1

		(株)ＱＴｎｅｔ		1														1

		(株)ＴＡＭ		1														1

		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		1														1

		(株)ＺＴＶ		1														1

		(株)アイ・キャン		1														1

		(株)アイ・シー・シー		1														1

		(株)あいコムこうか		1														1

		(株)あさがおテレビ		1														1

		(株)アドバンスコープ		1														1

		(株)アミックスコム		1														1

		(株)イースト・コミュニケーションズ										1		1				1

		(株)いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ		1														1

		(株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ		1														1

		(株)インフォメーションネットワーク郡上八幡		1														1

		(株)エコーシティー・駒ヶ岳		1														1

		(株)エヌ・シィ・ティ		1														1

		(株)オプテージ		1														1

		(株)キャッチネットワーク		1														1

		(株)ケーブル・ジョイ		1														1

		(株)ケーブルテレビあなん		1														1

		(株)ケーブルテレビジョン島原		1														1

		(株)ケーブルテレビ可児		1														1

		(株)ケーブルテレビ佐伯		1														1

		(株)ケーブルテレビ若狭小浜		1														1

		(株)ケーブルテレビ品川		1														1

		(株)ケーブルテレビ富山		1														1

		(株)ケーブルテレビ富士		1														1

		(株)ケーブルネットおえ		1														1

		(株)ケーブルネットワーク桂川		1														1

		(株)ケーブルネットワーク西瀬戸		1														1

		(株)ケーブルネットワーク大月		1														1

		(株)ケーブルネット下関		1														1

		(株)ケーブルネット鈴鹿		1														1

		(株)ケーブルメディアワイワイ		1														1

		(株)ケーブルメディア四国		1														1

		(株)ケーブルワン		1														1

		(株)コミュニティテレビこもろ		1														1

		(株)コミュニティメディア		1														1

		(株)サイバーリンクス		1														1

		(株)シー・ティー・ワイ		1														1

		(株)ジェイコムイースト				1												1

		(株)ジェイコムウエスト		1														1

		(株)ジェイコム九州		1														1

		(株)ジェイコム埼玉・東日本		1														1

		(株)ジェイコム札幌		1														1

		(株)ジェイコム市川				1												1

		(株)ジェイコム湘南・神奈川		1														1

		(株)ジェイコム千葉		1														1

		(株)ジェイコム千葉セントラル				1												1

		(株)ジェイコム川口戸田				1												1

		(株)ジェイコム足立				1												1

		(株)ジェイコム多摩				1												1

		(株)ジェイコム大田				1												1

		(株)ジェイコム中野				1												1

		(株)ジェイコム東葛葛飾				1												1

		(株)ジェイコム東京		1														1

		(株)ジェイコム南横浜				1												1

		(株)ジェイコム日野				1												1

		(株)ジェイコム八王子				1												1

		(株)ジェイコム武蔵野三鷹				1												1

		(株)ジェイコム北関東				1												1

		(株)シティーケーブル周南		1														1

		(株)ダイバーシティメディア		1														1

		(株)たけはらケーブルネットワーク		1														1

		(株)ちゅピＣＯＭ		1														1

		(株)ちゅピＣＯＭおのみち		1														1

		(株)ちゅピＣＯＭひろしま										1		1				1

		(株)テレビ岸和田		1														1

		(株)テレビ九州		1														1

		(株)テレビ小松		1														1

		(株)テレビ松本ケーブルビジョン		1														1

		(株)テレビ津山		1														1

		(株)テレビ鳴門		1														1

		(株)トコちゃんねる静岡		1														1

		(株)ニューメディア		1														1

		(株)ネットフォー		1														1

		(株)ネットワーク下部										1		1				1

		(株)ネット鹿島		1														1

		(株)ハートネットワーク		1														1

		(株)ぴーぷる		1														1

		(株)ひのき		1														1

		(株)ひまわりてれび		1														1

		(株)ベイ・コミュニケーションズ		1														1

		(株)メック		1														1

		(株)ラッキータウンテレビ		1														1

		(株)愛媛ＣＡＴＶ		1														1

		(株)伊東アンテナ協会		1														1

		(株)伊豆急ケーブルネットワーク		1														1

		(株)一関ケーブルネットワーク		1														1

		(株)遠野テレビ		1														1

		(株)吉備ケーブルテレビ		1														1

		(株)五島テレビ		1														1

		(株)御前崎ケーブルテレビ		1														1

		(株)広域高速ネット二九六		1														1

		(株)佐渡テレビジョン		1														1

		(株)三次ケーブルビジョン		1														1

		(株)四国中央テレビ		1														1

		(株)周防ケーブルネット		1														1

		(株)秋田ケーブルテレビ		1														1

		(株)上田ケーブルビジョン		1														1

		(株)上野原ブロードバンドコミュニケーションズ		1														1

		(株)信州ケーブルテレビジョン		1														1

		(株)新川インフォメーションセンター		1														1

		(株)西彼ケーブルネットワーク		1														1

		(株)千葉ニュータウンセンター		1														1

		(株)全関西ケーブルテレビジョン		1														1

		(株)倉敷ケーブルテレビ		1														1

		(株)多久ケーブルメディア		1														1

		(株)多摩テレビ		1														1

		(株)帯広シティーケーブル		1														1

		(株)大垣ケーブルテレビ		1														1

		(株)池田ケーブルネットワーク		1														1

		(株)中海テレビ放送		1														1

		(株)長崎ケーブルメディア		1														1

		(株)鳥取テレトピア		1														1

		(株)東阿波ケーブルテレビ		1														1

		(株)東広島ケーブルメディア		1														1

		(株)東豆有線		1														1

		(株)日本ケーブルテレビジョン		1														1

		(株)日本ネットワークサービス		1														1

		(株)忍野ＣＡＴＶ		1														1

		(株)八戸テレビ放送		1														1

		(株)飯田ケーブルテレビ		1														1

		(株)北大ケーブル情報センター		1														1

		(株)明石ケーブルテレビ		1														1

		(株)嶺南ケーブルネットワーク		1														1

		(公財)福岡ケーブルビジョン						1		1								1

		(有)シオヤ				1												1

		(有)伊東テレビクラブ		1														1

		(有)峡西シーエーテーブイ		1														1

		(有)韮崎電設		1														1

		ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス(株)		1														1

		ＢＴＶ(株)		1														1

		ＣＴＢメディア(株)		1														1

		ＫＣＶコミュニケーションズ(株)		1														1

		Ｋビジョン(株)		1														1

		ＹＯＵテレビ(株)		1														1

		あづみ野テレビ(株)		1														1

		イッツ・コミュニケーションズ(株)		1														1

		エーアイテレビ(株)		1														1

		エフビットコミュニケーションズ(株)		1														1

		エルシーブイ(株)		1														1

		おおい町		1														1

		おおむらケーブルテレビ(株)		1														1

		おりべネットワーク(株)		1														1

		グリーンシティケーブルテレビ(株)		1														1

		ケーブルテレビ(株)		1														1

		ケーブルテレビ徳島(株)		1														1

		こまどりケーブル(株)		1														1

		コミュニティネットワーク佐渡		1														1

		さかいケーブルテレビ(株)		1														1

		さぬき市		1														1

		シーシーエヌ(株)		1														1

		スターキャット・ケーブルネットワーク(株)		1														1

		テレビやつしろ(株)		1														1

		テレビ阿波(株)		1														1

		テレビ小山放送(株)		1														1

		テレビ北信ケーブルビジョン(株)		1														1

		となみ衛星通信テレビ(株)		1														1

		ニューデジタルケーブル(株)		1														1

		ひまわりネットワーク(株)		1														1

		ひらたＣＡＴＶ(株)		1														1

		ミクスネットワーク(株)		1														1

		ゆずの里ケーブルテレビ(株)		1														1

		よさこいケーブルネット(株)		1														1

		ワイコム(株)		1														1

		わたらせテレビ(株)		1														1

		阿波市ケーブルネットワーク		1														1

		旭川ケーブルテレビ(株)		1														1

		伊賀上野ケーブルテレビ(株)		1														1

		伊達市		1														1

		伊豆太陽サービス(株)		1														1

		伊那ケーブルテレビジョン(株)		1														1

		伊万里ケーブルテレビジョン(株)		1														1

		井原放送(株)		1														1

		壱岐市ケーブルテレビ		1														1

		稲沢シーエーティーヴィ(株)		1														1

		宇都宮ケーブルテレビ(株)		1														1

		宇和島ケーブルテレビ(株)		1														1

		臼杵ケーブルネット(株)		1														1

		雲南市・飯南町事務組合		1														1

		奄美テレビ放送(株)		1														1

		塩原ケーブルテレビ協同組合		1														1

		奥出雲町		1														1

		横浜ケーブルビジョン(株)		1														1

		岡山ネットワーク(株)		1														1

		沖縄ケーブルネットワーク(株)		1														1

		下田有線テレビ放送(株)		1														1

		下呂市		1														1

		加賀ケーブル(株)		1														1

		河口湖有線テレビ放送(有)		1														1

		海士町		1														1

		笠岡放送(株)		1														1

		滑川中新川地区広域情報事務組合														1		1

		丸子テレビ放送(株)		1														1

		岩手ケーブルテレビジョン(株)		1														1

		気仙沼ケーブルネットワーク(株)		1														1

		杵築市		1														1

		宮古テレビ(株)		1														1

		宮崎ケーブルテレビ(株)		1														1

		宮城ケーブルテレビ(株)		1														1

		魚沼市		1														1

		京丹波町ケーブルテレビ		1														1

		峡東ケーブルネット(株)		1														1

		狭山ケーブルテレビ(株)		1														1

		玉島テレビ放送(株)		1														1

		近鉄ケーブルネットワーク(株)		1														1

		金沢ケーブル(株)		1														1

		九州テレ・コミュニケーションズ(株)		1														1

		郡上ケーブルテレビ放送センター		1														1

		古河ケーブルテレビ(株)		1														1

		五木村		1														1

		光ネットワーク(株)		1														1

		厚木伊勢原ケーブルネットワーク(株)		1														1

		皇徳寺ケーブルテレビ(株)		1														1

		行田ケーブルテレビ(株)		1														1

		香川テレビ放送網(株)		1														1

		高岡ケーブルネットワーク(株)		1														1

		高知ケーブルテレビ(株)		1														1

		国府町農事放送農業協同組合		1														1

		黒潮町		1														1

		今治シーエーティーブィ(株)		1														1

		佐賀シティビジョン(株)		1														1

		佐賀市		1														1

		佐久ケーブルテレビ(株)		1														1

		佐伯市		1														1

		佐野ケーブルテレビ(株)		1														1

		三河湾ネットワーク(株)		1														1

		三原テレビ放送(株)		1														1

		三好市		1														1

		三沢市ケーブルテレビジョン		1														1

		三豊ケーブルテレビ放送(株)		1														1

		三陸ブロードネット(株)		1														1

		山陰ケーブルビジョン(株)		1														1

		山口ケーブルビジョン(株)		1														1

		山江村役場		1														1

		山梨ＣＡＴＶ(株)		1														1

		四国中央市		1														1

		四万十町役場		1														1

		枝幸町		1														1

		糸魚川市		1														1

		鹿沼ケーブルテレビ(株)		1														1

		鹿足郡事務組合		1														1

		七尾市		1														1

		射水ケーブルネットワーク(株)		1														1

		出雲ケーブルビジョン(株)		1														1

		勝沼ＣＡＴＶ(株)		1														1

		小国町		1														1

		小山町テレビ共聴組合		1														1

		小林テレビ設備(有)		1														1

		松浦ケーブル(株)		1														1

		松阪ケーブルテレビ・ステーション(株)		1														1

		湘南ケーブルネットワーク(株)		1														1

		上越ケーブルビジョン(株)		1														1

		上島町ＣＡＴＶ		1														1

		上板町有線テレビ(株)		1														1

		上婦負ケーブルテレビ(株)		1														1

		新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合		1														1

		真岡市						1		1								1

		神河町ケーブルテレビネットワーク		1														1

		水沢テレビ(株)		1														1

		成田ケーブルテレビ(株)		1														1

		西ノ島町				1												1

		西会津町ケーブルテレビ		1														1

		西海テレビ(株)		1														1

		西桂町テレビ共同視聴組合		1														1

		西南地域ネットワーク(株)		1														1

		西之表テレビ共同聴視施設組合		1														1

		西尾張シーエーティーヴィ(株)		1														1

		西予ＣＡＴＶ(株)		1														1

		青森ケーブルテレビ(株)		1														1

		石井町有線放送農業協同組合		1														1

		石垣ケーブルテレビ(株)		1														1

		石見ケーブルビジョン(株)		1														1

		石見銀山テレビ放送(株)		1														1

		仙台ＣＡＴＶ(株)		1														1

		多摩ケーブルネットワーク(株)		1														1

		大町市		1														1

		大分ケーブルテレコム(株)		1														1

		大分ケーブルネットワーク(株)		1														1

		丹南ケーブルテレビ(株)		1														1

		知多メディアスネットワーク(株)		1														1

		知多半島ケーブルネットワーク(株)		1														1

		竹田市		1														1

		中讃ケーブルビジョン(株)		1														1

		中部ケーブルネットワーク(株)		1														1

		朝来市		1														1

		銚子テレビ放送(株)		1														1

		長門市		1														1

		長野市		1														1

		長和町		1														1

		鳥取中央有線放送(株)		1														1

		天草ケーブルネットワーク(株)		1														1

		田子町		1														1

		都留市テレビ利用者組合		1														1

		土浦ケーブルテレビ(株)		1														1

		土佐有線テレビ施設組合		1														1

		島根県浜田市		1														1

		東伊豆有線テレビ放送(株)		1														1

		東京ケーブルネットワーク(株)		1														1

		東京ベイネットワーク(株)		1														1

		東近江ケーブルネットワーク(株)		1														1

		東御市						1		1								1

		東松山ケーブルテレビ(株)		1														1

		東大分システム(株)		1														1

		東白川ＣＡＴＶ（東白川村）		1														1

		東彼ケーブルテレビ(株)		1														1

		東峰村		1														1

		藤津ケーブルビジョン(株)		1														1

		徳島県南メディアネットワーク(株)		1														1

		那珂川町		1														1

		那賀町ケーブルテレビ		1														1

		南あわじ市		1														1

		南九州ケーブルテレビネット(株)		1														1

		日田市		1														1

		日本海ケーブルネットワーク(株)		1														1

		日本中央テレビ(株)		1														1

		入間ケーブルテレビ(株)		1														1

		能越ケーブルネット(株)		1														1

		能登町		1														1

		萩ケーブルネットワーク(株)				1												1

		萩テレビ(株)		1														1

		白根ケーブルネットワーク(株)		1														1

		白馬村		1														1

		飯山市		1														1

		飯能ケーブルテレビ(株)		1														1

		飛騨高山ケーブルネットワーク(株)		1														1

		美郷町ケーブルテレビジョン		1														1

		美方ケーブルネットワーク(株)		1														1

		姫路ケーブルテレビ(株)		1														1

		浜松ケーブルテレビ(株)		1														1

		富士川シーエーティーヴィ(株)		1														1

		富沢テレビ共聴組合		1														1

		福井ケーブルテレビ(株)		1														1

		福江ケーブルテレビ(株)		1														1

		豊丘村		1														1

		豊橋ケーブルネットワーク(株)		1														1

		豊後高田市		1														1

		豊後大野市		1														1

		豊島ケーブルネットワーク(株)		1														1

		北広島町		1														1

		北上ケーブルテレビ(株)		1														1

		北杜市ケーブルテレビ				1												1

		北富士有線テレビ放送(株)		1														1

		本庄ケーブルテレビ(株)		1														1

		木曽広域連合		1														1

		木島平村		1														1

		野沢温泉村		1														1

		矢掛放送(株)		1														1

		有田ケーブル・ネットワーク(株)		1														1

		由利本荘市ＣＡＴＶセンター		1														1

		邑南町		1														1

		洛西ケーブルビジョン(株)		1														1

		輪島市ケーブルテレビ		1														1

		蕨ケーブルビジョン(株)		1														1

		蓼科ケーブルビジョン(株)		1														1

		諫早ケーブルメディア(株)		1														1

		総計		342		18		3		3		3		3		1		367





★データ前回202003

		定例報告202103(202110251203)				総計 ソウケイ		340		12,983		4,775		56,905,854		52,573,835		27,549,484		5,088,007		7,954,601		7,631		7,238,391		25,711,145		8,310,679		1,492,855		9,989,258		924,292		1,336,838		7,278,141		8,749,883		8,529,522		234,868		565,150		1,384,155,655		485,878,721		652,660,196		245,608,736																55,546,303		52,367,766		27,549,178		4,039,044		7,955,213		8,310,843		9,989,272		8,749,708		2,829,807		44,377																																																																														売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005, 正常更新, 不要
売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005, 正常更新, 不要
売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005, 売上誤記, 問合せ（売上修正）
売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＜202005, 売上誤記＆決算日更新漏れ, 問合せ（売上＆決算日更新）
売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005, 売上更新漏れ, 問合せ（売上更新）
売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し, 売上＆決算日更新漏れ, 問合せ（売上＆決算日更新）
売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し, 決算日更新漏れ, 修正（決算年月日＋1年）
売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し, 決算日更新漏れ, 修正（決算年月日=20201231）
売上空白　入力意思なし　依頼せず
売上無し, 正常更新, 不要 ゴキナウリアゲコウシンモトイアワウリアゲコウシンケッサンビケッサンビサイナケッサンビシュウセイウリアゲナセイジョウコウシンフヨウ										合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ

						小計 ショウケイ		1		0		11		26,400		26,400		15,898		0		6,048		0		7,874		15,898		15,512		0		5,589		4,557		0		1,032		50		0		50		426		597,711		562,617		35,094		0																30,001		30,001		15,906		382		7,907		15,412		5,653		0		0		44,377																																																																																								加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ

						入力数(空白で無い） ニュウリョクスウクウハクナ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																														0		0																																																																														　決算日＞＝202005										プライマリ更新忘れ コウシンワス				加入世帯数-SをPに転記 カニュウセタイスウテンキ		2/23/11

		締め年月		3/31/21		入力率（入力数/入力依頼数） ニュウリョクリツニュウリョクスウニュウリョクイライスウ				0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0																																0.0%		0.0%																																																																																								前回は電話加入数＝P+S  ゼンカイデンワカニュウスウ		加入世帯数算出誤記 カニュウセタイスウサンシュツゴキ		プライマリとセカンダリ合計値を転記 ゴウケイチテンキ

						率（小計/総計） リツ				0.0%		0.2%		0.0%		0.1%		0.058%		0.0%		0.1%		0.0%		0.1%		0.1%		0.2%		0.0%		0.1%		0.5%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.1%		0.0%		0.1%		0.0%		0																																0.0%		100.0%																																																																																								プライマリと同値 ドウチ		セカンダリの一部でプライマリ利用 イチブリヨウ		不要 フヨウ

		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		アナログ多CH世帯数		BS/CS有料CH加入世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日																チェック																																														チェック						チェック								チェック												加入世帯数増減＝０、前回は電話加入数＝P+S  カニュウセタイスウゾウゲンゼンカイデンワカニュウスウ				プライマリとセカンダリ合計値を転記 ゴウケイチテンキ										チェック(前回） ゼンカイ																																				チェック						チェック								チェック

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43																				電話 デンワ								事業状況前回比較（今回-前年） ジギョウジョウキョウゼンカイヒカクコンカイゼンネン																												会費項目差異（2003-会費） カイヒコウモクサイカイヒ										今年度売上 コンネンドウリアゲ						売上前年比較（今回-前年） ウリアゲゼンネンヒカクコンカイゼンネン										売上精査 ウリアゲセイサ										電話精査 デンワセイサ								全体処置 ゼンタイショチ						電話 デンワ		事業状況前回比較（今回-前年） ジギョウジョウキョウゼンカイヒカクコンカイゼンネン																								会費項目差異（2003-会費） カイヒコウモクサイカイヒ										今年度売上 コンネンドウリアゲ						売上前年比較（今回-前年） ウリアゲゼンネンヒカクコンカイゼンネン										売上精査 ウリアゲセイサ								電話精査 デンワセイサ								全体処置 ゼンタイショチ

		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		※アナログ多CH世帯数		有料衛星放送契約世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日		県別入力有無		エリア都道府県		支部CD シブ		県CD ケン		総接続世帯数ランク ソウセツゾクセタイスウ		集計対象 シュウケイタイショウ		確定有無 カクテイウム		電話合計差異 デンワゴウケイサイ		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		アナログ多CH世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		前年総接続ランク ゼンネンソウセツゾク		ランク差異 サイ		総接続 ソウセツゾク		多CH タ		STB		インターネット		電話 デンワ		売上合計差異 ウリアゲゴウケイサイ		その他比率 タヒリツ		売上/総接続 ウリアゲソウセツゾク		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		精査コメント セイサ		分析 ブンセキ		売上修正 ウリアゲシュウセイ		データ修正 シュウセイ		完了年月 カンリョウネンゲツ		精査コメント セイサ		分析 ブンセキ		電話処置 デンワショチ		完了年月 カンリョウネンゲツ		全体処置 ゼンタイショチ		contact履歴 リレキ		完了月日 カンリョウガッピ		電話合計差異 デンワゴウケイサイ		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		多CH加入世帯数		アナログ多CH世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		前年総接続ランク ゼンネンソウセツゾク		ランク差異 サイ		総接続 ソウセツゾク		多CH タ		STB		インターネット		電話 デンワ		売上合計差異 ウリアゲゴウケイサイ		その他比率 タヒリツ		売上/総接続 ウリアゲソウセツゾク		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		精査コメント セイサ		分析 ブンセキ		売上修正 ウリアゲシュウセイ		完了年月 カンリョウネンゲツ		精査コメント セイサ		分析 ブンセキ		電話処置 デンワショチ		完了年月 カンリョウネンゲツ		全体処置 ゼンタイショチ		contact履歴 リレキ		完了月日 カンリョウガッピ

		10110002		旭川ケーブルテレビ(株)		北海道		北海道		27				110,200		110,200		28,561		2,308		7,074		0		7,074		23,024		7,391		89		10,767		1,504		3,686		5,577		6,277		6,297		20		1,527		1,531,791		529,733		1,002,058		0		3/31/21						齋藤　裕一		常務取締役　		0166-22-0707		saitou@catv-potato.co.jp		110,200		110,200		28,561		13		7,074		7,391		10,767		6,277						0		北海道		1		1		10,000		1		済		-40		91		139		-8		0		0		5,680		55		(27)		0		(43)		406		91		139		(8)		312		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,469		466,219		69,101		397,118		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										0		2,090		2,090		86		(116)		0		217		429		44		35		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,881		375		(22,848)		23,223		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110004		(株)帯広シティーケーブル		北海道		北海道		47		3		81,700		81,700		26,379		0		9,364				9,364		26,379		10,943		892		11,972		10,294				1,678		8,598		8,598				911		1,239,573		619,651		619,922		0		3/31/21						松浦　俊光		業務部長		0155-23-1511		t.matsuura@g.octv.ne.jp		81,700		81,700		26,379		82		9,364		10,943		11,972		8,598						0		北海道		1		1		10,000		1		済		0		115		115		0		0		0		(363)		0		(386)		0		(443)		226		115		115		0		17		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,916		(13,996)		(19,769)		5,773		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(431)		(451)		0		(473)		250		364		364		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,906		(6,920)		(17,848)		10,928		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110006		(株)ジェイコム札幌		北海道		北海道		0		17		846,591		846,591		550,037				129,961				129,961		550,037		129,961		37,688		125,892		2,711		15,212		107,969		101,438		101,438				13,967		16,870,427		6,216,073		6,583,993		4,070,361		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		國木　典昭		管理部　リーダー		011-857-2890		kunikin@jupiter.jcom.co.jp		846,591		846,591		550,037		19,511		129,961		129,961		125,892		101,438						0		北海道		1		1		500,000		1		済		0		-3,719		-3,719		0		3,532		3,532		5,084		0		3,354		0		3,354		7,532		(3,719)		(3,719)		0		1,771		0		0		0		0		0		0		0		0		24%		2,556		351,296		(1,414)		210,589		142,122		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		7,129		7,129		7,091		4,908		0		4,908		9,728		(641)		(641)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		24%		2,526		855,589		36,321		237,234		582,033		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110007		伊達市		北海道		北海道		1				629		629		428		0		0						428		0				189		189						0						0		10,627		10,627						3/31/21						大宮　富美夫				0142-68-6111		chiikijumin@city.date.hokkaido.jp		629		629		428		428		0		0		189		0						0		北海道		1		1		0		1		済		0		0		0		0		(39)		(39)		20		0		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,069		121		121		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(58)		(58)		(5)		0		0		0		(5)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,146		(601)		(601)		0		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110010		青森ケーブルテレビ(株)		東北		青森県		29		5		90,035		90,035		30,933		5,349		17,990		0		15,330		30,933		16,077		334		8,805		5,468		0		3,337		4,033		3,988		45		66		1,339,181		887,711		451,470		0		3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟) ※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				工藤　哲		常務取締役		017-773-4422		s-kudo@actv.ne.jp		90,035		90,035		30,933		1,171		17,990		16,077		8,805		4,033						0		青森県		2		2		30,000		1		済		0		1,295		1,250		-12		9,288		9,288		(1,021)		4,647		468		0		(447)		806		1,295		1,250		(12)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,608		81,651		(58,202)		139,853		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										-57		1,607		1,607		(404)		324		0		(518)		651		1,242		1,325		(26)		0		0		0		0		0		0		0		-8,932		1%		3,280		61,185		35,000		26,185		8,932		366		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110011		三沢市ケーブルテレビジョン		東北		青森県		4		10		19,334		16,978		16,978				0						16,978		0				0								0								1,225		1,084		0		141		3/31/21		総務省に報告済みの令和2年度決算見込額である 決算年月日については2021年9月議会にて承認予定				中野　和恵		三沢市役所　政策部広報広聴課　ＣＡＴＶ情報室　放送サービス係長		0176-51-1349		msw_catv@misawashi.aomori.jp		19,334		16,978		16,978		16,978		0		0		0		0						0		青森県		2		2		10,000		1		済		0		0		0		0		342		(143)		(143)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12%		6		(26,421)		(222)		0		(26,199)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		95%		135		22,403		(55)		0		22,458		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110012		(株)八戸テレビ放送		東北		青森県		22		2		73,600		58,800		24,022		0		10,426								10,426		2,198		5,219		2,917		2,302				4,536		4,536		0		727		842,331		538,222		187,673		116,435		3/31/21		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				上野　由美子		総務部総務課　課長		0178-24-1111		soumu@htv-catv.co.jp		73,600		58,800		24,022		9,109		10,426		10,426		5,219		4,536						0		青森県		2		2		10,000		1		済		0		-81		-81		0		0		0		(91)		0		(96)		0		(96)		(23)		(81)		(81)		0		75		0		0		0		0		0		0		0		1		14%		2,922		(9,301)		(10,829)		2,135		(607)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(110)		(71)		0		(71)		(21)		(28)		(28)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		14%		2,943		11,469		8,047		2,323		1,098		366		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110015		(株)一関ケーブルネットワーク		東北		岩手県		14		3		14,400		13,997		7,270		0		1,858				1,858		8,872		3,035		69		1,505		651		764		42		1,310		1,310						299,778		185,393		85,308		29,077		6/30/20		※20210709 総売上等は前回入力時と変わりません。2021年6月期の決算が明らかになるのは9月上旬であるため。  ※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				清水　祐喜		局長		0191-21-1256		icn-simizu_yu@icn-net.ne.jp		14,400		13,997		7,270		0		1,858		3,035		1,505		1,310						0		岩手県		2		3		3,000		1		済		0		381		381		0		0		0		0		0		(118)		0		(112)		99		381		381		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10%		3,436		0		0		0		0		0		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,410		44,410		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14%		3,522		0		0		0		0		0		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		内訳入力漏れ ウチワケニュウリョクモ		TEL　メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718

		10110016		岩手ケーブルテレビジョン(株)		東北		岩手県		14				93,450		79,432		33,397				2,118		0		3,588		33,397		3,588		226		1,496		1,496						0								408,564		274,481		57,144		76,939		9/30/20						千葉　繁雄		総務部　部長		019-654-7711		soumu@ictnet.co.jp		93,450		79,432		33,397		29,176		2,118		3,588		1,496		0						0		岩手県		2		3		30,000		1		済		0		0		0		0		0		0		38		0		(99)		0		(135)		(122)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		19%		1,019		(75,795)		(4,450)		(2,465)		(68,880)		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(77)		(1,618)		0		(112)		(80)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30%		1,210		59,637		(6,143)		(5,106)		70,886		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110017		三陸ブロードネット(株)		東北		岩手県		13		0		16,860		9,216		3,828		1,344		359		55		316		3,828		316		0		0		0		0		0		0		0		0		0		107,812		99,247		0		8,564		3/31/21						坂本　由加		代表取締役専務		0193-24-2600		catvmaster@sanriku-broadnet.co.jp		16,860		9,216		3,828		1,344		359		316		0		0						0		岩手県		2		3		3,000		1		済		0		0		0		0		1,320		(2,414)		(38)		2		(23)		0		(8)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		8%		2,347		(2,058)		(3,291)		0		1,233		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(591)		344		38		8		(55)		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7%		2,368		(1,432)		(4,622)		0		3,190		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110018		北上ケーブルテレビ(株)		東北		岩手県		15		0		25,766		25,766		7,137		0		4,669		0						4,669		118		973								0						64		373,482		310,524		62,958		0		3/31/21						菊池　充		総務部課長		0197-64-5111		kctv@ginga-net.ne.jp		25,766		25,766		7,137		0		4,669		4,669		973		0						0		岩手県		2		3		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(92)		0		(104)		0		(104)		(48)		0		0		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,361		2,187		4,710		(2,523)		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(106)		(108)		0		(108)		(47)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,280		7,330		14,901		(1,496)		(6,075)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110019		(株)遠野テレビ		東北		岩手県		15		3		10,700		10,700		7,539		1,977		5,960		0		5,960		7,539		5,960		363		3,738		3,217		521				0								273,680						273680		3/31/21		(年度総売上備考：行政からの委託業務等により運営）				伊藤　賢一		技術グループマネージャー		0198-63-1711		k-ito@tonotv.com		10,700		10,700		7,539		1,179		5,960		5,960		3,738		0						0		岩手県		2		3		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(54)		282		(150)		0		(150)		115		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100%		3,025		7,138		0		0		7,138		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		84		(177)		0		(177)		118		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100%		2,925		(4,245)		0		0		(4,245)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110020		ニューデジタルケーブル(株)		東北		岩手県		73		1		115,000		88,500		22,387		19,758		3,983				4,130		19,143		3,983		12		13,274		6,720		318		6,236		7,867		7,764		103		1,548		981,215		384,922		596,293				3/31/21						頓宮　雅子				0198-26-5110		tongu@newdc.co.jp		115,000		88,500		22,387		0		3,983		3,983		13,274		7,867						1		北海道		2		3		10,000		1		済		0		10		32		-22		0		0		351		488		(179)		0		(179)		217		10		32		(22)		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,652		(3,927)		(9,457)		5,530		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		162		(160)		0		(160)		63		(15)		7		(22)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,726		11,036		(2,082)		13,118		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110021		水沢テレビ(株)		東北		岩手県		10		0		21,000		21,000		4,521		0		2,158		0		2,158				2,158		0		729		459		238		32		0						0		156,000		120,000		36,000		0		8/31/20						伊藤　泰司		代表取締役社長		0197-22-6060		t-ito@catv-mic.ne.jp		21,000		21,000		4,521		2,363		2,158		2,158		729		0						0		岩手県		2		3		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(58)		0		(58)		0		(58)		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,875		(5,000)		(3,000)		(2,000)		0		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(86)		(86)		0		(86)		(23)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,930		(7,000)		(4,000)		(3,000)		0		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110030		気仙沼ケーブルネットワーク(株)		東北		宮城県		10				22,764		18,065		3,788		157		1,739				1,739		3,832		1,739				1,188		1,188						0								346,064		111,468		30,175		204,421		3/31/21						小松　厚		総務部長		0226-23-3131		a-komatu@k-macs.ne.jp		22,764		18,065		3,788		92		1,739		1,739		1,188		0						0		宮城県		2		4		3,000		1		済		0		0		0		0		(32)		0		(35)		4		(43)		0		(43)		16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		59%		7,613		101,586		1,712		806		99,068		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		(44)		209		(20)		0		(20)		(2)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43%		5,329		(28,338)		4,015		(349)		(32,004)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110031		宮城ケーブルテレビ(株)		東北		宮城県		15		0		390,000		390,000		14,444		0		4,290		0		4,290		14,444		4,083		277		1,113		899		0		214		964		964				86		472,230		312,393		75,827		84,100		3/31/21		その他売り上げ増加理由：平成29年10月よりケーブルプラスでんき販売開始 ※20180730 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				八木　伸太郎		事業統括部長代理		022-367-7711		s-yagi@c-marinet.ne.jp		390,000		390,000		14,444		3,767		4,290		4,083		1,113		964						0		宮城県		2		4		10,000		1		済		0		63		63		0		0		0		(126)		0		0		0		(207)		(3)		63		63		0		(3)		0		0		0		0		0		0		0		-90		18%		2,724		3,166		2,797		1,491		(1,032)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14%		2,648		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110032		仙台ＣＡＴＶ(株)		東北		宮城県		26		4		130,000		130,000		57,931		2,745		8,355		0		8,355		57,931		8,355		589		7,701		4,112		2,510		1,079		5,909		5,909				0		1,019,130		542,695		394,669		81,766		3/31/21						日高　邦明		代表取締役社長		022-225-2211		hidaka@cat-v.co.jp		130,000		130,000		57,931		32,212		8,355		8,355		7,701		5,909						0		宮城県		2		4		50,000		1		済		0		299		299		0		0		0		798		1,782		(520)		0		(520)		1,063		299		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		1,466		(34,396)		72,134		(111,272)		4,742		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		10,000		10,000		338		(107)		0		(107)		967		55		55		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		1,537		16,133		(7,878)		(4,278)		28,289		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110033		宮城ネットワーク(株)		東北		宮城県		39		58		243,100		243,100		129,600		0		33,500		0		26,000		109,000		33,500		0		29,900		25,900		2,400		0		7,700		0		180		0		2,918,648												ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務本部　副本部長						190,400		190,400		128,300		41,937		33,000		28,900		29,500		1,200				10/1/11		0		北海道		2		4		100,000		0		0				0		0		0								0

		10110040		(株)秋田ケーブルテレビ		東北		秋田県		95		3		120,000		95,000		53,312		29,707		27,521		0		26,550		40,885		27,521		5,696		25,878		6,342		265		19,271		24,323		24,323				470		3,481,853		1,590,432		1,165,886		725,533		3/31/21		※当該年度より収益認識に関する会計基準を適用				飯塚　雅子		コーポレート本部　本部長		018-865-5141		cna-jcta@cna-catv.co.jp		120,000		95,000		53,312		7,964		27,521		27,521		25,878		24,323						0		秋田県		2		5		50,000		1		済		0		968		968		0		0		0		(271)		7,764		(265)		0		(265)		1,670		968		968		0		35		0		0		0		0		0		0		0		2		21%		5,443		(442,447)		2,130		78,230		(522,807)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(4,847)		163		0		163		1,694		1,455		1,455		0		0		0		0		0		0		0		0		2		32%		6,103		207,872		35,139		74,775		97,956		366		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110045		(株)ダイバーシティメディア		東北		山形県		36		0		88,624		44,332		30,865		0		4,823								4,823		0		4,126		2,087				2,173		840		851		0		0		667,324		350,383		176,275		140,666		3/31/21						奥出　潔		総務局長		023-624-5000		kikaku@ma.catvy.ne.jp		88,624		44,332		30,865		0		4,823		4,823		4,126		840						0		山形県		2		6		30,000		1		済		-11		-11		0		0		0		0		83		0		(187)		0		(187)		(134)		(11)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21%		1,802		(34,837)		(9,860)		(9,383)		(15,594)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										0		0		0		(58)		(212)		0		(212)		(161)		(7)		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22%		1,901		(21,704)		(5,236)		(5,456)		(11,012)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110046		(株)庄内社会教育事業センター		東北		山形県						499		499		100		0		0								0		0		0								0						0												※20160812　0円更新				削除済		代表取締役						499		499		100		0		0		0		0		0				3/31/16		0		山形県		2		6		0		0		0				0		0		0								0

		10110047		(株)ニューメディア		東北		山形県		55		3		522,763		522,763		126,139		67,301		30,753		0		30,753		122,543		39,195		360		99,093		19,271		0		79,822		50,738		50,693		45		2,733		7,657,400		2,202,275		3,472,543		1,982,581		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20200707 決算年月日修正				安部　和樹		本社総務統括本部課長		0238-24-2525		abe.kazuki@ncv.co.jp		522,763		522,763		126,139		14,343		30,753		39,195		99,093		50,738						1		山形県		2		6		100,000		1		済		0		1,770		1,790		-20		0		0		(32,864)		17,313		138		0		1,412		8,213		1,770		1,790		(20)		688		0		0		0		0		0		0		0		1		26%		5,059		377,476		73,285		252,204		51,987		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		79,730		79,730		5,361		1,597		0		(1,408)		8,637		2,708		2,708		0		0		0		0		0		0		0		0		1		27%		3,815		319,815		141,215		208,503		(29,903)		366		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110051		(一財)研究学園都市コミュニティケーブルサービス		北関東		茨城県		28		8		72,945		72,198		65,783		7,315		9,246		0		10,083		65,783		9,246		150		8,603		1,150		1,490		5,957		6,973		6,973		0		0		1,643,493		805,091		725,251		113,151		3/31/21						森　理		放送部　放送部次長		029-852-6111		mori@accs.or.jp		72,945		72,198		65,783		43,128		9,246		9,246		8,603		6,973						0		茨城県		3		8		50,000		1		済		0		-159		-159		0		0		0		(478)		1,863		(367)		0		(367)		(378)		(159)		(159)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		2,082		(10,112)		(26,888)		28,651		(11,875)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(1,981)		(122)		0		(122)		154		193		193		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		2,080		43,522		61,825		8,625		(26,928)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110052		土浦ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県				9		251,750		251,750		125,327		0		61,316				61,316		125,327		61,316		12,315		47,363		1,932		9,189		36,242		49,554		49,554				4,161		7,817,781		3,202,185		3,050,111		1,565,485		3/31/21		※20210802 内訳（放送）訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		ＪＣＯＭ(株)		千葉　隆志		人事・管理統括部 アシスタントマネージャー		047-315-9081		ChibaT@jupiter.jcom.co.jp		251,750		251,750		125,327		14,535		61,316		61,316		47,363		49,554						0		茨城県		3		8		100,000		1		済		0		-849		-849		0		1,009		1,009		(129)		(269)		(509)		0		(509)		512		(849)		(849)		0		765		0		0		0		0		0		0		0		0		20%		5,198		91,078		(45,665)		18,558		118,186		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,410		44,410		P加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		合計更新忘れ ゴウケイコウシンワス		Pを合計に転記 ゴウケイテンキ										50,403		643		643		(329)		(669)		0		(669)		656		(1,182)		(51,585)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		19%		5,132		214,769		(34,091)		(50,363)		299,221		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110053		日本通信放送網(株)		北関東		茨城県		9		0		65,000		45,000		861		0		298		298				480		298		0		720		0		0		720		0		0		0		0																削除済		総務課						65,000		45,000		861		0		298		298		720		0				3/31/14		0		茨城県		3		8		0		0		0				0		0		0								0

		10110054		(株)ＪＷＡＹ		北関東		茨城県		49		29		107,171		107,171		31,552		1,983		14,633		0		14,633		31,552		16,497		165		17,367		5,664		5,510		6,193		14,658		14,559		99		0		1,903,746		1,018,685		885,061				3/31/21						清水　治		総務部		0294-22-3080		osamu.shimizu@jway.co.jp		107,171		107,171		31,552		547		14,633		16,497		17,367		14,658						0		茨城県		3		8		30,000		1		済		0		1,273		1,277		-5		13,905		13,905		1,289		186		2,355		0		2,425		1,291		1,273		1,277		(5)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		5,028		142,488		59,617		82,871		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										-1		5,878		5,878		1,564		1,341		0		1,910		1,091		1,223		1,231		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,850		157,528		106,016		51,512		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110055		宇都宮ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		46		2		135,000		135,000		40,685		11,808		9,394		0		1,410		40,685		9,394		0		14,645		3,532		237		10,876		9,946		9,946		0		0		1,555,139		582,706		950,803		21,630		3/31/21						加藤　靖		専務取締役		028-638-8090		ykato@ucatv.ne.jp		135,000		135,000		40,685		26,808		9,394		9,394		14,645		9,946						0		栃木県		3		9		30,000		1		済		0		796		796		0		34,408		34,408		4,419		4,483		(369)		0		(369)		987		796		796		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		3,185		94,025		34,462		47,223		12,340		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(50)		(319)		0		(319)		931		850		850		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		3,357		(62,841)		(52,568)		(10,527)		254		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110056		鹿沼ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		24		5		37,000		37,000		13,700		12,200		6,600				7,600		13,700		7,100		71		13,000		0		4,400		8,600		9,850		9,850		0		1,800		1,432,924		489,236		943,688				3/31/21						川口　信二		企画室　企画室長		0289-63-0005		kawaguti@bc9.ne.jp		37,000		37,000		13,700		100		6,600		7,100		13,000		9,850						0		栃木県		3		9		10,000		1		済		0		250		250		0		400		400		900		2,300		500		0		200		600		250		250		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		8,716		22,948		(2,013)		24,961		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		600		600		400		200		0		100		100		100		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		9,180		2,501		(4,444)		6,945		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110057		佐野ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		21		13		41,900		41,900		18,478		9,000		5,279		0		5,279		18,478		7,459		88		9,034		4,542		2,212		2,280		8,333		8,301		32				1,055,147		473,856		581,291				3/31/21						成瀬　正彦　		経営企画開発室長		0283-21-2121		naruse@mirun.sctv.jp		41,900		41,900		18,478		0		5,279		7,459		9,034		8,333						0		栃木県		3		9		10,000		1		済		0		262		274		-11		0		0		261		2,804		(36)		0		(24)		235		262		274		(11)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,759		14,844		6,157		8,687		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										1		0		0		41		(105)		0		(118)		51		81		84		(4)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,718		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110058		塩原ケーブルテレビ協同組合		北関東		栃木県						1,269		859		859		0		0		0		0		859		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15,352		15,328				24		3/31/21		(年度総売上備考：組合費、施設使用料）  ※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟)				君島　一文		事務局		0287-32-3275		stv5@nasuinfo.or.jp		1,269		859		859		859		0		0		0		0						0		栃木県		3		9		0		1		済		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,489		(1,003)		(965)		0		(38)		365		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		(18)		(18)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,587		(203)		(113)		0		(90)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110059		ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		179		11		236,015		236,015		55,240		52,582		45,964		0		45,964		55,240		45,964		10,775		54,128		4,519		1,184		48,425		43,426		43,215		211		1,856		5,438,071		2,132,489		2,075,975		1,229,607		3/31/21						藤枝　陽子		管理部経理課　主任		0282-25-1811		fujieda@cabletv.jp		236,015		236,015		55,240		2,539		45,964		45,964		54,128		43,426						1		茨城県		3		9		50,000		1		済		0		1,429		1,454		-25		2,716		2,716		1,938		3,352		1,766		0		1,766		3,094		1,429		1,454		(25)		327		0		0		0		0		0		0		0		0		23%		8,204		323,439		(8,981)		127,192		205,230		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		16,891		16,891		2,283		2,281		0		2,281		2,607		1,995		2,021		(26)		0		0		0		0		0		0		0		2		20%		7,996		332,259		96,707		122,165		113,447		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110060		テレビ小山放送(株)		北関東		栃木県		40		9		82,061		82,061		37,654		4,764		7,538		0				37,654		8,732		521		6,745		527		4,942		1,276		5,567		5,567		0		488		973,354		589,742		346,590		37,022		9/30/20						宇和嶋　則夫		事業部　部長		0285-23-2220		uwajima@tvoyama.ne.jp		82,061		82,061		37,654		32		7,538		8,732		6,745		5,567						0		栃木県		3		9		30,000		1		済		0		717		717		0		699		699		1,694		1,831		(28)		0		(131)		670		717		717		0		36		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		2,154		61,583		21,626		43,444		(3,487)		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		9,277		9,277		1,826		1,801		0		1,291		857		931		1,065		(134)		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		2,113		48,408		9,677		33,543		5,188		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110061		光ケーブルネット(株)		北関東		群馬県		40				31,600		31,600		6,766		0		6,681		6,837						1,681		0		3,524														0																削除済		放送部						31,600		31,600		6,766		234		6,681		1,681		3,524		0				6/18/13		0		群馬県		3		10		3,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110063		真岡ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		11		1		27,248		23,386		3,700		0		1,637		0		1,955		3,527		1,955		0		1,303		1,062		183		88		3						0		237,923														削除済		企画部　課長						27,248		23,386		3,700		5		1,637		1,955		1,303		3				9/18/14		0		栃木県		3		9		3,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110065		入間ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		55		0		81,777		78,192		38,450		20,464		15,829		0		9,864		15,829		15,829		1,778		14,136		1,530		7,437		5,166		14,255		14,229		26		1,519		1,844,645		976,277		815,257		53,110		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				對馬　央大		管理部総務課　課長		04-2965-0550		a-tsushima@ictv-g.co.jp		81,777		78,192		38,450		0		15,829		15,829		14,136		14,255						1		埼玉県		3		11		30,000		1		済		0		259		264		-5		803		770		(59)		2,933		(215)		0		(215)		673		259		264		(5)		225		0		0		0		0		0		0		0		1		3%		3,998		49,256		2,199		31,528		15,529		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		485		494		101		(88)		0		(88)		387		218		223		(5)		0		0		0		0		0		0		0		1		2%		3,885		22,933		(22,120)		30,132		14,920		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		716		130		2,848,889		2,848,889		1,681,138		5,822		582,811				582,811		1,681,138		582,811		152,795		527,971		36,514		103,066		388,391		505,539		505,539		0		52,833		77,044,499		28,695,119		30,931,324		17,418,056		3/31/21		＊		ＪＣＯＭ(株)		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,848,889		2,848,889		1,681,138		243,174		582,811		582,811		527,971		505,539						1		埼玉県		3		11		1,000,000		1		済		0		-8,099		-8,099		0		13,663		13,663		13,045		670		2,961		0		2,961		12,162		(8,099)		(8,099)		0		7,191		0		0		0		0		0		0		0		0		23%		3,819		3,986,754		556,648		1,588,991		1,841,116		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										506,088		1,839,570		1,839,570		973,507		335,252		0		335,252		304,699		297,903		(208,185)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		21%		3,650		42,251,573		15,547,390		16,411,516		10,292,666		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110067		川越ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		30		32		111,600		111,600		82,957		0		23,275		0		23,275				23,275		0		12,915		10,906		608		1,401		5,276		5,276				0		1,870,376		1,111,425		463,622		76023						ジャパンケーブルネット(株)		削除済		総務部　人事・総務課長						111,600		111,600		80,082		5,800		22,576		24,640		11,935		0				3/31/11		0				3		11		50,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110068		行田ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		11		1		34,000		34,000		5,685		1,158		2,900		0		2,096		5,685		2,900		5		1,577		120		323		1,134		909		909		0		0		284,372		178,342		106,030				3/31/21		※20210729　年度総売上実績　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				横須賀　公司　		取締役　放送局長		048-553-2122		yokosuka@tvg.ne.jp		34,000		34,000		5,685		13		2,900		2,900		1,577		909						0		埼玉県		3		11		3,000		1		済		0		223		213		0		0		0		15		218		(87)		0		(87)		107		223		213		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,168		22,753		5,574		17,179		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										-10		0		0		162		2		0		2		59		636		646		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,625		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110069		(株)ジェイコム熊谷		北関東		埼玉県		0		31		52,217		52,217		24,126		0		9,370				9,370		24,126		9,370		0		6,045		3,625		372		2,048		4,365		4,365				0		879,371		518,785		253,605		106981		41729				ＪＣＯＭ(株)		削除済		取締役　管理部長						52,217		52,217		24,845		570		9,193		9,193		5,740		3,764				12/31/14		0		埼玉県		3		11		10,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110070		(株)ジェイコム川口戸田		北関東		埼玉県		54		14		235,215		235,215		185,869		0		46,052				46,052		185,869		46,052		31		41,529		13,331		1,440		26,758		38,186		38,186		0		5,394		5,570,027		2,319,896		2,164,430		1,085,701		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理統括部						232,688		232,688		182,709		44,324		45,041		45,041		39,230		37,854				3/31/19		0		埼玉県		3		11		100,000		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,160		1,011		1,011		2,299		332		0		19%		2,497		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110071		狭山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		33		9		70,221		70,221		38,174		4,324		6,716		0		4,115		38,174		6,716		0		6,687		1,353		457		4,877		7,230		7,230		0		0		1,106,247		548,074		441,596		116,577		3/31/21						太田　和正		総合企画部　総務課		04-2907-9246		oota@staff.s-cat.ne.jp		70,221		70,221		38,174		22,631		6,716		6,716		6,687		7,230						0		埼玉県		3		11		30,000		1		済		0		148		148		0		589		589		(885)		982		(306)		0		(306)		336		148		148		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11%		2,415		13,383		(9,403)		29,055		(6,269)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		1,632		16,632		(1,146)		(606)		0		(606)		558		523		523		0		0		0		0		0		0		-33		0		0		11%		2,332		11,920		(820)		48,752		(36,012)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110072		(株)シティケーブルネット		北関東		埼玉県		29		51		146,107		146,107		93,427		0		30,712		536						30,176		0		19,670		10,868		6,086		2,716		6,741		6,741				0		3,009,883		1,815,457		727,640		6037						ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理部						143,000		143,000		93,000		11,247		28,400		24,800		18,000		2,100				3/1/11		0				3		11		50,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110074		(株)ジェイコム東上		北関東		埼玉県		16		49		177,800		172,143		101,504		0		24,453		356		16,000		16,000		24,097		0		14,099		9,752		2,573		1,774		7,392		7,392				0		2,130,551		1,154,231		386,427		168578						ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部　部長						177,800		177,800		99,400		59,000		22,200		19,000		12,400		0				3/1/11		0				3		11		100,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110075		飯能ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		19		18		54,000		50,000		21,588				1,004		0		1,004		21,588		2,634		0		5,167		2,728		123		2,316		3,795		3,795				86		619,652		377,182		242,470		0		3/31/21						小清水　豊		企画開発室　室長		042-974-3611		kosimizu@tv-hanno.co.jp		54,000		50,000		21,588		0		1,004		2,634		5,167		3,795						0		埼玉県		3		11		10,000		1		済		0		1,509		1,509		0		0		0		95		0		0		0		0		631		1,509		1,509		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,392		59,461		2,568		56,893		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										1,218		0		0		155		(4)		0		(303)		387		1,218		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,172		63,726		53,538		40,122		(29,934)		366		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110076		本庄ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		18		0		27,000		26,000		4,264		4,264		3,739		0		3,742		3,914		3,914		0		2,183		0		0		2,183		290		205		85		68		424,436		305,594		118,842		0		3/31/21						山下　美由紀		管理本部　部長		0495-23-0001		toya-catv@catnet.jp		27,000		26,000		4,264		300		3,739		3,914		2,183		290						0		埼玉県		3		11		3,000		1		済		0		116		135		-19		0		0		(19)		2,568		(71)		0		(19)		82		116		135		(19)		(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		8,295		969		(1,572)		2,542		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(77)		(100)		0		(77)		(34)		46		51		(5)		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		8,239		(6,475)		(5,742)		(734)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110078		蕨ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		18		1		36,000		30,000		24,770		4,236		5,673				1,453		24,770		5,673		71		5,534		1,944		2,301		1,289		3,547		3,497		50		0		818,173		379,772		227,176		211,225		3/31/21		※20210802 　総売上・内訳を更新（事業者よりのメールを元に）(@連盟)				高田　修介		総務部		048-444-3333		shusuke@warabi.ne.jp		36,000		30,000		24,772		7,003		4,416		5,936		5,752		3,427						0		埼玉県		3		11		10,000		1		済		0		120		127		-7		0		0		(2)		(79)		1,257		0		(263)		(218)		120		127		(7)		0		0		0		-2		1,257		-263		-218		120		0		26%		2,753		8,300		(16,076)		20,778		3,598		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,410		44,412		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(878)		(224)		0		(67)		264		6		18		(12)		0		0		0		0		0		0		0		0		26%		2,724		9,591		(11,721)		6,584		14,729		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110079		東松山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		8		0		68,017		34,831		7,022		2,449		3,213				1,659		3,213		3,213		300		4,154		389		2,617		1,148		4,079		4,072		7		587		426,571		173,999		231,066		21,506		3/31/21		※2021.8.3 実績内訳・その他　を更新(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				上野　晃		総務課		0493-27-8200		a-ueno@ictv-g.co.jp		68,017		34,831		7,022		51		3,213		3,213		4,154		4,079						0		埼玉県		3		11		3,000		1		済		0		87		87		0		0		(4,599)		84		1,302		4		0		4		182		87		87		0		138		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		5,062		5,265		(9,363)		(5,531)		20,159		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,412		44,412		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										36		12,226		0		171		29		0		29		196		36		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,892		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110080		江戸川ケーブルテレビ(株)		東京		東京都		33		68		292,400		292,400		159,498		0		40,979		0		0		25,868		40,979		0		15,757		8,408		4,285		3,064		8,789		8,789				0		3,979,973		2,471,445		481,104								ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部　部長						292,400		292,400		159,498		10,534		40,979		40,979		15,757		8,789				6/30/11		0				4		13		100,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110081		(株)ジェイコム大田		南関東		東京都		0		27		274,700		274,700		181,300		15,377		39,551				39,551		181,300		39,551		25		35,252		9,820		996		24,436		34,314		34,314		0		2,661		4,658,489		2,001,064		1,932,531		724,894		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						274,874		274,874		180,385		44,034		38,785		38,785		33,446		34,570				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		915		766		766		1,806		-256		0		16%		2,141		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110082		(株)ジェイコムせたまち		南関東		神奈川県				62		436,265		436,265		151,318		0		56,199								42,674		0		26,518								9,024						0																								436,265		436,265		151,318		36,678		56,199		42,674		26,518		9,024				10/17/07		0				5		14		100,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110084		(株)ジェイコム東京北		南関東		東京都		0		31		204,552		204,552		149,238				32,004				32,004		149,238		32,004		52		30,118		10,168		1,155		18,795		30,085		30,085				1,713		3,727,695		1,631,905		1,626,363		469,427		3/31/18				ＪＣＯＭ(株)		削除済								204,552		204,552		149,238		26,478		32,004		32,004		30,118		30,085				6/30/18		0		東京都		5		13		100,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110085		(株)ジェイコム足立		南関東		東京都		0		22		333,200		333,200		189,100		0		53,838		0		53,838		189,100		53,838		33		44,456		14,795		484		29,177		42,261		42,261		0		3,045		6,168,388		2,798,368		2,382,260		987,761		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー						331,389		331,389		186,281		2,931		53,017		53,017		42,738		42,603				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,819		821		821		1,718		-342		-1		16%		2,718		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110086		(株)ジェイコム港新宿		南関東		東京都		0		33		401,988		401,988		248,129				35,669				35,669		248,129		35,669		73		25,250		7,349		635		17,266		21,716		21,716				1,481		4,805,713		2,890,780		1,409,607		505,326		3/31/18				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						401,988		401,988		248,129		51,932		35,669		35,669		25,250		21,716				12/31/18		0		東京都		5		13		200,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110087		さくらケーブルテレビ(株)		東京		東京都						126,370		119,291		79,000		0		15,000								10,649		0		5,753								4,000						0														ＪＣＯＭ(株)		削除済		人事管理本部　管理部長						126,370		119,291		79,000		38,610		15,000		10,649		5,753		4,000				10/22/08		0				4		13		50,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110088		(株)ジェイコム中野		南関東		東京都		0		25		218,700		218,700		155,300		0		37,248				37,248		155,300		37,248		32		32,196		11,101		487		20,608		25,008		25,008		0		2,308		4,272,742		2,016,421		1,660,844		595,477		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						217,219		217,219		149,918		42,432		36,158		36,158		30,043		25,300				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5,382		1,090		1,090		2,153		-292		0		14%		2,293		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110089		(株)ジェイコム東京		南関東		東京都		1,231		438		5,044,103		5,044,103		3,528,858		17,014		998,229				998,229		3,528,858		998,229		254,824		893,620		51,699		161,666		680,255		776,101		776,101		0		83,339		131,963,287		53,004,469		52,279,844		26,678,973		3/31/21		自治体出資占有率は1.58%。		ＪＣＯＭ(株)		田畑　優仁		人事・管理統括部		03-4521-5100		TabataMs@jupiter.jcom.co.jp		5,044,103		5,044,103		3,528,858		545,277		998,229		998,229		893,620		776,101						1		東京都		5		13		1,000,000		1		済		0		-28,496		-28,496		0		15,401		15,401		12,601		51		(10,337)		0		(10,337)		9,767		(28,496)		(28,496)		0		11,061		0		0		0		0		0		0		0		1		20%		3,116		8,620,635		2,079,039		3,614,806		2,926,789		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		3,039,402		3,039,402		2,060,457		597,192		0		597,192		534,714		471,983		471,983		0		0		0		0		0		0		0		0		0		19%		2,923		77,314,451		31,019,357		29,369,654		16,925,439		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110090		(株)城北ニューメディア		東京		東京都		11		34		104,600		104,600		104,600		0		14,016		1,976						12,040		0		5,872		2,705		2,408		759		3,485		3,485		0		0		1,050,585		866,796		237,867		158563						ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　次長						93,200		81,600		80,900		43,274		13,100		9,400		5,100		1,800				10/31/10		0		北海道		4		13		100,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110092		(株)ジェイコムイースト		南関東		東京都		0		245		3,705,700		3,705,700		2,423,900		740		830,813				830,813		2,423,900		830,813		1,266		708,967		177,429		24,215		507,323		704,853		704,853		0		60,142		104,949,238		42,491,346		42,959,697		19,498,194		3/31/19		千円未満切り捨てのため、県別合計と差異が生じています。		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第二ブロック						3,705,700		3,705,700		2,423,900		381,631		830,813		830,813		708,967		704,853				5/31/19		1		東京都		5		13		1,000,000		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		19%		3,608		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110093		多摩ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		32		10		113,561		113,561		59,872		1,640		23,453		0		23,453		59,872		23,453		300		18,466		1		4,107		14,358		18,774		18,753		21		101		2,685,199		1,526,906		1,158,293		0		3/31/21						宮寺　光久		取締役　技術部長		0428-32-1351		miyadera@tcnnet.co.jp		113,561		113,561		59,872		216		23,453		23,453		18,466		18,774						0		東京都		5		13		50,000		1		済		0		668		684		-16		6,461		6,461		(380)		793		(493)		0		(493)		178		668		684		(16)		(15)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,737		19,798		(6,897)		26,695		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		1,126		(57)		0		(57)		392		549		551		(2)		0		0		0		0		0		0		37		0		0%		3,686		20,473		(4,579)		25,052		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110094		(株)多摩テレビ		南関東		東京都		27		13		154,870		73,182		66,551		0		3,355				5,744				5,744		704		5,454		1,634		102		3,718		4,916		4,916				0		1,148,579		802,965		306,163		39,451		3/31/21		特になし。				三宅　徹平		総務経理課		042-339-5519		webmaster@ttv.co.jp		154,870		73,182		66,551		1,166		3,355		5,744		5,454		4,916						0		東京都		5		13		50,000		1		済		0		359		359		0		2,206		0		(106)		0		(189)		0		(252)		349		359		359		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		1,438		8,165		(12,406)		31,273		(10,702)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		2,018		0		(125)		(102)		0		(93)		558		734		734		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		1,426		27,598		(9,445)		32,052		4,991		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110095		調布ケーブルテレビジョン(株)		東京		東京都						190,000		190,000		135,000		0		36,000								14,700		0		14,600								800						0																								190,000		190,000		135,000		24,800		36,000		14,700		14,600		800				10/17/07		0				4		13		100,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110096		(財)東京ケーブルビジョン		東京		東京都		30		6		170,000		170,000		69,758		0		6,104		0						6,104		0		2,910		1,023		1,236		651		3,159		3,159		0		0		708,608														削除済		総務部　課長補佐						170,000		170,000		73,771		0		6,316		6,126		3,000		3,239				10/31/13		0		東京都		4		13		50,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110097		東京ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		72		26		280,000		280,000		181,000		18,200		24,100		0		24,100				24,100		751		13,700		1,000		1,300		11,400		10,600		10,600				0		4,844,101		2,018,071		1,464,374		1,361,656		3/31/21		２０２１／７／１３　更新				魚本　直隆		企画推進室　企画推進室長		03-5615-8213		n_uomoto@tcn-catv.co.jp		280,000		280,000		181,000		119,000		24,100		24,100		13,700		10,600						0		東京都		5		13		100,000		1		済		0		-100		-100		0		0		0		300		5,200		(600)		0		(600)		500		(100)		(100)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28%		2,230		(351,432)		(78,248)		147,554		(420,738)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		6,000		6,000		(200)		(400)		0		(400)		900		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34%		2,396		22,589		(47,421)		10,810		59,200		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110098		(株)東京テレポートセンター		東京		東京都		14		14		3,301		3,301		3,245		0		0		0						0		0		0								0						0																削除済		管理部　事業課						3,301		3,301		3,245		3,245		0		0		0		0				3/31/11		0				4		13		3,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110100		東京電力(株)		東京		東京都		38,227				6,512		6,512		6,512		0												0																0																削除済		グループ事業推進部　グループ経営企画第二グループ　副長						3,239		3,239		3,239		3,239		0		0		0		0				3/31/11		0				4		13		3,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110101		東京ベイネットワーク(株)		南関東		東京都		64		19		372,592		348,859		264,579		0		20,399								20,399		4,261		19,238								20,097		20,097				12		3,267,921		2,135,992		1,131,930		0		3/31/21		放送と通信の区分は、グループが定める基準で計算しています。		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		山路　広志		管理部		03-6811-6011		h.yamaji@tokyobaynet.co.jp		372,592		348,859		264,579		0		20,399		20,399		19,238		20,097						0		東京都		5		13		200,000		1		済		0		-108		-108		0		3,582		3,620		4,959		0		343		0		343		943		(108)		(108)		0		12		0		0		0		0		0		0		0		-1		0%		1,029		98,795		128,894		(30,099)		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										-72		5,479		5,126		1,243		78		0		78		766		(72)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		0%		1,017		79,155		606,647		(6,230)		(521,261)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110103		豊島ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		31		12		178,595		140,000		137,373		0		9,274		0		9,274		137,373		20,038		958		18,678		6,446		901		11,331		11,318		11,318				0		1,745,643		943,016		738,295		64,332		8/31/20						内田　洋		営業部　部長		03-5951-4400		uchida@toshima.co.jp		178,595		140,000		137,373		0		9,274		20,038		18,678		11,318						0		東京都		5		13		100,000		1		済		0		43		43		0		(1,201)		0		1,073		0		(445)		0		(407)		698		43		43		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		1,059		27,107		(34,909)		57,489		4,527		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(1,038)		0		1,311		(596)		0		(591)		1,010		554		554		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		1,051		(32,587)		86,964		144,788		(264,339)		365		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110104		(株)日本ケーブルテレビジョン		南関東		東京都		73		0		11		11		11		0		0								0		0		0								0						0												※20160812　0円更新→未確定に変更				黒川　正明		放送事業局　第2営業部　企画担当部長		03-3568-8224		kurokawa@jctv.co.jp		11		11		11		0		0		0		0		0						0		東京都		5		13		0		1		済		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		0		0		0		売上空白		入力意思なし		依頼せず						合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		売上空白 ウリアゲクウハク		2016更新拒否 コウシンキョヒ		依頼せず イライ		43,727

		10110105		(株)ニューメディア総研		東京		東京都		302		268								0		0										0										0						0		5,149,294														削除済		開発第４部　部長						0		0		0		0		0		0		0		0				5/21/08		0				4		13		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110107		(株)ジェイコム八王子		南関東		東京都		0		20		243,000		243,000		145,600		1,538		47,048				47,048		145,600		47,048		68		39,694		15,222		479		23,993		38,400		38,400		0		3,506		5,690,914		2,415,017		2,237,176		1,038,721		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						241,062		241,062		143,685		18,533		46,878		46,878		38,362		38,237				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,915		170		170		1,332		163		0		18%		3,257		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110108		(株)ジェイコム日野		南関東		東京都		0		10		96,700		96,700		71,700		0		23,402				23,402		71,700		23,402		28		20,998		7,465		317		13,216		19,009		19,009		0		1,504		2,866,404		1,174,223		1,161,788		530,393		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						96,503		96,503		72,158		11,612		23,232		23,232		20,240		18,966				3/31/19		0		東京都		5		13		50,000		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-458		170		170		758		43		0		19%		3,331		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110109		(株)ジェイコム多摩		南関東		東京都		0		19		260,900		260,900		170,000		0		48,967				48,967		170,000		48,967		47		41,424		14,015		1,366		26,043		43,815		43,815		0		3,059		6,047,366		2,559,475		2,437,278		1,050,614		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						254,200		254,200		168,263		12,964		48,507		48,507		40,113		43,810				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,737		460		460		1,311		5		-1		17%		2,964		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110110		(株)ケーブルテレビ品川		南関東		東京都		1		0		214,029		210,000		190,603		1,191		12,351		0		24,135		190,603		24,135		397		30,399		7,587		17,656		6,272		25,153		25,153				55		3,021,583		1,650,727		1,370,856		0		3/31/21		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				糸田　純一		イッツ・コミュニケーションズ（株）経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		214,029		210,000		190,603		57,336		12,351		24,135		30,399		25,153						0		東京都		5		13		100,000		1		済		0		-1,356		-1,356		0		0		0		4,122		0		(33)		0		(1,344)		(686)		(1,356)		(1,356)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,321		(33,858)		(54,767)		20,909		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		5,235		(570)		0		(818)		380		(413)		(413)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,365		(34,823)		(41,879)		7,056		0		366		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110111		(株)ジェイコム武蔵野三鷹		南関東		東京都		0		13		180,900		180,900		120,100		0		39,008				39,008		120,100		39,008		36		34,292		11,495		703		22,094		29,579		29,579		0		2,137		4,702,601		2,075,147		1,846,585		780,869		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						180,386		180,386		119,636		7,873		38,627		38,627		32,917		29,729				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		464		381		381		1,375		-150		0		17%		3,263		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110115		(株)イースト・コミュニケーションズ		南関東		千葉県		0		2		7,650		7,650		6,715		1,216		867				867		6,715		1,723		0		2,666		0		0		2,666		2,302		2,302				0		288,345		142,426		145,919				3/31/20				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		削除済		課長						7,650		7,650		6,715		0		867		1,723		2,666		2,302				9/30/20		0		千葉県		5		12		3,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,578		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		(22)		(56)		0		(137)		69		(16)		(16)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,578		3,459		(3,592)		7,051		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110116		(株)ジェイコム市川		南関東		千葉県		0		26		249,708		249,708		166,822		0		47,500				47,500		166,822		47,500		115		42,521		13,406		646		28,469		35,343		35,343				3,061		5,788,934		2,346,827		2,247,253		1,194,855		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						249,708		249,708		166,822		8,405		47,500		47,500		42,521		35,343				3/31/19		0		千葉県		5		12		100,000		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		21%		2,892		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110117		(株)いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ		南関東		千葉県		10		7		179,086		68,701		37,855		5,296		6,368						37,855		12,115		238		16,410		696		2,817		12,897		12,514		12,514		0		0		1,514,840		662,616		852,224				3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		西村　昌訓		総務部		0436-24-0009		nishimura_masanori@icntv.jp		179,086		68,701		37,855		299		6,368		12,115		16,410		12,514						0		千葉県		5		12		30,000		1		済		0		2,794		2,794		0		51,398		8,419		7,150		(3,820)		442		0		744		3,524		2,794		2,794		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,335		192,761		55,068		137,693		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		994		0		628		(254)		0		1,921		1,167		1,263		1,263		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,588		97,206		(10,086)		107,292		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110119		(株)ジェイコム千葉セントラル		南関東		千葉県		0		18		419,322		419,322		267,543		0		64,011				64,011		267,543		64,011		50		55,879		18,612		482		36,785		57,685		57,685				3,728		7,806,739		3,304,121		3,039,753		1,462,866		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						419,322		419,322		267,543		13,912		64,011		64,011		55,879		57,685				3/31/19		0		千葉県		5		12		200,000		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		19%		2,432		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110121		(株)ジェイコム東葛葛飾		南関東		千葉県		0		58		571,053		571,053		341,386		0		101,674		0		101,674		341,386		101,674		87		82,397		24,080		2,757		55,560		86,236		86,236		0		5,246		11,874,736		5,047,240		4,813,059		2,014,438		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー						568,269		568,269		336,938		28,502		101,119		101,119		79,242		87,020				3/31/19		1		千葉県		5		12		200,000		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4,448		555		555		3,155		-784		-1		17%		2,899		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110122		(株)ジェイコム千葉		南関東		千葉県		0		88		2,240,000		2,240,000		1,415,874		0		466,107				466,107		1,415,874		466,107		119,163		409,420		22,526		77,094		309,800		386,563		386,563		0		38,590		60,875,680		23,607,679		24,147,209		13,120,792		3/31/21		※20210802 総売上訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		ＪＣＯＭ(株)		千葉　隆志		人事・管理統括部 アシスタントマネージャー		047-315-9081		ChibaT@jupiter.jcom.co.jp		2,240,000		2,240,000		1,415,874		109,567		466,107		466,107		409,420		386,563						0		千葉県		5		12		1,000,000		1		済		0		-7,410		-7,410		0		7,426		7,426		4,437		0		1,011		0		1,011		12,346		(7,410)		(7,410)		0		5,088		0		0		0		0		0		0		0		0		22%		3,583		3,282,219		567,652		1,364,494		1,350,073		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,410		44,410		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										388,758		1,563,276		1,563,276		965,672		297,476		0		297,476		263,447		252,788		(135,970)		0		0		0		0		0		0		0		0		2		20%		340		(14,733,027)		(6,422,563)		(5,938,568)		(2,371,897)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110124		(株)千葉ニュータウンセンター		南関東		千葉県		46				27,269		20,068		11,478		248		3,293						11,478		3,577		94		1,907		1,054		166		687		1,533		1,533				0		286,697		200,027		71,181		15,489		3/31/21		(年度総売上備考：他事業との複合会社のため、暫定売上高を掲載） 設備投資は、工事負担金を利用				寺田  純一		ケーブルテレビ部　業務課長代理		0476-46-5836		terada@rurbannet.ne.jp		27,269		20,068		11,478		0		3,293		3,577		1,907		1,533						0		千葉県		5		12		10,000		1		済		0		121		121		0		0		0		4		0		0		0		0		136		121		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		2,081		22,452		1,776		16,101		4,575		731		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		15		240		0		134		245		253		253		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		1,919		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110125		銚子テレビ放送(株)		南関東		千葉県		8		0		15,444		10,220		1,458		1,458		1,458		0		1,458		1,458		1,458		0		1,530								1,860		1,860				0		180,128		38,702		141,426		0		3/31/21						平津　清美		総務部　マネージャー		0479-25-1001		hiratsu@catv9.ne.jp		15,444		10,220		1,458		0		1,458		1,458		1,530		1,860						0		千葉県		5		12		0		1		済		0		4		4		0		0		0		(14)		1,458		(14)		0		(14)		35		4		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		10,295		1,990		(564)		2,554		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		4		4		0		4		20		31		31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		10,085		4,316		(159)		4,475		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110126		成田ケーブルテレビ(株)		南関東		千葉県		0		15		61,520		65,800		24,028		2,600		3,917		0		3,917		24,028		6,640		77		3,018		966		552		1,500		846		846				0		569,524		426,201		143,323		0		3/31/21		該当なし				小野寺　ルミ子		管理部　総務・経理課　主任		0476-22-1001		soumu@nctv.co.jp		61,520		65,800		24,028		547		3,917		6,640		3,018		846						0		千葉県		5		12		10,000		1		済		0		846		846		0		0		12,355		1,491		2,225		509		0		(788)		293		846		846		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,975		72,674		43,767		28,907		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,828		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110127		(株)広域高速ネット二九六		南関東		千葉県		135		40		258,560		208,936		83,073		70,148		51,355		0		19,221		83,073		45,548		1,102		42,611		22,828		4,404		15,379		43,340		43,322		18		3,686		5,538,727		2,239,937		3,219,537		79,250		12/31/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				木場　秀晃		管理本部総務部		043-497-0296		league_info@catv296.co.jp		258,560		208,936		83,073		310		51,355		45,548		42,611		43,340						0		千葉県		5		12		50,000		1		済		0		101		105		-4		9,288		974		(75)		20,558		365		0		(230)		1,074		101		105		(4)		556		0		0		0		0		0		0		0		3		1%		5,556		95,508		(6,450)		97,327		4,630		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日=20201231）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		3,183		5,241		(4)		1,170		0		1,200		1,133		1,061		1,070		(9)		0		0		0		0		0		0		0		56,802		0%		5,455		164,198		(20,908)		179,474		(51,170)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110128		(株)ジェイコム船橋習志野		南関東		千葉県		2		17		369,757		369,757		225,541		0		66,387				66,387		225,541		66,387		73		50,202		18,514		1,641		30,047		58,559		58,559				2,180		7,119,000		3,673,000		3,032,000		414,000		3/31/17		なし		ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						369,757		369,757		225,541		29,111		66,387		66,387		50,202		58,559				12/31/17		0		千葉県		5		12		200,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110130		厚木伊勢原ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		9		7		100,792		96,835		50,886		4,538		12,341		0						12,341		0		15,486								11,433		11,433				7		1,589,096		757,602		831,494		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		村井　匡		総務部		046-220-2018		murai_masashi@s.ayu.ne.jp		100,792		96,835		50,886		7,923		12,341		12,341		15,486		11,433						0		神奈川県		5		14		50,000		1		済		0		909		909		0		0		0		722		1,187		(604)		0		(604)		716		909		909		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,602		29,322		(43,696)		93,547		(20,529)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		1,123		0		1,304		(403)		0		(403)		1,172		1,352		1,352		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,591		83,428		15,333		70,316		(2,221)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110131		(株)ジェイコム小田原		南関東		神奈川県		0		8		92,381		92,381		52,900		0		21,121		0		21,109		52,700		21,121		0		15,869		9,716		1,197		4,715		18,661		18,661		0		0		2,237,519		1,292,856		284,162		660502		3/31/15				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム 関東南ブロック　マネージャー						92,381		92,381		52,900		0		21,121		21,121		15,869		18,661				3/31/16		0		神奈川県		5		14		50,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110132		(株)ジェイコム鎌倉		南関東		神奈川県		21		17		85,185		85,185		61,761		0		33,551		0		30,766		61,761		33,551		0		18,407		11,219		945		6,243		20,042		20,042				0		3,101,621		2,130,346		971,275		0		41729				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理部						85,185		85,185		61,764		7,000		32,503		32,503		17,105		18,812				3/31/15		0		神奈川県		5		14		50,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110133		(一財)ケーブルシティ横浜		南関東		神奈川県		8		2		5,689		5,689		4,850		0		0						4,850				0		0														0		73,510		6,556		1,060		1800								削除済		事業推進課						5,689		5,689		5,689		5,689		0		0		0		0				7/1/14		0		神奈川県		5		14		3,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110134		(株)横浜都市みらい		南関東		神奈川県		18		17		77,505		55,412		36,837		0		5,892		0		6,131		36,524		5,688		0		3,346		3,346		469		0		55		0		55		0												決算等は全社ベースで行うため、ケーブル事業単体の数字のみの抽出が困難なものは、「非管理項目」で入力。				削除済		放送通信部　事業課長代理						75,966		54,235		36,524		1,746		6,131		5,933		3,577		57				3/31/10		0				5		14		30,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110135		(株)ジェイコム南横浜		南関東		神奈川県		0		51		361,485		361,485		246,349		0		82,807				82,807		246,349		82,807		77		61,735		20,722		1,079		39,934		71,080		71,080		0		5,009		9,502,000		4,163,000		3,539,000		1,800,000		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第一ブロック						360,757		360,757		245,758		42,696		82,100		82,100		59,544		70,509				3/31/19		0		神奈川県		5		14		200,000		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		591		707		707		2,191		571		0		19%		3,214		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110137		(株)シティテレコムかながわ		南関東		神奈川県		20		77		223,400		223,400		113,820		0		44,067		0				39,900		44,067		0		31,124		21,636		5,172		4,316		23,352		23,352				0		4,519,951		2,848,284		1,161,061		28887		２００９年１２月本決算				ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部長						223,400		223,400		113,820		10,614		44,067		44,067		31,124		23,352				6/30/11		0				5		14		100,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110139		湘南ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		39		44		151,660		151,660		76,630		62,334		36,350		0		0		36,350		36,350		169		34,674		4,244		29,083		2,469		32,695		32,695		15		0		3,517,153		1,988,089		1,489,676		39,386		3/31/21						高木　裕		営業本部　総務部　総務部長代理		0463-22-0419		takagi88@mx.scn-net.ne.jp		151,660		151,660		76,630		31,950		36,350		36,350		34,674		32,695						0		神奈川県		5		14		50,000		1		済		-15		-2,908		-2,908		0		1,673		1,673		358		0		(62)		0		(62)		(1,982)		(2,908)		(2,908)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1%		3,825		33,651		17,726		19,760		(3,836)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										-15		2,006		2,006		1,178		1		0		1		1,089		4,109		4,109		15		0		0		0		0		0		0		0		1		1%		3,806		83,945		27,562		35,493		20,892		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110141		イッツ・コミュニケーションズ(株)		南関東		東京都		492		744		1,400,336		1,156,937		963,693		120,765		95,278				180,455		963,693		155,992		4,341		269,832		42,505		86,465		140,862		197,914		197,914		0		4,114		31,135,000		9,658,000		14,131,000		7,346,000		3/31/21		※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正/株主名称変更				糸田　純一		経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		1,400,336		1,156,937		963,369		2,843		95,278		155,992		269,832		197,914						1		神奈川県		5		13		500,000		1		済		0		-2,200		-2,200		0		35,897		62,618		17,816		9,691		(7,320)		0		(10,939)		(1,105)		(2,200)		(2,200)		0		0		0		0		324		0		0		0		0		0		24%		2,692		(261,000)		(254,000)		968,000		(975,000)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										-1,947		0		0		14,096		15,701		0		11,297		0		0		1,947		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27%		2,766		157,000		(1,395,000)		1,192,000		360,000		366		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,759

		10110142		(株)ジェイコム湘南・神奈川		南関東		神奈川県		0		191		2,589,680		2,589,680		1,712,266		0		677,591				677,591		1,712,266		677,591		162,920		552,636		33,761		101,176		417,699		550,124		550,124		0		60,163		86,617,000		36,343,000		24,394,000		25,878,000		3/31/21		※事業報告書データ使用 ※自治体出資占有率変更なし		ＪＣＯＭ(株)		山田　文雄		株式会社ジェイコム湘南・神奈川　人事・管理統括部　担当部長		045-514-2800		ML_JCSKT_047@jupiter.jcom.co.jp		2,589,680		2,589,680		1,712,266		255,393		677,591		677,591		552,636		550,124						1		神奈川県		5		14		1,000,000		1		済		0		-11,046		-11,046		0		16,451		16,451		1,849		0		9		0		9		15,030		(11,046)		(11,046)		0		5,732		0		0		0		0		0		0		0		2,000		30%		4,216		9,045,732		3,638,243		(5,872,967)		11,278,457		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		100万円単位で登録 マンエンタンイトウロク		不要		不要 フヨウ		44,406		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										532,782		1,900,693		1,900,693		1,253,517		441,831		0		441,831		374,415		371,772		(161,010)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		19%		3,779		49,595,268		19,556,037		19,356,327		10,682,903		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110143		ＹＯＵテレビ(株)		南関東		神奈川県		77		27		579,723		458,627		286,750		13		42,823				42,823		249,552		42,823		2,716		43,605		11,472		6,007		26,126		38,819		38,819		0		268		4,380,291		2,538,234		1,799,773		42,284		3/31/21		20210730　年度総売上実績　を更新（事業者からのメールにより）（＠連盟）				梅田　穣		技術本部　技術統括部　部長		045-503-1222		ml-jcta@youtv.co.jp		579,723		458,627		286,750		37,198		42,823		42,823		43,605		38,819						0		神奈川県		5		14		200,000		1		済		0		-1,922		-1,922		0		4,447		3,518		5,755		1		(1,800)		0		(1,800)		(1,160)		(1,922)		(1,922)		0		(20)		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		1,273		(101,546)		(173,791)		76,414		(4,170)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,407		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		3,321		5,094		8,157		(599)		0		(599)		1,845		1,124		1,124		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		1%		1,329		88,884		(52,491)		142,665		(1,289)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110144		横浜ケーブルビジョン(株)		南関東		神奈川県		38		37		325,651		289,753		172,367				52,544				52,544		172,367		52,544		8,156		41,292		2,088		11,591		27,613		43,837		43,837				2,430		5,534,055		3,393,956		1,963,798		176,300		3/31/21						畔柳　圭甫		経営管理部　総務管理担当		045-567-1808		ycv_gyosei-kokyo@ml.ycv.jp		325,651		289,753		172,367		11,036		52,544		52,544		41,292		43,837						0		神奈川県		5		14		100,000		1		済		0		851		851		0		3,058		(670)		2,706		0		955		0		955		2,086		851		851		0		933		0		0		0		0		0		0		0		1		3%		2,676		109,844		12,236		89,990		7,618		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		5,471		16,138		5,227		1,319		0		1,319		2,760		1,664		1,664		0		0		0		0		0		0		0		0		-179		3%		2,664		220,968		66,447		124,278		30,423		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110145		横浜テレビ共同聴視(株)		南関東		神奈川県						290		290		290		0		0										0										0						0																削除済		代表取締役						290		290		290		290		0		0		0		0				7/2/08		0				5		14		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110146		(株)横浜テレビ局		南関東		神奈川県		45		76		256,100		256,100		213,000		0		41,181		0		29,000		29,000		41,181		0		16,910		8,509		5,769		2,632		16,973		15,878		95		0		3,961,964		2,169,700		582,804		412706						ＪＣＯＭ(株)		削除済		顧問						256,100		256,100		213,000		66,400		41,181		41,181		16,910		16,973				6/30/11		0				5		14		200,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110150		河口湖有線テレビ放送(有)		南関東		山梨県		22				10,776		9,952		9,952		9,398		297				309		9,952		548		15		3,400								2,500		2,500						470,000		300,000		170,000		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				結城　聡		ネットワーク部　部長		0555-72-1931		satoshi_yuuki@lcnet.jp		10,776		9,952		9,952		72		297		548		3,400		2,500						0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		100		100		0		164		361		361		913		(10)		0		(27)		200		100		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,936		30,000		20,000		10,000		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		293		210		210		2		0		(32)		200		300		300		0		0		0		0		0		0		0		0		440,000		0%		3,823		20,000		(260,000)		(160,000)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110151		北富士有線テレビ放送(株)		南関東		山梨県		4		0		3,300		3,030		2,125		0		2,125		0		158		2,125		606		0		0								0						0		57,941		57,042		0		899		6/30/20		20210730　総売上/実績内訳（放送その他）を更新（事業者からのメールにより）（@連盟） ※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正				渡辺 みゆき				0555-85-2331		kftv@fgo.jp		3,300		3,030		2,125		0		2,125		606		0		0						0		山梨県		5		19		0		1		済		0		0		0		0		0		0		38		0		38		0		26		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		2,272		1,316		1,093		0		223		366		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,407		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(500)		0		20		20		0		40		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,261		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,759

		10110152		(有)峡西シーエーテーブイ		南関東		山梨県		31				11,900		11,900		9,134		9,134		210		0		210				333		0		657		0		657		0		0		0		0		0		461,632		207,961		17,714		235,957		3/31/21		年度総売上実績内訳・その他の収入は、電気通信工事業の売上です。				小松　恵美		総務部長		055-283-8383		info@cvk.ne.jp		11,900		11,900		9,134		12		210		333		657		0						0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		0		0		0		200		200		99		99		(9)		0		(29)		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		51%		4,212		35,296		(172)		3,418		32,050		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		121		(3)		0		(13)		76		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		48%		3,932		(55,250)		6,934		1,948		(64,132)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110153		峡東ケーブルネット(株)		南関東		山梨県		8		0		9,942		9,942		8,885		5,301		150		0		150		8,885		548		3		1,642		1,406		148		88		341		315		26		0		335,178		260,758		55,631		18,786		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				小澤　健太郎		代表取締役社長		0553-33-2252		k-ozawa@kcnet.ne.jp		9,942		9,942		8,885		20		150		548		1,642		341						0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		13		14		-1		0		0		(27)		1,201		(11)		0		10		(26)		13		14		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		3		6%		3,144		49,178		46,758		2,631		(214)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(31)		2		0		14		14		303		301		2		0		0		0		0		0		0		0		1,000		7%		2,674		1,000		(1,000)		(17,000)		18,000		366		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110154		(株)ケーブルテレビ富士		南関東		山梨県		2		0		3,420		3,242		2,276		1,042		164		0				2,276		164		0		186		92		94				0						0		88,955		85,705		3,250		0		3/31/21		９７，９９２千円				流石　洋一		取締役社長		0555-62-5951		catv-fuji@luck.ocn.ne.jp		3,420		3,242		2,276		0		164		164		186		0						0		山梨県		5		19		0		1		済		0		0		0		0		0		0		38		(166)		5		0		5		120		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,257		0		0		0		0		365		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005		更新漏れ		問合せ（売上更新）						合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		12		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,169		0		0		0		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110155		(株)ＣＡＴＶ富士五湖		南関東		山梨県		23				19,865		19,865		18,494				493		0		185		18,436		1,252		87		2,225		1,359		593		273		0								815,039		444,959		82,228		287,852		8/31/20						宮下　睦		業務部情報通信課		0555-22-1714		miya@fgo.jp		19,865		19,865		18,494		0		493		1,252		2,225		0						0		山梨県		5		19		10,000		1		済		0		0		0		0		55		55		(9)		0		(48)		0		(150)		307		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35%		3,673		7,846		(540)		1,428		6,958		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		83		123		77		(11)		0		(11)		(60)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35%		3,635		48,919		4,699		118		44,102		365		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110156		富沢テレビ共聴組合		南関東		山梨県						750		750		627				627						627		0				0								0								15,356		13,597				1,789		3/31/21						稲葉　奈津美				05566-6-2312		kaori@inaba.ecnet.jp		750		750		627		627		627		0		0		0						0		山梨県		5		19		0		1		済		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-30		12%		2,041		(3,180)		(1,628)		0		(1,521)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(21)		(21)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		18%		2,464		1,421		(527)		0		2,361		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110157		(株)日本ネットワークサービス		南関東		山梨県		133		21		222,726		222,726		185,410		87,333		6,846				7,714		185,410		22,077		114		29,696		23,745				5,951		14,039		13,981		58				6,965,092		5,589,713		1,119,853		255,523		3/31/21						長田　憲		経営戦略室　室長		055-251-7110		a-osada@nns-catv.co.jp		222,726		222,726		185,410		0		6,846		22,077		29,696		14,039						0		山梨県		5		19		100,000		1		済		0		2,737		2,776		-39		3,744		3,744		2,284		23,007		(187)		0		(153)		3,897		2,737		2,776		(39)		(2)		0		0		0		0		0		0		0		3		4%		3,130		188,228		10,948		173,917		3,361		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		1,661		1,661		2,453		(307)		0		(165)		4,117		3,193		3,220		(27)		0		0		0		0		0		0		0		1		4%		3,084		380,455		265,060		115,577		(182)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110158		富士川シーエーティーヴィ(株)		南関東		山梨県		7		1		11,416		11,257		9,031		144		684				197		9,031		684				317		302		15				0								257,751		243,412		10,563		3,776		5/31/20						櫻井　育也		局長		0556-22-1777		i-sakurai@fujikawa-net.co.jp		11,416		11,257		9,031		0		684		684		317		0						0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		0		0		0		40		(39)		63		3		82		0		82		16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,378		4,311		200		1,090		3,021		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		83		156		44		(79)		0		(72)		34		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,355		(3,975)		(5,230)		2,089		(834)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727

		10110159		山梨ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		28		0		14,751		18,405		11,057		10,835		546		0		546		11,057		1,297		16		3,198		972		1,166		1,104		2,076		2,041		35		368		503,274		265,375		230,274		7,624		3/31/21		※20190924 内訳訂正				望月　茜		技術管理部		0553-22-6822		gikan@fruits.ne.jp		14,751		18,405		11,057		0		546		1,297		3,198		2,076						0		山梨県		5		19		10,000		1		済		0		125		125		0		81		3,737		51		380		(10)		0		(22)		89		125		125		0		32		0		0		0		0		0		0		0		1		2%		3,793		6,339		5,681		3,080		(2,422)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										93		(9)		(9)		(30)		(8)		0		152		256		93		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2%		3,763		620		5,071		(2,755)		(1,697)		366		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110160		(株)上野原ブロードバンドコミュニケーションズ		南関東		山梨県		8		1		10,055		8,445		4,215		4,215		330				330		4,215		330				1,579						1,579		350				346				252,769		104,658		86,165		61,946		3/31/21						石井　夏希		総務部		0554-62-5504		ishii@u-bc.net		9,979		8,445		4,223		0		340		340		1,435		346						0		山梨県		5		19		3,000		1		済		4		4		0		0		76		0		(8)		(8)		(10)		0		(10)		144		4		0		0		0		0		0		-8		-10		-10		144		4		0		25%		4,997		531		(1,067)		3,212		(1,613)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										0		42		0		(27)		(32)		0		(32)		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		25%		4,977		(1,392)		376		1,768		(3,535)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110165		あづみ野テレビ(株)		信越		長野県		17		7		53,224		41,014		11,681		2,314		5,237		0						6,642		284		4,493		582		105		3,806		4,949		4,949				0		679,271		403,195		260,148		15,928		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				畠山　由美		総務部　部長		0263-82-7860		hatakeyama.yumi@anc-tv.co.jp		53,224		41,014		11,681		0		5,237		6,642		4,493		4,949						0		長野県		6		20		10,000		1		済		0		706		706		0		144		8,632		302		1,890		4		0		23		628		706		706		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		4,846		35,622		(1)		32,888		2,734		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		822		0		166		(97)		0		(72)		273		426		426		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		2%		4,714		17,566		6,418		13,002		(1,853)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110166		アルプスケーブルビジョン(株)		信越		長野県		2		3		14,888		10,169		2,850		0		2,466		2,466								0		0														0		129,986		129,986		0										削除済		総務部　経理担当						14,888		10,169		3,274		0		2,890		0		0		0				3/31/11		0				6		20		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110167		(株)飯田ケーブルテレビ		信越		長野県		33		5		38,713		33,050		16,116		9,100		7,145						16,116		7,921		272		10,509		132		619		9,758		8,162		8,097		65		450		1,673,667		584,257		660,135		429,275		4/30/21		※20190910　数値入手し連盟で登録 ※20201005 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				吉川　治司		常務取締役		0265-52-5406		ha-yoshikawa@iidacable.tv		38,713		33,050		16,116		700		7,145		7,921		10,509		8,162						0		長野県		6		20		10,000		1		済		0		1,023		1,093		-70		144		0		(276)		2,512		(1,210)		0		(1,247)		568		1,023		1,093		(70)		10		0		0		0		0		0		0		0		0		26%		8,654		171,929		(94,369)		18,805		247,493		395		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(474)		(2,534)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22%		8,609		0		0		0		0		0		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ				メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718

		10110168		飯山市		信越		長野県		7		1		8,030		8,030		4,633				3,811				3,861		4,633		3,811		50		1,280				716		564		4				4				229,334		180,194		49,140				3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				俣野　和広		飯山市 総務部　事業戦略室　情報政策係長		0269-67-0724		senryaku@city.iiyama.nagano.jp		8,030		8,030		4,633		0		3,811		3,811		1,280		4						1		長野県		6		20		3,000		1		済		0		-35		0		-35		(48)		(48)		(50)		0		(128)		0		(128)		51		(35)		0		(35)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,125		7,977		18,537		(10,560)		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(15)		(15)		(90)		(110)		0		(110)		(40)		(2)		0		(2)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,939		(1,921)		(1,312)		(609)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110169		伊那ケーブルテレビジョン(株)		信越		長野県		39		2		43,402		43,402		25,428		25,428		10,036		0		1,237		25,428		19,085		125		7,233		1,222				6,011		8,088		8,088				2,738		1,644,710		910,318		624,539		109,853		3/31/21		※20210730 内訳訂正(@連盟)				濱　康司		総務課		0265-73-2020		hama@inacatv.ne.jp		43,402		43,402		25,428		0		10,036		19,085		7,233		8,088						0		長野県		6		20		10,000		1		済		0		247		247		0		371		371		(83)		1,597		(2,154)		0		(483)		379		247		247		0		441		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		5,390		90,561		(20,525)		29,020		82,066		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,407		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(457)		16,206		(89)		(299)		0		(703)		221		278		278		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		5,077		64,383		(15,691)		53,540		26,534		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110170		(株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ		信越		長野県		36		20		169,859		164,216		45,493		5,471		17,346		0		17,346		45,493		24,990				19,034		1,505		4,684		12,723		17,488		17,488		0		4,915		2,015,898		1,138,406		819,821		57,672		3/31/21						市川　岳人		総務部　部長		026-233-1713		info@nagano-inc.co.jp		169,859		164,216		45,493		272		17,346		24,990		19,034		17,488						0		長野県		6		20		30,000		1		済		0		783		783		0		0		2,005		1,673		2,458		183		0		405		1,434		783		783		0		395		0		0		0		0		0		0		0		-1		3%		3,693		122,639		9,281		118,310		(4,951)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		1,359		6,306		1,158		537		0		793		2,214		1,729		1,729		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		3,600		115,999		3,132		123,966		(11,099)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110171		(株)上田ケーブルビジョン		信越		長野県		55		0		76,168		76,168		39,096		22,800		11,606				11,606		39,096		28,068		853		11,537		4,599		2,383		4,555		4,696		4,696		0		0		1,732,378		1,086,353		646,025				3/31/21						中村　高章		営業部お客様担当　担当部長		0268-23-1600		taka@ucv.co.jp		76,168		76,168		39,096		171		11,606		28,068		11,537		4,696						0		長野県		6		20		30,000		1		済		0		1,006		1,006		0		502		502		(368)		693		(347)		0		(1,048)		671		1,006		1,006		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,693		58,374		9,101		49,273		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		377		2,300		1,097		127		0		845		720		1,719		1,719		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,535		49,156		223		48,933		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110172		(株)エコーシティー・駒ヶ岳		信越		長野県		24		0		21,629		21,728		15,194		15,194		2,116		0		467		14,941		13,611		163		5,983		4,725		0		1,258		6,219		6,206		13		0		745,522		366,612		354,391		24,519		3/31/21						佐藤　幸宏		総務課		0265-82-4000		satoh@cek.co.jp		21,629		21,728		15,194		0		2,116		13,611		5,983		6,219						0		長野県		6		20		10,000		1		済		0		201		205		-4		290		8		98		98		(25)		0		(136)		320		201		205		(4)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		4,089		11,660		(3,402)		13,572		1,490		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		8		(57)		(149)		0		(120)		114		250		233		1		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		4,051		3,758		(10,835)		17,653		(3,060)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110173		エルシーブイ(株)		信越		長野県		133		35		94,291				96,023		0		20,504								11,457		0		24,792								704						0																削除済		取締役総務部長						93,695		0		94,839		0		20,504		5,397		24,767		704				3/31/09		0				6		20		50,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110174		(有)木曽駒ケーブルネット		信越		長野県						121		121		21		0		0										0										0						0																								121		121		21		21		0		0		0		0				10/17/07		0				6		20		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110175		(株)木曽福島ケーブルテレビ		信越		長野県		6				2,373		1,823		1,823		0		438		1,823						0		0		0								0						0		52,000														削除済		総務部						2,373		1,823		1,823		0		438		0		0		0				3/31/09		0				6		20		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110176		(株)信州ケーブルテレビジョン		信越		長野県		12				22,391		17,000		7,527				3,481				322		7,527		3,565		107		625		31		432		162		0								295,330		260,473		34,856		0		9/30/20						山浦　宏一		代表取締役社長		026-272-1660		k-yamaura@chikuma-catv.co.jp		22,391		17,000		7,527		157		3,481		3,565		625		0						0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		0		0		0		181		0		(162)		0		(84)		0		0		(27)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		3,270		(756)		853		(1,610)		0		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		136		0		(289)		(131)		0		(131)		(31)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,209		714		2,932		(1,521)		(698)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110177		(株)Ｇｏｏｌｉｇｈｔ		信越		長野県		22		9		25,859		24,000		11,892		6,618		11,104		0		6,491		11,892		11,104		828		6,074		2,150		2,080		1,696		4,368		4,285		83		247		985,459		448,235		444,113		93,111		3/31/21		その他項目には、電力販売収入、自治体委託事業収入、その他委託事業収入・放送コンテンツ海外展開事業収入を含んでいます。				岩下　正志		総務財務課		026-246-1222		iwashita@stvnet.co.jp		25,859		24,000		11,892		103		11,104		11,104		6,074		4,368						0		長野県		6		20		10,000		1		済		0		97		102		-5		190		0		(22)		1,531		(70)		0		(70)		116		97		102		(5)		23		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		6,906		(8,809)		3,263		13,698		(25,770)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		232		0		(5)		(56)		0		(56)		(35)		396		421		(25)		0		0		0		0		0		0		0		0		12%		6,954		114,072		1,017		25,334		87,721		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110178		蓼科ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		6		0		3,500		3,306		2,285		230		820		0		820		2,285		1,421		27		807		206		459		142		82		58		24		0		139,413		81,541		43,384		14,488		1/31/21						関　俊之		代表取締役		0267-56-3101		toshi@tcv21.co.jp		3,500		3,306		2,285		3		820		1,421		807		82						0		長野県		6		20		0		1		済		0		34		33		1		0		0		(13)		3		(12)		0		12		(63)		34		33		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10%		5,084		5,421		1,329		1,484		2,608		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(9)		(9)		0		1		45		6		7		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		4,859		(1,263)		(1,429)		3,492		(3,326)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110179		テレビ北信ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		7		0		18,122		15,050		3,056		0		1,771		1,386		1,391		3,056		1,771		0		38		27		11		0		3		0		3		0		172,165		110,934		8,952		52,277		3/31/21						池田　清二		統括部長		0269-26-0202		ikeda@thvnet.tv		18,122		15,050		3,056		288		1,771		1,771		37		2						0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		-11		0		-11		0		0		(360)		0		(204)		0		(204)		(291)		(11)		0		(11)		0		0		0		0		0		0		1		1		2		30%		4,695		(4,678)		(7,536)		(3,906)		6,763		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(344)		(155)		(1,386)		(155)		(215)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		26%		4,314		(478)		(1,484)		(2,433)		3,438		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110180		(株)テレビ松本ケーブルビジョン		信越		長野県		61		11		132,500		133,936		62,642		39,330		28,836						62,642		28,836		2,628		16,916		2,434		4,313		7,624		16,275		16,275		0		0		2,757,221		1,669,931		1,087,286		0		5/31/20		※20201005 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				白鳥　忠夫		技術部　取締役技術部長		0263-35-1298		0005-shiratori@tvm.co.jp		132,500		133,936		62,642		3,426		28,836		28,836		16,916		16,275						0		長野県		6		20		50,000		1		済		0		530		564		-34		0		9,790		322		12,279		(507)		0		(507)		1,024		530		564		(34)		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0%		3,668		0		0		0		0		0		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日更新無し　＞＝202005 コウシンナ		前回以降決算未完了 ゼンカイイコウミカンリョウ		不要		不要 フヨウ		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										-68		0		0		393		(626)		0		(626)		1,131		1,412		1,519		(39)		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		3,387		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ																		16,275

		10110181		丸子テレビ放送(株)		信越		長野県		12		0		10,517		10,327		7,546		1,940		995		0		0		7,546		1,710		0		868		219		272		377		361		358		3		0		227,161		205,019		22,142		0		3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				池田　宏		代表取締役社長		0268-43-2111		info@marukotv.jp		10,517		10,327		7,546		0		995		1,710		868		361						0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		107		107		0		(101)		(73)		(80)		427		(34)		0		(57)		40		107		107		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,509		(3,731)		(3,693)		(38)		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		21		68		(71)		(35)		0		(37)		36		120		117		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,523		(5,218)		(7,197)		1,979		0		0		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110182		大町市		信越		長野県		1				11,887		11,887		2,962		2,136		668						2,962		1,180		0		0								0								68,324		68,324						3/31/21						倉科　太		大町市役所　総務部情報交通課　ケーブルテレビ係　係長		0261-21-3805		catv@city.omachi.nagano.jp		11,887		11,887		2,962		695		668		1,180		0		0						0		長野県		6		20		0		1		済		0		0		0		0		6		6		(1)		19		(19)		0		(29)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,922		(3,916)		(3,916)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		37		37		(137)		(43)		0		(57)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,032		(1,541)		(1,541)		0		0		731		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ

		10110183		東御市		信越		長野県		3		1		1,903		1,903		1,458		1,458		454				454		1,270		1,270		4		0								0								38,929		38,929						3/31/19						削除済		指定管理者　(株)上田ケーブルビジョン						1,903		1,903		1,458		0		454		1,270		0		0				3/31/20		0		長野県		6		20		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,225		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,225		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110184		長野市		信越		長野県						4,882		4,882		3,761		1,946		911		0		911		3,761		911		0		0								0						0		86,651		69,900		4,260		12,491		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				関　信一郎		指定管理担当部長		026-233-1713		sekishin@nagano-inc.co.jp		4,882		4,882		3,761		3,420		911		911		0		0						0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(64)		(25)		9		0		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14%		1,920		(646)		(431)		91		(306)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(60)		(10)		0		(10)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15%		1,902		(1,122)		(765)		(11)		(346)		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110185		(株)ケーブルネット新潟		信越		新潟県		24		20		200,477		108,520		40,179		0		14,959		5,025				9,635		9,635		0		5,361		5,361						0						0		696,781		550,670		146,111		27845		決算期変更２００７／４～１２月の９ヶ月						削除済		総務部長						200,477		108,520		37,953		10,259		14,959		9,122		5,039		0				3/31/09		0				6		15		30,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110186		(株)佐渡テレビジョン		信越		新潟県		18		4		14,203		15,826		5,682		0		1,990				1,230		5,682		1,990		0		959		732				227		211				211		0		407,025		154,549		108,007		144,469		12/31/20						學之　基		営業部　取締役営業部長		0259-61-1212		netsell@e-sadonet.tv		14,203		15,826		5,682		0		1,990		1,990		959		211						0		新潟県		6		15		3,000		1		済		0		-5		0		-5		(1,623)		0		(18)		0		(58)		0		(58)		29		(5)		0		(5)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35%		5,970		9,680		(5,699)		3,499		11,880		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(9)		(82)		0		(82)		(1,396)		(26)		0		(26)		0		0		0		0		0		0		0		0		33%		5,809		(17,611)		(2,441)		2,221		(17,391)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110187		上越ケーブルビジョン(株)		信越		新潟県		56		22		87,406		80,300		47,914		40,093		1,472				46,614		46,614		4,089		0		29,709		13,513		1,123		15,073		28,743		28,743		0		0		2,661,061		1,489,336		977,667		194,058		3/31/21				(株)ＣＣＪ		池端　芳江		営業部　部長		025-526-2111		ikehata@jcv.co.jp		87,406		80,300		47,914		0		1,472		4,089		29,709		28,743						0		新潟県		6		15		30,000		1		済		0		1,051		1,051		0		0		0		546		3,279		(41)		0		(478)		1,033		1,051		1,051		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		4,628		81,130		15,673		71,396		(5,939)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		322		1,803		749		27		0		2		1,369		1,556		1,556		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		4,539		92,698		24,379		74,272		(5,953)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110188		(株)エヌ・シィ・ティ		信越		新潟県		100		21		218,037		192,415		50,060				23,948		0		23,948		50,060		26,838				40,545		6,384		3,925		30,236		38,785		38,785		0		715		3,668,448		1,582,136		1,655,367		430,945		3/31/21				(株)ＣＣＪ		河内　直之		総務部		0258-77-0337		kawauchi-n06@nct9.co.jp		218,037		192,415		50,060		3,755		23,948		26,838		40,545		38,785						0		新潟県		6		15		50,000		1		済		0		4,434		4,434		0		32,410		24,698		3,395		0		1,410		0		2,412		4,359		4,434		4,434		0		(2)		0		0		0		0		0		0		0		0		12%		6,107		327,249		103,328		179,012		44,909		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		14,480		6,975		3,445		1,565		0		1,673		4,286		4,577		4,577		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12%		5,967		353,012		101,039		204,388		47,585		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110189		糸魚川市		信越		新潟県		4				5,575		5,575		5,575		5,575		0						3,198		0				0								0								59,972		59,972						3/31/21		(年度総売上備考：民間事業者ではないため、実際の売上実績とは相違があります。） 行政が運営しているため、適切な回答ができるような項目がありませんので、記載した金額に相違があります。				池亀 正樹		能生事務所　有線テレビ係　主査		025-566-3111		nou@city.itoigawa.lg.jp		5,575		5,575		5,575		5,575		0		0		0		0						0		新潟県		6		15		3,000		1		済		0		0		0		0		(6)		(6)		(6)		(6)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		896		(563)		(563)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(65)		(65)		(65)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		904		(1,862)		(1,862)		0		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110190		コミュニティネットワーク佐渡		信越		新潟県		2				12,782		12,782		5,784		0		156		0		0		5,728		156		0		0		0		0		0		0		0		0		0		114,380		103,991		0		10,389		3/31/21		２０２１．８．２７　総売上・実績内訳・決算年月日を更新（事業者からのメールにより）＠連盟				本間　義也		佐渡市　総務課　広報戦略室　情報政策係　主任		0259-63-5139		k-jyoho@city.sado.niigata.jp		12,782		12,782		5,784		4,882		156		156		0		0						0		新潟県		6		15		3,000		1		0		0		0		0		0		0		0		41		0		(2)		0		(2)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		1,648		7,387		4,334		0		3,053		365		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,435		44,447		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		15		(12)		0		(12)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		1,553		(1,998)		(9,334)		0		7,336		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110191		長和町		信越		長野県		0		0		2,637		2,637		2,435		0		0				73		2,481		184		0		662		657				26		26		0		30		0		79,090		57,558		21,302		230		3/31/21		※20211020　年度総売上実績／内訳・放送　を修正（事業者よりのメールを元に修正）＠連盟				羽毛田　健次		情報広報課　ケーブルテレビ専門幹		0268-75-2043		catv@town.nagawa.nagano.jp		2,637		2,637		2,435		0		0		184		662		26						0		長野県		6		20		0		1		済		-4		-8		0		0		5		5		(98)		0		0		0		3		1		(8)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,707		24,606		22,845		1,804		(43)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要→10/20 財務情報修正		44,489		44,494		合計差異＜+-100　 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										4		(18)		(1,974)		132		0		0		0		(34)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		1,792		(7,920)		(8,425)		626		(121)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110192		(株)コミュニティテレビこもろ		信越		長野県		25		0		16,575		16,221		6,073		0		5,490		0		0		6,202		5,244		0		4,088		3,367		425		235		2,431		2,431				0		605,167		292,349		266,733		46,085		6/30/20		※20210802　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)  弊社決算月が６月のため、本年度決算はまだ確定しておりません。 上記数値は昨年度の数値です。				荻原　守		専務取締役		0267-22-9911		ogihara@ctk23.ne.jp		16,575		16,221		6,073		0		5,490		5,244		4,088		2,431						0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		212		212		0		0		0		(99)		0		(682)		0		3		75		212		212		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		8,304		78,786		51,464		31,037		(3,715)		366		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,410		44,410		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										305		0		0		(30)		(30)		0		151		(14)		305		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		7,107		(17,611)		(5,289)		(8,419)		(3,814)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727

		10110200		(株)インフォメーションネットワーク郡上八幡		東海		岐阜県		6		0		4,720		4,000		2,686		39		2,491		2,718				2,686		0		0		520		138		206		176		14						43		111,902		70,082		28,270		13,550		2/28/21						二村　美賀子		取締役副社長		0575-65-6288		ing@gujocity.net		4,720		4,000		2,686		1		2,491		0		520		14						0		岐阜県		7		21		0		1		済		14		14		0		0		0		0		(25)		39		23		0		0		17		14		0		0		11		0		0		0		0		0		0		0		0		12%		3,472		(3,588)		(4,248)		(2,160)		2,820		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										0		0		0		(187)		(172)		(2,718)		0		(165)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		3,550		(2,104)		(1,492)		(4,664)		4,052		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110201		(株)大垣ケーブルテレビ		東海		岐阜県		78				108,522		108,522		54,574		32,551		13,482		0						13,482				31,982		2,522		10,236		19,224		24,357		24,357				30		2,545,920		1,055,202		1,349,558		141,160		3/31/21		令和3年3月末決算実績				安田 正治		シニアマネージャー		0584-82-1200		yasuda@ogaki-tv.co.jp		108,522		108,522		54,574		673		13,482		13,482		31,982		24,357						0		岐阜県		7		21		50,000		1		済		0		945		945		0		570		570		591		3,737		(481)		0		(481)		1,564		945		945		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		6%		3,888		53,663		(7,336)		66,833		(5,834)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		1,071		1,071		627		(445)		0		(445)		1,173		1,038		1,038		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6%		3,847		71,804		(35,670)		57,102		50,372		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110202		おりべネットワーク(株)		東海		岐阜県		29		13		77,039		77,039		26,903		16,476		6,164		0		6,164		26,845		6,164		11		18,867		4,271		2,064		12,532		21,591		21,591		0		0		1,304,063		755,116		548,948		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		(株)コミュニティネットワークセンター		福富　正浩		総務・技術部　部長		0572-24-7733		fukutomi@oribe-net.co.jp		77,039		77,039		26,903		59		6,164		6,164		18,867		21,591						0		岐阜県		7		21		10,000		1		済		0		5,711		5,711		0		0		0		1,095		3,647		(461)		0		(461)		1,287		5,711		5,711		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		0%		4,039		51,999		32,037		19,962		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										1,510		0		0		1,292		(830)		0		(830)		1,116		1,510		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		0%		4,043		42,834		60,863		(18,028)		0		366		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		合計更新漏れ ゴウケイコウシンモ		メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718

		10110203		(株)ケーブルテレビ可児		東海		岐阜県		39		11		50,590		50,590		24,055		9,044		9,538				9,538		24,055		9,538		420		11,227		3,559		534		7,134		11,316		11,316		0		0		1,316,703		633,744		673,492		9,456		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		奥村　俊彦		企画部総務グループ　グループ長		0574-63-7955		okumura@tv.ctk.ne.jp		50,590		50,590		24,055		44		9,538		9,538		11,227		11,316						0		岐阜県		7		21		10,000		1		済		0		172		172		0		299		299		(38)		4,369		(449)		0		(449)		403		172		172		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11		1%		4,561		11,824		(17,603)		32,574		(3,158)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										559		513		513		61		(925)		0		(925)		628		559		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		4,513		21,805		23,319		(5,303)		3,789		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110204		シーシーエヌ(株)		東海		岐阜県		77		55		341,811		341,811		98,924		49,113		19,936		0		50,403		89,834		21,674		14		46,985		1,774		2,174		43,037		46,143		46,143		0		1,406		4,762,278		1,619,578		2,767,945		374,753		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		井上　美紀		総務部		058-268-2305		m-inoue@ccn-catv.co.jp		341,811		341,811		98,924		2,470		19,936		21,674		46,985		46,143						0		岐阜県		7		21		50,000		1		済		0		2,556		2,556		0		93,294		93,294		4,096		14,258		(2,791)		0		1,232		2,317		2,556		2,556		0		672		0		0		0		0		0		0		0		2		8%		4,012		210,628		(269,539)		172,318		307,849		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										2,967		0		0		12,116		1,983		0		(302)		2,889		2,967		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1%		4,000		(3,945)		(88,297)		108,469		(24,119)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110205		山県市有線テレビ		東海		岐阜県						10,054		10,054		8,288		0		44		36						9		0		2,910		2,910						0						0																								10,013		10,013		8,237		0		44		11		2,756		0				12/19/07		0				7		21		3,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110206		郡上ケーブルテレビ放送センター		東海		岐阜県		10				10,333		9,116		9,116		9,116		433						9,116		433		0		4,430		3,344		623		463		67		67						444,423		258,392		186,030				3/31/21						原　喜与朗		指定管理者　総務部		0575-67-2787		info@gujo-tv.ne.jp		10,333		9,116		9,116		5,648		433		433		4,430		67						0		岐阜県		7		21		3,000		1		済		0		67		67		0		7		(370)		(178)		6,359		(38)		0		(38)		15		67		67		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,063		15,553		5,906		9,647		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		(137)		(134)		(14)		0		(14)		(73)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		3,845		15,409		7,942		7,466		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110207		(株)アミックスコム		東海		岐阜県		16				23,356		23,356		14,242		14,242		5,548						14,242		0		0		9,442		0		7,185		2,257		4,709		4,709		4,709				672,037		193,156		384,812		94,069		3/20/21						松井　勇樹		技術チーム		0573-20-3252		jcta@amixcom.jp		23,356		23,356		14,242		0		5,548		0		9,442		4,709						0		岐阜県		7		21		10,000		1		済		-4,709		-14		-14		-14		141		141		144		144		649		0		0		337		(14)		(14)		(14)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14%		3,932		37,689		(9,563)		24,753		22,499		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		P=S＝合計 ゴウケイ		PでS利用 リヨウ		不要 フヨウ										-4,723		96		96		108		1,470		0		0		210		(7)		(7)		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		11%		3,750		9,633		15,552		(4,636)		(1,283)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110210		(株)伊豆急ケーブルネットワーク		東海		静岡県		39		9		49,975		38,000		26,601		0		8,647		0		5,904		26,939		8,647		230		5,515		561		217		4,737		6,811		6,811		0		0		1,266,991		699,939		456,422		110,628		3/31/21						小川　幸人		経営企画部　経営企画チーム		0557-81-3346		ogawa.y.041@ikctv.com		49,975		38,000		26,601		268		8,647		8,647		5,452		6,811						1		静岡県		7		22		10,000		1		済		0		-95		-188		0		0		0		(136)		0		134		0		134		236		(95)		(188)		0		0		0		0		0		0		0		63		0		2		9%		3,969		(66,452)		(51,892)		2,509		(17,071)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										-93		0		0		(274)		(138)		0		(138)		97		(93)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16%		4,177		0		0		0		0		0		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110211		伊豆太陽サービス(株)		東海		静岡県		0		0		3,902		3,902		1,933		0		0						1,933		0		0		0								0						0		42,798		42,798		0		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201020　千円単位に修正 　42,963,668→42,964				佐藤　幸彦		河津有線テレビ所長		0558-32-1747		izu-yuusen@orange.ocn.ne.jp		3,902		3,902		1,933		476		0		0		0		0						0		静岡県		7		22		0		1		済		0		0		0		0		0		0		(22)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,845		(166)		(166)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		1,087		1,097		(34)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,831,358		42,919,751		42,919,751		0		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110212		(有)伊東テレビクラブ		東海		静岡県		5				8,800		8,534		4,491		1,100		509				127		4,491		509		59		0								0						0		114,782		110,631				4,151		8/31/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				堀江　稔		技術部所属　取締役統括部長		0557-37-4903		itotv325@quartz.ocn.ne.jp		8,800		8,534		4,491		172		509		509		0		0						0		静岡県		7		22		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(151)		640		(13)		0		(13)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		2,130		(3,889)		(8,040)		0		4,151		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(141)		5		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,130		(4,894)		(4,894)		0		0		365		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110213		小山町テレビ共聴組合		東海		静岡県		6		0		5,000		4,347		2,491		0		0		0				2,491		0		0		0								0								47,862		47,862						3/31/21						青木　直也		制作部		0550-76-4832		otk@oyama-tv.jp		5,000		4,347		2,491		2,410		0		0		0		0						0		静岡県		7		22		0		1		済		0		0		0		0		0		0		(21)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,601		(1,826)		(1,826)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		1,247		(35)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,648		(1,719)		(1,719)		0		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110214		小林テレビ設備(有)		東海		静岡県		7		3		5,500		5,500		4,048		0		0		0		0		4,048		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		107,782		107,782		0		0		6/30/20		(年度総売上備考：30年６月末決算実績） ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				渡邊　良平		代表取締役		0558-22-5232		kobayashi-tv@cy.tnc.ne.jp		5,500		5,500		4,048		2,062		0		0		0		0						0		静岡県		7		22		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(154)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,219		1,973		1,973		0		0		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,106		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727

		10110215		(有)シオヤ		東海		静岡県		5		0		8,650		5,888		2,913				0		0						0				0								0								58,985		58,985						9/30/18		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				削除済								8,650		5,888		2,913		0		0		0		0		0				9/30/19		0		静岡県		7		22		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,687		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110216		(株)トコちゃんねる静岡		東海		静岡県		15		25		188,893		188,893		55,302		39,942		13,530				13,530		55,302		13,530		734		40,272		329		2		39,941		35,941		35,941						3,008,722		848,242		2,160,480		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		鈴岡　靖章		技術部ＩＣＴ課　課長		054-347-9811		suzuoka_yasuaki@tocochannel.co.jp		188,893		188,893		55,302		7,477		13,530		13,530		40,272		35,941						0		静岡県		7		22		50,000		1		済		0		2,745		2,746		0		0		0		1,017		3,221		1,800		0		1,800		3,083		2,745		2,746		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,534		61,061		(37,008)		98,070		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										1		0		0		1,663		188		0		188		5,152		2,066		2,065		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,525		82,139		(44,635)		126,774		0		366		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110217		下田有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		8		0		7,000		7,000		4,721		2		101		0		0		4,721		101		0		0								0						0		91,695		91,695		0		0		3/31/21						松本　邦久		代表取締役社長		0558-22-2443		matsumoto@shimoda-catv.co.jp		7,000		7,000		4,721		3,092		101		101		0		0						0		静岡県		7		22		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(63)		0		(26)		0		(26)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,619		808		808		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(45)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,583		(643)		(643)		0		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110219		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		東海		静岡県		245		150		454,277		454,277		220,487		59,248		66,014		0		66,014		220,487		92,687		4,750		146,209		8,984		37,098		100,127		124,145		119,883		4,262		378		13,968,332		5,390,708		8,577,624				3/31/21						藤森　敏文		管理本部 総務部　副参事		054-253-2400		fujimori_tsfm@tokai-grp.co.jp		454,277		454,277		220,487		3,066		66,014		92,687		146,209		124,145						0		静岡県		7		22		200,000		1		済		0		4,637		5,421		-784		(56,924)		(56,924)		3,090		10,615		(17,891)		0		(40,276)		8,106		4,637		5,421		(784)		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		5,279		356,350		(38,813)		395,163		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		91,084		91,084		5,533		7,201		0		24,430		6,394		3,741		3,871		(130)		0		0		3		0		0		0		0		0		0%		5,218		197,186		(138,454)		335,640		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110220		(株)東豆有線		東海		静岡県		4				4,330		4,100		3,135				735						3,135		0				0								0								70,888		70,888						9/30/20		※20161012 決算年月日修正（2014→2015） 売上は前年とは異なっていたので、修正漏れ。 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				水野　次男		取締役		0557-47-1728		touzu-u@giga.ocn.ne.jp		4,330		4,100		3,135		0		735		0		0		0						0		静岡県		7		22		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(37)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,884		(898)		(898)		0		0		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(57)		63		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,886		(1,152)		(1,152)		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110222		(株)御前崎ケーブルテレビ		東海		静岡県		10		3		12,035		12,035		10,734		10,734		5,153				5,153		10,734		5,373		0		1,870		128		925		817		1,281		1,281		0				565,363		214,476		78,887		272,000		3/31/21						山下　優孝		統括部　部長		0537-85-8700		tv-yamashita@maotv.ne.jp		12,035		12,035		10,734		0		5,153		5,373		1,870		1,281						0		静岡県		7		22		10,000		1		済		0		292		292		0		(1,824)		(1,824)		(1,029)		2,684		(131)		0		(174)		145		292		292		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		48%		4,389		54,220		(61,613)		5,738		110,095		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(72)		(72)		(161)		(1,441)		0		(1,178)		343		871		871		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32%		3,621		116,870		(14,013)		26,078		104,805		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110223		浜松ケーブルテレビ(株)		東海		静岡県		53		4		226,550		226,550		59,748		81		18,423		0		18,423		59,748		18,423		631		19,303		7,539		9,752		2,012		11,958		11,958		0		0		1,752,133		976,955		775,178		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				野田　敬司		コンテンツ部　部長		053-445-2878		kn00002@sf.winde.jp		226,550		226,550		59,748		1,777		18,423		18,423		19,303		11,958						0		静岡県		7		22		50,000		1		済		0		4		4		0		7,900		7,900		1,012		81		(525)		0		(525)		4,455		4		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,444		11,880		(28,631)		40,512		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		914		(329)		0		(329)		1,324		370		370		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		2,469		46,292		(618)		46,909		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110224		東伊豆有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		5		0		3,300		2,900		2,232				622						2,232		0				0								0								52,887		47,912				4,975		9/30/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) (年度総売上備考：特になし）				奈良 有起		局長代理		0557-95-2200		nara@hicat.co.jp		3,300		2,900		2,232		0		622		0		0		0						0		静岡県		7		22		0		1		済		0		0		0		0		0		0		(31)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		1,975		(849)		(795)		0		(54)		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(44)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		1,979		(2,691)		(919)		0		(1,772)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110225		(株)御殿場ケーブルメディア		東海		静岡県		0		0		26,937		22,635		13,725		0		3,314		1,803						1,511		0		1,287		431		0		856		294		294		0		0		245,778		220,609		25,636										削除済		代表取締役専務						26,937		22,635		13,591		0		3,326		1,485		1,048		250				3/31/10		0				7		22		10,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110230		(株)アイ・シー・シー		東海		愛知県		48		3		164,198		141,900		57,097		9,225		11,844				11,876		57,097		11,876		80		21,609		966				20,643		21,835		21,835				616		2,026,299		868,891		1,157,408		0		3/31/21		年度総売上備考：上記売上実績はR３年３月期の数字				加藤　寿		営業推進部　兼　技術部　部長		0586-26-2766		katoh@icc-media.co.jp		164,198		141,900		57,097		4,286		11,844		11,876		21,609		21,835						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		1,532		1,532		0		1,647		6,400		1,203		3,562		(391)		0		(393)		2,312		1,532		1,532		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,957		91,333		24,468		66,865		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		2,125		6,700		1,592		(329)		0		(329)		2,784		1,564		1,564		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,885		84,351		18,222		66,129		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110231		稲沢シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		13		1		36,000		23,000		8,591				1,965		0		2,136		8,786		1,965				989		575		234		180		949		949						280,055		206,936		66,281		6,838		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				石原　勝稔		業務部		0587-24-1234		k-ishihara@toptower.co.jp		36,000		23,000		8,591		732		1,965		1,965		989		949						0		愛知県		7		23		3,000		1		済		0		-108		-108		0		0		0		(195)		0		(101)		0		(101)		(157)		(108)		(108)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		2,717		12,880		11,316		(4,335)		5,899		365		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(257)		(108)		0		(108)		(57)		(21)		(21)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,534		3,586		3,699		(796)		683		366		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110232		(株)キャッチネットワーク		東海		愛知県		142		98		286,765		278,162		178,966		173,387		48,924						178,966		48,924		716		94,584		1,570		39,212		53,802		81,914		81,914		0		771		8,326,865		2,344,700		4,841,075		1,141,090		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		山田　耕嗣		コーポレート本部　人事総務課　課長		0566-27-2272		koji-y@katch.co.jp		286,765		278,162		178,966		157		48,924		48,924		94,584		81,914						0		愛知県		7		23		100,000		1		済		0		1,746		1,746		0		1,951		1,895		1,646		28,717		(2,310)		0		(2,310)		4,026		1,746		1,746		0		45		0		0		0		0		0		0		0		0		14%		3,877		635,207		(197,822)		821,324		11,704		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		4,348		4,216		2,019		(2,453)		0		(2,453)		3,614		3,462		3,462		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		15%		3,615		98,146		(275,639)		333,557		40,229		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110233		グリーンシティケーブルテレビ(株)		東海		愛知県		55		25		173,040		165,697		63,473		24,283		16,265				16,265		63,473		16,265		33		29,513		2,162		2,828		24,523		28,236		28,236				16		2,618,409		990,816		1,614,618		12,973		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		半田　健		地域戦略本部　営業部　営業グループ　主任		0561-57-0246		t-handa@gctv.co.jp		173,040		165,697		63,473		54		16,265		16,265		29,513		28,236						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		1,071		1,071		0		1,727		1,471		1,101		0		(726)		0		(726)		1,558		1,071		1,071		0		2		0		0		0		0		0		0		0		2		0%		3,438		53,711		(31,058)		96,390		(11,624)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		5,685		3,992		1,218		(589)		0		(589)		1,606		1,772		1,772		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		1%		3,427		68,996		349		63,656		4,991		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110234		(株)ＣＡＣ		東海		愛知県		50		8		63,653		63,653		27,222		24,490		4,365				4,111		26,999		4,365		75		5,978		174		3,358		2,446		6,670		6,670				153		938,347		554,415		346,186		37,745		3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・その他　を修正(@連盟) 1千円の差異については、千円未満を切り捨てのため生じた差異				板井　綾子		総務部 部長		0569-26-0606		soumu@cac12.jp		63,653		63,653		27,222		0		4,365		4,365		5,978		6,670						0		愛知県		7		23		10,000		1		済		0		-40		-40		0		843		843		(1,020)		2,160		(193)		0		(193)		318		(40)		(40)		0		(17)		0		0		0		0		0		0		0		1		4%		2,873		(6,436)		(13,111)		3,421		3,253		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		932		932		(294)		(293)		0		(293)		45		38		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		2,788		(35,149)		(17,199)		(15,902)		(2,048)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110236		スターキャット・ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		154		125		1,066,639		1,066,639		546,523		81,672		89,085		0				546,523		89,085		20,415		131,747		1,156		29,186		101,405		81,585		81,585				507		11,518,118		6,311,862		4,592,142		614,114		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		松見　次郎		企画部　次長		052-231-2390		kikaku@starcat.co.jp		1,066,639		1,066,639		546,523		19,903		89,085		89,085		131,747		81,585						0		愛知県		7		23		500,000		1		済		0		1,313		1,313		0		8,771		8,771		6,950		19,219		(3,003)		0		(3,003)		9,872		1,313		1,313		0		64		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		1,756		(1)		250,069		(295,574)		45,504		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		14,261		14,261		6,182		(793)		0		(793)		11,437		1,456		1,456		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		1,779		769,047		(163,285)		862,624		69,708		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110237		四国中央市		四国		愛媛県						4,000		4,000		2,653		0		433		0		433		2,653		433		0		1,281		891		303		87		1,433		1,433		0		0		130,654		61,517		39,986		29,151		3/31/21		２０２１．８．１３　総売上・内訳を更新（事業者からのメールにより）@連盟  指定管理者へ利用料金制を採用し委託しているため、決算後、売上等についても分割する必要があり、時間を要するため調査中としております。				冨原　英友		情報政策課　情報政策係　係長		0896-28-6204		h.tomihara@city.shikokuchuo.ehime.jp		4,000		4,000		2,653		0		433		433		1,281		1,433						0		愛媛県		11		38		0		1		済		0		2		2		0		0		0		21		0		13		0		13		83		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22%		4,104		4,434		1,330		(22,234)		25,338		365		売上空白 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲクウハク		更新漏れ		問い合わせ トア		44,421		44,481		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ				売上空白		8/6メール,8/11TEL⇒申告約束　8/13データ修正 シンコクヤクソクシュウセイ				0		0		0		30		7		0		7		41		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		3,999		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110238		知多メディアスネットワーク(株)		東海		愛知県		86		13		149,794		149,794		90,011		88,047		29,860		0		29,860		90,011		29,860		613		41,716		2,774		19,600		19,342		39,927		39,927		0		261		4,310,109		1,662,351		2,096,001		551,757		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		松山　崇臣		経営企画部　経営戦略グループ　グループリーダー		0562-33-7101		matsuyama@medias.co.jp		149,794		149,794		90,011		7,606		29,860		29,860		41,716		39,927						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		1,832		1,832		0		3,069		3,069		(1,305)		8,918		581		0		581		2,120		1,832		1,832		0		(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		13%		3,990		467,182		(13,985)		70,829		410,338		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		452		452		2,141		(56)		0		(243)		2,409		292		292		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		3,507		213,620		44,689		169,540		(609)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110239		中部ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		188		88		653,634		603,158		250,176		178,037		58,054		0		58,054		250,176		58,783		1,047		107,136		15,915		30,805		60,416		106,964		106,964		0		92		9,614,673		3,523,043		4,934,526		1,157,104		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ｢電気通信事業損益報告」 〈電気通信事業〉6,085,960（単位：千円）  〈電気通信事業以外の事業〉3,528,714（単位：千円）		(株)コミュニティネットワークセンター		安達　剛志		企画・営業本部　経営企画部長		052-339-2304		keiei-kikaku@ccnw.co.jp		653,634		603,158		250,176		1,234		58,054		58,783		107,136		106,964						1		愛知県		7		23		200,000		1		済		0		4,343		4,343		0		12,489		12,479		2,186		30,760		(3,092)		0		(2,926)		3,645		4,343		4,343		0		20		0		0		0		0		0		0		0		0		12%		3,203		134,413		(130,957)		230,605		34,764		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		8,455		7,627		783		(5,930)		0		(72,790)		2,301		4,186		4,186		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		12%		3,186		24,422		(126,201)		130,079		20,545		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110240		知多半島ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		45		2		58,786		58,786		31,475		11,983		10,843				9,782		30,789		10,843		502		10,893		531		1,782		8,526		13,209		13,209				22		1,754,599		1,011,768		742,831		0		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		木学　洋和		企画管理部　次長		0569-34-8041		kigaku@tac-net.co.jp		58,786		58,786		31,475		25		10,843		10,843		10,893		13,209						0		愛知県		7		23		30,000		1		済		0		1,555		1,555		0		(147)		655		533		4,919		(625)		0		(625)		1,817		1,555		1,555		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,645		365,200		183,301		218,778		(36,879)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		1,958		1,431		(104)		100		0		100		1,779		2,116		2,116		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		3,742		82,490		(4,480)		69,354		17,616		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110241		豊橋ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		64		11		201,269		167,800		82,963		62,209		18,083				18,083		71,375		18,083		1,259		42,526								32,990		32,990		0				3,077,408		1,196,407		1,881,000				3/31/21						河辺　智勇		取締役		0532-56-1231		kawabe-t@sf.tees.ne.jp		201,269		167,800		82,963		4,586		18,083		18,083		42,526		32,990						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		2,460		2,460		0		904		0		1,443		21,107		(394)		0		(394)		2,471		2,460		2,460		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		3,091		123,470		23,433		100,037		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		6,383		0		1,504		(409)		0		(409)		1,632		2,146		2,146		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		3,020		25,434		(13,005)		38,439		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110242		(公財)名古屋ケーブルビジョン		東海		愛知県		12		1		12,390		12,390		7,153		0		0								0		0		0								0						0		600,072		233,027		0		367,045		3/31/16		エリア都道府県の入力について ・年度総売上実績、年度総売上実績内訳・放送、年度総売上実績内訳・その他 愛知県と岐阜県を世帯別に按分して入力済 愛知県（８０％）、岐阜県（２０％）				削除済		総務管理部　部長						12,390		12,390		7,153		7,153		0		0		0		0				3/31/17		1		愛知県		7		23		3,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110243		西尾張シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		47		37		222,846		158,695		79,540		6,666		16,609		0		16,609		47,462		16,609		177		20,443		5,982		1,927		12,534		22,960		22,960		0		116		2,552,740		1,245,834		1,306,906		0		3/31/21						服部　吉貴		管理部　次長		0567-25-9350		soumu@clovernet.co.jp		222,846		158,695		79,540		2,982		16,609		16,609		20,443		22,960						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		470		470		0		69,480		5,329		(267)		5,652		(1,240)		0		(1,240)		1,075		470		470		0		(32)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,674		(27,729)		(28,671)		942		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		1,798		1,798		87		(785)		0		(785)		352		171		171		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,694		(15,993)		(48,099)		32,106		0		366		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110244		ミクスネットワーク(株)		東海		愛知県		56		0		165,132		165,132		63,612		41,908		17,691		0		17,691		29,978		17,691		304		21,160		3,736		14,169		3,255		15,587		15,587				0		2,643,423		1,447,641		1,195,782		0		9/30/20						森崎　健吾		常務取締役		0564-25-5066		kengo@inc.catvmics.ne.jp		165,132		165,132		63,612		1,500		17,691		17,691		21,160		15,587						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		1,032		1,032		0		472		472		1,504		2,868		(891)		0		(891)		1,455		1,032		1,032		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,463		20,961		(36,020)		56,981		0		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		1,556		1,556		375		(645)		0		(645)		928		868		868		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,519		3,084		(48,462)		51,546		0		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110245		ひまわりネットワーク(株)		東海		愛知県		151		92		231,223		231,223		146,223		146,223		76,091		0		76,091		146,223		76,091		396		67,177		2,916		6,753		57,508		57,855		57,855		0		1,712		11,635,797		4,491,198		7,144,599		0		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		磯谷　由美子		総務部　係長		0565-35-3440		isogai@himawari.co.jp		231,223		231,223		146,223		104		76,091		76,091		67,177		57,855						0		愛知県		7		23		100,000		1		済		0		426		426		0		2,811		2,811		1,987		1,987		1,843		0		1,843		1,526		426		426		0		481		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		6,631		628,928		256,583		372,345		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		2,827		2,827		2,252		(178)		0		(178)		2,340		637		637		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		6,359		355,129		117,078		238,051		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110246		三河湾ネットワーク(株)		東海		愛知県		13		11		49,570		49,570		19,932		17,102		3,259		0		3,259		19,529		3,337		13		11,347		1,318		1,078		8,951		11,681		11,681		0		12		758,978		399,135		285,989		73,853		3/31/21		(年度総売上備考：通信部門はひまわりネットワークより販促手数料となる）		(株)コミュニティネットワークセンター		會場　啓悟		取締役		0533-69-7784		aiba@sky-1.co.jp		49,570		49,570		19,932		403		3,259		3,337		11,347		11,681						0		愛知県		7		23		10,000		1		済		0		462		462		0		2,893		2,893		457		2,413		(55)		0		(74)		355		462		462		0		3		0		0		0		0		0		0		0		1		10%		3,173		(22,660)		(12,825)		2,640		(12,476)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(1,250)		(88)		0		(82)		442		868		868		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11%		3,345		25,885		8,791		9,873		7,222		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110255		伊賀上野ケーブルテレビ(株)		東海		三重県		46		6		36,592		36,592		23,984		23,984		12,974		0		12,974		12,974		12,974		113		15,502		652		6,648		8,202		12,716		12,695		21		0		2,763,744		1,354,930		1,391,151		17,662		3/31/21						伊室　晃治		総務部　部長		0595-24-2560		imuro@ict-tv.co.jp		36,592		36,592		23,984		551		12,974		12,974		15,502		12,716						0		三重県		7		24		10,000		1		済		0		14		14		0		54		54		(151)		89		(144)		0		(144)		443		14		14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1%		9,603		791,443		439,141		378,086		(25,783)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		199		199		(116)		(127)		0		(127)		422		282		286		(4)		0		0		0		0		0		0		0		2		2%		6,810		1,268		(15,949)		29,576		(12,360)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110256		(株)アイティービー		東海		三重県		43		0		80,676		80,676		55,369		0		17,017						52,458		17,017		0		18,626		15,162		2,532		932		609				609		0		2,441,058								≪平成２５年３月３１日≫						削除済								80,058		80,058		55,341		0		11,184		17,326		19,532		678				3/31/14		0		三重県		7		24		50,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110257		(株)ケーブルネット鈴鹿		東海		三重県		0		19		87,568		87,568		57,556		26,706		27,841		0		20,117		56,750		25,467		11,029		27,523		1,877		3,232		22,414		21,897		21,897		0		276		2,902,495		957,905		1,944,590				3/31/21				(株)ＣＣＪ		朝倉　広幸		総務部・次長		059-380-6600		cty_somu11@cty.co.jp		87,568		87,568		57,556		0		27,841		25,467		27,523		21,897						0		三重県		7		24		50,000		1		済		0		1,935		1,935		0		518		518		441		2,384		13,059		0		(250)		2,166		1,935		1,935		0		(20)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,202		413,689		(287,761)		701,450		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		893		893		542		(493)		0		577		(1,273)		2,113		2,113		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,631		95,431		6,441		88,990		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110258		(株)シー・ティー・ワイ		東海		三重県		199		61		184,489		184,387		160,101		55,372		54,310				22,490		158,365		47,426		24,185		60,729		1,264		10,954		48,511		46,149		46,149				877		6,280,820		1,932,758		4,348,062				3/31/21				(株)ＣＣＪ		朝倉　広幸		総務部　総務課　課長		059-353-6505		cty_somu11@cty.co.jp		184,489		184,387		160,101		0		54,310		47,426		60,729		46,149						0		三重県		7		24		100,000		1		済		0		4,693		4,693		0		13		13		39		4,633		8,387		0		1,503		3,713		4,693		4,693		0		(26)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,269		805,109		(251,721)		1,056,830		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		2,400		2,457		700		4,247		0		4,247		2,815		5,067		5,067		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,851		234,445		(199,410)		433,854		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110259		(株)ラッキータウンテレビ		東海		三重県		19		0		60,915		51,311		13,998		0		1,322		0						1,545		0		3,976						0		1,787		1,794		0		0		696,971		221,010		429,887		46,075		3/31/21		※20180725 売上円単位で誤入力⇒千単位に修正 ※20180725 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201009 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20210811 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				近藤　均		取締役		0594-24-0001		kondo@lucky-towntv.co.jp		60,915		51,311		13,998		0		1,322		1,545		3,976		1,787						0		三重県		7		24		10,000		1		済		-7		-12		0		0		2,888		300		(656)		0		(128)		0		(110)		(25)		(12)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		7%		4,149		(7,478)		(2,371)		(25,335)		20,229		365		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,419		44,419		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										5		0		250		(144)		(240)		0		(46)		(114)		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24%		4,152		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110260		(株)ＺＴＶ		東海		三重県		252				560,886		560,886		279,584		264,036		117,642				117,642		279,584		117,642		12,501		130,384								97,128		97,117		11		2,031		16,402,331		6,268,442		9,994,870		139,019		6/30/20						川原田　剛		総務部　人事課　課長代理		059-236-5111		kawarada@ztv.co.jp		560,886		560,886		279,584		18,400		117,642		117,642		130,384		97,128						1		滋賀県		7		24		200,000		1		済		0		1,880		2,066		-186		3,839		3,839		(1,144)		29,710		1,587		0		1,587		8,549		1,880		2,066		(186)		(170)		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		4,889		170,063		(85,560)		260,277		(4,653)		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		14,057		14,057		(16,530)		1,560		0		1,560		7,708		2,819		3,561		(742)		0		0		0		0		0		0		0		1		1%		4,819		414,326		(24,567)		403,072		35,821		365		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110261		(株)アドバンスコープ		東海		三重県		74		14		38,713		38,713		19,151		16,211		17,177		0		16,400		16,400		17,177		38		12,902		613		2,749		9,540		10,479		10,479		0		2,110		1,903,840		789,849		993,783		120,208		3/31/21						松鹿　友子		総務部　総務課　課長		0595-64-7821		matsushika@advanscope.jp		38,713		38,713		19,151		1,974		17,177		17,177		12,902		10,479						0		三重県		7		24		10,000		1		済		0		-81		-81		0		191		191		381		503		313		0		313		155		(81)		(81)		0		594		0		0		0		0		0		0		0		0		6%		8,284		11,387		(20,347)		2,061		29,673		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		1,154		1,154		(700)		(740)		0		(740)		(207)		(63)		(63)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		8,402		2,808		(9,038)		(22,152)		34,178		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110262		松阪ケーブルテレビ・ステーション(株)		東海		三重県		79		8		107,987		107,987		70,235				16,531		0		16,531				17,074		2,501		34,118		15,104		8,805		9,874		26,757		26,757		0		1,876		3,627,285		1,635,865		1,991,420		0		3/31/21						掛橋　直也		総務部　総務課長		0598-50-2244		info@mctv.jp		107,987		107,987		70,235		555		16,531		17,074		34,118		26,757						0		三重県		7		24		50,000		1		済		0		2,065		2,065		0		267		267		266		0		(662)		0		(119)		1,722		2,065		2,065		0		269		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,304		120,119		6,438		113,681		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		463		463		432		(639)		0		(639)		1,161		2,034		2,034		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,177		77,785		(13,402)		91,187		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110263		下呂市		東海		岐阜県		5		0		12,149		8,279		7,282		7,282		0						7,282		0				788		0		0		788		0								243,133		63,109		180,024		0		7/31/21						熊崎　龍登		下呂市市長公室企画課情報管理室　主任		0576-24-2222		ryuto-k@city.gero.lg.jp		12,149		8,279		7,282		5,834		0		0		788		0						0		岐阜県		7		21		3,000		1		済		0		0		0		0		(6)		0		179		290		0		0		0		(77)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,782		62,334		(1,337)		63,671		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		11		0		(193)		0		0		0		(174)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,879		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110270		上婦負ケーブルテレビ(株)		北陸		富山県		11		0		16,215		10,485		6,860		6,819		4,601		0		4,021		6,860		4,162		0		2,141		1,053		175		913		178		0		178		0		375,728		290,079		85,649		0		3/31/21						燒田　賢一				076-469-6661		kct-jcta@knei.jp		16,215		10,485		6,860		16		4,601		4,162		2,141		178						0		富山県		8		16		3,000		1		済		0		-20		0		-12		0		0		69		70		(59)		0		0		15		(20)		0		(12)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,564		1,405		1,212		194		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										8		252		0		94		(51)		0		(120)		12		0		0		(8)		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,593		1,463		(661)		2,123		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110271		(株)ケーブルテレビ富山		北陸		富山県		78		30		165,896		165,896		113,692		107,570		39,203		0		39,203		113,692		61,086		1,815		38,957		868		1		38,088		38,247		38,247		0		5,886		5,535,754		2,933,990		2,601,764		0		3/31/21						島崎　正樹		経営管理部長		076-444-5952		shimasak@cttnet.co.jp		165,896		165,896		113,692		0		39,203		61,086		38,957		38,247						0		富山県		8		16		100,000		1		済		0		1,175		1,175		0		2,243		2,243		1,922		10,643		(1,386)		0		(2,155)		1,867		1,175		1,175		0		481		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,058		116,969		239,277		126,093		(248,401)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		1,603		1,603		1,925		(1,322)		0		(5,696)		1,405		1,719		1,719		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		4,040		222,822		8,562		234,179		(19,919)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110272		富山市（ケーブルテレビ八尾センター）		北陸		富山県		0		10		6,537		6,537		6,423		0		4,123		3,923						200		0		2,689		2,689						60		60				0		175,261																						6,483		6,483		6,423		829		4,123		200		2,689		60				2/20/08		0				8		16		3,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110273		能越ケーブルネット(株)		北陸		富山県		35		0		35,781		35,781		19,363		5,512		5,363		0		5,363		19,363		7,143		80		6,192		2,801		513		2,878		4,149		4,131		18		414		1,113,099		585,372		361,871		165,856		3/31/21						作道　実		総務部		0766-74-1166		tsukuri@cnethimi.co.jp		35,781		35,781		19,363		0		5,363		7,143		6,192		4,149						0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		1,415		1,417		-2		(193)		(193)		(21)		1,918		(211)		0		(615)		421		1,415		1,417		(2)		70		0		0		0		0		0		0		0		0		15%		4,790		27,296		3,990		40,251		(16,945)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(211)		(211)		(34)		(218)		0		(476)		345		1,238		1,240		(2)		0		0		0		0		0		0		0		0		17%		4,668		16,877		(387)		39,544		(22,280)		366		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110274		射水ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		30		1		39,401		39,401		27,837		22,506		10,779		0		14,949		28,538		11,080		383		13,223		3,020		76		9,867		13,734		13,734		0		988		1,843,461		807,786		950,270		85,405		3/31/21						高山　一登		常務取締役		0766-82-7320		takayama@catvnet.co.jp		39,401		39,401		27,837		701		10,779		11,080		13,223		13,734						0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		262		262		0		486		486		587		2,315		(430)		0		(633)		734		262		262		0		312		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		5,519		19,520		(4,716)		26,827		(2,591)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		479		479		1,450		(342)		0		(556)		811		381		381		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		5,578		81,136		3,764		59,237		18,135		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110275		高岡ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		40		1		65,857		65,857		47,813		26,026		12,442				12,442		47,813		12,442		1,257		16,388		844		8,669		6,813		15,354		15,354		0		1,149		2,217,306		1,388,004		829,301				3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				笠井　克祐		事業本部　執行役員事業本部長		0766-26-6900		kasai@takaoka-catv.jp		65,857		65,857		47,813		0		12,442		12,442		16,388		15,354						0		富山県		8		16		30,000		1		済		0		973		973		0		614		614		1,649		4,820		(242)		0		(4,083)		848		973		973		0		66		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		3,865		68,989		13,683		55,305		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		352		352		700		(307)		0		(1,744)		548		1,146		1,146		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,878		54,102		9,664		44,439		0		0		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110276		となみ衛星通信テレビ(株)		北陸		富山県		41		0		42,753		42,753		29,672		9,795		13,305		0		13,305		29,672		13,305		869		11,788		2,222		2,791		6,775		9,747		9,747		0		780		1,813,113		1,042,338		770,775		0		3/31/21		年度総売上実績内訳・放送には砺波広域圏事務組合及び小矢部市ケーブルテレビ分も含みます。 【内訳】 となみ衛星通信テレビ㈱　539,540千円 砺波広域圏事務組合　241,282千円 小矢部市ケーブルテレビ　261,516千円				加賀谷　一幸		総務部次長　管理課　課長		0763-22-7600		smile-jcta@tst-tv.jp		42,753		42,753		29,672		0		13,305		13,305		11,788		9,747						0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		189		189		0		0		0		78		3,180		(382)		0		(382)		381		189		189		0		115		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		5,092		66,797		4,106		62,691		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		24,448		24,448		17,368		7,165		0		1,819		446		337		337		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,917		11,816		(10,975)		22,791		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110277		(株)新川インフォメーションセンター		北陸		富山県		18		4		15,856		15,856		10,950		2,783		4,533		0		4,533		10,950		5,732		145		4,548		2,764		990		868		4,433		4,433		0		0		858,498		330,968		236,396		291,134		3/31/21						松岡　千穂		取締役総務部長		0765-23-6110		matsuoka@nice-tv.jp		15,856		15,856		10,950		66		4,533		5,732		4,548		4,433						0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		292		292		0		0		0		38		1,793		10		0		(245)		127		292		292		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34%		6,533		(6,482)		(5,844)		4,472		(5,108)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		58		32		0		(29)		67		120		120		0		0		0		0		0		0		0		0		2		34%		6,606		12,014		3,856		7,111		1,047		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110278		新川広域圏事務組合		北陸		富山県		0		4		28,004		28,004		22,495		0		4,614				4,614		22,495		5,388		0		8,305		7,957				707		0						0		531,594		438,821		51,278		41495		3/31/15						削除済								28,004		28,004		22,542		1,012		4,685		5,229		8,664		0				3/31/16		0		富山県		8		16		10,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110279		滑川中新川地区広域情報事務組合		北陸		富山県		0		11		26,400		26,400		15,898		0		6,048		0		7,874		15,898		15,512				5,589		4,557		0		1,032		50		0		50		426		597711		562,617		35,094		0		3/31/21		※20210721 事業状況・財務状況・・・事業譲渡先（株）ＴＡＭの確定データを元に更新 　20211025　TAMに入力した数値を登録（連盟）　 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ニュウリョクスウチトウロク				竹山　雅信		総務課　係長		076-474-9211		takeyama@net3-tv.jp		30,001		30,001		15,906		382		7,907		15,412		5,653		0				6/30/21		0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		50		0		50		(3,458)		(3,458)		68		0		(2,444)		0		176		(304)		50		0		50		62		0		0		-8		-1,859		100		-64		50		0		0%		3,133		(3,957)		(3,091)		(866)		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要→10/25 財務情報修正		44,494		44,494		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		103		103		86		(277)		0		77		(265)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,167		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110280		加賀ケーブル(株)		北陸		石川県						29,163		29,163		8,935		0		8,056				8,056		8,935		8,056		641		3,692		1,533		289		1,870		2,880		2,880		0		0		732,596		331,216		220,956		180,424		3/31/21		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				髙田　直彦		代表取締役社長		0761-72-8191		takata@kagacable.jp		29,163		29,163		8,935		879		8,056		8,056		3,692		2,880						0		石川県		8		17		3,000		1		済		0		192		192		0		0		0		40		0		(839)		0		45		155		192		192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25%		6,833		172,043		(9,282)		17,843		163,484		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										593		0		0		930		930		0		46		0		593		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		4,992		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110281		金沢ケーブル(株)		北陸		石川県		30		34		255,815		255,815		103,153		3,188		22,862				41,931		103,153		41,931		2,575		35,523		9,125		2,875		23,523		24,034		24,007		27		6,209		5,122,818		2,752,589		2,370,228		0		3/31/21						多賀　陽市		営業部		076-224-1140		y-taga@kanazawacatv.jp		255,815		255,815		103,153		8,637		22,862		41,931		35,523		24,034						0		石川県		8		17		100,000		1		済		0		-420		-415		-5		0		0		1,055		1,300		(2,286)		0		(414)		1,035		(420)		(415)		(5)		1,208		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,139		301,185		33,499		267,685		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(1,526)		653		0		(314)		6		(652)		(347)		(305)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,935		156,064		118,849		37,215		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110282		(株)テレビ小松		北陸		石川県		22		0		57,483		30,300		19,709		14,130		7,788				7,788		18,623		12,333		2,477		10,002		1,216		1,959		6,827		9,409		9,409						1,147,943		546,844		569,112		31,987		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20190910 放送内訳修正値入手し連盟が登録 決算年月日更新漏れ⇒2019/03/31に修正				縄　洋平		代表取締役専務		0761-23-3911		y-nawa@tvk.ne.jp		57,483		30,300		19,709		2,600		7,788		12,333		10,002		9,409						0		石川県		8		17		10,000		1		済		0		546		546		0		557		0		651		1,408		235		0		635		731		546		546		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		4,854		66,418		29,712		45,691		(8,986)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		1,118		0		863		492		0		766		860		798		798		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		4%		4,729		(5,085)		(6,203)		40,763		(39,644)		366		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ				メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718

		10110283		(株)あさがおテレビ		北陸		石川県		19		1		39,598		39,598		25,517		11,595		9,387		0		5,360		19,690		7,844		269		6,968		1,689		1,107		4,172		7,238		7,238						1,257,078		730,977		526,101		0		3/31/21		※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				森　謙一		取締役（事業推進担当）		076-274-3333		mori@asagaotv.ne.jp		39,598		39,598		25,517		61		9,387		7,844		6,968		7,238						0		石川県		8		17		10,000		1		済		0		219		219		0		0		0		(134)		1,104		(79)		0		(79)		299		219		219		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,105		52,553		23,071		32,649		(3,167)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		125		125		(18)		(73)		0		(289)		438		529		529		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,913		74,738		35,461		47,160		(7,883)		0		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110287		織田中央テレビ共同受信施設組合		北陸		福井県		0		1		1,370		1,370		1,370		0		0		1,370						0		0										0						0																								1,370		1,370		1,370		1,370		0		0		0		0				12/19/07		0				8		18		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110288		丹南ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		38		5		61,362		61,362		42,403		36,145		27,476		0		27,476		42,403		27,476		0		19,017		325		326		18,366		14,473		14,473		0		782		2,323,097		1,411,138		911,959		0		3/31/21						石塚　喜章		経営企画部　部長		0778-21-5040		ishiduka@t-catv.co.jp		61,362		61,362		42,403		5,150		27,476		27,476		19,017		14,473						0		福井県		8		18		30,000		1		済		0		201		201		0		558		558		785		6,008		530		0		530		813		201		201		0		85		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,566		41,809		695		41,114		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		1,793		1,793		(162)		627		0		627		1,001		745		745		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,568		92,543		35,681		56,862		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110289		福井ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		39		40		115,231		103,200		90,915		17,942		81,343		0		81,224		89,346		81,224		11,045		33,141		6,390		13,556		13,195		30,248		30,248				825		5,281,815		2,869,707		2,412,108		0		3/31/21						安田　誠		社長補佐		0776-20-3651		yasuda@fctv.co.jp		115,231		103,200		90,915		111		81,343		81,224		33,141		30,248						0		福井県		8		18		50,000		1		済		0		660		660		0		0		0		1,569		6,824		(349)		0		(196)		729		660		660		0		(46)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,841		68,527		30,425		38,103		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		1,100		0		1,555		1,390		0		1,474		286		199		199		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,862		39,827		10,362		29,464		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110290		美方ケーブルネットワーク(株)		北陸		福井県		4		5		8,677		8,651		7,482		2,355		5,218				3,678		7,385		4,902		0		2,581		390		1,971		137		69				80		28		273,719		135,390		99,475		38,854		3/31/21						真田　邦彦		事業局長兼サービス課 課長　		0770-32-3400		k-sanada@mmnet-ai.ne.jp		8,677		8,651		7,482		0		5,218		4,902		2,581		69						0		福井県		8		18		3,000		1		済		-11		-11		0		0		9		0		0		0		152		0		(164)		83		(11)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14%		3,049		(734)		(24,401)		7,805		15,862		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										0		17		0		12		(33)		0		(33)		(47)		(3)		0		(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		3,057		(1,600)		(992)		(4,234)		3,636		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110292		(株)嶺南ケーブルネットワーク		北陸		福井県		30		12		29,013		29,013		26,056		6,152		19,110		0		19,110		19,110		21,860		395		11,148								7,772		7,740		32		1,097		1,507,433		786,724		663,413		57,295		3/31/21						平吹　明義		経営管理部　事業管理担当部長		0770-24-4101		rcn-man@rcn.ne.jp		29,013		29,013		26,056		0		19,110		21,860		11,148		7,772						0		福井県		8		18		10,000		1		済		0		401		369		-47		362		362		(163)		6,152		(221)		0		(449)		390		401		369		(47)		195		0		0		0		0		0		0		0		1		4%		4,821		52,995		(4,038)		61,610		(4,579)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										-79		157		157		(39)		(2,807)		0		171		85		388		388		(28)		0		0		0		0		0		0		0		-1		4%		4,623		42,656		2,821		38,063		1,773		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110293		(株)ケーブルテレビ若狭小浜		北陸		福井県		15		2		12,114		12,114		11,039				2,257				1,490		11,039		2,257		104		915						915		0								367,584		318,489		38,542		10,553		3/31/21						中辻　文博		総務部　総務課長		0770-52-7201		nakatsuji@channel-oh.jp		12,114		12,114		11,039		0		2,257		2,257		915		0						0		福井県		8		18		10,000		1		済		0		0		0		0		43		43		(24)		0		(897)		0		(897)		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		2,775		(383)		(949)		630		(63)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		74		74		133		697		0		697		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		3%		2,772		(8,812)		(11,231)		313		2,105		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110294		おおい町		北陸		福井県		9				3,266		3,266		3,266		0		714		0		2,411		3,266		2,411		0		0								0						0		12,713		12,713						3/31/21						濱田　知		まちづくり課　主事		0770-77-4051		tohamada@town.ohi.lg.jp		3,266		3,266		3,266		0		714		2,411		0		0						0		福井県		8		18		3,000		1		済		0		0		0		0		21		21		21		0		(14)		0		20		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		324		(316)		(316)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		29		29		29		(34)		0		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		335		(329)		(329)		0		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110300		環境エンジニアリング(株)		近畿		滋賀県						1,039		1,039		980		0		0								0		0		0								0						0																削除済		マネージャー						1,039		1,039		980		0		0		0		0		0				3/31/11		0				9		25		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110301		余呉町		近畿		滋賀県		3				1,255		1,255		1,255		0		80								0		0		540		540						1,243						0																削除済		総務課情報係　係長						1,243		1,243		1,243		1,243		80		0		562		1,243				2/18/09		0				9		25		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110302		(株)甲賀ケーブルネットワーク		近畿		滋賀県		7		3		18,403		9,925		2,055		0		2,055		2,055								0		271		271												0		105,943		99,195		5,310		1437								削除済		営業部　主任						18,403		9,925		2,055		0		2,055		0		271		0				9/19/12		0				9		25		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110303		滋賀ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		43		11		265,279		119,702		44,704		0		28,648		23,928						5,100		0		10,273								341		373				0		1,609,352																						118,363		118,363		42,104		0		28,648		4,382		9,640		341				12/19/07		0				9		25		30,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110304		近江八幡ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県						29,557		29,557		13,368		0		9,684								0		0		2,529		2,529						72				72		0																削除済		技術部インターネット課						29,557		29,557		13,368		1,744		9,684		0		2,529		72				7/2/08		0				9		25		10,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110310		(株)ＫＣＮ京都		近畿		京都府		23		20		188,089		76,563		38,447		0		25,798		0				38,447		12,687		2,286		34,899		40		151		32,661		32,650		32,611		39		0		2,509,890		668,588		1,755,184		86,117		12/31/20						山﨑　理		常務取締役総務部長		0774-95-0089		yamasaki@kcn-kyoto.jp		188,089		76,563		38,447		3,285		25,798		12,687		34,899		32,650						0		京都府		9		26		30,000		1		済		0		2,164		2,175		-11		1,728		1,040		1,284		0		1,023		0		(591)		1,909		2,164		2,175		(11)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		3%		5,440		128,426		12,888		102,202		13,335		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		2,335		3,544		1,419		1,433		0		(439)		2,272		1,682		1,694		(12)		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		5,340		131,567		35,041		449,686		(353,159)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110311		(株)京都ケーブルコミュニケーションズ		近畿		京都府		37		30		686,500		313,000		136,000		0		34,000		0		12,970		0		12,970		0		10,300		10,300		0		0		0		0		0		0		2,924,000		1,243,000		490,000		0						ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　部長						686,500		313,000		136,000		0		34,000		8,850		10,300		0				10/22/08		0				9		26		100,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110313		洛西ケーブルビジョン(株)		近畿		京都府		2		1		16,900		16,580		13,334				2,688		0		857		13,334		1,410				1,548				837		711		2,231		2,231						327,425		245,370		64,845		17,210		3/31/21						新治　光子		総務部　取締役総務部長		075-331-1411		niiharu@rcv.co.jp		16,900		16,580		13,334		0		2,688		1,410		1,548		2,231						0		京都府		9		26		10,000		1		済		0		160		160		0		0		0		(87)		0		87		0		(60)		163		160		160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		2,046		1,712		(4,220)		5,790		142		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(88)		114		0		(41)		133		181		181		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		2,022		(2,845)		(9,936)		8,451		(1,360)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110324		ケーブルウエスト(株)		近畿		大阪府		106		241		506,674		470,143		403,082		0		87,697		37,959						50,244		0		34,634								8,799		11,079				0														ＪＣＯＭ(株)										506,674		470,143		382,205		277,051		87,697		49,806		33,083		8,799				2/20/08		0				9		27		200,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110326		(株)オプテージ		近畿		大阪府						8,547,305		7,581,906		930,902		930,902		299,468		0		299,468		930,902		299,468		0		1,578,271		0		0		1,578,271		1,637,241		1,471,554		165,687				260,897,000		30,226,000		167,938,000		62,732,000		3/31/21		20210728 データ更新				管理者								8,547,305		7,581,906		930,902		32,006		299,468		299,468		1,578,271		1,637,241						1		大阪府		9		27		500,000		1		済		0		-3,267		3,554		-6,821		0		5,673		26,679		26,679		(8,202)		0		(8,202)		29,672		(3,267)		3,554		(6,821)		0		0		0		0		0		0		0		0		1,000		24%		23,355		3,208,000		752,000		(2,134,000)		4,589,000		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		100万円単位で登録 マンエンタンイトウロク		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		862		25,290		(8,972)		0		(8,972)		6,709		(5,437)		(1,977)		(3,460)		0		0		0		0		0		0		0		0		23%		23,749		33,331,000		35,000		14,947,000		18,350,000		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110327		(財)京阪神ケーブルビジョン		近畿		大阪府		44		9		283,193		283,193		283,193		0		8,061		1,613		6,448		157,083		6,448		0		3,134		2,558		576		0		364		0		364		0		744,083		560,826		106,854		1356								削除済		総務部長						280,550		280,550		280,550		234,567		6,918		5,659		3,218		356				3/31/10		0				9		27		200,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110328		(株)ジェイコムウエスト		近畿		大阪府		0		251		5,666,125		5,666,125		3,772,470		0		988,906				988,906		3,772,470		988,906		247,468		965,370		47,332		73,318		844,720		931,490		931,490		0		92,267		130,798,206		51,330,015		53,943,641		25,524,550		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		石田　裕子		㈱ジェイコムウエスト 人事・管理統括部 管理グループ		06-7175-7301		jcw-corporate@jupiter.jcom.co.jp		5,666,125		5,666,125		3,772,470		893,956		988,906		988,906		965,370		931,490						1		大阪府		9		27		1,000,000		1		済		0		-28,764		-28,764		0		26,552		26,552		8,698		0		(11,725)		0		(11,725)		20,534		(28,764)		(28,764)		0		9,593		0		0		0		0		0		0		0		0		20%		2,889		2,270,210		(768,026)		1,000,887		2,037,350		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										0		55,841		55,841		13,315		(4,978)		0		(4,978)		27,387		(14,647)		(14,647)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		18%		2,846		3,450,980		(163,729)		282,024		3,332,684		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110330		吹田ケーブルテレビジョン(株)		近畿		大阪府		2		46		179,200		179,200		152,500		0		40,500		0						40,500		0		25,900								27,800						0		3,778,432												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						178,100		178,100		151,200		23,757		40,400		40,400		23,500		24,600				12/31/12		0				9		27		100,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110331		(株)全関西ケーブルテレビジョン		近畿		大阪府		9		1		79,506		26,270		19,520		19,520		0						15,182		0				0								0								450,288		374,908				75,380		3/31/21						山田　茂生		エリア事業部　エリア事業部長		06-6201-3388		yamada@ac-tv.co.jp		79,506		26,270		19,520		17,223		0		0		0		0						1		大阪府		9		27		10,000		1		済		0		0		0		0		207		0		(32)		(32)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17%		1,922		25,435		34,915		0		(9,480)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		257		0		(120)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20%		1,811		13,891		7,699		0		6,192		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110332		高槻ケーブルネットワーク(株)		近畿		大阪府		0		44		167,000		167,000		114,900		0		43,300		0						43,300		0		28,400								34,100				0		0		4,393,710												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						166,500		166,500		114,100		25,400		43,800		43,800		27,100		31,400				12/31/12		0				9		27		100,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110333		(株)テレビ岸和田		近畿		大阪府		48		9		96,367		89,521		71,660		25,346		27,455				27,455		71,660		27,455		3,060		29,303		1,099		630		27,574		31,566		31,566						2,699,052		1,225,884		1,359,887		113,281		3/31/21						嶋崎　宏和		技術本部　本部長		072-436-3636		shima@tvk.co.jp		96,367		89,521		71,660		24,002		27,455		27,455		29,303		31,566						0		大阪府		9		27		50,000		1		済		0		282		282		0		453		452		(461)		4,104		832		0		751		272		282		282		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		3,139		24,927		(9,276)		46,159		(11,957)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		967		968		309		442		0		431		5,162		1,497		1,497		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		5%		3,090		48,920		(3,577)		69,098		(16,600)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110334		豊中・池田ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0		56		237,900		237,900		178,800		0		52,300		0						52,300		0		33,500								36,900						0		4,994,113		2,847,288		1,642,168								ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						235,800		235,800		177,600		29,600		53,100		53,100		30,900		33,200				12/31/12		0				9		27		100,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110337		東大阪ケーブルテレビ(株)		近畿		大阪府		0		49		246,100		246,100		155,700		0		57,200		0		37,200		95,907		57,200		0		31,900								41,000						0		5,469,225												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部　管理統括部						244,200		244,200		154,200		27,600		57,200		57,200		30,600		37,600				12/31/12		0				9		27		100,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110338		北摂ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0				211,184		211,184		139,085		0		47,480		24,597						24,875		0										31,027						0		5,607,809												ＪＣＯＭ(株)										211,184		211,184		139,085		9,954		47,480		24,875		30,721		31,027				2/20/08		0				9		27		100,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110339		北河内ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		33		120		320,076		320,076		174,720		0		62,869		7,422		55,447		174,720		55,447		0		32,568		25,319		5,498		1,751		30,606		23,372				0		5,903,437		3,648,607		1,459,003								ＪＣＯＭ(株)		削除済		ＣＳ推進課　課長						320,076		320,076		174,720		16,456		62,869		55,447		32,568		30,606				5/20/09		0				9		27		100,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110341		(株)明石ケーブルテレビ		近畿		兵庫県		22		8		139,103		95,665		51,030		57,579		8,875						14,713		8,494		10		7,221		3,444		1,105		2,672		9,104		9,104						1,059,843		605,300		332,459		122,084		3/31/21						松尾　明美		管理部　担当課長		078-911-7000		matsuo@actv.zaq.ne.jp		139,103		95,665		51,030		36,317		8,875		8,494		7,221		9,104						0		兵庫県		9		28		50,000		1		済		0		-151		-151		0		0		(119)		(211)		57,485		51		0		(6,323)		(54)		(151)		(151)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12%		1,731		(54,026)		(25,453)		(6,052)		(22,521)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		3,110		94		(98)		(453)		0		(721)		(214)		(235)		(235)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13%		1,811		(35,457)		(25,919)		(8,130)		(1,408)		366		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110343		(株)淡路島テレビジョン		近畿		兵庫県		17		0		16,496		16,496		12,867		0		1,701				0		0		1,701		0						0		0		0		0		0		0		130,000														削除済		取締役総務管理部長						16,496		16,496		12,867		0		1,701		1,701		0		0				5/21/08		0				9		28		10,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110344		ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス(株)		近畿		兵庫県		47		2		175,601		123,812		53,788		0		15,288		0		16,043		52,754		21,737		647		12,197		7,061		886		3,138		15,975		15,915		60				2,064,346		1,061,753		975,251		27,343		3/31/21						永濱　昭和		総務部　担当取締役		079-420-2525		ban-jcta@banban.co.jp		175,601		123,812		53,788		4,332		15,288		21,737		12,197		15,975						0		兵庫県		9		28		50,000		1		済		0		707		707		0		1,716		813		1,034		0		(219)		0		(106)		1,112		707		707		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		1%		3,198		291,002		(25,669)		330,059		(13,387)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		加入数増減＝合計差異、S＞0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数差異をPに加減 カニュウスウサイカゲン										0		1,561		274		230		(564)		0		(210)		315		362		365		(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		2,801		(5,477)		(16,333)		11,260		(402)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110345		神河町ケーブルテレビネットワーク		近畿		兵庫県		8		0		4,146		4,146		3,682		3,682		0		0		0		3,682		0		0		1,438		0		0		1,438		0						0		96,129		81,128		15,001		0		3/31/21						齊藤　斉		総務課　係長		0790-32-2752		jyoho@town.kamikawa.hyogo.jp		4,146		4,146		3,682		1,467		0		0		1,438		0						0		兵庫県		9		28		3,000		1		済		0		0		0		0		(48)		26		(38)		(38)		0		0		0		53		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,176		(6,010)		(6,011)		1		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,381		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110347		(株)ケーブルネット神戸芦屋		近畿		兵庫県		0		198		812,500		812,500		615,700		0		159,700		0						159,700		0		109,600								143,100						0		17,917,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部　兵庫ブロック管理チーム長						810,700		810,700		608,600		131,300		156,800		156,800		102,000		131,900				12/31/12		0				9		28		500,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110348		南あわじ市		近畿		兵庫県		4		4		19,743		19,743		0		0		0		0		0		13,963		0		0		0		0						0						0		1,050		1,013		37		0		3/31/21		市役所の一般会計のため、会計科目等当てはまるものがありませんので、非管理項目としています。				奥田 泰大		広報情報課　副課長		0799-43-2345		yasuhiro_okuda@city.minamiawaji.hyogo.jp		19,743		19,743		0		0		0		0		0		0						0		兵庫県		9		28		0		1		済		0		0		0		0		194		194		(599)		0		(12)		0		(18)		(52)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		(479,939)		(475,365)		(4,574)		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ				総接続 空白 ソウセツゾククウハク		8/6メール、空白説明ありこのままとする、理由を備考追記 クウハクセツメイリユウビコウツイキ		44,419		0		176		176		(3,132)		(49)		0		(80)		(247)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		66,916		28,591		45,482		(16,891)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110349		(財)神戸市開発管理事業団		近畿		兵庫県		10		13		66,588		66,588		58,878		0		9,309		8,722		587		0		587		0		1,850		446		1,404		0		0						0		874,555		853,819		20,736				平成１８年度、金額はすべて税抜き額														66,588		66,588		58,878		0		9,309		587		1,850		0				2/20/08		0				9		28		50,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110350		(株)ベイ・コミュニケーションズ		近畿		大阪府		245		19		884,700		883,900		808,400		29,257		130,193		0		104,434		808,400		130,193		20		216,457		10,484		72,245		133,729		154,359		154,318		41		192		18,756,555		5,554,113		11,374,516		1,827,925		3/31/21						竹村　健一郎		経営企画室　課長		06-6450-1179		ml-renmei@baycom.jp		884,700		883,900		808,400		677,052		130,193		130,193		216,457		154,359						1		大阪府		9		27		500,000		1		済		0		302		333		-31		0		0		5,200		12,255		(1,896)		0		(1,896)		15,263		302		333		(31)		(159)		0		0		0		0		0		0		0		1		10%		1,934		463,543		(267,276)		257,385		473,434		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		2,500		(2,761)		0		(2,761)		12,893		924		941		(17)		0		0		0		0		0		0		0		1		7%		1,898		704,575		(205,915)		332,351		578,138		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110351		姫路ケーブルテレビ(株)		近畿		兵庫県		53		14		248,600		248,600		125,757		36,249		39,658		0		23,437		125,757		39,658		940		46,890		5,732		11,764		29,394		43,415		43,355		60		0		4,319,453		1,991,265		2,328,189		0		3/31/21						松本　圭司		取締役総務部長兼企画部長		079-278-5070		k-matsumoto@winknet.ne.jp		248,600		248,600		125,757		42,304		39,658		39,658		46,890		43,415						0		兵庫県		9		28		100,000		1		済		0		2,160		2,172		-12		0		0		2,790		4,731		1,493		0		1,493		5,677		2,160		2,172		(12)		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		0%		2,862		145,093		(8,651)		153,745		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		2,212		930		0		930		4,964		2,378		2,385		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,829		(84,694)		(176,989)		92,295		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110355		近鉄ケーブルネットワーク(株)		近畿		奈良県		233		133		567,506		418,209		197,644				60,633		0		60,633		197,644		72,532		16,166		145,855		14,382		776		130,697		139,141		136,045		3,096		3,019		13,527,622		4,310,266		9,217,356				12/31/20						金井　博美		監査役室・対外業務室		0743-75-5510		kanai@kcn.ad.jp		567,506		418,209		197,644		8,111		60,633		72,532		145,855		139,141						0		奈良県		9		29		100,000		1		済		0		3,230		3,469		-239		4,392		11,344		3,509		0		277		0		957		6,201		3,230		3,469		(239)		599		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		5,704		436,215		59,929		376,286		0		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		4,451		14,152		5,801		(84)		0		588		10,009		5,453		5,714		(261)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		5,620		565,201		27,167		538,035		0		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110356		こまどりケーブル(株)		近畿		奈良県		10		2		38,357		38,357		32,640		26,478		3,815		0		10,827		32,640		10,827		12		0								0						0		1,621,801		701,437		0		920,364		12/31/20		特になし				山崎　理		常務取締役		0743-75-4744		yamasaki@kcn.ad.jp		38,357		38,357		32,640		27,023		3,815		10,827		0		0						0		奈良県		9		29		30,000		1		済		0		0		0		0		(212)		(212)		(33)		2,506		(115)		0		138		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		57%		4,141		91,017		(5,317)		0		96,336		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(13)		(13)		458		(135)		0		(53)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		54%		3,904		194,779		(6,466)		0		201,245		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110357		(株)サイバーリンクス		近畿		和歌山県		535				7,780		4,025		4,025		4,025		307						4,025		307				1,263						1,263		26				26				10,321,048		91,692		85,173		10,144,183		12/31/20		20210729　総売上/実績内訳（放送・通信・その他）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				杉原　正洋		公共クラウド事業部　公共サービス運用部　ネットワーク運用課　課長補佐		0739-24-9500		m-sugihara@cyber-l.co.jp		7,780		4,025		4,025		4,025		307		307		1,263		26						0		和歌山県		9		30		3,000		1		済		0		-24		0		-24		0		(302)		(302)		(302)		(139)		0		(139)		19		(24)		0		(24)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		98%		213,686		(128,654)		(122,923)		(1,155)		(4,576)		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＜202005, 売上誤記＆決算日更新漏れ		売上誤記＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(2)		(59)		(59)		(21)		0		(21)		77		(1)		0		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		97%		201,250		764,376		89,756		3,400		671,220		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110359		鹿足郡事務組合		中国		島根県		7		0		6,388		6,388		5,925		5,925		669				669		5,925		997		51		2,304		1,666		394		244		5,925		5,925		51		0		399,370		121,131		85,450		192,789		3/31/21						三宅　貴洋		主事		0856-74-2099		snn@tsuwano.net		6,388		6,388		5,925		2,830		669		997		2,304		5,925						0		島根県		10		32		3,000		1		済		-51		-173		-173		-1		(75)		(75)		(173)		(173)		(61)		0		(7)		102		(173)		(173)		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		48%		5,617		(233,360)		(5,678)		8,884		(236,566)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										-52		(85)		(85)		(44)		1		0		23		139		(44)		(44)		(5)		0		0		0		0		0		0		0		0				0		(1,139,472)		(127,370)		(69,867)		(942,235)		(43,190)		売上空白 ウリアゲクウハク		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,759

		10110361		(株)中海テレビ放送		中国		鳥取県		64		11		100,740		100,740		55,420		27,271		38,476		0		38,476		55,420		38,476		1,113		23,679		1,763		317		21,599		25,452		25,452		42		848		5,624,157		2,630,433		1,197,890		1,795,834		3/31/21						鎌田　靖史		総務部　次長		0859-29-2211		catv@chukai.co.jp		100,740		100,740		55,420		2,985		38,476		38,476		23,679		25,452						0		鳥取県		10		31		50,000		1		済		-42		842		951		-67		1,770		1,770		871		7,344		142		0		142		1,520		842		951		(67)		222		0		0		0		0		0		0		0		0		32%		8,457		233,796		84,407		50,882		98,507		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31%		8,235		339,175		29,618		49,019		260,538		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110362		鳥取中央有線放送(株)		中国		鳥取県		26		0		18,280		18,280		14,667		14,667		3,161				1,459		14,667		3,161		131		5,381		2,351		2,051		979		0						497		527,641		287,326		240,314		0		3/31/21						谷口　成樹		事業部事業1係・係長		0858-53-2565		info@torichu.co.jp		18,280		18,280		14,667		1		3,161		3,161		5,381		0						0		鳥取県		10		31		10,000		1		済		0		0		0		0		117		117		1		1		(14)		0		(14)		425		0		0		0		6		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		2,998		20,393		4,521		15,871		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		129		129		41		(12)		0		(12)		148		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,882		10,332		(535)		10,867		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110363		(株)鳥取テレトピア		中国		鳥取県		15		0		14,004		12,935		9,362		1,627		6,200		0				9,362		6,200		101		1,824		1,094		485		245		0						0		504,399		389,886		111,895		2,619		3/31/21						奈良井　大輔				0857-22-6111		daisuke-narai@inabapyonpyon.net		14,004		12,935		9,362		0		6,200		6,200		1,824		0						0		鳥取県		10		31		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(17)		1,627		(51)		0		(51)		49		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		1%		4,490		21,816		19,750		3,150		(1,083)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(36)		(42)		0		(42)		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		4,288		4,800		(4,379)		9,030		149		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110364		日本海ケーブルネットワーク(株)		中国		鳥取県		68		0		91,547		91,547		63,785		8,108		39,984		0				63,772		39,984		1,451		15,463		9,606		1,379		4,478		17,291		17,291		0		2,526		3,027,543		2,071,919		955,624				7/31/20						坂口　淳子		総務部　総務課		0857-21-3202		catv@ncn-t.net		91,547		91,547		63,785		5,640		39,984		39,984		15,463		17,291						0		鳥取県		10		31		50,000		1		済		0		-8		-8		0		0		0		279		1,651		151		0		151		501		(8)		(8)		0		(277)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,955		78,135		51,127		27,008		0		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		291		106		0		106		129		(234)		(234)		0		0		0		0		0		0		0		0		-20,289		0%		3,870		30,848		10,983		40,154		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110365		出雲ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		34		7		42,568		42,568		27,829		11,945		10,179		0		25,078		27,829		25,078		273		9,181		1,333		1,780		6,068		11,077		11,077						1,798,439		1,135,686		662,753		0		3/31/21						北脇　厚		総務課　課長		0853-21-9811		kitawaki-atsushi@icv-izumo.ne.jp		42,568		42,568		27,829		0		10,179		25,078		9,181		11,077						0		島根県		10		32		10,000		1		済		0		1,083		1,083		0		0		0		(1,104)		7,470		78		0		570		1,236		1,083		1,083		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		5,385		107,624		45,788		61,836		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		294		(95)		0		238		255		266		266		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,870		57,976		24,256		33,720		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110366		松江市		中国		島根県		0		3		3,320		2,508		2,272		0		633		615						37		0		347		347		0		0		0		11		0		0		57,795														削除済		鹿島ケーブルビジョン所長						3,320		2,508		2,291		0		665		38		335		0				3/31/11		0				10		32		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110367		山陰ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		62		20		104,552		104,552		56,017		46,705		4,864				4,864		13,648		13,648		578		15,486		4,535		5,773		5,178		9,192		8,281		911		1,380		2,576,929		1,388,660		588,347		599,922		3/31/21		(年度総売上備考：行政が設備した施設の運営管理あり）				上代　徹		総務部　総務課長		0852-23-2522		jyoudai@mable.ne.jp		104,552		104,552		56,017		726		4,864		13,648		15,486		9,192						0		島根県		10		32		50,000		1		済		0		3,377		3,411		-34		659		659		399		27,667		(154)		0		(1,211)		1,879		3,377		3,411		(34)		84		0		0		0		0		0		0		0		0		23%		3,834		233,790		70,645		77,728		85,417		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										-1,275		570		570		477		(177)		0		(746)		566		0		1,653		(378)		0		0		0		0		0		0		0		0		22%		3,511		94,607		(26,247)		38,566		82,288		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																9,192

		10110368		石見ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		32				32,014		30,565		17,245				1,513				4,619		17,245		4,619		94		3,835		1,950		1,035		850		0								781,398		504,532		276,866				3/31/21						福浜　秀利		代表取締役社長		0855-23-4883		info@iwamicatv.jp		32,014		30,565		17,245		3,826		1,513		4,619		3,835		0						0		島根県		10		32		10,000		1		済		0		0		0		0		0		0		118		0		116		0		(13)		406		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,776		(11,193)		20,410		(31,603)		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		(945)		120		18		0		47		183		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,856		94,006		4,626		89,380		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110369		井原放送(株)		中国		岡山県		23		1		18,408		18,408		12,998		11,652		685				685		12,998		685		9		6,629		2,855				3,774		3,254		3,254						716,234		341,970		344,175		30,089		3/31/21						原田　誠司		専務取締役		0866-62-8181		harada@icv.co.jp		18,408		18,408		12,998		7,813		685		685		6,629		3,254						1		岡山県		10		33		10,000		1		済		0		59		59		0		0		0		(47)		474		116		0		4		215		59		59		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		4,592		(68,616)		815		11,983		(81,414)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		1,013		1,013		(102)		(128)		0		(16)		137		116		116		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14%		5,014		55,846		(4,350)		1,620		58,576		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110370		岡山ネットワーク(株)		中国		岡山県		30		12		283,008		190,811		62,943				19,737				19,737		62,943		19,737		824		16,388		9,833		29		6,526		12,631		12,631						1,866,208		1,039,993		647,021		179,194		3/31/21						瀧　哲郎		営業部　課長補佐		086-805-0202		taki@oni.co.jp		283,008		190,811		62,943		39,784		19,737		19,737		16,388		12,631						0		岡山県		10		33		50,000		1		済		0		810		810		0		0		0		374		0		(51)		0		(51)		1,001		810		810		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10%		2,471		39,950		(11,228)		33,712		17,466		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		363		(270)		0		(270)		528		481		481		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		2,432		11,744		1,612		(128,048)		138,180		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110371		(株)吉備ケーブルテレビ		中国		岡山県		35		9		29,503		29,503		21,709		117,169		15,259		0				21,709		15,259		230		5,574		4,286		0		1,288		0		0		0		0		1,315,806		1,026,089		251,788		37,929		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				三村　和正		総務部　経理課		0866-21-0123		mimura-k@kibi.ne.jp		29,503		29,503		21,709		0		15,259		15,259		5,574		0						0		岡山県		10		33		10,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(191)		117,169		50		0		50		310		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		5,051		(47,047)		(103,644)		18,668		37,929		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(176)		142		0		142		135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		5,186		295,279		285,756		9,523		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110372		(株)倉敷ケーブルテレビ		中国		岡山県		91		26		244,907		195,113		89,083		24,724		47,364		0		47,364		89,083		47,364		1,097		33,000		5,167		2,880		24,953		34,647		34,622		25		16		4,252,319		2,080,398		2,171,921		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		小川　洋子		総務部　部長		086-466-1717		y.ogawa@kct.co.jp		244,907		195,113		89,083		3,603		47,364		47,364		33,000		34,647						0		岡山県		10		33		50,000		1		済		0		2,192		2,207		-5		0		0		1,160		4,712		(2,364)		0		(2,364)		2,915		2,192		2,207		(5)		(20)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,978		160,391		5,553		154,838		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										10		3,197		0		1,163		(1,747)		0		(1,747)		1,975		1,992		1,986		(4)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,878		59,049		(29,111)		88,160		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110373		(株)ケーブルネットワーク金光		中国		岡山県		4		3		4,572		4,572		535		0		136				136		535		218		0																0		80,000		68,000		12,000		1500								削除済		常務取締役						4,572		4,572		3,481		0		155		284		1,153		0				12/31/13		0		岡山県		10		33		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110374		玉島テレビ放送(株)		中国		岡山県		39		8		26,724		26,724		15,130		15,130		12,953				12,953		15,130		12,953		39		5,958		1,132		0		4,826		5,002		5,002						918,445		429,695		406,654		82,096		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				大島　清		統括部長		086-526-7075		o-shima@tamashima.tv		26,724		26,724		15,130		0		12,953		12,953		5,958		5,002						0		岡山県		10		33		10,000		1		済		0		100		100		0		0		0		(3)		224		(173)		0		(173)		174		100		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		5,059		(1,782)		(989)		3,839		(4,632)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(74)		(225)		0		(225)		17		17		17		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		5,067		(1,639)		(268)		(3,277)		1,906		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110375		(株)テレビ津山		中国		岡山県		12		4		43,730		43,730		11,780		3,896		8,535		0				11,780		8,535		0		6,548		2,652		0		3,896		3,367		3,367				0		613,171		276,752		336,419				3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		劔持　成利		代表取締役社長		0868-24-4000		info@tvt.ne.jp		43,730		43,730		11,780		3		8,535		8,535		6,548		3,367						0		岡山県		10		33		10,000		1		済		0		1,485		1,485		0		0		0		660		1,813		(75)		0		(75)		1,498		1,485		1,485		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,338		108,749		8,064		100,685		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		386		(227)		0		(227)		2,016		1,343		1,343		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,780		66,858		1,728		65,130		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110376		笠岡放送(株)		中国		岡山県		35		0		35,617		34,806		23,257		23,257		751		0		13,954		23,257		751		86		13,578		2,090		0		11,488		8,365		8,304		61		1,110		1,364,293		546,492		791,793		26,007		3/31/21		2019年度より税理士変更により税込方式から税別方式に変更				小寺　惣一		常務取締役		0865-63-6181		kodera@nsg.kcv.ne.jp		35,617		34,806		23,257		0		751		751		13,578		8,365						0		岡山県		10		33		10,000		1		済		0		202		228		-26		0		0		(125)		(125)		66		0		66		454		202		228		(26)		132		0		0		0		0		0		0		0		1		2%		4,888		47,075		16,346		26,558		4,170		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(51)		3		0		3		(659)		306		312		(6)		0		0		-51		3		3		-659		306		0		2%		4,695		(86,514)		(44,546)		(34,926)		(7,042)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110377		矢掛放送(株)		中国		岡山県		3		0		5,568		5,568		4,091		4,091		0		0		1,065		4,091		1,065		0		751		351		294		106		0		0		0		8		123,870		84,477		30,228		9,165		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				水川　哲也		総務部　専務取締役		0866-84-8490		yct@yct.ne.jp		5,568		5,568		4,091		4,091		0		1,065		751		0						0		岡山県		10		33		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(17)		4,091		0		0		0		43		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		2,523		3,261		(473)		2,120		1,614		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		693		693		1		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5,533		2%		2,447		1,051		(3,074)		(873)		(535)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110378		島根県浜田市		中国		島根県		1		2		2,824		2,664		2,355				532				532				2,355		0		939		718		221				0								95,826		67,083		27,447		1,297		3/31/21		令和2年度　事業運営にかかる歳入決算額				三輪　祐二		浜田市　三隅支所　防災自治課　防災係　主任主事		0855-32-4444		miwa-yuuji@city.hamada.lg.jp		2,824		2,664		2,355		0		532		2,355		939		0						0		島根県		10		32		0		1		済		0		0		0		0		8		8		(35)		0		(25)		0		(35)		16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		1%		3,391		2,553		(268)		3,159		(337)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(12)		(12)		13		(38)		0		13		26		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		3,252		2,524		309		2,622		(407)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110380		(株)ちゅピＣＯＭおのみち		中国		広島県		11		1		28,700		13,500		9,790		7,938		2,598		0		2,598		9,790		2,598		15		2,914		702		1,294		918		3,070		3,070		0		0		460,559		202,434		214,430		43,695		3/31/21						大池  茂文		営業課		0848-38-1881		oike@octv.co.jp		28,700		13,500		9,790		292		2,598		2,598		2,914		3,070						0		広島県		10		34		3,000		1		済		0		147		154		-7		0		0		72		470		(3)		0		(3)		224		147		154		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		3,920		17,062		(38,340)		15,200		40,202		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										81		0		0		108		(4)		0		(4)		211		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		3,803		11,030		6,488		6,628		(2,086)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110382		(株)ケーブル・ジョイ		中国		広島県		14		1		25,000		19,702		6,610		4,330		1,600		0		1,600		6,610		1,600		0		1,990		1,990		0		0		20		0		20		0		414,000		290,000		112,000		12,000		3/31/21						唐川　克秀		営業・総務統括部　部長		0847-45-0557		jokaraka@pear.ccjnet.ne.jp		25,000		19,702		6,610		3,900		1,600		1,600		1,990		20						0		広島県		10		34		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		170		(20)		0		0		0		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		5,219		(3,000)		(3,000)		(1,000)		1,000		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(260)		0		0		0		80		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		5,396		(6,000)		(6,000)		2,000		(2,000)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110383		(株)ちゅピＣＯＭ		中国		広島県		109		33		654,441		655,441		295,503		15,962		52,191						295,503		52,191		2,482		57,194		12,257		3,783		41,154		41,733		41,647		86		612		5,510,348		3,164,605		2,345,742		0		3/31/21						天野　陽介		営業企画部・係長		082-296-5564		amano-03@chupicom.co.jp		654,441		655,441		295,503		118,947		52,191		52,191		57,194		41,733						0		広島県		10		34		200,000		1		済		0		14,313		14,325		-12		265,400		266,400		134,196		10,328		12,128		0		12,128		25,641		14,313		14,325		(12)		303		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		1,554		1,370,740		788,748		581,991		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		2,121		(116)		0		(116)		4,874		2,630		2,647		(17)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,139		178,929		19,555		159,374		0		366		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		内訳更新もれ ウチワケコウシン		TEL　メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718

		10110384		(株)東広島ケーブルメディア		中国		広島県		9		2		39,143		31,468		10,881		3,442		2,916		0				10,881		2,916		163		619		140		0		169		0		0		0		0		268,401		236,759		31,642				3/31/21						徳永　功				082-424-8800		eigyo@kamon.ne.jp		39,143		31,468		10,881		0		2,916		2,916		619		0						0		広島県		10		34		10,000		1		済		0		0		0		0		163		163		(76)		(135)		(6)		0		(6)		24		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,056		(623)		(3,222)		2,600		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		112		0		(12)		2		0		2		34		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		2,046		1,690		(517)		2,206		0		731		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ

		10110386		(株)ちゅピＣＯＭひろしま		中国		広島県		42		10		597,300		597,300		121,494		9,973		23,136		0		22,427				28,026		581		15,692		3,275		3,689		8,728		12,428		12,428				272		2,361,519		1,634,546		726,973		0		3/31/20						削除済		総務部　主任						597,300		597,300		121,494		13,741		23,136		28,026		15,692		12,428				9/30/20		0		広島県		10		34		100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,620		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		(668)		0		(387)		2,395		984		984		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,620		85,940		4,056		81,884		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110388		三原テレビ放送(株)		中国		広島県		28		4		43,678		43,000		14,920		5,447		2,323		0		2,323		14,857		3,319		33		6,033				6,033				113				113		10		705,614		350,105		338,052		17,457		9/30/20						勝村　祥治		統括部長		0848-63-8600		s-katsumura@g.mcat.co.jp		43,678		43,000		14,920		111		2,323		3,319		6,033		113						0		広島県		10		34		10,000		1		済		0		0		0		0		(279)		0		(124)		28		54		0		20		685		0		0		0		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		3,941		(501)		32,291		37,010		(69,802)		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		957		0		(1,589)		14		0		(7)		0		5		0		5		0		0		0		0		0		0		0		-8,251		13%		3,866		0		(472)		11,165		(2,442)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110391		(株)アイ・キャン		中国		山口県		45		4		75,611		96,658		37,905		21,638		7,133		0		5,655		37,905		7,133		910		9,888		4,301		2,079		3,508		6,612		6,612		0		0		1,310,421		569,503		508,428		232,489		3/31/21						吉村　満則		総務部　部長		0827-22-5678		icn@icntv.co.jp		75,611		96,658		37,905		11,519		7,133		7,133		9,888		6,612						0		山口県		10		35		30,000		1		済		0		658		658		0		645		(2,336)		604		6,975		(221)		0		(221)		1,048		658		658		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		18%		2,881		6,305		(8,241)		11,366		3,180		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(2,241)		2,336		404		270		0		(1,931)		354		108		108		0		0		0		0		0		0		0		0		1		18%		2,913		4,423		14,115		9,691		(19,383)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110392		Ｋビジョン(株)		中国		山口県		30		3		63,675		62,003		41,875		8,270		20,485				20,485		41,875		20,485		521		11,008		4,697		1,291		5,020		7,794		7,794				0		1,481,562		1,010,034		471,528				3/31/21						山田　高徳		業務部　部長		0833-44-4936		takanori-yamada@kvision.ne.jp		63,675		62,003		41,875		357		20,485		20,485		11,008		7,794						0		山口県		10		35		30,000		1		済		0		389		389		0		169		192		654		6,243		560		0		560		857		389		389		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,948		54,133		12,618		41,515		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		322		308		840		565		0		565		1,001		719		719		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,886		37,012		16,708		20,304		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110393		(株)ケーブルネット下関		中国		山口県		0		0		97,743		97,743		68,071		0		35,597		0		35,334		67,987		35,597		4,583		26,740		2,512		1,194		22,062		27,515		27,515		0		1,591		4,106,041		1,764,117		1,557,584		784,339		3/31/21		2014年以降は年度末（3月）決算に変更 20210730　総売上/実績内訳（放送・通信・その他）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）		ＪＣＯＭ(株)		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		97,743		97,743		68,071		1,196		35,597		35,597		26,740		27,515						0		山口県		10		35		50,000		1		済		0		-403		-403		0		504		504		84		0		263		0		263		972		(403)		(403)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		19%		5,027		207,265		5,042		48,704		153,518		365		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,407		44,407		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										27,918		937		937		528		151		0		151		1,138		(335)		(28,253)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16%		4,779		220,595		263		36,976		183,357		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110394		(株)シティーケーブル周南		中国		山口県		29		0		61,900		55,909		41,316		26,884		5,665		0		15,473		15,473		15,473		599		11,011		767		4,112		5,283		12,249		12,249						1,825,635		990,978		417,153		417,504		8/31/20						中山　浩太		総務経理部　総務経理部長		0834-21-3688		ko.nakayama@ccsnet.ne.jp		61,900		55,909		41,316		2,745		5,665		15,473		11,011		12,249						0		山口県		10		35		30,000		1		済		0		81		81		0		534		0		664		3,789		(73)		0		436		511		81		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		23%		3,682		51,678		(15,502)		(345,446)		412,626		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		333		(75)		0		515		1,020		448		448		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,636		53,047		22,383		31,205		(541)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110395		長門市		中国		山口県		0		15		15,890		15,890		14,524		7,143		1,266		0		1,811		14,283		1,811		0		3,113		1,932		0		1,181		0		0		0		0		347,389		222,456		113,077		11,856		3/31/21		※令和元年度、会計システム（ＴＫＣ）変更により、税抜価格となりました。				森重　秀睦		山口県長門市ケーブルテレビ　指定管理者　ながとてれび株式会社　センター長		0837-23-1541		hidechika.morishige@nagato-tv.com		15,890		15,890		14,524		0		1,266		1,811		3,113		0						0		山口県		10		35		10,000		1		済		0		0		0		0		(234)		(234)		121		4,734		(3)		0		(3)		317		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		1,993		(3,821)		(2,729)		5,808		(6,900)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(17)		0		0		(388)		55		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		2,032		(26,272)		(21,350)		(6,527)		1,605		366		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110396		萩ケーブルネットワーク(株)		中国		山口県		49		0		41,912		41,912		16,551		12,858		9,754								9,754				5,592		3,843		804		945		0								1,023,839		732,210		272,634		18,995		3/31/19		平成30年度決算より税抜としています。				削除済		代表取締役社長						41,912		41,912		16,551		2,105		9,754		9,754		5,592		0				8/29/19		1		山口県		10		35		10,000		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		5,155		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110397		山口ケーブルビジョン(株)		中国		山口県		70		5		200,999		195,076		153,358		3,060		108,662		0		108,662		108,662		108,662		437		31,242		28,930		0		2,312		2,557		2,069		488		0		4,527,863		3,280,860		1,247,003		0		3/31/21						倉田　昌彦		技術局		083-934-1234		kurata@c-able.co.jp		200,999		195,076		153,358		0		108,662		108,662		31,242		2,557						0		山口県		10		35		100,000		1		済		0		556		634		-78		0		0		1,003		(24)		312		0		312		799		556		634		(78)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,460		45,584		(53,791)		99,375		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		321		136		0		136		573		1,205		1,247		(42)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,452		(9,522)		72,041		(81,563)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110399		ひらたＣＡＴＶ(株)		中国		島根県		13		6		8,602		7,204		6,657		6,657		834				943		6,657		6,106		83		2,636		76		1,249		1,311		1,747		1,747		0		701		382,989		200,674		177,696		4,619		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				金　忠宏		業務部長		0853-63-5539		kon@hit-5.net		8,602		7,204		6,657		0		834		6,106		2,636		1,747						0		島根県		10		32		3,000		1		済		0		478		478		0		382		0		56		2,928		(74)		0		(241)		324		478		478		0		44		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		4,794		53,163		148		50,619		2,396		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		85		(28)		0		13		182		535		1,269		(734)		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		4,164		6,921		1,237		6,834		(1,150)		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110400		(株)池田ケーブルネットワーク		四国		徳島県		0		1		4,735		4,735		4,053		4,053		134						4,053		134				475		281		187		7		0								277,591		115,478		19,779		142,334		3/31/21		※20190924 総売上/内訳訂正 ※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20211020 総売上/内訳訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				中川　由美		総務部　課長		0883-72-3399		y-nakagawa@awaikeda.net		0		0		4,053		0		134		134		475		0						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(1)		(1)		(12)		0		(12)		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		51%		5,708		26,037		7,970		(40,200)		58,267		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要→10/21 財務情報修正		44,490		44,494		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ				許可 HP世帯数空白 キョカセタイスウクウハク		8/6メール、回答あり数値追記 カイトウスウチツイキ		44,419		0		0		0		(29)		(6)		0		(6)		(50)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		(473,298)		(118,923)		(38,240)		(316,135)		(43,555)		売上空白 ウリアゲクウハク		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110401		石井町有線放送農業協同組合		四国		徳島県		12		0		10,781		13,800		8,353		8,353		232				232		8,353		232		0		3,826		27				3,799		3,351		3,351				0		254,619		192,204		59,869		2,546		3/31/21		20210729　決算年月日訂正　年度総売上・内訳（放送）を更新（事業者よりのメールにて）(@連盟)				吉田　章吾		業務課長		088-674-7667		yoshida@ihk.or.jp		10,781		13,800		8,353		0		232		232		3,826		3,351						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		3,351		3,351		0		33		400		(6)		8,353		(32)		0		(32)		32		3,351		3,351		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,540		(537)		(2,530)		880		1,113		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）→10/25 財務情報修正 ザイムジョウホウシュウセイ		44,494		44,494		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										0		75		248		(78)		2		0		2		116		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,544		4,235		4,739		1,825		(2,328)		366		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110402		エーアイテレビ(株)		四国		徳島県		14		0		20,700		20,700		14,701		13,045		864		0		147		14,701		864		0		0								0								362,901		277,973		84,927		0		3/31/21						高堂　雅史		総務課　課長		088-692-8223		soumu@aitv.co.jp		20,700		20,700		14,701		0		864		864		0		0						0		徳島県		11		36		10,000		1		済		0		0		0		0		292		292		72		1,058		(20)		0		(20)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		2,057		10,341		786		9,554		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		312		312		84		(37)		0		(37)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,008		2,343		(1,019)		3,362		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110403		ケーブルテレビ徳島(株)		四国		徳島県		37		7		133,342		133,342		124,777		124,777		21,250				21,250		124,777		21,250		37		5,568						5,568		5,557				5,557		1,633		3,530,733		2,559,343		922,570		48,819		3/31/21						磨見　達彦		営業部		088-655-4000		mami@tcn.ne.jp		133,342		133,342		124,777		2,291		21,250		21,250		5,568		5,557						0		徳島県		11		36		100,000		1		済		0		8		0		8		0		0		(53)		(53)		(1,072)		0		(1,072)		8		8		0		8		(170)		0		0		0		0		0		0		0		1		1%		2,358		84,850		47,420		34,906		2,524		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(42)		(1,080)		0		(1,080)		2,577		2,566		0		2,566		0		0		0		0		0		0		0		1		1%		2,300		13,496		(22,874)		31,298		5,073		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110404		国府町農事放送農業協同組合		四国		徳島県		13				12,940		12,940		8,954		8,954		444		0				8,954		444		0		0								0						0		300,000		250,000		50,000		0		3/31/21		※2020年度　前年と決算同様金額 ※20210802　メールにて齟齬ない事確認済（@連盟）				森岡　篤				088-642-6050		info@kbctv.ne.jp		12,940		12,940		8,954		0		444		444		0		0						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		0		0		0		287		287		(36)		(36)		2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,792		0		0		0		0		365		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005		更新漏れ		問合せ（売上更新）		44,410		44,410		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		27		(12)		0		(12)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,781		0		0		0		0		366		売上前年同値＆決算日のみ更新 ウリアゲゼンネンドウチケッサンビコウシン				9/19メール依頼 イライ		43,759

		10110405		(株)テレビ鳴門		四国		徳島県		14		1		26,157		26,100		19,622		15,584		1,043		0		1,043		19,622		1,043		0		6,778		0		0		6,778		5,225		5,225		0		0		504,147		388,445		115,702		0		7/31/20		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				四宮　努		代表取締役専務		088-685-7101		shinomiya@tv-naruto.ne.jp		26,157		26,100		19,622		0		1,043		1,043		6,778		5,225						0		徳島県		11		36		10,000		1		済		0		477		477		0		2		0		(93)		(29)		(35)		0		(35)		529		477		477		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,141		0		0		0		0		0		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日更新無し　＞＝202005 コウシンナ		前回以降決算未完了 ゼンカイイコウミカンリョウ		不要		不要 フヨウ		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										886		(151)		1,600		0		(129)		0		(129)		959		886		0		0		0		0		4,102		0		0		0		0		0		0%		2,088		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110406		日本中央テレビ(株)		四国		徳島県		9				22,300		22,300		5,576		5,576		1,700		0						1,700		0		1,000								900		900				0		162,694		162,694						3/31/21		※20210729　総売上実績/実績内訳・放送　を修正(事業者よりのメールを元に)決算年月日を2021/3/31にて登録(@連盟) 20151118　放送売上のみ入力されていたので、合計に同値を入力。				松本 博毅		企画開発部　部長		0883-22-1501		h-matsumoto@jctv.ne.jp		22,300		22,300		5,576		0		1,700		1,700		1,000		900						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		448		448		0		0		0		(44)		5,576		(72)		0		(72)		179		448		448		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,431		(9,616)		(9,616)		0		0		44,286		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,411		44,412		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(210)		(234)		0		(234)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,555		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ

		10110407		(株)ひのき		四国		徳島県		25		2		21,754		21,754		13,329		13,329		723		0				13,329		723		0		5,484								0						85		432,882		318,500		114,383		0		6/30/20						森田　貴		総務課		088-698-0811		core@cue.tv		21,754		21,754		13,329		0		723		723		5,484		0						0		徳島県		11		36		10,000		1		済		0		0		0		0		359		359		80		80		(84)		0		(84)		258		0		0		0		(25)		0		0		0		0		0		0		0		-1		0%		2,706		9,505		5,851		3,655		0		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		381		381		77		(38)		0		(38)		274		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,663		32,404		3,119		29,285		0		1,095		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ

		10110408		(株)東阿波ケーブルテレビ		四国		徳島県		7		1		16,000		12,000		5,532		2,000		1,163		0		1,163		5,532		1,163		0		3,096				0		2,968		2,000		2,000		3		0		257,757		187,857		69,900		0		3/31/21		特になし				合田　直人		総務部事務局長		08853-2-3336		goda@e-awa.tv		16,000		12,000		5,532		37		1,163		1,163		3,096		2,000						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		-3		0		0		0		0		0		96		0		(7)		0		(7)		128		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,883		8,971		4,358		4,613		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										-3		0		0		133		(5)		0		(5)		360		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,814		10,943		2,928		8,015		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110409		牟岐町中村テレビ共同受信組合		四国		徳島県						490		490		490		0		0								0		0		0								0						0																削除済		専務理事						490		490		490		0		0		0		0		0				3/31/10		0				11		36		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110410		香川テレビ放送網(株)		四国		香川県		16		1		29,703		23,731		16,215		4,789		5,340		0		5,340		15,435		5,922		410		5,974		1,217		809		3,144		5,446		5,446		0		19		735,232		443,453		287,355		4,424		6/30/20						松永　公伸		取締業務部長		0877-46-5000		matsunaga@kbn.ne.jp		29,703		23,731		16,215		850		5,340		5,922		5,974		5,446						0		香川県		11		37		10,000		1		済		0		100		100		0		0		0		(70)		856		277		0		163		804		100		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		3,779		44,584		48,313		(8,153)		4,424		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		加入数増減＝合計差異、S＞0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数差異をPに加減 カニュウスウサイカゲン										0		0		0		10		418		0		733		980		1,046		1,131		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,534		39,696		5,502		34,194		0		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727

		10110411		(株)ケーブルメディア四国		四国		香川県		29		9		230,607		220,660		70,424		0		19,654		0		15,460		70,424		19,654		1,055		0								0						0		1,921,617		1,789,857		131,760		0		3/31/21						石井　文治		お客さま本部　お客さまサービス部　部長		087-887-9759		ishii@cavy.co.jp		230,607		220,660		70,424		1,025		19,654		19,654		0		0						0		香川県		11		37		50,000		1		済		0		0		0		0		(1,405)		(1,350)		648		0		(584)		0		(584)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,274		(24,253)		(34,280)		10,027		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		1,811		1,727		1,813		203		0		203		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,324		45,503		41,134		4,369		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110412		中讃ケーブルビジョン(株)		四国		香川県		26		8		65,066		54,090		17,114				9,151		0		9,151		9,182		9,249		145		16,534		69				16,465		13,837		13,837				0		889,898		640,447		249,451		0		3/31/21						佐久間　知恵		企画室　係長		0877-24-6111		sakuma@cvc.co.jp		65,066		54,090		17,114		600		9,151		9,249		16,534		13,837						0		香川県		11		37		10,000		1		済		0		309		309		0		11,782		5,720		(142)		0		(337)		0		(406)		694		309		309		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,333		(73,258)		(44,009)		(29,249)		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(82)		(369)		0		(331)		1,005		686		686		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,651		15,329		4,598		10,731		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110413		三豊ケーブルテレビ放送(株)		四国		香川県		16		0		39,024		34,552		10,922		1,198		6,512		0		6,512		10,922		6,512		143		192		192						0						0		589,662		434,948		154,714				6/30/20		20210730　総売上/実績内訳（放送・通信）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				高谷　昌宏		技術課 通信係　係長		0875-24-1844		takaya-mcb@mc1.mcbnet.ne.jp		39,024		34,552		10,922		0		6,512		6,512		192		0						0		香川県		11		37		10,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(35)		6		(21)		0		(21)		(29)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,499		75,836		18,306		57,530		0		366		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,407		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(2)		(8)		0		(8)		(102)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,908		70,942		8,420		62,522		0		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727

		10110414		テレビ阿波(株)		四国		徳島県		4		1		3,792		3,792		1,289		1,289		174				174		1,289		174				475		177		298		42		235				235				67,419		25,087		21,760		20,572		6/30/20		※20210729　実績内訳・放送/通信/その他　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) (年度総売上備考：2019年6月決算） 2019年6月末決算分 ※20201007 総売上等訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				八坂　晴彦		営業		0883-55-0055		yasaka@awacco.net		3,792		3,792		1,289		0		174		174		475		235						0		徳島県		11		36		0		1		済		0		-176		0		-176		0		0		(4)		(4)		(13)		0		(13)		7		(176)		0		(176)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31%		4,359		(487)		(158)		735		(1,064)		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(13)		(16)		0		(16)		3		(29)		0		(29)		0		0		0		0		0		0		0		1,786		32%		4,377		1,119		659		196		(1,521)		365		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110415		上板町有線テレビ(株)		四国		徳島県		3		1		4,900		4,900		1,561		1,561		225		0		2		1,561		225				156						156		49				46				50,162		39,816		10,345				12/31/20						長谷川　功一郎		業務課　課長		088-694-7633		info@kamiita-catv.com		4,900		4,900		1,561		0		225		225		156		49						0		徳島県		11		36		0		1		済		3		-6		0		-9		0		0		(1)		(1)		(16)		0		(16)		(20)		(6)		0		(9)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		2,678		(1,298)		(1,013)		(286)		0		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										0		90		90		(23)		(19)		0		(19)		(8)		(11)		0		(11)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,745		(174)		583		(757)		0		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110416		(株)ケーブルネットおえ		四国		徳島県		14		0		15,784		15,784		8,564		8,564		0						8,564		0		0		3,788						3,788		3,520		3,520						220,185		154,290		60,084		5,810		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				片岡　和也		統括マネージャー		0883-26-9012		kataoka@cnet-oe.com		15,784		15,784		8,564		386		0		0		3,788		3,520						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		130		130		0		0		0		79		79		0		0		0		139		130		130		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		3%		2,143		9,191		2,832		3,652		2,706		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		283		0		0		0		277		231		231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,072		7,273		2,782		2,734		1,757		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110417		(株)四国中央テレビ		四国		愛媛県		23		28		29,000		29,000		17,674		0		2,862				2,862		14,086		2,862		215		8,415		5,386		3,029		530		7,186		7,186				3,170		1,006,592		385,558		562,133		58,901		3/31/21		(年度総売上備考：内、四国中央市からの指定管理料３５，７３４千円を含む）  ※20210730 内訳訂正(@連盟)				山下　博史		総務部兼システム部長		0896-24-0130		h.yamashita@s-tv.jp		29,000		29,000		17,674		624		2,862		2,862		8,415		7,186						0		愛媛県		11		38		10,000		1		済		0		34		34		0		0		0		3,837		0		60		0		60		1,239		34		34		0		426		0		0		0		0		0		0		0		0		6%		4,746		54,109		(9,223)		40,760		22,572		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,407		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		354		42		0		42		506		376		376		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		5,736		46,016		35,544		42,469		(31,997)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110418		今治シーエーティーブィ(株)		四国		愛媛県		16		1		69,954		57,586		17,408		10,923		7,857				6,665		17,408		7,857		598		3,333		941		2,392		2,306		1,460		1,381		79				689,673		578,845		110,828		0		3/31/21						門田　尚樹		総務部　部長		0898-22-0001		n-kadota@icknet.ne.jp		69,954		57,586		17,408		4,941		7,857		7,857		3,333		1,460						0		愛媛県		11		38		10,000		1		済		0		94		113		-19		60		1,586		(57)		749		(326)		0		(326)		55		94		113		(19)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,302		(849)		(2,554)		1,705		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		327		0		(121)		(434)		0		(434)		18		116		140		(24)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,295		(16,755)		(15,271)		(1,484)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110419		宇和島ケーブルテレビ(株)		四国		愛媛県		19		0		24,860		24,860		9,666		9,432		3,923		0		3,923		9,666		4,033		401		0		0		0		0		0		0		0		0		614,620		403,809				210,811		3/31/21		(年度総売上備考：インターネットは、通信会社への回線貸与事業であり、売上はない。） 特記事項なし				伊藤　克将		常務取締役		0895-24-3939		info@ucat.co.jp		24,860		24,860		9,666		3,951		3,923		4,033		0		0						0		愛媛県		11		38		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		18		83		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34%		5,299		30,927		15,021		0		15,906		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(13)		(5)		0		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33%		5,042		929		(5,669)		0		6,598		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110421		(株)愛媛ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		72		99		296,220		275,512		168,645				47,999		0						47,999				88,956								53,296		52,634		662		23,427		8,246,460		2,893,516		5,293,184		59,758		3/31/21		※20201001決算内容訂正(@連盟)				西田 文明		総務部　部長		089-943-5001		nishida@e-catv.ne.jp		296,220		275,512		168,645		3,944		47,999		47,999		88,956		53,296						0		愛媛県		11		38		100,000		1		済		0		1,555		1,737		-182		6,345		3,040		4,103		0		881		0		881		6,898		1,555		1,737		(182)		2,407		0		0		0		0		0		0		0		2		1%		4,075		(89,530)		(2,749)		(90,292)		3,509		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(2,337)		294		4,135		(809)		0		(809)		5,710		1,329		1,359		(30)		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		4,222		755,674		(21,966)		776,451		1,189		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110422		(株)ケーブルネットワーク西瀬戸		四国		愛媛県		10		0		27,000		14,000		4,240		35		2,454		0		187		4,273		2,454		3		1,051		318		0		733		490		490		0		100		223,379		141,532		67,356		14,491		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				尾上　浩司		執行役員技術・営業部　部長		0893-25-0212		cnw-soumu@cnw.ne.jp		27,000		14,000		4,240		702		2,454		2,454		1,051		490						0		愛媛県		11		38		3,000		1		済		0		-7		-7		0		0		0		(33)		0		(80)		0		(80)		(31)		(7)		(7)		0		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		6%		4,390		(2,163)		(3,938)		387		1,388		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(96)		(92)		0		(92)		(19)		36		36		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6%		4,399		(3,991)		(2,806)		1,492		(2,677)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110423		今治市波方シーエーティーブィ		四国		愛媛県						3,817		3,817		2,310		0		711				616		2,310		711		0		267		267												0		106,212		90,006		16,205		0		3/31/15						削除済		今治市波方支所総務課　情報係						3,817		3,817		2,310		2,310		711		711		267		0				3/31/16		0		愛媛県		11		38		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110424		(株)ハートネットワーク		四国		愛媛県		31		34		108,664		90,138		25,143		34		14,409				705		25,143		17,952		2,524		4,686		2,582		220		1,884		1,056		948		108		1,389		1,728,776		1,133,824		374,596		220,354		9/30/20		(年度総売上備考：２０２０．９末現在の数字になります。）				岡部　裕介		業務局　総務課		0897-32-7777		yusuke@heartnetwork.jp		108,664		90,138		25,143		0		14,409		17,952		4,686		1,056						0		愛媛県		11		38		10,000		1		済		0		916		948		-32		41		268		(239)		34		(433)		0		(243)		(285)		916		948		(32)		94		0		0		0		0		0		0		0		2		13%		5,730		64,075		119,373		6,320		(61,618)		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		510		256		(49)		(387)		0		(124)		(189)		(11)		0		(11)		0		0		0		0		0		0		0		-426		17%		5,465		33,634		(8,888)		49,964		(7,014)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110425		西予ＣＡＴＶ(株)		四国		愛媛県		0		0		17,758		17,758		10,277		10,277		1,423		0		0		0		1,423		0		6,944		0		0		6,944		5,446		5,446		0		0		440,350		260,833		143,750		35,767		3/31/21						三瀬　春香		総務		0894-62-7811		haruka@seiyo-catv.co.jp		17,758		17,758		10,277		3,312		1,423		1,423		6,944		5,446						0		愛媛県		11		38		10,000		1		済		0		495		495		0		(29)		(29)		297		297		(6)		0		(6)		554		495		495		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		3,571		40,784		18,876		12,882		9,026		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(174)		(174)		259		(13)		0		(13)		426		355		355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		3,336		5,384		11,015		11,374		(17,005)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110430		甲浦テレビ共同聴視施設組合		四国		高知県						700		633		633		0		0								0		0		0								0						0																削除済		組合長						700		633		633		633		0		0		0		0				9/19/12		0				11		39		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110431		高知ケーブルテレビ(株)		四国		高知県		38		4		158,264		158,264		52,693		52,693		19,320		0		15,694		52,693		19,320		677		0								0								1,638,877		1,448,896		189,981		0		3/31/21						近森　秀水		取締役　放送技術部長		088-880-1503		kcb-ekikaku-com@kcb.co.jp		158,264		158,264		52,693		111		19,320		19,320		0		0						0		高知県		11		39		50,000		1		済		0		0		0		0		402		402		504		504		(433)		0		(433)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,592		(13,347)		(22,667)		9,320		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		659		659		600		(418)		0		(418)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,638		(483)		(12,818)		12,335		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110432		(一社)香南ケーブルテレビ		四国		高知県		12		0		15,022		9,145		6,021		6,021		283		0		5,950		6,021		688		0		4,107		15		0		4,092		3,180		3,180		20		0		479,006		180,004		299,001				3/31/21		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)				國松 美紀		総務		0887-56-0102		kunimiki@kctv.or.jp		15,022		9,145		6,021		14		283		688		4,107		3,180						0		高知県		11		39		3,000		1		済		-20		-1		-1		0		0		0		71		71		(22)		0		9		116		(1)		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		6,630		2,299		(1,994)		4,292		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										-102		140		0		21		15		0		15		120		0		102		0		0		0		0		0		0		0		0		-10,933		0%		6,523		0		(1,645)		12,578		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110433		よさこいケーブルネット(株)		四国		高知県		18		1		23,835		23,835		11,944		5,052		4,553		0		4,553		8,618		4,553		183,183		6,632		354		0		6,278		4,360		4,346		14		0		391,838		249,783		24,961		117,094		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				今村　勉		取締役営業部長		0889-43-0050		imamura@scatv.co.jp		23,835		23,835		11,944		57		4,553		4,553		6,632		4,360						0		高知県		11		39		10,000		1		済		0		125		125		0		0		0		269		276		(95)		0		(95)		472		125		125		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30%		2,734		4,136		(2,022)		434		5,724		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ				FTTH異常値 イジョウチ		8/12メール→8/13データ修正 シュウセイ				0		0		0		356		(78)		0		(78)		536		210		210		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29%		2,767		(23,831)		(1,900)		(9,107)		(12,824)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110434		西南地域ネットワーク(株)		四国		高知県		9		0		18,544		18,636		5,207		3,691		2,169		0		2,169		5,207		2,169		0		351		272		52		27		0		0		0		0		295,292		205,086		90,206		0		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				北川　明彦		設備工事部係長　係長		0880-62-0888		kitagawa@swantv.co.jp		18,544		18,636		5,207		3,038		2,169		2,169		351		0						0		高知県		11		39		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(7)		0		(10)		0		(10)		(129)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,726		7,029		10,846		(3,817)		0		365		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,406		44,412		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(34)		(29)		0		(29)		(150)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,607		5,052		6,293		(1,241)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110435		土佐有線テレビ施設組合		四国		高知県		1		1		4,944		698		698		0		698		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,120		8,120		0		0		3/31/21		20190910　放送内訳　桁補正				高橋　直人		組合長		0887-70-1315		laugh7010@icloud.com		4,944		698		698		698		698		0		0		0						0		高知県		11		39		0		1		済		0		0		0		0		0		(4)		(4)		0		(4)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		969		(160)		(160)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		(3)		(3)		(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		983		(510)		(510)		0		0		366		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		放送内訳桁もれ ホウソウウチワケケタ		20190910　放送内訳　桁補正		43,718

		10110437		那賀町ケーブルテレビ		四国		徳島県		7		1		3,645		3,645		3,645		3,355		0		0				3,645		0				1,522		117				1,405		1,775		1,775						549,248		46,014		97,716		405,518		3/31/21						折坂　浩通		ケーブルテレビ課　係長		0884-64-1123		hiromichi-orisaka@naka.i-tokushima.jp		3,645		3,645		3,645		0		0		0		1,522		1,775						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		-42		-42		0		(200)		(74)		(74)		109		0		0		0		31		(42)		(42)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		74%		12,557		(56,643)		(1,933)		(21,816)		(32,894)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(24)		(54)		(54)		0		0		0		(73)		(210)		(210)		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		(968,284)		(886,785)		(81,499)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110438		徳島県南メディアネットワーク(株)		四国		徳島県		8		2		13,244		8,220		2,279		2,279		450				29		2,279		450				1,206						1,206		984		984		72				208,178		83,970		30,264		93,944		3/31/21						山本 篤司		工事部　グループリーダー		0884-22-1728		yamamoto@kennan.tv		13,244		8,220		2,279		1		450		450		1,206		984						0		徳島県		11		36		0		1		済		-72		36		36		-6		240		0		(19)		(19)		(34)		0		(34)		39		36		36		(6)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45%		7,612		3,175		181		(689)		3,683		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										-78		0		0		13		(12)		0		(12)		22		19		19		(5)		0		0		0		0		0		0		0		0		44%		7,434		(1,320)		(55,243)		(35,750)		89,673		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110439		三好市		四国		徳島県						7,861		7,861		7,166		7,166		164		0				7,166		164				1,096		705		339		52		24				24				236,668		172,028		47,362		17,278		3/31/21						谷　直哉		総務課　情報政策担当		0883-72-7641		jyouhouseisaku@city.tokushima-miyoshi.lg.jp		0		0		7,166		0		164		164		1,096		24						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		-7		0		-7		(132)		(132)		337		337		(8)		0		(8)		(369)		(7)		0		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		2,752		(14,362)		(6,362)		(21,708)		13,708		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ				許可 HP世帯数空白 キョカセタイスウクウハク		8/6メール⇒8/12申告あり シンコク		44,421		0		(110)		(110)		(94)		(14)		0		(14)		(539)		(4)		0		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		3,063		7,480		21,144		(6,514)		(7,150)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110440		(株)ケーブルネットワーク桂川		九州		福岡県		1		2		8,000		5,000		2,216		0		74		0		243		2,216		243		0		0								0						0		57,302		34,982		0		22,320		3/31/21						中嶋　浩仁		取締役		0948-65-0217		cnk@bronze.ocn.ne.jp		8,000		5,000		2,216		0		74		243		0		0						0		福岡県		12		40		0		1		済		0		0		0		0		0		0		11		0		(7)		0		(8)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39%		2,155		9,329		(1,121)		0		10,450		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		228		(197)		0		(27)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25%		1,813		5,566		1,439		0		4,127		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110441		(財)北九州ケーブルビジョン		九州		福岡県		4		0		7,341		5,575		1,832		0		106		101						0		0		0								0						0		31,119		15,768												削除済		事務局長						7,341		5,575		1,842		1,842		106		0		0		0				3/31/09		0				12		40		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110442		(株)ジェイコム九州		九州		福岡県		0		40		1,713,068		1,713,068		1,122,823		11,427		263,538		0		263,538		1,122,823		263,538		67,054		290,333		9,234		45,721		235,378		207,222		207,222		0		18,672		33,490,107		13,492,442		13,119,745		6,877,919		3/31/21		2014年以降は年度末（3月）決算に変更 20210730　売上実績内訳・その他　を更新（事業者からのメールにより）（＠連盟）		ＪＣＯＭ(株)		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		1,713,068		1,713,068		1,122,823		32,653		263,538		263,538		290,333		207,222						1		福岡県		12		40		1,000,000		1		済		0		-6,431		-6,431		0		13,931		13,931		16,816		782		519		0		519		15,675		(6,431)		(6,431)		0		3,138		0		0		0		0		0		0		0		1		21%		2,486		1,445,757		(276,300)		583,470		1,138,587		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,407		44,407		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										201,423		11,472		11,472		13,709		956		0		956		16,653		(3,204)		(204,627)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		18%		2,414		1,846,260		208,136		311,723		1,326,401		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110443		(株)ＣＲＣＣメディア		九州		福岡県		25		3		136,800		136,800		54,628		0		5,298				5,924		54,628		7,696		645		7,813		2,311		2,432		3,040		5,987		5,987		0		0		1,020,957		378,766		389,850		252,341		2/28/21		財務情報については弊社が2月末決算の為、2021年2月末現在の情報となります。				大曲　光邦		総務部		0942-37-6411		ohmagari@kumintv.co.jp		136,800		136,800		54,628		12,434		5,298		7,696		7,813		5,987						1		福岡県		12		40		50,000		1		済		0		-302		-302		0		0		0		(453)		0		(379)		0		148		(215)		(302)		(302)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25%		1,557		20,110		(44,728)		18,416		46,423		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(144)		(247)		0		(174)		168		7		7		0		0		0		0		0		0		0		0		1		21%		1,514		22,966		(84,408)		11,970		95,404		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110444		(株)ケーブルビジョン　２１		九州		福岡県								197,000		148,621		0		41,487		42,000						28,944		0		20,816								28,212						0		4,485,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　プロジェクト企画室						0		197,000		148,621		512		41,487		28,944		20,816		28,212				10/22/08		0				12		40		100,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110445		(株)ジェイコム福岡		九州		福岡県						804,400		804,400		591,200		0		129,600		0						129,300		0		75,800								102,100						0		15,323,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		九州山口ブロック総務チーム						801,900		801,900		582,900		0		128,300		119,100		72,000		97,800				12/31/10		0				12		40		500,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110446		(公財)福岡ケーブルビジョン		九州		福岡県		5		0		231,333		47,000		20,073		0		1,457		0		903		20,073		1,457		0		308		169		138		0		0		0		0		0		269,274		232,493		15,363		21,418		3/31/19						削除済		事務局長						231,333		47,000		20,073		20,073		1,457		1,457		308		0				3/31/20		0		福岡県		12		40		10,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		1,118		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		1,118		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110447		(株)メック		九州		福岡県		48		5		28,832		16,526		1,176		618		1,026		0		715		1,200		715		0		2,183		1,022		0		1,161		0		0		0		0		141,296		35,050		99,346		6,900		4/30/21		FTTH接続世帯数の件数について 昨年までの報告内容に不備あり今回修正。 TVの加入件数の中のFTTH世帯と修正しました。				高木　利矩		総務部		0942-72-7266		takaki2@mecc.co.jp		28,832		16,526		1,176		124		1,026		706		2,123		0						0		福岡県		12		40		0		1		済		0		0		0		0		0		0		(1)		(849)		17		0		(15)		283		0		0		0		0		0		0		0		0		9		60		0		0		5%		10,012		4,530		(1,515)		9,823		(3,777)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(26)		(70)		0		39		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6%		9,317		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110450		有田ケーブル・ネットワーク(株)		九州		佐賀県		11				8,600		8,200		6,605		5,563		246						6,541		349		0		1,327		605		595		127		934		934						265,901		177,380		55,005		33,516		5/31/20						原田　好弘		総務部総務課課長		0955-43-2500		acn-hard@po.aritanet.ne.jp		8,600		8,200		6,605		0		246		349		1,327		934						0		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		109		109		0		0		0		96		251		0		0		0		122		109		109		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13%		3,355		13,487		(7,129)		(12,900)		33,516		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										232		0		0		(32)		3		0		(19)		106		232		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		0%		3,101		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727

		10110451		伊万里ケーブルテレビジョン(株)		九州		佐賀県		24		0		19,033		22,166		16,031		7,800		1,666				2,262		16,031		4,289		84		4,928		1,862		2,308		758		2,076		2,039		37		0		751,034		515,640		235,394				3/31/21						川田　毅		総務部長		0955-22-3506		kawada@i-catv.co.jp		19,033		22,166		16,031		0		1,666		4,289		4,928		2,076						0		佐賀県		12		41		10,000		1		済		0		331		336		-5		171		(8)		93		1,802		(18)		0		(128)		131		331		336		(5)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,904		19,628		3,775		15,853		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		249		988		(29)		(20)		0		155		228		243		246		(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,824		(15,755)		(27,958)		12,203		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110452		鏡テレビ共同受信組合		九州		佐賀県				3				3,623		2,906		0		0								0		0		0								0						0																削除済		副組合長						0		3,623		2,906		0		0		0		0		0				3/31/10		0				12		41		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110453		(株)ぴーぷる		九州		佐賀県		42		0		23,000		22,000		20,945		0		2,338		0				20,945		4,454		48		6,962		2,394		4,005		563		1,534		1,429		105		0		1,207,906		576,544		355,344		276,018		3/31/21						山下　善史郎		常務取締役		0955-73-5466		yamashita@k-people.jp		23,000		22,000		20,945		0		2,338		4,454		6,962		1,534						0		佐賀県		12		41		10,000		1		済		0		-54		-57		3		0		0		(74)		0		(32)		0		(44)		273		(54)		(57)		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		23%		4,806		3,793		(3,277)		9,624		(2,554)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(15)		(42)		0		(74)		93		(131)		(53)		(78)		0		0		0		0		0		0		0		0		23%		4,774		(4,080)		(22,730)		6,126		12,524		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110454		(株)ケーブルワン		九州		佐賀県		37		10		29,509		29,509		20,812		10,478		4,599				4,599		20,812		4,599		142		8,325		2,810		2,229		3,286		9,080		9,062		18		1,327		1,171,260		636,829		534,431		0		7/31/20						山口　伸吾		総務部		0954-23-7511		yamaguchi@cableone.co.jp		29,509		29,509		20,812		0		4,599		4,599		8,325		9,080						0		佐賀県		12		41		10,000		1		済		0		35		41		-6		492		492		256		1,087		(30)		0		(30)		501		35		41		(6)		197		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,690		37,377		(4,502)		41,879		0		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		82		82		176		(83)		0		(83)		449		419		422		(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,597		46,285		5,110		41,176		0		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110455		西海テレビ(株)		九州		佐賀県		10		3		6,168		6,168		2,990		40		117				117		2,990		584				480		173		307				0								123,561		95,925		25,247		2,389		3/31/21						西山　真由美		総務部		0955-28-2466		sky-catv@po.chun2.ne.jp		6,168		6,168		2,990		11		117		584		480		0						1		佐賀県		12		41		0		1		済		0		0		0		0		(283)		(283)		(27)		2		1		0		23		44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		3,444		1,927		(1,676)		3,595		8		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(40)		(4)		0		24		31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		3,360		(1,430)		(2,443)		1,147		(134)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110456		佐賀シティビジョン(株)		九州		佐賀県		27		9		123,089		87,950		51,761		30		13,529				13,529		49,557		14,361		3,215		13,725		3,415		987		9,323		9,493		9,404		89		134		1,636,222		1,014,857		621,365		0		2/28/21						江口　義弘		総務部 部長		0952-24-3734		eguchi@bunbun.co.jp		123,089		87,950		51,761		997		13,529		14,361		13,725		9,493						0		佐賀県		12		41		50,000		1		済		0		-46		-33		-13		0		0		450		19		(48)		0		(50)		456		(46)		(33)		(13)		134		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,634		41,614		34,162		7,452		0		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		9,321		0		356		(57)		0		(62)		268		(3)		12		(15)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,590		19,933		(2,760)		22,693		0		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110457		(株)多久ケーブルメディア		九州		佐賀県		12				7,000		7,000		5,168		844		489		0				5,168		568		0		629		266		258		105		119		119						173,228		143,648		29,580		0		12/31/20						浦田　真治		常務取締役		0952-75-8585		taku@catv.taku.ne.jp		7,000		7,000		5,168		0		489		568		629		119						0		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		8		8		0		0		0		(19)		125		(5)		0		(6)		53		8		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,793		633		(3,359)		3,992		0		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		(842)		(200)		(35)		(9)		0		(22)		40		111		111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,773		3,969		(211)		4,180		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110459		(株)テレビ九州		九州		佐賀県		16		0		7,500		7,500		6,050		581		546		0		571		6,050		639		0		1,644		506		885		253		0						0		327,837		213,265		77,263		37,308		4/30/21		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				蒲原　繁則		総務部		0954-20-2580		kamohara@ktknet.jp		7,500		7,500		6,050		0		546		639		1,644		0						0		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		17		209		(19)		0		74		173		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		11%		4,516		3,441		2,850		8,327		(7,736)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(100)		(33)		0		(33)		156		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		14%		4,481		4,264		124		3,244		896		366		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110460		(株)ネット鹿島		九州		佐賀県		14				14,947		14,947		7,517		4,409		270		0		906		7,517		859		0		2,533		1,194		1,216		123		1,557		1,546		11		0		329,554		179,785		149,769				4/30/21		※20180727 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20180725 売上　円単位で入力を千円単位に修正。				松浦　博彦		総務部		0954-63-1862		catv-ka@po.asunet.ne.jp		14,947		14,947		7,517		2,096		270		859		2,533		1,557						0		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		132		133		-1		0		0		261		788		(1)		0		(47)		229		132		133		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,653		23,772		6,528		17,244		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		0		0		0		0		160		163		163		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,512		14,038		1,159		12,879		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110461		藤津ケーブルビジョン(株)		九州		佐賀県		11				12,970		11,607		4,892		4,079		309		0		17		11,607		472		0		1,733		804		803		126		1,022		1,022		0		0		219,267		127,139		86,356		5,772		4/30/21		特段報告義務がなされていない場合は、極力開示を控えています。 ※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20160812　入力無しで確定→未確定に変更 　20161114映像実演使用料算定の為に管理部が「放送事業売上」データ収集。数値を登録。 ※20170809 売上実績に放送内訳値を転記 ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				松尾　秀則		CATV事業部　統括部長		0954-66-2657		fujippyhide@po.hagakure.ne.jp		12,970		11,607		4,892		15		309		472		1,733		1,022						0		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		290		290		0		1,363		1,396		22		673		0		0		(5)		113		290		290		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		3,735		4,470		1,677		4,656		(1,863)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		12		9		0		(48)		61		46		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		3,676		9,172		(1,303)		8,883		1,502		0		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110465		諫早ケーブルメディア(株)		九州		長崎県		40		10		60,000		52,000		20,800		1,500		8,700						20,800		16,600				6,000		4,400						4,500		4,500				170		950,864		629,211		289,294		32,359		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				高巣　友裕		総務部 経理課　主任		0957-22-1193		t-takasu@icv-net.co.jp		60,000		0		20,800		70		8,700		16,600		6,000		4,500						0		長崎県		12		42		10,000		1		済		0		410		410		0		5,000		52,000		1,900		767		750		0		1,300		863		410		410		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		3,810		30,025		18,045		24,017		(12,037)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ				HP世帯数空白 セタイスウクウハク		8/6メール、回答あり数値追記 カイトウスウチツイキ		44,419		0		7,000		(41,200)		300		340		0		200		(308)		33		33		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		4,060		50,658		20,022		18,177		12,459		0		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110466		厳原有線テレビ利用共同組合		九州		長崎県		3		0		3,100		3,100		2,599		0		0		0						0		0		0								0						0		35,223														削除済		事務局長						3,100		3,100		2,599		27		0		0		0		0				2/18/09		0				12		42		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110467		おおむらケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		0		0		31,000		26,000		7,680		236		6,461		0		6,461		7,680		6,461		137		3,393		2,995		366		32		2,176		2,176		0		0		417,104		283,552		133,552		0		3/31/21		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				永田　雅彦		情報企画部　部長		0957-54-3811		octpulse@octp-net.ne.jp		31,000		26,000		7,680		1,219		6,461		6,461		3,393		2,176						0		長崎県		12		42		3,000		1		済		0		-27		-27		0		0		0		53		25		(36)		0		(36)		51		(27)		(27)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,526		(6,923)		(10,390)		3,467		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		74		(30)		0		(30)		(40)		(106)		(106)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,633		(1,003)		1,610		(2,613)		0		366		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110470		(株)ケーブルテレビジョン島原		九州		長崎県		16		1		21,056		20,510		7,237		0		4,767		0				7,237		4,767		0		1,496		1,135		361		49		0						299		333,951		202,107		84,753		47,091		9/30/20						佐々川　猛彦		営業部長		0957-63-3456		cabocha@shimabara.jp		21,056		20,510		7,237		187		4,767		4,767		1,496		0						0		長崎県		12		42		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(5)		0		(122)		0		(122)		(57)		0		0		0		20		0		0		0		0		0		0		0		0		14%		3,845		(6,558)		(3,514)		5,312		(8,356)		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(44)		(139)		0		(139)		(25)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17%		3,958		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110471		九州テレ・コミュニケーションズ(株)		九州		長崎県		252				295,000		212,600		67,046		0		32,113		0		0		32,113		32,113		0		30,829						0		32,651		32,651		0		0		793,388		793,388						6/30/20		売り上げ情報は公開できません  20210816　年度総売上・内訳（放送）・決算年月日を更新（事業者からのメールにより）＠連盟 （20151119 放送内訳のみ連絡あり→総売上に同値を入力）				矢野　久仁男		総務部長		0956-25-6388		infome@tvs12.jp		295,000		212,600		67,046		0		32,113		32,113		30,829		32,651						1		福岡県		12		42		50,000		1		済		0		439		439		0		0		0		18,753		0		449		0		449		195		439		439		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		986		17,103		17,103		0		0		366		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005		更新漏れ		問合せ（売上更新）		44,424		44,481		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ				売上未更新 ウリアゲミコウシン		8/11メール→回答あり　8/16更新 カイトウコウシン				0		0		0		(14)		(130)		0		(130)		(678)		(2,322)		(2,322)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,340		(68,931)		(68,931)		0		0		365		売上前年同値＆決算日のみ更新 ウリアゲゼンネンドウチケッサンビコウシン				9/19メール依頼 イライ

		10110472		(株)西彼ケーブルネットワーク		九州		長崎県						4,000		2,000		1,750		0		450								0		0		0								0						0																安達　政幸		代表取締役		095-892-7690		adachi@seihi.co.jp		4,000		2,000		1,750		100		450		0		0		0						0		長崎県		12		42		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		0		0		0		売上空白		入力意思なし		依頼せず						合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		売上空白 ウリアゲクウハク		入力意思なし ニュウリョクイシ		依頼せず イライ												依頼せず イライ

		10110473		東彼ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県				4		2,600		2,600		900		0		74		76				900		0		0		0								0						0		26,881		25,040				1,841		7/31/18		なし				大屋　武広		代表取締役		0956-83-3141		tvt27@po.touhinet.ne.jp		2,600		2,600		900		0		74		0		0		0						0		長崎県		12		42		0		1		0		0		0		0		0		0		0		(9)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		2,489		0		0		0		0		0		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）						合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		9		0		(76)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		2,464		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110475		(株)長崎ケーブルメディア		九州		長崎県		72		6		108,352		165,328		94,752		20,887		23,279				44,234		85,188		44,234		2,829		30,435		16,407		7,503		6,525		16,682		16,474		208		2,739		3,879,971		1,987,023		1,892,948				3/31/21						青木　行久		常務取締役		095-828-3906		soumu@cncm.ne.jp		108,352		165,328		94,752		2,360		23,279		44,234		30,435		16,682						0		長崎県		12		42		50,000		1		済		0		1,021		1,058		-37		0		32,508		473		4,876		(745)		0		(421)		1,409		1,021		1,058		(37)		242		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,412		58,816		(21,922)		80,739		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		24,468		9,977		(718)		0		(383)		172		829		866		(37)		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		3,378		(10,487)		4,685		(15,172)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110476		(株)ひまわりてれび		九州		長崎県		64		0		145,074		145,074		23,201		2,715		11,401						23,201		15,828		0		8,995		1,787		5,432		1,776		7,512		7,512						1,164,114		614,848		375,173		174,093		9/30/20		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				宮崎　和久		業務部　部長		0957-37-6177		kazuhisa@himawarinet.ne.jp		0		0		23,201		0		11,401		15,828		8,995		7,512						0		長崎県		12		42		10,000		1		済		0		256		256		0		145,074		145,074		285		885		(253)		0		(286)		565		256		256		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15%		4,181		(34,347)		(44,438)		13,578		(3,487)		366		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ				許可 HP世帯数空白 キョカセタイスウクウハク		8/6メール,8/11TEL⇒申告約束→8/13データ修正 シンコクヤクソクシュウセイ				0		0		0		394		(261)		0		(270)		628		373		373		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15%		4,358		138,065		27,601		(10,227)		120,691		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110478		福江ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		9				13,790		13,790		4,264		0		1,545		0		1,545		4,264		1,545		0		953		953						0						0		147,438		111,039		36,399				3/31/21						椿崎　幸平		総務課		0959-74-5775		k-tubakizaki@vc.fctv-net.jp		13,790		13,790		4,264		355		1,545		1,545		953		0						0		長崎県		12		42		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(86)		0		(50)		0		(50)		(48)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,881		(6,658)		(3,526)		(3,132)		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		(26)		(40)		0		(40)		(24)		(6)		0		(6)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,952		(6,259)		(5,052)		(1,207)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110480		天草ケーブルネットワーク(株)		九州		熊本県		33		1		23,200		23,200		9,637		1,744		4,956						9,209		5,775		66		3,438		2,076		264		1,098		0								677,719		325,186		177,083		175,450		4/30/21		※20210730 総売上訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				山田　由美子		総務課		0969-22-1311		yumiko.yamada@acn-tv.co.jp		23,200		23,200		9,637		428		4,956		5,775		3,438		0						0		熊本県		12		43		3,000		1		済		0		0		0		0		1,000		1,000		868		703		(26)		0		78		808		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		26%		5,860		33,736		44,965		33,535		(44,764)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,407		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ										0		0		0		246		(88)		0		182		203		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33%		6,041		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110481		(株)ジェイコム熊本		九州		熊本県		0		28		272,300		272,300		163,400		0		33,500		0						33,500		0		26,400		17,410		1,820		7,396		26,600		26,600				0		3,511,110		1,780,354		1,413,638		317118		3/31/15				ＪＣＯＭ(株)		削除済		(株)ジュピターテレコム　九州山口ブロック　管理統括グループ　アシスタントマネージャー						272,300		272,300		163,400		12,284		33,500		33,500		26,400		26,600				3/31/16		0		熊本県		12		43		100,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110485		臼杵市		九州		大分県						15,361		15,361		12,096		0		3,815		0		3,815		12,096		3,815		0		0								0						0		302,020		302,020						5/31/15						削除済		総務課　主任						15,361		15,361		12,096		0		3,815		3,815		0		0				3/31/16		0		大分県		12		44		10,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110486		大分ケーブルテレコム(株)		九州		大分県		0		72		217,000		217,000		190,700		71,000		78,000		0						78,000		19,100		84,700								57,100		57,100				3,400		9,468,282		4,177,436		4,803,277		487,567		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		小林　太郎		管理本部　副本部長		097-542-6472		KobayashiTar@jupiter.jcom.co.jp		217,000		217,000		190,700		20,500		78,000		78,000		84,700		57,100						0		大分県		12		44		100,000		1		済		0		3,200		3,200		0		0		0		7,700		(64,000)		2,100		0		2,100		7,000		3,200		3,200		0		600		0		0		0		0		0		0		0		2		5%		4,138		940,013		197,925		533,234		208,853		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10110487		大分ケーブルネットワーク(株)		九州		大分県						24,775		12,300		5,582		0		2,640		0						2,640		0		518		381		55		82		0								112,217		83,458		23,968		4,791		5/31/21						見越　俊介		情報通信営業部		097-558-3408		migoshi@ocn-catv.ne.jp		24,775		12,300		5,582		70		2,640		2,640		518		0						0		大分県		12		44		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		66		0		(136)		0		(136)		14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		1,675		1,486		(2,369)		3,478		377		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10110488		ＫＣＶコミュニケーションズ(株)		九州		大分県		19				18,375		16,170		13,047		1,965		767		0				13,047		2,727				1,650		1,585				65		0								773,167		458,993		299,837		14,337		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				中島　靖和		専務取締役		0973-27-5001		nakashima@kcv.jp		18,375		16,170		13,047		0		767		2,727		1,650		0						0		大分県		12		44		10,000		1		済		0		0		0		0		0		0		152		1,785		(1,961)		0		(1)		108		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		4,938		60,840		10,431		47,234		3,175		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10110489		(株)ケーブルテレビ佐伯		九州		大分県		32		22		32,000		31,708		31,708		8,632		6,978		0		6,070		0		6,978		0		7,313		5,926		0		1,221		5,494		5,423		15		5		1,145,849		433,436		518,384		194,029		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				川野　知治		総務部　部長		0972-22-9811		kawano@saiki.tv		32,000		31,708		31,708		0		6,978		6,978		7,313		5,494						0		大分県		12		44		30,000		1		済		56		71		0		0		0		0		0		0		(92)		0		(92)		166		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17%		3,011		(7,073)		(11,354)		15,713		(11,432)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ

		10110490		ＣＴＢメディア(株)		九州		大分県		34		2		72,225		71,582		51,266		9,566		22,955		0		18,796		50,555		21,339		941		9,800		1,209				8,591		5,667		5,667		0		123		1,713,560		1,173,280		506,190		34,090		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				野上　徹順		専務取締役		0977-24-3553		nogami@t-ctb.co.jp		72,225		71,582		51,266		1,018		22,955		21,339		9,800		5,667						0		大分県		12		44		50,000		1		済		0		-68		-68		0		(312)		(301)		1,212		4,219		(741)		0		(801)		681		(68)		(68)		0		(5)		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		2,785		34,670		(10,464)		11,044		34,090		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10110491		東大分システム(株)		九州		大分県		2				24,899		3,290		1,654		1,654		1,654						1,654		0				0								0								40,108		39,686				422		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				岡本　代一		代表取締役		097-575-2110		sekitv@luck.ocn.ne.jp		24,899		3,290		1,654		910		1,654		0		0		0						0		大分県		12		44		0		1		済		0		0		0		0		0		0		(33)		(33)		(33)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,021		(4,963)		(1,397)		(2,687)		(878)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10110492		(株)北大ケーブル情報センター		九州		大分県						12,588		8,000		1,395		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17,569		17,532		0		37		3/31/15		（２０１５０９０７　その他売上も損益計算書から転記）				武下　秀信		代表取締役社長		0979-24-1188				12,588		8,000		1,395		0		0		0		0		0						0		大分県		12		44		0		1		済		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,050		0		0		0		0		0		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		入力意思なし		依頼せず						合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10110493		杵築市		九州		大分県		12		3		13,281		13,304		9,287		5,300		3,918		0		0		9,287		3,918		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,772,434		290,040		0		1,482,394		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				河野　真一		総務課　ケーブルネットワーク係長		0978-62-1801		shinichi-kouno@city.kitsuki.lg.jp		13,281		13,304		9,287		0		3,918		3,918		0		0						0		大分県		12		44		3,000		1		済		0		0		0		0		272		295		(303)		5,300		(539)		0		(539)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		84%		15,904		796,331		27,374		(8)		768,965		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10110495		(株)ケーブルメディアワイワイ		九州		宮崎県		53		23		105,856		102,963		38,246		9,554		37,127				1,584		37,127		37,127		6,940		19,383		2,869		5,604		10,886		16,488		16,488		0		454		4,089,581		2,290,380		914,835		884,366		3/31/21						緒方　義信		企画室		0982-22-1500		waiowc01@ma.wainet.ne.jp		105,856		102,963		38,246		1,119		37,127		37,127		19,383		16,488						0		宮崎県		12		45		30,000		1		済		0		1,280		1,280		0		10,689		8,919		172		4,223		19		0		19		2,830		1,280		1,280		0		(23)		0		0		0		0		0		0		0		0		22%		8,911		323,967		40,986		172,047		110,934		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10110496		ＢＴＶ(株)		九州		宮崎県		91		38		219,358		219,358		56,614		16,468		48,156		0		45,233		65,894		48,156		628		40,567		3,007		226		34,404		37,357		37,357		0		1,704		4,803,012		2,813,487		1,768,342		221,183		3/31/21		※20210729　総売上/内訳　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@btvm.co.jp		219,358		219,358		56,614		1,124		48,156		48,156		40,567		37,357						1		宮崎県		12		45		50,000		1		済		0		1,863		1,863		0		0		0		(9,372)		0		2,923		0		(3,193)		2,930		1,863		1,863		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		7,070		185,009		39,915		143,388		1,706		365		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005		更新漏れ		問合せ（売上更新）		44,406		44,407		加入数増減＝合計差異、S＞0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数差異をPに加減 カニュウスウサイカゲン

		10110497		宮崎ケーブルテレビ(株)		九州		宮崎県		69		17		194,062		194,062		124,854		23,093		53,526		0		53,526		124,854		53,526		2,377		47,212		15,949		10,050		21,213		21,597		21,597		0		621		5,297,671		3,140,504		2,138,582		18,585		3/31/21						松尾　逸子		総務局　総務部　部長		0985-32-8585		mcn-soumu@miyazaki-catv.ne.jp		194,062		194,062		124,854		814		53,526		53,526		47,212		21,597						0		宮崎県		12		45		100,000		1		済		0		-317		-317		0		0		0		825		6,174		(1,699)		0		(1,699)		4,261		(317)		(317)		0		(38)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,536		122,980		(197,488)		304,596		15,872		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10110500		奄美テレビ放送(株)		九州		鹿児島県		7		1		21,750		21,750		1,615		200		1,500		1,120		1,605		1,615		680		0		0		0		0		0		0		0		0		0		72,627		58,427				14,200		8/31/20						暁　良太		技術部		0997-53-2368		gijutsu2@amami-tv.co.jp		21,750		21,750		1,615		0		1,500		680		0		0						0		鹿児島県		12		46		0		1		済		0		0		0		0		0		0		0		(10)		(105)		0		35		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20%		3,748		(8,881)		(11,023)		0		2,142		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10110502		鹿児島光テレビ(株)		九州		鹿児島県						243,928		9,980		7,920		0		3,045								3,045		0																0																削除済		常務取締役						243,000		9,980		7,729		48		2,847		2,847		0		0				9/30/10		0				12		46		3,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110503		瀬戸内ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県						4,113		4,113		1,938		0		0								0		0		0								0						0																削除済		代表取締役						4,113		4,113		1,938		0		0		0		0		0				5/19/10		0				12		46		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10110504		皇徳寺ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県		1				5,084		3,713		3,292		0		367		0		367		3,292		3,079		183		1,299		8		23		1,268		1,378		1,378		0		1		107,735		60,473		42,632		4,630		9/30/20		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)				福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@nils.ne.jp		5,084		3,713		3,292		0		367		3,079		1,299		1,378						0		鹿児島県		12		46		3,000		1		済		0		133		133		0		0		0		(377)		0		8		0		23		136		133		133		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		2,727		3,814		1,583		(157)		2,388		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10110505		南九州ケーブルテレビネット(株)		九州		鹿児島県		26		0		50,674		47,037		16,673		0		2,452				5,142		16,673		5,142		0		3,566		887		1,063		1,616		1,811		1,811		0		239		489,737		219,941		216,759		53,037		3/31/21		※20190924 総売上/内訳訂正 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				高山　美智子		総務部　部長		0995-43-0113		t-michiko@po.mct.ne.jp		50,674		47,037		16,673		314		2,452		5,142		3,566		1,811						0		鹿児島県		12		46		10,000		1		済		0		84		84		0		0		0		(42)		0		(187)		0		(445)		(237)		84		84		0		18		0		0		0		0		0		0		0		0		11%		2,448		18,342		(32,022)		28,111		22,253		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10110506		西之表テレビ共同聴視施設組合		九州		鹿児島県		3		0		2,830		2,100		1,137		0		0								998		0		0								0						0		26,253		22,245				4,008		3/31/21		※2021.8.3　総売上/内訳/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				中園　宗義		事務局長		0997-22-0195		ntk.catv@fuga.ocn.ne.jp		2,830		2,100		1,137		0		0		998		0		0						0		鹿児島県		12		46		0		1		済		0		0		0		0		0		0		(11)		0		0		0		(50)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15%		1,924		(380)		1,966		0		(2,346)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＜202005, 売上誤記＆決算日更新漏れ		売上誤記＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,411		44,412		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10110508		石垣ケーブルテレビ(株)		九州		沖縄県		10		2		22,718		4,990		4,020		310		954		0		1,103		4,020		1,827		0		283		298						0						0		131,010		117,355		10,962		2,693		3/31/21						太田　裕人		ソリューション技術営業本部　部長		0980-83-0033		ictota@ictweb.ne.jp		22,718		4,990		4,020		9		954		1,827		283		0						0		沖縄県		12		47		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(25)		0		(34)		0		(38)		(27)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		2,716		(11,061)		(8,472)		(3,962)		1,373		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10110509		沖縄ケーブルネットワーク(株)		九州		沖縄県		66		5		390,870		302,512		92,780				16,765		0						16,765		2,291		8,936		5,148		2,211		1,577		5,182		5,182		0				1,598,282		1,051,905		528,304		18,073		12/31/20						比嘉　太一		総務部　主任		098-863-1115		taichi@nirai.ne.jp		390,870		302,512		92,780		4,401		16,765		16,765		8,936		5,182						0		沖縄県		12		47		50,000		1		済		0		-419		-419		0		0		0		0		0		(729)		0		(729)		(567)		(419)		(419)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		1,436		(33,401)		(22,378)		(14,752)		3,729		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ												沖縄ケーブルネットワークと国場組合併、ケーブル事業は分割し同名の会社に（12/1）ケーブル事業者同一。 オキナワコクバグミガッペイジギョウブンカツドウメイカイシャジギョウシャドウイツ

		10110510		宮古テレビ(株)		九州		沖縄県		39		15		25,054		22,247		9,390		3,352		7,959		0		360		8,106		7,959		82		3,402		3,402						0						524		704,864		481,178		208,935		14,750		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				大窪　将介		総務部　総務部部長		0980-72-3859		mtv-soumu@miyakotv.co.jp		25,054		22,247		9,390		52		7,959		7,959		3,402		0						0		沖縄県		12		47		3,000		1		済		0		0		0		0		783		0		(113)		752		(237)		0		(237)		(6)		0		0		0		34		0		0		0		0		0		0		0		1		2%		6,255		(82,113)		(57,217)		25,700		(50,595)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10110511		(株)ＲＭＣ．ｔｖ		九州		沖縄県		2				50,757		2,632		695		0		156		0		0		0		156		0		136		136		0		0		0		0		0		0																削除済		ＣＡＴＶ・ＮＥＴお客様係り						50,757		2,632		687		296		161		175		146		0				3/31/10		0				12		47		0		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10112001		(株)時事タイムス放送社		北海道		北海道						52,583		15,500		3,360		0		1,872				354				354		0		496		496						0						0																削除済		営業部部長						52,583		15,500		3,390		1,518		1,872		0		502		0		7/4/07		2/18/09		0				1		1		3,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10112002		飛騨高山ケーブルネットワーク(株)		東海		岐阜県		26		3		42,709		21,268		15,462		15,462		1,583				0		14,478		1,616		0		12,265		2,263		3,360		6,642		8,899		8,899				96		1,356,157		302,424		789,632		264,101		3/31/21		※20211020　年度総売上実績内訳・放送／その他　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				原　弘展		お客様サービスグループ　マネージャー		0577-33-7330		jcta@hidatakayama.tv		42,709		21,268		15,462		77		1,583		1,616		12,265		8,899		7/4/07				0		岐阜県		7		21		10,000		1		済		0		1,167		1,167		0		0		0		846		846		50		0		(19)		1,311		1,167		1,167		0		(8)		0		0		0		0		0		0		0		0		19%		7,309		272,076		(23,933)		82,429		213,580		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要→10/20 財務情報修正		44,489		44,494		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112004		(株)三次ケーブルビジョン		中国		広島県		20		0		21,376		21,376		11,563		11,563		6,353		0		6,353		11,563		6,353		36		6,262		0		0		6,262		350		0		350		0		577,043		336,822		240,220				3/31/21						植木　恵美		管理課　課長補		0824-65-2211		e.ueki@pionet.jp		21,376		21,376		11,563		6,984		6,353		6,353		6,262		350						0		広島県		10		34		10,000		1		済		0		-9		0		-9		0		0		(88)		(88)		0		0		0		338		(9)		0		(9)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,159		(2,240)		(13,457)		11,217		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112005		輪島市ケーブルテレビ		北陸		石川県						12,912		12,912		6,525		0		924		0		399		6,525		924		0		1,437		1,437		0		0		1,437		0		1,437		0		257,755		140,481		57,803		59,471		7/6/21						平谷　健一		交流政策部　放送課　主幹		0768-42-1955		k-hiratani@city.wajima.lg.jp		12,912		12,912		6,525		4,258		924		924		1,437		1,437						0		石川県		8		17		3,000		1		済		0		9		0		9		0		0		(96)		0		(36)		0		(36)		9		9		0		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		23%		3,292		14,442		1,726		2,222		10,494		376		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112006		木曽広域連合		信越		長野県		5		1		13,898		13,108		13,108		6,452		658				0		13,108		658		0		4,172		3,623		28		521		211		0		211		0		397,696		259,597		136,200		1,849		5/30/20		地方公共団体による整備、運営のため、株式は該当なし。				高倉　剛		情報センター　所長		0264-21-2212		jouhou@kisoji.com		13,898		13,108		13,108		13,108		658		658		4,172		211						0		長野県		6		20		10,000		1		済		0		33		0		1		198		(313)		(313)		0		658		0		(102)		(252)		33		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		50		0%		2,528		86,671		87,768		(2,248)		1,101		(31)		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112007		七尾市		北陸		石川県						21,951		21,951		7,105		6,137		1,379				1,379		7,105		1,379		0		1,400		784		616				37				37				231,741		231,741						3/31/21		令和2年度決算				室木　政寿		市民生活部広報広聴課		0767-53-8699		m-muroki@city.nanao.lg.jp		21,951		21,951		7,105		4,257		1,379		1,379		1,400		37						0		石川県		8		17		3,000		1		済		0		-3		0		-3		(56)		(56)		(76)		(72)		(46)		0		(46)		43		(3)		0		(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,718		2,360		2,360		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112011		豊後高田市		九州		大分県						10,912		9,800		8,202		8,202		316		0		316		8,202		593		0		0								0								123,915		123,915						3/31/21						瀬々　賢幸		企画情報課・総括主幹兼係長		0978-25-6393		m-zeze@city.bungotakada.lg.jp		10,912		9,800		8,202		0		316		593		0		0		12/19/07				0		大分県		12		44		3,000		1		済		0		0		0		0		33		0		(128)		8,202		1		0		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,259		1,491		1,491		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112012		笛吹きらめきテレビ(株)		南関東		山梨県		8				8,546		7,500		7,476		0		435						7,436		435		0		116														0		193,331		157,583				3118								削除済		放送課　放送技術係長						8,512		7,500		7,439		0		134		427		123		0		12/19/07		3/31/14		0		山梨県		5		19		3,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10112017		(株)周防ケーブルネット		中国		山口県		7				13,134		12,056		4,098		4,098		452				629		4,098		629		0		1,013						1,013		0						0		135,800		89,766		42,634		3,400		3/31/21						廣茂　恵子		総務・経理担当		0820-22-6900		K-Hiroshige-023@snettv.co.jp		13,134		12,056		4,098		250		452		629		1,013		0		2/20/08				0		山口県		10		35		3,000		1		済		0		0		0		0		0		472		207		207		14		0		0		149		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		2,762		9,762		3,538		6,316		(92)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112019		佐伯市		九州		大分県						16,261		16,261		15,185		626		0						15,185		0				0								0								981,409		163,026				818,383		3/31/21		※財務情報については、総務省に報告後修正します。 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				戸高　真一		総務部 情報推進課　ケーブルテレビ係　総括主幹		0972-22-3645		shin-t@city.saiki.lg.jp		16,261		16,261		15,185		0		0		0		0		0		5/21/08				0		大分県		12		44		10,000		1		済		0		0		0		0		(80)		(80)		(165)		626		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		83%		5,386		810,094		(1,346)		0		811,440		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112023		那珂川町		北関東		栃木県				5		5,926		5,926		4,591				3,735				3,455		4,591		4,591				1,016		1,016						0								107,228		76,183		29,285		1,760		3/31/21						近部　哲		那珂川町ケーブルテレビ放送センター/センター長		0287-92-1121		konpe@jp.fujitsu.com		5,926		5,926		4,591		1,938		3,735		4,591		1,016		0		7/2/08				0		栃木県		3		9		3,000		1		済		0		0		0		0		(10)		(10)		(20)		0		(15)		0		(20)		(29)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		1,946		(1,807)		(670)		(1,070)		(66)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112025		わたらせテレビ(株)		北関東		栃木県		32		5		72,000		54,000		11,222		3,486		8,177		0		9,610				8,177		172		7,660		1,796		1,928		3,936		5,060		5,060		0		13		909,000		460,000		294,000		155,000		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				滝上　勇樹		通信部		0284-42-8111		net@ml.watv.ne.jp		72,000		54,000		11,222		174		8,177		8,177		7,660		5,060		10/22/08				0		栃木県		3		9		10,000		1		済		0		110		110		0		0		0		169		1,438		(194)		0		(194)		725		110		110		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		17%		6,750		24,000		(2,000)		17,000		9,000		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112026		(株)五島テレビ		九州		長崎県		10		1		15,820		15,820		5,508		5,508		636		0		0		5,548		636		0		1,673		0		1,673		0		0		0		0		0		209,161		99,979		62,083		47,098		9/30/20		※20210729　総売上/内訳訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※内訳は千円未満切捨 ※20201022 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正				古田　正孝		技術部		0959-86-1910		masataka@goto-tv.com		15,820		15,820		5,508		0		636		636		1,673		0		10/22/08				0		長崎県		12		42		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(76)		(76)		(80)		0		(80)		368		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		23%		3,165		(35,721)		(16,508)		(40,347)		21,133		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112027		(株)伊東アンテナ協会		東海		静岡県		2				3,514		2,321		1,545		0		85		0		50				85				0								0								45,101		44,368		0		733		8/31/20		※20210730 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				井戸　孝一		代表取締役		0557-37-4254		antena@itoantena.co.jp		3,514		2,321		1,545		0		85		85		0		0		10/22/08				0		静岡県		7		22		0		1		済		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		2,433		(452)		(227)		0		(225)		366		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,407		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112030		石見銀山テレビ放送(株)		中国		島根県		22				13,613		13,613		9,431		2,931		726				13		13,613		911		8		3,464		2,255		996		213		0						1,065		481,913		289,505		192,408		0		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				米 卓哉		総務部　次長		0854-82-7755		soumu@ginzan-tv.ne.jp		13,613		13,613		9,431		2,221		726		911		3,464		0		12/17/08				0		島根県		10		32		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		14		2,931		(1)		0		1		172		0		0		0		198		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,258		21,694		(6,735)		28,429		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112031		(株)ケーブルテレビあなん		四国		徳島県		17		1		22,739		12,384		9,030		9,030		7,177		2,276		0		12,311		0		0		5,328						5,328		4,955		4,955				0		1,090,226		276,493		695,659		118,073		10/31/20		(年度総売上備考：特になし）				勝瀬　稔		業務部　総務マネージャー		0884-23-0330		office-tvanan@mc.pikara.ne.jp		22,739		12,384		9,030		0		7,177		0		5,328		4,955		12/17/08				0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		959		959		0		0		0		(97)		(97)		13		0		0		174		959		959		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		11%		10,061		17,161		(4,787)		48,731		(26,784)		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112032		四万十町役場		四国		高知県						8,376		7,470		7,470		7,470		1,170		0		17		7,470		121		0		3,640		458		2,805		377		105		0		105		0		267,871		113,616		110,147		44,108		3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20191007 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201020 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				森下　克彦		公益財団法人四万十公社（四万十ケーブルテレビ）　チーフ		0880-22-1117		katsuhiko-morishita@shimanto.tv		8,376		7,470		7,470		3,166		1,170		121		3,640		105		12/17/08				0		高知県		11		39		3,000		1		済		0		-17		0		-24		0		(36)		(36)		(1)		0		0		0		147		(17)		0		(24)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16%		2,988		22,989		(2,871)		7,717		18,143		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112033		(株)コミュニティメディア		九州		長崎県		33				15,008		15,008		13,056		13,056		0						13,056		0				5,736		4,785		951				0								385,269		155,493		186,238		43,537		3/31/21						山﨑　広和		部長		095-829-5525		jcta@communitymedia.co.jp		15,008		15,008		13,056		13,056		0		0		5,736		0		12/17/08				0		長崎県		12		42		10,000		1		済		0		0		0		0		21		21		11		11		0		0		0		209		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		11%		2,459		(4,774)		(1,999)		11,774		(14,550)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112034		北広島町		中国		広島県		7		0		7,667		7,667		5,956		0		343		0		0		5,956		343		0		3,159		1,936		809		414		5,540		0		5,540		0		315,453		137,166		158,791		19,496		3/31/21						道川　和樹		北広島町役場　総務課　情報電算係　主任		0826-72-2111		catv@town.kitahiroshima.lg.jp		7,667		7,667		5,956		2,678		343		343		3,159		5,540		12/17/08				0		広島県		10		34		3,000		1		済		0		8		0		8		(28)		(28)		93		0		(14)		0		(14)		237		8		0		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6%		4,414		16,957		(94)		14,459		2,592		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112035		朝来市		近畿		兵庫県		3		7		12,322		12,322		11,747		11,747		1,221		0		1,221		11,747		1,797		0		0		0						0						0		268,889		216,268		0		52,621		3/31/21						大東 宜仁		朝来市総務企画部情報政策課　主幹		079-677-1044		ohhigashi-yoshihito@city.asago.hyogo.jp		12,322		12,322		11,747		6,112		1,221		1,797		0		0		2/18/09				0		兵庫県		9		28		10,000		1		済		0		0		0		0		0		0		23		23		(6)		0		(49)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20%		1,908		(2,538)		(1,384)		0		(1,154)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112039		(株)ジェイコム北関東		北関東		埼玉県		240		94		829,779		829,779		388,631		0		151,914				151,914		388,631		151,914		114		128,730		48,862		1,307		78,561		138,976		138,976		0		21,748		24,597,877		9,695,003		10,155,705		4,747,168		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理統括部						1,110,125		1,110,125		512,631		23,466		197,668		197,668		167,556		185,431		5/20/09		3/31/19		0		埼玉県		3		11		200,000		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10112040		美郷町ケーブルテレビジョン		九州		宮崎県				1		2,530		2,530		2,376		1,564		0		0				2,376		0				0								0								7,386		7,386						3/31/21						松尾　洋希		美郷町役場企画情報課情報電算担当　主事		0982-66-3603		densan-g@town.miyazaki-misato.lg.jp		2,530		2,530		2,376		1,719		0		0		0		0		5/20/09				0		宮崎県		12		45		0		1		済		0		0		0		0		(39)		(39)		3		(206)		0		0		(298)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		259		(161)		(161)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112041		邑南町		中国		島根県		3				4,887		4,953		4,245		4,401		249						4,245		249				2,199		2,199						3,921				3,921		0		229,378		76,994		115,870		36,514		3/31/21		※20210729　実績内訳・その他/決算年月日　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				植田　啓司		総務課情報推進室　室長		0855-95-1111		ueda-keiji@town.ohnan.lg.jp		4,887		4,953		4,245		2,106		249		249		2,199		3,921		10/21/09				0		島根県		10		32		3,000		1		済		0		-44		0		-44		42		0		(43)		113		13		0		13		93		(44)		0		(44)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16%		4,503		28,488		(540)		10,742		18,286		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＜202005, 売上誤記＆決算日更新漏れ		売上誤記＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112042		山江村役場		九州		熊本県						1,204		1,204		997		997		997		0		0		997		997		0		339		0		339		0		0		0		0		0		24,226		15,421		7,249		1,556		3/31/21						尾方　義和		企画調整課　主幹		0966-22-8808		ogata@yamae.kumamoto.jp		1,204		1,204		997		148		997		997		339		0		10/21/09				0		熊本県		12		43		0		1		済		0		0		0		0		(6)		(6)		6		6		6		0		6		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6%		2,025		(801)		(1,341)		(566)		1,106		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112047		(有)韮崎電設		南関東		山梨県		2				2,000		2,000		1,497		1,497		0								0		0		0								0								43,653		43,653						3/31/21		設備利用料、電柱共架料他  ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				中山　満		ＣＡＴＶ事業部　技術部長		0551-27-2311		niraden@sweet.ocn.ne.jp		2,000		2,000		1,497		1,497		0		0		0		0		12/16/09				0		山梨県		5		19		0		1		済		0		0		0		0		0		0		(16)		(16)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,430		(492)		(492)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112049		東近江ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		33				45,610		45,610		17,231		17,231		7,621		0		7,519		17,231		7,621		83		10,477				7,209		3,268		16,038		9,601		16,038				1,105,244		484,720		377,164		243,360		3/31/21						堀口　浩敬		総務部　部長		050-5801-1111		horiguchi.hiroyuki@hcnet.tv		45,610		45,610		17,231		1,448		7,621		7,621		10,477		16,038		4/1/10				0		滋賀県		9		25		10,000		1		済		-9,601		-897		172		-897		537		537		(1,166)		(1,166)		(248)		0		(248)		214		(897)		172		(897)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22%		5,345		(637)		(6,446)		9,929		(4,120)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計=S P＜S ゴウケイ		セカンダリの一部でプライマリ利用 イチブリヨウ		不要 フヨウ

		10112052		(株)たけはらケーブルネットワーク		中国		広島県		8		0		11,000		11,000		3,741		3,741		0				3,741		3,741		0		0		1,519		0		1,519		0		0		0		0		0		135,359		61,197		70,600		3,562		3/31/21						三國　はすみ		総務・係員		0846-23-5330		h.mikuni@tanet.co.jp		11,000		11,000		3,741		421		0		0		1,519		0		5/19/10				0		広島県		10		34		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		7		7		0		0		0		88		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		3,015		2,956		3,400		3,171		(3,615)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112053		テレビやつしろ(株)		九州		熊本県		15				14,759		10,113		3,532				753		0		349		3,532		753				235		169				66		40		40						163,183		123,937		33,549		5,697		3/31/21						船木　昇		総務部		0965-30-7171		funaki@hikoichi-tv.com		14,759		10,113		3,532		0		753		753		235		40		5/19/10				0		熊本県		12		43		3,000		1		済		0		7		7		0		0		0		21		0		(36)		0		(36)		(8)		7		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		3,850		25,084		23,856		(3,769)		4,997		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112056		ゆずの里ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		5		1		16,688		16,688		4,653		4,653		1,894		0		1,894		1,894		1,894		71		1,674		41		1,155		478		1,581		1,581				195		171,057		74,262		96,795		0		3/31/21		2021年7月6日入力				小島　和喜		局次長		049-276-6300		k-kojima@ictv-g.co.jp		16,688		16,688		4,653		0		1,894		1,894		1,674		1,581		7/7/10				0		埼玉県		3		11		3,000		1		済		0		110		110		0		0		0		121		121		87		0		87		242		110		110		0		21		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,064		14,038		3,916		10,519		(395)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112057		(株)ケーブルネットワーク大月		南関東		山梨県		5				6,300		6,300		5,670		0		47				0		5,670		47		0		0								0								134,586		134,586						3/31/21						岸野　真見		総務部　総務部長		0554-22-5772		ocatv@maple.ocn.ne.jp		6,300		6,300		5,670		892		47		47		0		0		10/20/10				0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(75)		0		(4)		0		(4)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,978		(2,901)		(2,901)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112058		エルシーブイ(株)		信越		長野県		104		23		94,612		94,612		87,668		12,699		47,583		0		47,583		87,668		47,583		2,643		32,521		16,038				16,483		27,779		27,779				1,293		5,064,661		2,331,217		2,265,748		467,696		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		鴻野　国彦		営業部営業管理課　課長		0266-53-3833		kono.kunihiko@lcv.co.jp		94,612		94,612		87,668		0		47,583		47,583		32,521		27,779		10/20/10				0		長野県		6		20		50,000		1		済		0		2,002		2,002		0		(1,578)		(1,578)		(491)		5,066		(2,243)		0		(2,243)		2,428		2,002		2,002		0		(18)		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		4,814		423,751		(32,913)		222,847		233,817		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112059		小国町		九州		熊本県						3,062		3,250		3,309		3,309		908						3,309		908		0		1,282						1,282		0						0		62,123		54,848		7,175		100		5/31/21		※20201020　千円単位に修正 62,122,716→62,123 54,847,876→54,848 7,175,350→7,175 123,142→100				佐々木　博隆		情報課　情報係長		0967-46-2111		sasaki@town.kumamoto-oguni.lg.jp		3,062		3,250		3,309		431		908		908		1,282		0		10/20/10				0		熊本県		12		43		3,000		1		済		0		0		0		0		(12)		0		20		20		(40)		0		(40)		71		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,564		859		150		732		(23)		731		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112060		(株)ＱＴｎｅｔ		九州		福岡県		637		360		1,205,406		114,900		80,888		0		33,719		0		0		0		33,719		0		440,273		0		0		440,273		359,431		341,459		17,972		77,339		66,167,000		2,196,000		52,556,000		11,410,000		3/31/21		地区別の売り上げ実績なし ※20210811 申告値で売上更新				下本　優太		ＢＢＩＱ営業部　業務運営グループ 担当		092-981-7775		yu_shitamoto@qtnet.co.jp		0		114,900		80,888		1,307		33,719		33,719		440,273		359,431		10/20/10				1		福岡県		12		40		50,000		1		済		0		2,128		2,018		110		(1,386,556)		5,750		4,690		0		(920)		0		(920)		23,168		2,128		2,018		110		3,632		0		0		0		0		0		0		0		5,000		17%		68,167		3,839,000		41,000		1,299,000		2,494,000		365		売上空白 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲクウハク		更新漏れ		問い合わせ トア		44,419		44,419		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ				許可・売上空白、MVMO空白 キョカウリアゲクウハククウハク		8/6メール TEL→8/11回答、8/12メール→許可・売上データ修正 10/4MVNO修正 カイトウキョカウリアゲシュウセイシュウセイ		44,473

		10112063		五木村		九州		熊本県						594		594		598		0		598						578		0		0		250				224				598		607				0		19,157		5,019		6,595		7,543		5/31/20						奥村　薫寛		総務課　主事		0966-37-2211		n-okumura@itsuki.kumamoto.jp		594		594		598		0		598		0		250		598		12/15/10				0		熊本県		12		43		0		1		済		-9		-9		0		0		0		0		(9)		0		20		0		0		26		(9)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39%		2,670		0		0		0		0		0		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）						合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ

		10112065		豊後大野市		九州		大分県						16,500		14,100		12,660		12,660		0						12,660		0		0		0								0						0		374,851		374,851						3/31/21						首藤　英治		総務課情報推進室ケーブル管理係　係長		0974-34-3334		se4099@city.bungoono.lg.jp		16,500		14,100		12,660		0		0		0		0		0		4/1/11				0		大分県		12		44		10,000		1		済		0		0		0		0		0		0		134		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,467		10,225		10,225		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112066		枝幸町		北海道		北海道		7		0		4,343		4,350		4,340		0		4,121						4,340		0		0		0								0						0		0		0		0		0		3/31/17		町の直営事業であり、加入者から利用料を徴収しておらず、また広告収入等もない。				宮崎 勇斗		総務課情報広報室　主事		0163-69-9000		miyazakiyuto@esashi.jp		4,343		4,350		4,340		520		4,121		0		0		0		4/1/11				0		北海道		1		1		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(1)		0		20		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		0		0		0		売上無し ウリアゲナ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112068		エフビットコミュニケーションズ(株)		四国		京都府		5		5		7,195		2,195		1,552		0		0						1,552		0		0		1,297		0		0		1,297		532		532		0		0		15,887		15,887						3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201002 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				北岡　翼		室戸支店		0887-23-3111		muroto-shiten@fbit.co.jp		7,195		2,195		1,552		0		0		0		1,297		532		4/1/11				0		高知県		11		26		0		1		済		0		-5		10		0		(97)		(5,097)		(7)		0		0		0		0		72		(5)		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		853		(231)		(231)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112069		上島町ＣＡＴＶ		四国		愛媛県						3,155		3,155		2,652		2,652		2,652		0				2,652		0		0		36		0		0		36		0						0		51,951		34,779		1,549		15,624		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				居村　智仁		企画情報課ＣＡＴＶ係		0897-77-3951		catv@town.kamijima.ehime.jp		3,155		3,155		2,652		2,652		2,652		0		36		0		4/1/11				0		愛媛県		11		38		0		1		済		0		0		0		0		(58)		(58)		(33)		(33)		(33)		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		30%		1,632		(50,224)		776		(11)		(50,988)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112075		阿波市ケーブルネットワーク		四国		徳島県						15,475		15,475		14,126		14,126		0						14,126		0		0		0								0								265,040		265,040						3/31/21						松田　健一		阿波市役所　企画総務部　市政情報課　地域情報担当　係長		0883-36-8708		jyoho@awa.i-tokushima.jp		15,475		15,475		14,126		0		0		0		0		0		10/19/11				0		徳島県		11		36		10,000		1		済		0		0		0		0		79		79		22		22		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,564		1,024		1,024		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112078		嘉麻市		九州		福岡県						5,252		5,252		4,017		0		2,034						4,017		2,034		0		638		638						0						0		70,614		54,974		15,640				3/31/15						削除済		地域情報課　ケーブル事業係						5,252		5,252		4,017		0		2,034		2,034		638		0		4/1/12		3/31/16		0		福岡県		12		40		3,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10112079		竹田市		九州		大分県		2				10,653		7,856		7,856		7,818		0						7,818		506		0		0								0								114,477		114,477		0		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				中村　元勇		竹田市ケーブルネットワーク・情報政策室　主事		0974-63-1111		motohiro-nakamura@city.taketa.lg.jp		10,653		7,856		7,856		0		0		506		0		0		5/16/12				0		大分県		12		44		3,000		1		済		0		0		0		0		0		38		38		0		0		0		(13)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,214		(1,083)		(1,083)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		決算日更新漏れ		修正（決算年月日＋1年）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112080		奥出雲町		中国		島根県		8		4		4,746		4,746		4,499		4,499		0		0				4,499		0		0		2,159		334		1,825		0		0		0		0		0		247,675		74,228		173,446		0		3/31/21						恩田　梢		総務グループ		0854-54-2525		k-onda@okuizumo.ne.jp		4,746		4,746		4,499		1,817		0		0		2,159		0		5/16/12				0		島根県		10		32		3,000		1		済		0		0		0		0		(20)		(20)		(30)		(30)		0		0		0		102		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,588		11,505		7,441		4,063		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112081		さぬき市		四国		香川県		4		2		20,797		20,797		14,702		14,702		0						14,702		1,801		0		0								0								2,558		2,558						3/31/21		令和2元年度は使用料請求は無い。過年度分の納付額及びスポンサー料等を記載				木村　晃祉		秘書広報課　副主幹		0879-43-2514		cable@city.sanuki.lg.jp		20,797		20,797		14,702		0		0		1,801		0		0		5/16/12				0		香川県		11		37		10,000		1		済		0		0		0		0		(19)		(19)		(75)		(75)		0		0		(93)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		14		(11)		(11)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112082		豊丘村		信越		長野県		3				2,206		1,854		1,770				1,536		0				1,770		1,536				0								0								43,562		22,037				21,525		3/31/21						竹村　久永		総務課広報係　係長		0265-35-9052		koho@vill.nagano-toyooka.lg.jp		2,206		1,854		1,770		266		1,536		1,536		0		0		6/16/12				0		長野県		6		20		0		1		済		0		0		0		0		14		(26)		16		0		(44)		0		(44)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49%		2,051		(307)		2		0		(309)		670		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112083		白馬村		信越		長野県						6,648		6,648		1,941		1,941		0						1,941		0				0								0								36,754		36,754						3/31/21						川田　敏土		ケーブルテレビ白馬 指定管理者 （株）ＡＩＣ 業務担当		0261-85-0074		h-kawada@aicc.co.jp		6,648		6,648		1,941		0		0		0		0		0		5/16/12				0		長野県		6		20		0		1		済		0		0		0		0		0		0		20		20		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,578		(1,088)		(1,088)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112084		東白川ＣＡＴＶ（東白川村）		東海		岐阜県						830		938		938		938		0		0		938		938		0				474				405		69		0								32,337		15,170		17,146		21		3/31/21		東白川村としての公開は９月以降となります ※20210730 総売上等/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				小池　健明		地域振興課　情報通信係		0574-78-3111		tateaki-koike@vill.higashishirakawa.gifu.jp		830		938		938		938		0		0		474		0		5/16/12				0		岐阜県		7		21		0		1		済		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,873		1,399		(210)		1,602		7		365		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,407		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112087		(株)あいコムこうか		近畿		滋賀県		21		0		34,000		34,000		8,921		8,921		2,425				2,425		8,921		8,921		0		7,152		1,542				5,610		9,935		9,935						720,880		142,172		303,662		275,046		3/31/21						喜多　洋一		総務部　部長		0748-66-0739		kita@aicom-koka.jp		34,000		34,000		8,921		1,527		2,425		8,921		7,152		9,935		9/19/12				0		滋賀県		9		25		3,000		1		済		0		257		257		0		0		0		309		309		75		0		309		462		257		257		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		38%		6,734		15,754		(19,664)		32,772		2,646		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112088		南越前町		北陸		福井県						3,469		3,377		3,195		0		0		0		0		3,195		0		0		803		803						0						0		121,384		82,814		38,570		0		3/31/16		（２０１6０９０１　決算月日は３月末日⇒決算年月日を修正。９月末日は確定日。）				削除済		主査						3,469		3,377		3,195		1,030		0		0		803		0		9/19/12		3/31/17		0		福井県		8		18		3,000		0		0				0		0		0								0																																																売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10112092		佐久ケーブルテレビ(株)		信越		長野県		18		5		31,100		31,100		4,318		357		1,611				1,611		4,318		3,232		331		1,964		49		1,710		205		73				73		457		433,608		245,628		142,642		45,338		3/31/21						渡辺　香花		総務課		0267-63-4500		info@sakunet.jp		31,100		31,100		4,318		311		1,611		3,232		1,964		73		11/14/12				0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		0		0		0		0		0		191		357		(24)		0		(704)		88		0		0		0		(178)		0		0		0		0		0		0		0		0		10%		8,368		(77,240)		(6,753)		4,042		(74,529)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112101		白根ケーブルネットワーク(株)		南関東		山梨県		11		4		8,060		8,060		5,543		5,543		609				738		5,543		1,158		5		578		559		16		3		0		0		0		0		225,167		201,566		23,601		0		3/31/21						手塚　真規子		総務課　係長		055-282-6611		jcta@nus.co.jp		8,060		8,060		5,543		5,543		609		1,158		578		0		5/15/13				0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		0		0		0		41		41		22		22		(13)		0		(10)		35		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,385		2,090		905		1,185		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112102		京丹波町ケーブルテレビ		近畿		京都府		8		2		6,561		6,561		5,722		3,996		0		0		0		5,722		16		0		3,408		3,408						0						0		222,320		77,541		132,908		11,871		5/31/21						西村　公貴		京丹波町企画財政課情報推進室　主任		0771-88-5000		k-nishimura32@town.kyotamba.lg.jp		6,561		6,561		5,722		5,722		0		16		3,408		0		5/15/13				0		京都府		9		26		3,000		1		済		0		0		0		0		(10)		(10)		(46)		(76)		0		0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		3,238		10,151		350		1,474		8,327		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112104		さかいケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		0		2		42,382		37,272		28,384				28,218		0		27,889		28,065		28,218		2,418		13,026		3,725		6,372		2,821		12,005		12,005						1,380,528		1,091,991		288,537		0		3/31/21		※20210802 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				西野　雅人		業務部　業務統括部長		0776-58-0505		nishino@fctv.co.jp		42,382		37,272		28,384		0		28,218		28,218		13,026		12,005		9/18/13				0		福井県		8		18		10,000		1		済		0		-113		-113		0		0		0		319		0		329		0		329		108		(113)		(113)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,053		116,630		11,240		105,390		0		365		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,410		44,410		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ

		10112112		(株)ネットワーク下部		南関東		山梨県		1		0		1,536		1,536		1,439		0		0								0		0		0								0						0		57,630		57,630		0		0		3/31/20						削除済								1,536		1,536		1,439		0		0		0		0		0		12/18/13		9/30/20		0		山梨県		5		19		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,337		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10112113		北杜市ケーブルテレビ		南関東		山梨県						8,003		8,003		6,005		0		0						6,005		0		0		302		302						0						0		259,457		247,748		11,709		0		3/31/18						削除済		政策秘書課広聴広報担当　主事						8,003		8,003		6,005		0		0		0		302		0		12/18/13		3/31/19		0		山梨県		5		19		3,000		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値		更新漏れ		問い合わせ トア

		10112114		勝沼ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		5		0		3,247		3,247		2,764		212		157		0		31		2,764		157		1		515		415		101				20				9				101,289		82,156		19,133				3/31/21						岡部　舞子		事務担当		0553-44-5510		m-tanaka@katsunuma.ne.jp		3,247		3,247		2,764		0		157		157		515		20		12/18/13				0		山梨県		5		19		0		1		済		11		10		0		-1		8		8		(17)		212		(15)		0		(15)		(9)		10		0		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,054		2,973		3,380		(407)		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ

		10112118		佐賀市		九州		佐賀県						1,588		1,588		1,588		0		0		0		0		1,588		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30,964		30,964		0		0		3/31/21		令和元年度有線テレビ使用料の収入額を記載してます。 ※20200803 申告により修正 　7-2.売上年度総売上実績(千円) 	31,985→31,706に修正　年度総売上実績内訳・放送 	31,985→31,706に修正　決算年月日 	2019/03/31→2020/03/31に修正				本告　昌信		地域振興部　地域政策課　主査		0952-40-7210		chiiki@city.saga.lg.jp		1,588		1,588		1,588		1,588		0		0		0		0		12/18/13				0		佐賀県		12		41		0		1		済		0		0		0		0		(66)		(66)		(66)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,625		(742)		(742)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112119		(一社)玖珠テレビ		九州		大分県		2				1,697		1,697		1,697		0		0								0		0		0								0						0		19,821		18,817		0		1,004		3/31/21		※20210804　総売上/実績内訳・放送、その他/決算年月日を更新（@連盟）TEL対応 ※20201003 総売上訂正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				池部　光則		事務局長		0973-72-1996		kusu8tv@lily.ocn.ne.jp		1,697		1,697		1,697		110		0		0		0		0		12/18/13				0		大分県		12		44		0		1		済		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		973		45		(177)		0		222		365		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,412		44,412		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112120		壱岐市ケーブルテレビ		九州		長崎県						11,586		13,392		8,803		8,803		0				8,803		8,803		0				4,984				4,051		933		2,967		2,967				16		285,835		90,170		173,583		22,082		3/31/21						植村　祐司		企画振興部　情報管理課　主任主事		0920-48-1140		y-uemura@city.iki.lg.jp		11,586		13,392		8,803		1,786		0		0		4,984		2,967		12/18/13				0		長崎県		12		42		3,000		1		済		0		-52		-52		0		10		0		30		30		0		0		0		475		(52)		(52)		0		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		2,706		644		328		12,955		(12,638)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112126		西桂町テレビ共同視聴組合		南関東		山梨県						1,546		1,476		1,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22,908		22,908						3/31/21						渡辺　守		事務局		0555-25-2015		m-watanabe@shokokai-yamanashi.or.jp		1,546		1,476		1,476		0		0		0		0		0		4/1/14				0		山梨県		5		19		0		1		済		0		0		0		0		0		3		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,293		290		1,050		0		(760)		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112127		木島平村		信越		長野県		4				1,568		1,473		1,383		1,383		0		0		0		1,383		0		0		628		74		9		554		0						0		65,915		39,712				26,203		3/31/21						小澤　和麻		総務課　政策情報係　主任		0269-82-3111		joho@vill.kijimadaira.lg.jp		1,568		1,473		1,383		0		0		0		628		0		4/1/14				0		長野県		6		20		0		1		済		0		0		0		0		0		70		(20)		(20)		0		0		0		92		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40%		3,972		7,151		(786)		0		7,937		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112128		野沢温泉村		信越		長野県				2		1,327		1,327		1,310		1,310		0				1,310		1,310		0		0		0								0								34,800		34,800						3/31/21						鈴木　康平		総務課情報統計係　情報統計係長		0269-85-3111		jyoho@vill.nozawaonsen.nagano.jp		1,327		1,327		1,310		214		0		0		0		0		4/1/14				0		長野県		6		20		0		1		済		0		0		0		0		24		24		7		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,214		(3,600)		(3,600)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112129		雲南市・飯南町事務組合		中国		島根県		30				15,770		15,770		14,448		1,970		2,417				125		14,500		4,299		0		4,279		3,887		358		0		0						0		823,198		308,073		186,162		328,963		5/31/21		一般会計予算＋特別会計予算 ※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				幸村　瑞之		制作課統括　主幹		0854-42-5800		kkm-kou@bs.kkm.ne.jp		15,770		15,770		14,448		2,200		2,417		4,299		4,279		0		4/1/14				0		島根県		10		32		10,000		1		済		0		0		0		0		0		0		(52)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40%		4,748		141,737		(1,204)		6,786		136,155		365		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112130		能登町		北陸		石川県		4				6,582		6,582		6,734		5,477		0		0		0		6,675		0		0		2,234		1,374		594		63		262		262		0		0		177,435		91,329		84,808		1,298		3/31/21						寺下　昇		広報情報推進課　課長		0768-76-8301		terashita-n@town.noto.lg.jp		6,582		6,582		6,734		5,013		0		0		2,234		262		4/1/14				0		石川県		8		17		3,000		1		済		0		-8		262		-270		(93)		(93)		(94)		0		0		0		0		203		(8)		262		(270)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,196		16,648		1,197		14,978		473		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ

		10112131		魚沼市		信越		新潟県						2,624		2,624		1,236		0		109		0		109		1,236		109		0		0								0						0		17,847		17,847						3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟)				五十嵐　誠		総務政策部　秘書広報課　広報広聴係　副参事		025-792-1494		koho@city.uonuma.lg.jp		2,624		2,624		1,236		407		109		109		0		0		4/1/14				0		新潟県		6		15		0		1		済		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,203		(2,206)		(2,206)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日差異無し		売上＆決算日更新漏れ		問合せ（売上＆決算日更新）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112133		松浦ケーブル(株)		九州		長崎県		0		0		5,315		1,798		272		30		257				257		272		257				0								0								8,691		8,691				0		3/31/21						西山　真由美		総務		0956-73-4002		muc@po.chun2.ne.jp		5,315		1,798		272		0		257		257		0		0		4/1/14				0		長崎県		12		42		0		1		済		0		0		0		0		1,840		0		15		14		4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,663		(57)		(57)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112134		(一財)八西ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		6		6		20,177		20,051		13,990		13,990		1,209		0		1,209		12,938		1,344		0		6,258		19		0		6,236		5,493		5,493		0		0		868,888		278,543		538,851		51,494		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				垣内　貴行		営業技術課技術総務係　係長		0894-38-2211		hassei@hassei.or.jp		20,177		20,051		13,990		0		1,209		1,344		6,258		5,493		4/1/14				0		愛媛県		11		38		10,000		1		済		0		-7		-7		0		(282)		(277)		(529)		(529)		(46)		0		(49)		0		(7)		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6%		5,176		43,271		(1,360)		26,155		18,476		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,406		44,407		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112135		黒潮町		四国		高知県		3				5,459		5,353		2,436		2,436		0		0				2,436		0		0		1,663						1,663		0						0		115,254		29,656		83,875		1,723		3/31/21						酒井　真哉		情報防災課情報推進係長		0880-43-2188		10220010@town.kuroshio.lg.jp		5,459		5,353		2,436		1,485		0		0		1,663		0		4/1/14				0		高知県		11		39		0		1		済		0		0		0		0		(27)		0		79		79		0		0		0		130		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		3,943		6,614		327		5,638		649		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112136		日田市		九州		大分県						8,541		5,947		5,900		0		0		0		0		5,900		0		0		2,329		0		0		2,329		0		0		0		0		258,246		135,479		122,767				5/31/21						江藤　柾輝		情報統計課　水郷テレビ係		0973-22-8229		suikyo-tv@city.hita.oita.jp		8,541		5,947		5,900		0		0		0		2,329		0		5/21/14				0		大分県		12		44		3,000		1		済		0		0		0		0		(83)		(104)		(116)		0		0		0		0		73		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,648		1,610		(1,205)		2,815		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112137		こしの国広域事務組合		北陸		福井県		1		3		7,661		7,661		7,485		0		0		0		0		7,650		0		0		2,720								0						0		146,734		115,933		21,202		9,599		3/31/17						削除済		局長補佐						7,661		7,661		7,485		0		0		0		2,720		0		5/21/14		3/31/18		0		福井県		8		18		3,000		0		0				0		0		0								0

		10112142		(株)ネットフォー		九州		佐賀県		6		0		3,642		3,642		1,828		0		0		0		0		1828		0		0		671		294		267		0		0		0		0		0		102,508		36,104		32,101		34,302		3/31/21						長尾　宏伸				0955-82-5970		nagao@netfour.ne.jp		3,642		3,642		1,828		0		0		0		671		0		9/17/14				0		佐賀県		12		41		0		1		済		0		0		0		0		(79)		(79)		(7)		0		0		0		0		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		33%		4,673		(4,888)		(44,366)		5,176		34,302		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112146		真岡市		北関東		栃木県						29,519		33,642		4,001		3,379		1,228		0		1916		4001		1,228		0		1933		833		32		882		976		976		0		0		777		777		0		0		3/31/19		※20190920 前年度と同値確認				削除済		総務部情報政策課　主事						29,519		33,642		4,001		188		1,228		1,228		1,933		976		12/17/14		3/31/20		0		栃木県		3		9		3,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		16		0		0		0		0		0

		10112151		光ネットワーク(株)		九州		熊本県		0		0		18,447		18,447		13,415		13,415		0		0		738		13415		0		0		7013		0		4051		2962		2967		2967				16		671,900		179,500		388,330		104,070		3/31/21		※20211020　年度総売上実績内訳・放送/通信/その他　を修正（事業者よりのメールを元に）＠連盟				若林　敏康		サポート係　所長		0967-62-3355		support@tkbb.jp		18,447		18,447		13,415		2,278		0		0		7,013		2,967		2/18/15				0		熊本県		12		43		10,000		1		済		0		2,967		2,967		0		13,595		13,595		8,662		8,662		0		0		0		5,390		2,967		2,967		0		16		0		0		0		0		0		0		0		0		15%		4,174		538,985		107,706		328,889		102,390		731		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要→10/20 財務情報修正		44,489		44,494		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ

		10112156		西会津町ケーブルテレビ		東北		福島県		8				2,598		3,100		2,704		2,704		394		0		50		2704		394		0		1122		909		213		14		0								105,766		73,355		32,411				3/31/21						大出　伸男		所長		0241-45-4461		nct_oode@nct.ne.jp		2,598		3,100		2,704		2,704		394		394		1,122		0		9/16/15				0		福島県		2		7		0		1		済		0		0		0		0		0		0		(18)		(18)		0		0		0		47		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,260		2,736		(174)		2,910		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112157		都留市テレビ利用者組合		南関東		山梨県		6		0		12,119		11,744		10,375		0		0		0		0		10375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		140,907		140,907						3/31/21						井上　和美				0554-43-2542		tsuru.tv@fine.ocn.ne.jp		12,119		11,744		10,375		10,375		0		0		0		0		9/16/15				0		山梨県		5		19		10,000		1		済		0		0		0		0		0		16		238		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,132		3,179		3,179		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112158		東峰村		九州		福岡県						912		912		841		841		0		0				841		0		0		0								0								6,142		174		2,523		3,445		3/31/21		※加入者からの収入2,697（うち光ケーブル使用料2,523を通信に分類）、その他はＮＴＴからのケーブル使用料及びADSL装置等賃貸借料を含む。				中村　優佑		企画政策課　情報通信係　主事		0946-72-2311		kikaku@vill.toho.fukuoka.jp		912		912		841		841		0		0		0		0		9/16/15				0		福岡県		12		40		0		1		済		0		0		0		0		0		0		(3)		(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		56%		609		2,090		63		(10)		2,037		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112163		新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合		北陸		富山県		0		13		27,929		27,929		23,232		0		3,978		0		5278		23232		5,231		0		6809		5308		0		1501		0								472,910		431,769		41,141				3/31/21						椎名　貞仁		指定管理者　(株)新川コミュニティ放送　業務部長		0765-74-9321		shiina@niikawa-catv.jp		27,929		27,929		23,232		1,021		3,978		5,231		6,809		0		4/1/16				0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		0		0		0		0		0		342		0		(93)		0		(65)		(197)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,696		0		0		0		0		365		売上<>0 前年売上差異無し　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005		更新漏れ		問合せ（売上更新）						合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112166		臼杵ケーブルネット(株)		九州		大分県		22		3		14,884		14,884		12,433		11,934		2,726				2726		12433		3,045		36		0								0								528,717		469,348				59,368		3/31/21						糠塚　学		営業技術課　課長		0972-64-7000		m.nukaduka@usuki.gr.jp		14,884		14,884		12,433		0		2,726		3,045		0		0		5/25/16				0		大分県		12		44		10,000		1		済		0		0		0		0		(139)		(139)		34		2,485		(64)		0		(172)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		11%		3,544		(14,784)		(24,868)		0		10,083		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112167		田子町		東北		青森県		8				2,364		2,400		2,364		2,364		2,350						2364		0				0								0								0		0						3/31/21		自治体が運営しているため、売上は０円で総務省に提出しています。				稲垣　秀昭		事務局長		0179-20-7229		h-inagaki@229nw.or.jp		2,364		2,400		2,364		2,364		2,350		0		0		0		5/25/16				0		青森県		2		2		0		1		済		0		0		0		0		13		0		13		13		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		0		0		365		売上無し ウリアゲナ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112170		古河ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県		18		1		63,500		63,500		8,388		5,951		4,644				4644		8388		4,644		4503		4318		31		129		4168		4366		4366				64		469,172		226,989		214,399		27,783		3/31/21		※20210805　年間総売上実績を更新（事業者からのメールにより）（@連盟） 7-1.資本　2018年度資本金4500万増資 古河ケーブルテレビ株式会社 株主数　1　/　株主　ケーブルテレビ株式会社　/　資本金　5,500万円				野崎　圭一		営業技術課　主任		0280-32-4747		nozaki@koga-catv.jp		63,500		63,500		8,388		0		4,644		4,644		4,318		4,366		9/14/16				0		茨城県		3		8		3,000		1		済		0		1,650		1,650		0		28,500		28,500		588		2,251		1,536		0		1,536		1,784		1,650		1,650		0		(33)		0		0		0		0		0		0		0		1		6%		4,661		207,604		84,476		116,248		6,879		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以上　決算日＞＝202005		売上誤記		問合せ（売上修正）		44,413		44,414		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112171		海士町		中国		島根県						1,194		1,194		1,194		1,194		0						1194		0		0		662								0		0		0				2,302		2,302						3/31/21		海士町の場合、売上実績は「利用料」の回収実績の数字です。				村尾　由美子		海士町役場　総務課		08514-2-0115		murao-yumiko@town.ama.shimane.jp		1,194		1,194		1,194		700		0		0		662		0		9/14/16				0		島根県		10		32		0		1		済		0		0		0		0		(5)		(5)		(5)		(5)		0		0		0		92		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		161		(1,584)		(1,584)		0		0		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112173		(株)忍野ＣＡＴＶ		南関東		山梨県		2				3,532		3,532		2,009		2,009		0				0		2009		0				0								0								84,331		77,880		0		6,451		3/31/21		※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				萱沼　敦子		総務部		0555-84-4565		oshinocatv@aioros.ocn.ne.jp		3,532		3,532		2,009		0		0		0		0		0		3/15/17				0		山梨県		5		19		0		1		済		0		0		0		0		(108)		422		0		(423)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		3,498		5,240		504		0		4,736		365		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112186		西ノ島町		中国		島根県						1567		1,551		1,551				0						1551		0		0		773								677						0																削除済		企画財政課　主任主事						1567		1551		1551		0		0		0		2/11/02		677		4/1/18		3/31/19		0		島根県		10		32		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0																				0

		10112189		萩テレビ(株)		中国		山口県						41912		41,912		16,551		12,854		9754				9429		16565		9429		294		5995		3674		962		1359		0								1017153		664,671		282,632		69,849		12/31/20						中嶋　啓文		取締役センター長		0838-25-7524		nakashima@hagi-tv.com		41912		41912		16551		2105		9754		9429		5,995		0		9/11/19				0		山口県		10		35		10,000		1		済		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9,366		403		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7%		5,121		683,404		444,484		191,146		47,773		366		売上<>0 前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝202005 ウリアゲ		正常更新		不要		不要 フヨウ		44,406		合計差異無し ゴウケイサイナ				不要 フヨウ

		10112193		(株)ＴＡＭ		北陸		富山県		25		2		26400		26,400		15,898		0		6048				7874		15898		15512				5589		4557		0		1032		50		0		50		426		597711		562,617		35,094		0		4/30/21		※20211021　7-2.売上　滑川3月末申告数値を記載 TAM　売上数値／年度総売上実績　461,889　放送 38,753　通信 413,633　その他 9,504				稲場　康晴		取締役　技術部　部長		076-473-1213		yinaba@tam.co.jp		26400		26400		15898		40		6048		15512		4/20/15		50		5/19/21				0		富山県		8		16		10,000		0		済		0		50		0		50		26,400		26,400		15,898		0		6,048		0		15,512		5,589		50		0		50		426		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,133		597,711		562,617		35,094		0		44,316

		10112194		ワイコム(株)		信越		北海道		4		1		2136		2,136		1,234		1,234								1234						725		332				403																								賣場　崇大		事業統括本部　部長		011-280-0722		info-catv@wi-com.jp		2136		2136		1234		1082		0		0		12/25/01		0		5/19/21				0		長野県		6		1		0		0		済		0		0		0		0		2,136		2,136		1,234		1,234		0		0		0		725		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		0		0		0

		10112195		由利本荘市ＣＡＴＶセンター		東北		秋田県		14				30688		30,688		10,499				305				305		10499		1759				2948		2458				490		342				342				349145		221,914		127,231				44347						鈴木　優人		由利本荘市企画調整部ＣＡＴＶセンター　番組制作班長		0184-65-3722		catv@city.yurihonjo.lg.jp		30688		30688		10499		4797		305		1759		1/26/08		342		5/19/21				0		秋田県		2		5		10,000		0		済		0		342		0		342		30,688		30,688		10,499		0		305		0		1,759		2,948		342		0		342		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,771		349,145		221,914		127,231		0		44,347

				【支部別集計】 シブベツシュウケイ

		締め年月		3/31/21
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						北海道		5		82		20		1,043,463		1,043,470		609,745		2,308		150,520		0		146,399		604,208		148,295		38,669		148,820		14,698		18,898		115,224		116,313		116,333		20		16,405		19,652,418		7,376,084		8,205,973		4,070,361				0		0		0																		148,295		148,820				5		3,930,484		19,652,418		0

						東北		18		462		34		1,759,258		1,620,084		449,559		133,406		129,746		55		105,077		365,393		136,322		10,242		175,960		55,736		7,131		112,220		100,520		100,338		193		5,694		18,533,035		7,984,585		6,824,632		3,723,903				0		0		0																		136,322		175,960				18		1,029,613		18,533,035		0

						北関東		21		1,320		257		4,343,129		4,276,201		2,239,223		156,459		800,305		0		772,632		2,198,462		808,704		183,780		752,962		69,328		148,700		534,935		698,958		698,448		510		63,670		106,060,059		41,781,111		43,307,010		20,971,936				0		0		0																		808,967		753,180				21		5,050,479		106,060,059		0

						東京		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0																		0		0				0		0		0		0

						南関東		38		2,682		1,745		14,643,187		13,922,806		9,555,745		442,108		2,553,871		0		2,539,619		8,903,075		2,658,385		561,412		2,475,969		239,357		507,877		1,691,364		2,207,763		2,207,235		528		193,133		361,390,332		152,213,025		133,452,808		75,722,516				0		0		0																		2,658,395		2,475,825				37		9,767,306		371,157,638		1

						信越		30		671		133		1,151,881		1,086,498		495,569		202,317		190,436		1,386		166,930		480,077		246,245		8,311		200,645		62,269		23,294		112,236		168,954		168,238		720		10,815		27,142,490		14,311,175		10,632,858		2,198,401				0		0		0																		246,245		200,644				30		904,750		27,142,490		0

						東海		44		2,466		898		6,244,834		5,993,931		2,922,063		1,516,911		823,729		2,718		646,215		2,677,197		835,344		82,846		1,242,101		94,697		258,101		712,028		1,036,507		1,032,206		9,003		13,401		130,557,595		53,075,985		72,273,555		5,208,035				0		0		0																		835,344		1,242,038				44		2,967,218		130,557,595		0

						北陸		23		463		161		1,131,637		1,081,557		682,540		284,132		314,984		0		335,159		667,338		376,508		24,473		246,719		51,425		42,880		140,624		195,756		193,908		1,859		18,584		34,901,835		19,824,252		14,155,303		922,277				0		0		0																		376,408		246,783				23		1,517,471		34,901,835		0

						近畿		19		1,304		473		16,778,321		15,391,915		6,166,920		1,174,933		1,614,351		0		1,543,225		6,139,194		1,632,029		270,692		3,061,749		94,524		168,921		2,795,146		3,023,171		2,847,725		185,047		95,478		451,767,041		99,389,433		250,203,273		102,173,335				0		0		0																		1,632,029		3,061,749				19		23,777,213		451,767,041		0

						中国		39		1,040		178		2,551,063		2,382,783		1,270,732		474,189		472,426		0		386,629		1,159,316		520,971		16,241		361,617		125,971		44,142		188,677		249,424		237,909		11,608		10,364		51,812,144		28,745,771		18,123,683		4,942,684				0		0		0																		520,971		361,617				39		1,328,517		51,812,144		0

						四国		40		538		217		1,583,773		1,455,218		742,303		388,436		189,814		2,276		104,870		543,743		184,912		189,391		201,148		14,021		10,434		83,196		131,895		125,062		6,925		29,823		30,122,905		17,250,299		11,154,004		1,718,594				0		0		0																		184,912		201,148				40		753,073		30,122,905		0

						九州		63		1,955		659		5,675,308		4,319,372		2,415,085		312,808		714,419		1,196		491,636		1,973,142		762,964		106,798		1,121,568		102,266		106,460		792,491		820,622		802,120		18,455		107,783		152,215,801		43,927,001		84,327,097		23,956,694				0		0		0																		762,955		1,121,508				62		2,455,094		154,670,895		1

						東北(調整後) チョウセイゴ		18		1178		164		2,043,548		1,904,374		618,142		133,775		188,596		55		163,927		533,976		195,172		24,405		230,961		60,339		18,192		151,557		145,266		145,084		193		11,249		26,135,901		7,984,585		6,824,632		3,723,903						0		0																		719,133		703,931				18		1,451,995		26,135,901

						北関東(調整後) キタカントウチョウセイゴ		21		604		127		4,058,839		3,991,911		2,070,640		156,090		741,455		0		713,782		2,029,879		749,854		169,617		697,961		64,725		137,639		495,598		654,212		653,702		510		58,115		98,457,193		41,781,111		43,307,010		20,971,936						0		0																		226,156		225,209				21		4,688,438		98,457,193

								340		12,983		4,775		56,905,854		52,573,835		27,549,484		5,088,007		7,954,601		7,631		7,238,391		25,711,145		8,310,679		1,492,855		9,989,258		924,292		1,336,838		7,278,141		8,749,883		8,529,522		234,868		565,150		1,384,155,655		485,878,721		652,660,196		245,608,736				0		0		0																		8,310,843		9,989,272

				【南関東⇒東北支部　(株)ジェイコムイースト補正】 ミナミカントウトウホクシブカブホセイ

		締め年月		3/31/21

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		716		130		284,290		284,290		168,583		369		58,850				58,850		168,583		58,850		14,163		55,001		4,603		11,061		39,337		44,746		44,746		0		5,555		7,602,866												ＪＣＯＭ(株)		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,848,889		2,848,889		1,681,138		243,174		582,811		582,811		527,971		505,539						1		宮城県

		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		※アナログ多CH世帯数		BS/CS有料CH加入世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		(うちプライマリ)		(うちセカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日		県別入力有無		エリア都道府県

				【総接続世帯数ランク別集計】

		締め年月		3/31/21

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37

		SMILE ID		表示項目 ヒョウジコウモク		下限（以上） カゲンイジョウ		事業者数 ジギョウシャスウ		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		※アナログ多CH世帯数		有料衛星放送契約世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		売上回答事業者数 ウリアゲカイトウジギョウシャスウ		平均年度売上実績（千円） ヘイキンネンドウリアゲジッセキセンエン		推定年度売上実績（千円） スイテイネンドウリアゲジッセキセンエン

				1,000,000～		1,000,000		6		1,947		1,138		20,101,865		20,101,865		13,233,429		34,263		3,977,182		0		3,977,182		13,233,429		3,977,182		1,004,224		3,639,350		201,066		562,041		2,876,243		3,357,039		3,357,039		0		345,864		520,788,779		206,472,724		198,815,763		115,498,290																		6		86,798,130		520,788,779

				500,000～		500,000		5		891		905		12,745,571		11,535,973		3,799,555		1,162,596		743,985		0		714,318		3,799,555		804,699		62,464		2,322,199		56,856		203,108		2,062,236		2,172,537		2,006,809		165,728		18,780		339,177,100		57,966,048		204,619,651		76,590,400																		5		67,835,420		339,177,100

				200,000～		200,000		6		935		317		3,275,553		3,081,248		1,597,079		517,296		357,123		0		284,533		1,295,302		384,525		27,757		503,766		48,628		77,693		227,823		428,886		424,527		4,359		3,393		53,143,896		23,021,024		28,784,465		1,338,407																		6		8,857,316		53,143,896

				100,000～		100,000		19		1,464		770		4,977,431		4,714,276		2,906,089		917,944		848,302		0		657,059		2,315,716		940,490		91,795		1,027,614		142,805		123,022		589,247		776,101		766,108		9,993		56,934		123,405,793		55,808,368		60,435,719		7,161,696																		19		6,495,042		123,405,793

				50,000～		50,000		44		3,235		959		8,309,932		6,491,357		2,938,247		971,088		1,092,173		0		869,656		2,262,912		1,128,886		78,820		1,475,129		197,358		165,216		1,016,906		1,289,287		1,269,772		19,572		101,950		191,109,991		63,860,800		107,399,063		19,845,112																		44		4,343,409		191,109,991

				30,000～		30,000		22		804		185		2,012,351		1,725,995		835,896		297,962		273,595		0		234,300		721,754		312,389		17,142		290,497		62,270		53,604		171,430		244,293		244,024		224		9,400		38,002,118		20,080,036		14,489,536		3,432,543																		22		1,727,369		38,002,118

				10,000～		10,000		88		2,002		387		3,750,620		3,452,811		1,556,080		831,826		473,101		0		381,129		1,425,966		569,692		202,855		550,066		150,522		111,259		267,364		390,542		382,534		22,365		24,609		76,532,315		41,011,471		29,224,378		6,296,481																		88		869,685		76,532,315

				3,000～		3,000		95		1,451		80		1,439,159		1,248,337		591,665		318,414		163,623		3,717		111,110		564,615		177,411		7,770		162,366		58,832		37,449		60,263		85,365		73,235		12,211		4,177		38,979,470		15,689,839		8,196,975		15,092,641																		95		410,310		38,979,470

				0～		0		55		254		34		293,372		221,973		91,444		36,618		25,517		3,914		9,104		91,896		15,405		28		18,271		5,955		3,446		6,629		5,833		5,474		416		43		3,016,193		1,968,411		694,646		353,166																		53		56,909		3,130,012

								340		12,983		4,775		56,905,854		52,573,835		27,549,484		5,088,007		7,954,601		7,631		7,238,391		25,711,145		8,310,679		1,492,855		9,989,258		924,292		1,336,838		7,278,141		8,749,883		8,529,522		234,868		565,150		1,384,155,655																								338		177,393,590		1,384,269,474

				【入力比率集計】 ニュウリョクヒリツ

		締め年月		3/31/21

				入力件数 ニュウリョクケンスウ						304		258		340		340		340		313		340		200		255		314		340		297		340		260		239		257		340		234		180		248		338		337		298		282		338		0		0		0		0		0						338		340		340

				入力比率 ニュウリョクヒリツ						89.4%		75.9%		100.0%		100.0%		100.0%		92.1%		100.0%		58.8%		75.0%		92.4%		100.0%		87.4%		100.0%		76.5%		70.3%		75.6%		100.0%		68.8%		52.9%		72.9%		99.4%		99.1%		87.6%		82.9%		99.4%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		99.4%		100.0%		100.0%

				【増減事業者数】 ゾウゲンジギョウシャスウ

						対前年増 タイゼンエンゾウ		>0

						増減無し（入力無し含む） ゾウゲンナニュウリョクナフク		0

						対前年減 タイゼンネンゲン		<0

						合計 ゴウケイ

		締め年月		3/31/21

		県別分解 ケンベツブンカイ		定例報告202103(202108060950)県別

		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		アナログ多CH世帯数		有料衛星放送契約世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日		県別入力有無		エリア都道府県

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		716		130		2,848,889		2,848,889		1,681,138		5,822		582,811				582,811		1,681,138		582,811		152,795		527,971		36,514		103,066		388,391		505,539		505,539		0		52,833		77,044,499		28,695,119		30,931,324		17,418,056		3/31/21		＊		ＪＣＯＭ(株)		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,848,889		2,848,889		1,681,138		243,174		582,811		582,811		527,971		505,539						1		全社合計(埼玉県)

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		716		130		2,387,981		2,387,981		1,438,892		5,453		502,545				502,545		1,438,892		502,545		134,114		450,647		30,545		87,769		332,333		439,699		439,699		0		45,074		66,347,956												ＪＣＯＭ(株)		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,848,889		2,848,889		1,681,138		243,174		582,811		582,811		527,971		505,539						1		埼玉県

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		716		130		284,290		284,290		168,583		369		58,850				58,850		168,583		58,850		14,163		55,001		4,603		11,061		39,337		44,746		44,746		0		5,555		7,602,866												ＪＣＯＭ(株)		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,848,889		2,848,889		1,681,138		243,174		582,811		582,811		527,971		505,539						1		宮城県

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		716		130		176,618		176,618		73,663		0		21,416				21,416		73,663		21,416		4,518		22,323		1,366		4,236		16,721		21,094		21,094		0		2,204		3,093,677												ＪＣＯＭ(株)		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,848,889		2,848,889		1,681,138		243,174		582,811		582,811		527,971		505,539						1		群馬県

		SmileDBデータ精査　対象：201903時点

		×売上無し確認

		×更新せず

		×空白売上

		空白売上

		空白売上⇒前回比較して売上数値減少大

		売上内訳計差異

		決算年月≦2017/4＆決算年月＋１年＆売上前年異値

		決算年月≦2017/4＆決算年月前年同値＆売上前年異値

		決算年月≦2017/4＆決算年月前年同値＆売上前年同値

		決算年月≦2017/4＆決算年月前年同値＆売上前年同値⇒決算年月≦2017/4

		決算年月≧2017/4＆売上前年同値

		前回比較して売上数値減少大

																																																																																																																																																																										・年度総売上実績		696,971		696,971

																																																																																																																																																																										・年度総売上実績内訳・放送		221,010		2,210,097

																																																																																																																																																																										・年度総売上実績内訳・通信		429,887		429,886,738

																																																																																																																																																																										・年度総売上実績内訳・その他		46,075		46,075

																																																																																																																																																																								221,009



&C&F、&A&R&D、&T

,:
201308HP確認

,:
201308HP確認

,:
201308HP確認

,:
201308HP確認

,:
201308HP確認

,:
201308Wiki確認

,:
201308HP確認

,:
201308スマイル備考確認

,:
201308HP確認

高木 政宏:
20141117　事業をStnetに移行中。

高木 政宏:
201508 決算報告が百万円単位の為端数差異も百万円となっている。

20160803
入力漏れ。内訳合計で補正
389,404+470,788-> 860192

高木 政宏:
20160803
入力桁数誤り。千円単位に補正
8194271-> 8194

高木 政宏:
20160804売上更新ありにつき確定実施

高木 政宏:
20160804
引き継ぎ先の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合のデータで更

高木 政宏:
20160804
引き継ぎ先の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合のデータで更

高木 政宏:
20160804
引き継ぎ先の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合のデータで更

高木 政宏:
20160804
引き継ぎ先の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合のデータで更

高木 政宏:
20160804
引き継ぎ先の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合のデータで補正。

高木 政宏:
20160804
引き継ぎ先の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合のデータで更

高木 政宏:
20160804
引き継ぎ先の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合のデータで更

高木 政宏:
20160804
引き継ぎ先の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合のデータで更

高木 政宏:
20160804
引き継ぎ先の新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合のデータで更

高木 政宏:
20160809 誤り？につき201503値で補正　0→283008

高木 政宏:
２０１６０８０９　今回から多CH定義変更：地デジBS限定（STB要）は多CHから外した。

高木 政宏:
20160812 自主放送0：入力漏れと想定→総接続世帯数で補正

高木 政宏:
20160812 自主放送0：入力漏れと想定→総接続世帯数で補正

高木 政宏:
20170808　データ更新済

高木 政宏:
20180725
総売上　 円単位ご入力⇒千円単位に修正

高木 政宏:
※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正

高木 政宏:
※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正

高木 政宏:
※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正

高木 政宏:
※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正

高木 政宏:
※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正

高木 政宏:
※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正

高木 政宏:
※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正

高木 政宏:
※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正

高木 政宏:
※20180726 期中合併。合併前期中数値を合算修正

高木 政宏:
※20180726 期中合併。合併前期中数値を合算修正

高木 政宏:
※20180726 期中合併。合併前期中数値を合算修正

高木 政宏:
※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正

高木 政宏:
※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正

高木 政宏:
※20180727 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正

高木 政宏:
※20180730 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正

高木 政宏:
※20180731 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正

高木 政宏:
前回同値で正解確認した



★データ前前回201903

		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		※アナログ多CH世帯数		有料衛星放送契約世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		(うちプライマリ)		(うちセカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日		県別入力有無		エリア都道府県

		10110002		旭川ケーブルテレビ(株)		北海道		北海道		27				110,200		110,200		28,561		2,308		7,074		0		7,074		23,024		7,391		89		10,767		1,504		3,686		5,577		6,277		6,297		20		1,527		1,531,791		529,733		1,002,058		0		3/31/21						齋藤　裕一		常務取締役　		0166-22-0707		saitou@catv-potato.co.jp		110,200		110,200		28,561		13		7,074		7,391		10,767		6,277						0		北海道

		10110004		(株)帯広シティーケーブル		北海道		北海道		47		3		81,700		81,700		26,379		0		9,364				9,364		26,379		10,943		892		11,972		10,294				1,678		8,598		8,598				911		1,239,573		619,651		619,922		0		3/31/21						松浦　俊光		業務部長		0155-23-1511		t.matsuura@g.octv.ne.jp		81,700		81,700		26,379		82		9,364		10,943		11,972		8,598						0		北海道

		10110006		(株)ジェイコム札幌		北海道		北海道		0		17		846,591		846,591		550,037				129,961				129,961		550,037		129,961		37,688		125,892		2,711		15,212		107,969		101,438		101,438				13,967		16,870,427		6,216,073		6,583,993		4,070,361		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		國木　典昭		管理部　リーダー		011-857-2890		kunikin@jupiter.jcom.co.jp		846,591		846,591		550,037		19,511		129,961		129,961		125,892		101,438						0		北海道

		10110007		伊達市		北海道		北海道		1				629		629		428		0		0						428		0				189		189						0						0		10,627		10,627						3/31/21						大宮　富美夫				0142-68-6111		chiikijumin@city.date.hokkaido.jp		629		629		428		428		0		0		189		0						0		北海道

		10110010		青森ケーブルテレビ(株)		東北		青森県		29		5		90,035		90,035		30,933		5,349		17,990		0		15,330		30,933		16,077		334		8,805		5,468		0		3,337		4,033		3,988		45		66		1,339,181		887,711		451,470		0		3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟) ※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				工藤　哲		常務取締役		017-773-4422		s-kudo@actv.ne.jp		90,035		90,035		30,933		1,171		17,990		16,077		8,805		4,033						0		青森県

		10110011		三沢市ケーブルテレビジョン		東北		青森県		4		10		19,334		16,978		16,978				0						16,978		0				0								0								1,225		1,084		0		141		3/31/21		総務省に報告済みの令和2年度決算見込額である 決算年月日については2021年9月議会にて承認予定				中野　和恵		三沢市役所　政策部広報広聴課　ＣＡＴＶ情報室　放送サービス係長		0176-51-1349		msw_catv@misawashi.aomori.jp		19,334		16,978		16,978		16,978		0		0		0		0						0		青森県

		10110012		(株)八戸テレビ放送		東北		青森県		22		2		73,600		58,800		24,022		0		10,426								10,426		2,198		5,219		2,917		2,302				4,536		4,536		0		727		842,331		538,222		187,673		116,435		3/31/21		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				上野　由美子		総務部総務課　課長		0178-24-1111		soumu@htv-catv.co.jp		73,600		58,800		24,022		9,109		10,426		10,426		5,219		4,536						0		青森県

		10110015		(株)一関ケーブルネットワーク		東北		岩手県		14		3		14,400		13,997		7,270		0		1,858				1,858		8,872		3,035		69		1,505		651		764		42		1,310		1,310						299,778		185,393		85,308		29,077		6/30/20		※20210709 総売上等は前回入力時と変わりません。2021年6月期の決算が明らかになるのは9月上旬であるため。  ※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				清水　祐喜		局長		0191-21-1256		icn-simizu_yu@icn-net.ne.jp		14,400		13,997		7,270		0		1,858		3,035		1,505		1,310						0		岩手県

		10110016		岩手ケーブルテレビジョン(株)		東北		岩手県		14				93,450		79,432		33,397				2,118		0		3,588		33,397		3,588		226		1,496		1,496						0								408,564		274,481		57,144		76,939		9/30/20						千葉　繁雄		総務部　部長		019-654-7711		soumu@ictnet.co.jp		93,450		79,432		33,397		29,176		2,118		3,588		1,496		0						0		岩手県

		10110017		三陸ブロードネット(株)		東北		岩手県		13		0		16,860		9,216		3,828		1,344		359		55		316		3,828		316		0		0		0		0		0		0		0		0		0		107,812		99,247		0		8,564		3/31/21						坂本　由加		代表取締役専務		0193-24-2600		catvmaster@sanriku-broadnet.co.jp		16,860		9,216		3,828		1,344		359		316		0		0						0		岩手県

		10110018		北上ケーブルテレビ(株)		東北		岩手県		15		0		25,766		25,766		7,137		0		4,669		0						4,669		118		973								0						64		373,482		310,524		62,958		0		3/31/21						菊池　充		総務部課長		0197-64-5111		kctv@ginga-net.ne.jp		25,766		25,766		7,137		0		4,669		4,669		973		0						0		岩手県

		10110019		(株)遠野テレビ		東北		岩手県		15		3		10,700		10,700		7,539		1,977		5,960		0		5,960		7,539		5,960		363		3,738		3,217		521				0								273,680						273,680		3/31/21		(年度総売上備考：行政からの委託業務等により運営）				伊藤　賢一		技術グループマネージャー		0198-63-1711		k-ito@tonotv.com		10,700		10,700		7,539		1,179		5,960		5,960		3,738		0						0		岩手県

		10110020		ニューデジタルケーブル(株)		東北		岩手県		73		1		115,000		88,500		22,387		19,758		3,983				4,130		19,143		3,983		12		13,274		6,720		318		6,236		7,867		7,764		103		1,548		981,215		384,922		596,293				3/31/21						頓宮　雅子				0198-26-5110		tongu@newdc.co.jp		115,000		88,500		22,387		0		3,983		3,983		13,274		7,867						1		北海道

		10110021		水沢テレビ(株)		東北		岩手県		10		0		21,000		21,000		4,521		0		2,158		0		2,158				2,158		0		729		459		238		32		0						0		156,000		120,000		36,000		0		8/31/20						伊藤　泰司		代表取締役社長		0197-22-6060		t-ito@catv-mic.ne.jp		21,000		21,000		4,521		2,363		2,158		2,158		729		0						0		岩手県

		10110030		気仙沼ケーブルネットワーク(株)		東北		宮城県		10				22,764		18,065		3,788		157		1,739				1,739		3,832		1,739				1,188		1,188						0								346,064		111,468		30,175		204,421		3/31/21						小松　厚		総務部長		0226-23-3131		a-komatu@k-macs.ne.jp		22,764		18,065		3,788		92		1,739		1,739		1,188		0						0		宮城県

		10110031		宮城ケーブルテレビ(株)		東北		宮城県		15		0		390,000		390,000		14,444		0		4,290		0		4,290		14,444		4,083		277		1,113		899		0		214		964		964				86		472,230		312,393		75,827		84,100		3/31/21		その他売り上げ増加理由：平成29年10月よりケーブルプラスでんき販売開始 ※20180730 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				八木　伸太郎		事業統括部長代理		022-367-7711		s-yagi@c-marinet.ne.jp		390,000		390,000		14,444		3,767		4,290		4,083		1,113		964						0		宮城県

		10110032		仙台ＣＡＴＶ(株)		東北		宮城県		26		4		130,000		130,000		57,931		2,745		8,355		0		8,355		57,931		8,355		589		7,701		4,112		2,510		1,079		5,909		5,909				0		1,019,130		542,695		394,669		81,766		3/31/21						日高　邦明		代表取締役社長		022-225-2211		hidaka@cat-v.co.jp		130,000		130,000		57,931		32,212		8,355		8,355		7,701		5,909						0		宮城県

		10110033		宮城ネットワーク(株)		東北		宮城県		39		58		243,100		243,100		129,600		0		33,500		0		26,000		109,000		33,500		0		29,900		25,900		2,400		0		7,700		0		180		0		2,918,648												ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務本部　副本部長						190,400		190,400		128,300		41,937		33,000		28,900		29,500		1,200				10/1/11		0		北海道

		10110040		(株)秋田ケーブルテレビ		東北		秋田県		95		3		120,000		95,000		53,312		29,707		27,521		0		26,550		40,885		27,521		5,696		25,878		6,342		265		19,271		24,323		24,323				470		3,481,853		1,590,432		1,165,886		725,533		3/31/21		※当該年度より収益認識に関する会計基準を適用				飯塚　雅子		コーポレート本部　本部長		018-865-5141		cna-jcta@cna-catv.co.jp		120,000		95,000		53,312		7,964		27,521		27,521		25,878		24,323						0		秋田県

		10110045		(株)ダイバーシティメディア		東北		山形県		36		0		88,624		44,332		30,865		0		4,823								4,823		0		4,126		2,087				2,173		840		851		0		0		667,324		350,383		176,275		140,666		3/31/21						奥出　潔		総務局長		023-624-5000		kikaku@ma.catvy.ne.jp		88,624		44,332		30,865		0		4,823		4,823		4,126		840						0		山形県

		10110046		(株)庄内社会教育事業センター		東北		山形県						499		499		100		0		0								0		0		0								0						0												※20160812　0円更新				削除済		代表取締役						499		499		100		0		0		0		0		0				3/31/16		0		山形県

		10110047		(株)ニューメディア		東北		山形県		55		3		522,763		522,763		126,139		67,301		30,753		0		30,753		122,543		39,195		360		99,093		19,271		0		79,822		50,738		50,693		45		2,733		7,657,400		2,202,275		3,472,543		1,982,581		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20200707 決算年月日修正				安部　和樹		本社総務統括本部課長		0238-24-2525		abe.kazuki@ncv.co.jp		522,763		522,763		126,139		14,343		30,753		39,195		99,093		50,738						1		山形県

		10110051		(一財)研究学園都市コミュニティケーブルサービス		北関東		茨城県		28		8		72,945		72,198		65,783		7,315		9,246		0		10,083		65,783		9,246		150		8,603		1,150		1,490		5,957		6,973		6,973		0		0		1,643,493		805,091		725,251		113,151		3/31/21						森　理		放送部　放送部次長		029-852-6111		mori@accs.or.jp		72,945		72,198		65,783		43,128		9,246		9,246		8,603		6,973						0		茨城県

		10110052		土浦ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県				9		251,750		251,750		125,327		0		61,316				61,316		125,327		61,316		12,315		47,363		1,932		9,189		36,242		49,554		49,554				4,161		7,817,781		3,202,185		3,050,111		1,565,485		3/31/21		※20210802 内訳（放送）訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		ＪＣＯＭ(株)		千葉　隆志		人事・管理統括部 アシスタントマネージャー		047-315-9081		ChibaT@jupiter.jcom.co.jp		251,750		251,750		125,327		14,535		61,316		61,316		47,363		49,554						0		茨城県

		10110053		日本通信放送網(株)		北関東		茨城県		9		0		65,000		45,000		861		0		298		298				480		298		0		720		0		0		720		0		0		0		0																削除済		総務課						65,000		45,000		861		0		298		298		720		0				3/31/14		0		茨城県

		10110054		(株)ＪＷＡＹ		北関東		茨城県		49		29		107,171		107,171		31,552		1,983		14,633		0		14,633		31,552		16,497		165		17,367		5,664		5,510		6,193		14,658		14,559		99		0		1,903,746		1,018,685		885,061				3/31/21						清水　治		総務部		0294-22-3080		osamu.shimizu@jway.co.jp		107,171		107,171		31,552		547		14,633		16,497		17,367		14,658						0		茨城県

		10110055		宇都宮ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		46		2		135,000		135,000		40,685		11,808		9,394		0		1,410		40,685		9,394		0		14,645		3,532		237		10,876		9,946		9,946		0		0		1,555,139		582,706		950,803		21,630		3/31/21						加藤　靖		専務取締役		028-638-8090		ykato@ucatv.ne.jp		135,000		135,000		40,685		26,808		9,394		9,394		14,645		9,946						0		栃木県

		10110056		鹿沼ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		24		5		37,000		37,000		13,700		12,200		6,600				7,600		13,700		7,100		71		13,000		0		4,400		8,600		9,850		9,850		0		1,800		1,432,924		489,236		943,688				3/31/21						川口　信二		企画室　企画室長		0289-63-0005		kawaguti@bc9.ne.jp		37,000		37,000		13,700		100		6,600		7,100		13,000		9,850						0		栃木県

		10110057		佐野ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		21		13		41,900		41,900		18,478		9,000		5,279		0		5,279		18,478		7,459		88		9,034		4,542		2,212		2,280		8,333		8,301		32				1,055,147		473,856		581,291				3/31/21						成瀬　正彦　		経営企画開発室長		0283-21-2121		naruse@mirun.sctv.jp		41,900		41,900		18,478		0		5,279		7,459		9,034		8,333						0		栃木県

		10110058		塩原ケーブルテレビ協同組合		北関東		栃木県						1,269		859		859		0		0		0		0		859		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15,352		15,328				24		3/31/21		(年度総売上備考：組合費、施設使用料）  ※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟)				君島　一文		事務局		0287-32-3275		stv5@nasuinfo.or.jp		1,269		859		859		859		0		0		0		0						0		栃木県

		10110059		ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		179		11		236,015		236,015		55,240		52,582		45,964		0		45,964		55,240		45,964		10,775		54,128		4,519		1,184		48,425		43,426		43,215		211		1,856		5,438,071		2,132,489		2,075,975		1,229,607		3/31/21						藤枝　陽子		管理部経理課　主任		0282-25-1811		fujieda@cabletv.jp		236,015		236,015		55,240		2,539		45,964		45,964		54,128		43,426						1		茨城県

		10110060		テレビ小山放送(株)		北関東		栃木県		40		9		82,061		82,061		37,654		4,764		7,538		0				37,654		8,732		521		6,745		527		4,942		1,276		5,567		5,567		0		488		973,354		589,742		346,590		37,022		9/30/20						宇和嶋　則夫		事業部　部長		0285-23-2220		uwajima@tvoyama.ne.jp		82,061		82,061		37,654		32		7,538		8,732		6,745		5,567						0		栃木県

		10110061		光ケーブルネット(株)		北関東		群馬県		40				31,600		31,600		6,766		0		6,681		6,837						1,681		0		3,524														0																削除済		放送部						31,600		31,600		6,766		234		6,681		1,681		3,524		0				6/18/13		0		群馬県

		10110063		真岡ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		11		1		27,248		23,386		3,700		0		1,637		0		1,955		3,527		1,955		0		1,303		1,062		183		88		3						0		237,923														削除済		企画部　課長						27,248		23,386		3,700		5		1,637		1,955		1,303		3				9/18/14		0		栃木県

		10110065		入間ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		55		0		81,777		78,192		38,450		20,464		15,829		0		9,864		15,829		15,829		1,778		14,136		1,530		7,437		5,166		14,255		14,229		26		1,519		1,844,645		976,277		815,257		53,110		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				對馬　央大		管理部総務課　課長		04-2965-0550		a-tsushima@ictv-g.co.jp		81,777		78,192		38,450		0		15,829		15,829		14,136		14,255						1		埼玉県

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		716		130		2,848,889		2,848,889		1,681,138		5,822		582,811				582,811		1,681,138		582,811		152,795		527,971		36,514		103,066		388,391		505,539		505,539		0		52,833		77,044,499		28,695,119		30,931,324		17,418,056		3/31/21		＊		ＪＣＯＭ(株)		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,848,889		2,848,889		1,681,138		243,174		582,811		582,811		527,971		505,539						1		埼玉県

		10110067		川越ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		30		32		111,600		111,600		82,957		0		23,275		0		23,275				23,275		0		12,915		10,906		608		1,401		5,276		5,276				0		1,870,376		1,111,425		463,622		76,023						ジャパンケーブルネット(株)		削除済		総務部　人事・総務課長						111,600		111,600		80,082		5,800		22,576		24,640		11,935		0				3/31/11		0

		10110068		行田ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		11		1		34,000		34,000		5,685		1,158		2,900		0		2,096		5,685		2,900		5		1,577		120		323		1,134		909		909		0		0		284,372		178,342		106,030				3/31/21		※20210729　年度総売上実績　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				横須賀　公司　		取締役　放送局長		048-553-2122		yokosuka@tvg.ne.jp		34,000		34,000		5,685		13		2,900		2,900		1,577		909						0		埼玉県

		10110069		(株)ジェイコム熊谷		北関東		埼玉県		0		31		52,217		52,217		24,126		0		9,370				9,370		24,126		9,370		0		6,045		3,625		372		2,048		4,365		4,365				0		879,371		518,785		253,605		106,981		3/31/14				ＪＣＯＭ(株)		削除済		取締役　管理部長						52,217		52,217		24,845		570		9,193		9,193		5,740		3,764				12/31/14		0		埼玉県

		10110070		(株)ジェイコム川口戸田		北関東		埼玉県		54		14		235,215		235,215		185,869		0		46,052				46,052		185,869		46,052		31		41,529		13,331		1,440		26,758		38,186		38,186		0		5,394		5,570,027		2,319,896		2,164,430		1,085,701		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理統括部						232,688		232,688		182,709		44,324		45,041		45,041		39,230		37,854				3/31/19		0		埼玉県

		10110071		狭山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		33		9		70,221		70,221		38,174		4,324		6,716		0		4,115		38,174		6,716		0		6,687		1,353		457		4,877		7,230		7,230		0		0		1,106,247		548,074		441,596		116,577		3/31/21						太田　和正		総合企画部　総務課		04-2907-9246		oota@staff.s-cat.ne.jp		70,221		70,221		38,174		22,631		6,716		6,716		6,687		7,230						0		埼玉県

		10110072		(株)シティケーブルネット		北関東		埼玉県		29		51		146,107		146,107		93,427		0		30,712		536						30,176		0		19,670		10,868		6,086		2,716		6,741		6,741				0		3,009,883		1,815,457		727,640		6,037						ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理部						143,000		143,000		93,000		11,247		28,400		24,800		18,000		2,100				3/1/11		0

		10110074		(株)ジェイコム東上		北関東		埼玉県		16		49		177,800		172,143		101,504		0		24,453		356		16,000		16,000		24,097		0		14,099		9,752		2,573		1,774		7,392		7,392				0		2,130,551		1,154,231		386,427		168,578						ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部　部長						177,800		177,800		99,400		59,000		22,200		19,000		12,400		0				3/1/11		0

		10110075		飯能ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		19		18		54,000		50,000		21,588				1,004		0		1,004		21,588		2,634		0		5,167		2,728		123		2,316		3,795		3,795				86		619,652		377,182		242,470		0		3/31/21						小清水　豊		企画開発室　室長		042-974-3611		kosimizu@tv-hanno.co.jp		54,000		50,000		21,588		0		1,004		2,634		5,167		3,795						0		埼玉県

		10110076		本庄ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		18		0		27,000		26,000		4,264		4,264		3,739		0		3,742		3,914		3,914		0		2,183		0		0		2,183		290		205		85		68		424,436		305,594		118,842		0		3/31/21						山下　美由紀		管理本部　部長		0495-23-0001		toya-catv@catnet.jp		27,000		26,000		4,264		300		3,739		3,914		2,183		290						0		埼玉県

		10110078		蕨ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		18		1		36,000		30,000		24,770		4,236		5,673				1,453		24,770		5,673		71		5,534		1,944		2,301		1,289		3,547		3,497		50		0		818,173		379,772		227,176		211,225		3/31/21		※20210802 　総売上・内訳を更新（事業者よりのメールを元に）(@連盟)				高田　修介		総務部		048-444-3333		shusuke@warabi.ne.jp		36,000		30,000		24,772		7,003		4,416		5,936		5,752		3,427						0		埼玉県

		10110079		東松山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		8		0		68,017		34,831		7,022		2,449		3,213				1,659		3,213		3,213		300		4,154		389		2,617		1,148		4,079		4,072		7		587		426,571		173,999		231,066		21,506		3/31/21		※2021.8.3 実績内訳・その他　を更新(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				上野　晃		総務課		0493-27-8200		a-ueno@ictv-g.co.jp		68,017		34,831		7,022		51		3,213		3,213		4,154		4,079						0		埼玉県

		10110080		江戸川ケーブルテレビ(株)		東京		東京都		33		68		292,400		292,400		159,498		0		40,979		0		0		25,868		40,979		0		15,757		8,408		4,285		3,064		8,789		8,789				0		3,979,973		2,471,445		481,104								ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部　部長						292,400		292,400		159,498		10,534		40,979		40,979		15,757		8,789				6/30/11		0

		10110081		(株)ジェイコム大田		南関東		東京都		0		27		274,700		274,700		181,300		15,377		39,551				39,551		181,300		39,551		25		35,252		9,820		996		24,436		34,314		34,314		0		2,661		4,658,489		2,001,064		1,932,531		724,894		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						274,874		274,874		180,385		44,034		38,785		38,785		33,446		34,570				3/31/19		0		東京都

		10110082		(株)ジェイコムせたまち		南関東		神奈川県				62		436,265		436,265		151,318		0		56,199								42,674		0		26,518								9,024						0																								436,265		436,265		151,318		36,678		56,199		42,674		26,518		9,024				10/17/07		0

		10110084		(株)ジェイコム東京北		南関東		東京都		0		31		204,552		204,552		149,238				32,004				32,004		149,238		32,004		52		30,118		10,168		1,155		18,795		30,085		30,085				1,713		3,727,695		1,631,905		1,626,363		469,427		3/31/18				ＪＣＯＭ(株)		削除済								204,552		204,552		149,238		26,478		32,004		32,004		30,118		30,085				6/30/18		0		東京都

		10110085		(株)ジェイコム足立		南関東		東京都		0		22		333,200		333,200		189,100		0		53,838		0		53,838		189,100		53,838		33		44,456		14,795		484		29,177		42,261		42,261		0		3,045		6,168,388		2,798,368		2,382,260		987,761		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー						331,389		331,389		186,281		2,931		53,017		53,017		42,738		42,603				3/31/19		0		東京都

		10110086		(株)ジェイコム港新宿		南関東		東京都		0		33		401,988		401,988		248,129				35,669				35,669		248,129		35,669		73		25,250		7,349		635		17,266		21,716		21,716				1,481		4,805,713		2,890,780		1,409,607		505,326		3/31/18				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						401,988		401,988		248,129		51,932		35,669		35,669		25,250		21,716				12/31/18		0		東京都

		10110087		さくらケーブルテレビ(株)		東京		東京都						126,370		119,291		79,000		0		15,000								10,649		0		5,753								4,000						0														ＪＣＯＭ(株)		削除済		人事管理本部　管理部長						126,370		119,291		79,000		38,610		15,000		10,649		5,753		4,000				10/22/08		0

		10110088		(株)ジェイコム中野		南関東		東京都		0		25		218,700		218,700		155,300		0		37,248				37,248		155,300		37,248		32		32,196		11,101		487		20,608		25,008		25,008		0		2,308		4,272,742		2,016,421		1,660,844		595,477		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						217,219		217,219		149,918		42,432		36,158		36,158		30,043		25,300				3/31/19		0		東京都

		10110089		(株)ジェイコム東京		南関東		東京都		1231		438		5,044,103		5,044,103		3,528,858		17,014		998,229				998,229		3,528,858		998,229		254,824		893,620		51,699		161,666		680,255		776,101		776,101		0		83,339		131,963,287		53,004,469		52,279,844		26,678,973		3/31/21		自治体出資占有率は1.58%。		ＪＣＯＭ(株)		田畑　優仁		人事・管理統括部		03-4521-5100		TabataMs@jupiter.jcom.co.jp		5,044,103		5,044,103		3,528,858		545,277		998,229		998,229		893,620		776,101						1		東京都

		10110090		(株)城北ニューメディア		東京		東京都		11		34		104,600		104,600		104,600		0		14,016		1,976						12,040		0		5,872		2,705		2,408		759		3,485		3,485		0		0		1,050,585		866,796		237,867		158,563						ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　次長						93,200		81,600		80,900		43,274		13,100		9,400		5,100		1,800				10/31/10		0		北海道

		10110092		(株)ジェイコムイースト		南関東		東京都		0		245		3,705,700		3,705,700		2,423,900		740		830,813				830,813		2,423,900		830,813		1,266		708,967		177,429		24,215		507,323		704,853		704,853		0		60,142		104,949,238		42,491,346		42,959,697		19,498,194		3/31/19		千円未満切り捨てのため、県別合計と差異が生じています。		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第二ブロック						3,705,700		3,705,700		2,423,900		381,631		830,813		830,813		708,967		704,853				5/31/19		1		東京都

		10110093		多摩ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		32		10		113,561		113,561		59,872		1,640		23,453		0		23,453		59,872		23,453		300		18,466		1		4,107		14,358		18,774		18,753		21		101		2,685,199		1,526,906		1,158,293		0		3/31/21						宮寺　光久		取締役　技術部長		0428-32-1351		miyadera@tcnnet.co.jp		113,561		113,561		59,872		216		23,453		23,453		18,466		18,774						0		東京都

		10110094		(株)多摩テレビ		南関東		東京都		27		13		154,870		73,182		66,551		0		3,355				5,744				5,744		704		5,454		1,634		102		3,718		4,916		4,916				0		1,148,579		802,965		306,163		39,451		3/31/21		特になし。				三宅　徹平		総務経理課		042-339-5519		webmaster@ttv.co.jp		154,870		73,182		66,551		1,166		3,355		5,744		5,454		4,916						0		東京都

		10110095		調布ケーブルテレビジョン(株)		東京		東京都						190,000		190,000		135,000		0		36,000								14,700		0		14,600								800						0																								190,000		190,000		135,000		24,800		36,000		14,700		14,600		800				10/17/07		0

		10110096		(財)東京ケーブルビジョン		東京		東京都		30		6		170,000		170,000		69,758		0		6,104		0						6,104		0		2,910		1,023		1,236		651		3,159		3,159		0		0		708,608														削除済		総務部　課長補佐						170,000		170,000		73,771		0		6,316		6,126		3,000		3,239				10/31/13		0		東京都

		10110097		東京ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		72		26		280,000		280,000		181,000		18,200		24,100		0		24,100				24,100		751		13,700		1,000		1,300		11,400		10,600		10,600				0		4,844,101		2,018,071		1,464,374		1,361,656		3/31/21		２０２１／７／１３　更新				魚本　直隆		企画推進室　企画推進室長		03-5615-8213		n_uomoto@tcn-catv.co.jp		280,000		280,000		181,000		119,000		24,100		24,100		13,700		10,600						0		東京都

		10110098		(株)東京テレポートセンター		東京		東京都		14		14		3,301		3,301		3,245		0		0		0						0		0		0								0						0																削除済		管理部　事業課						3,301		3,301		3,245		3,245		0		0		0		0				3/31/11		0

		10110100		東京電力(株)		東京		東京都		38227				6,512		6,512		6,512		0												0																0																削除済		グループ事業推進部　グループ経営企画第二グループ　副長						3,239		3,239		3,239		3,239		0		0		0		0				3/31/11		0

		10110101		東京ベイネットワーク(株)		南関東		東京都		64		19		372,592		348,859		264,579		0		20,399								20,399		4,261		19,238								20,097		20,097				12		3,267,921		2,135,992		1,131,930		0		3/31/21		放送と通信の区分は、グループが定める基準で計算しています。		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		山路　広志		管理部		03-6811-6011		h.yamaji@tokyobaynet.co.jp		372,592		348,859		264,579		0		20,399		20,399		19,238		20,097						0		東京都

		10110103		豊島ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		31		12		178,595		140,000		137,373		0		9,274		0		9,274		137,373		20,038		958		18,678		6,446		901		11,331		11,318		11,318				0		1,745,643		943,016		738,295		64,332		8/31/20						内田　洋		営業部　部長		03-5951-4400		uchida@toshima.co.jp		178,595		140,000		137,373		0		9,274		20,038		18,678		11,318						0		東京都

		10110104		(株)日本ケーブルテレビジョン		南関東		東京都		73		0		11		11		11		0		0								0		0		0								0						0												※20160812　0円更新→未確定に変更				黒川　正明		放送事業局　第2営業部　企画担当部長		03-3568-8224		kurokawa@jctv.co.jp		11		11		11		0		0		0		0		0						0		東京都

		10110105		(株)ニューメディア総研		東京		東京都		302		268								0		0										0										0						0		5,149,294														削除済		開発第４部　部長						0		0		0		0		0		0		0		0				5/21/08		0

		10110107		(株)ジェイコム八王子		南関東		東京都		0		20		243,000		243,000		145,600		1,538		47,048				47,048		145,600		47,048		68		39,694		15,222		479		23,993		38,400		38,400		0		3,506		5,690,914		2,415,017		2,237,176		1,038,721		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						241,062		241,062		143,685		18,533		46,878		46,878		38,362		38,237				3/31/19		0		東京都

		10110108		(株)ジェイコム日野		南関東		東京都		0		10		96,700		96,700		71,700		0		23,402				23,402		71,700		23,402		28		20,998		7,465		317		13,216		19,009		19,009		0		1,504		2,866,404		1,174,223		1,161,788		530,393		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						96,503		96,503		72,158		11,612		23,232		23,232		20,240		18,966				3/31/19		0		東京都

		10110109		(株)ジェイコム多摩		南関東		東京都		0		19		260,900		260,900		170,000		0		48,967				48,967		170,000		48,967		47		41,424		14,015		1,366		26,043		43,815		43,815		0		3,059		6,047,366		2,559,475		2,437,278		1,050,614		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						254,200		254,200		168,263		12,964		48,507		48,507		40,113		43,810				3/31/19		0		東京都

		10110110		(株)ケーブルテレビ品川		南関東		東京都		1		0		214,029		210,000		190,603		1,191		12,351		0		24,135		190,603		24,135		397		30,399		7,587		17,656		6,272		25,153		25,153				55		3,021,583		1,650,727		1,370,856		0		3/31/21		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				糸田　純一		イッツ・コミュニケーションズ（株）経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		214,029		210,000		190,603		57,336		12,351		24,135		30,399		25,153						0		東京都

		10110111		(株)ジェイコム武蔵野三鷹		南関東		東京都		0		13		180,900		180,900		120,100		0		39,008				39,008		120,100		39,008		36		34,292		11,495		703		22,094		29,579		29,579		0		2,137		4,702,601		2,075,147		1,846,585		780,869		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						180,386		180,386		119,636		7,873		38,627		38,627		32,917		29,729				3/31/19		0		東京都

		10110115		(株)イースト・コミュニケーションズ		南関東		千葉県		0		2		7,650		7,650		6,715		1,216		867				867		6,715		1,723		0		2,666		0		0		2,666		2,302		2,302				0		288,345		142,426		145,919				3/31/20				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		削除済		課長						7,650		7,650		6,715		0		867		1,723		2,666		2,302				9/30/20		0		千葉県

		10110116		(株)ジェイコム市川		南関東		千葉県		0		26		249,708		249,708		166,822		0		47,500				47,500		166,822		47,500		115		42,521		13,406		646		28,469		35,343		35,343				3,061		5,788,934		2,346,827		2,247,253		1,194,855		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						249,708		249,708		166,822		8,405		47,500		47,500		42,521		35,343				3/31/19		0		千葉県

		10110117		(株)いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ		南関東		千葉県		10		7		179,086		68,701		37,855		5,296		6,368						37,855		12,115		238		16,410		696		2,817		12,897		12,514		12,514		0		0		1,514,840		662,616		852,224				3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		西村　昌訓		総務部		0436-24-0009		nishimura_masanori@icntv.jp		179,086		68,701		37,855		299		6,368		12,115		16,410		12,514						0		千葉県

		10110119		(株)ジェイコム千葉セントラル		南関東		千葉県		0		18		419,322		419,322		267,543		0		64,011				64,011		267,543		64,011		50		55,879		18,612		482		36,785		57,685		57,685				3,728		7,806,739		3,304,121		3,039,753		1,462,866		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						419,322		419,322		267,543		13,912		64,011		64,011		55,879		57,685				3/31/19		0		千葉県

		10110121		(株)ジェイコム東葛葛飾		南関東		千葉県		0		58		571,053		571,053		341,386		0		101,674		0		101,674		341,386		101,674		87		82,397		24,080		2,757		55,560		86,236		86,236		0		5,246		11,874,736		5,047,240		4,813,059		2,014,438		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー						568,269		568,269		336,938		28,502		101,119		101,119		79,242		87,020				3/31/19		1		千葉県

		10110122		(株)ジェイコム千葉		南関東		千葉県		0		88		2,240,000		2,240,000		1,415,874		0		466,107				466,107		1,415,874		466,107		119,163		409,420		22,526		77,094		309,800		386,563		386,563		0		38,590		60,875,680		23,607,679		24,147,209		13,120,792		3/31/21		※20210802 総売上訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		ＪＣＯＭ(株)		千葉　隆志		人事・管理統括部 アシスタントマネージャー		047-315-9081		ChibaT@jupiter.jcom.co.jp		2,240,000		2,240,000		1,415,874		109,567		466,107		466,107		409,420		386,563						0		千葉県

		10110124		(株)千葉ニュータウンセンター		南関東		千葉県		46				27,269		20,068		11,478		248		3,293						11,478		3,577		94		1,907		1,054		166		687		1,533		1,533				0		286,697		200,027		71,181		15,489		3/31/21		(年度総売上備考：他事業との複合会社のため、暫定売上高を掲載） 設備投資は、工事負担金を利用				寺田  純一		ケーブルテレビ部　業務課長代理		0476-46-5836		terada@rurbannet.ne.jp		27,269		20,068		11,478		0		3,293		3,577		1,907		1,533						0		千葉県

		10110125		銚子テレビ放送(株)		南関東		千葉県		8		0		15,444		10,220		1,458		1,458		1,458		0		1,458		1,458		1,458		0		1,530								1,860		1,860				0		180,128		38,702		141,426		0		3/31/21						平津　清美		総務部　マネージャー		0479-25-1001		hiratsu@catv9.ne.jp		15,444		10,220		1,458		0		1,458		1,458		1,530		1,860						0		千葉県

		10110126		成田ケーブルテレビ(株)		南関東		千葉県		0		15		61,520		65,800		24,028		2,600		3,917		0		3,917		24,028		6,640		77		3,018		966		552		1,500		846		846				0		569,524		426,201		143,323		0		3/31/21		該当なし				小野寺　ルミ子		管理部　総務・経理課　主任		0476-22-1001		soumu@nctv.co.jp		61,520		65,800		24,028		547		3,917		6,640		3,018		846						0		千葉県

		10110127		(株)広域高速ネット二九六		南関東		千葉県		135		40		258,560		208,936		83,073		70,148		51,355		0		19,221		83,073		45,548		1,102		42,611		22,828		4,404		15,379		43,340		43,322		18		3,686		5,538,727		2,239,937		3,219,537		79,250		12/31/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				木場　秀晃		管理本部総務部		043-497-0296		league_info@catv296.co.jp		258,560		208,936		83,073		310		51,355		45,548		42,611		43,340						0		千葉県

		10110128		(株)ジェイコム船橋習志野		南関東		千葉県		2		17		369,757		369,757		225,541		0		66,387				66,387		225,541		66,387		73		50,202		18,514		1,641		30,047		58,559		58,559				2,180		7,119,000		3,673,000		3,032,000		414,000		3/31/17		なし		ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						369,757		369,757		225,541		29,111		66,387		66,387		50,202		58,559				12/31/17		0		千葉県

		10110130		厚木伊勢原ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		9		7		100,792		96,835		50,886		4,538		12,341		0						12,341		0		15,486								11,433		11,433				7		1,589,096		757,602		831,494		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		村井　匡		総務部		046-220-2018		murai_masashi@s.ayu.ne.jp		100,792		96,835		50,886		7,923		12,341		12,341		15,486		11,433						0		神奈川県

		10110131		(株)ジェイコム小田原		南関東		神奈川県		0		8		92,381		92,381		52,900		0		21,121		0		21,109		52,700		21,121		0		15,869		9,716		1,197		4,715		18,661		18,661		0		0		2,237,519		1,292,856		284,162		660,502		3/31/15				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム 関東南ブロック　マネージャー						92,381		92,381		52,900		0		21,121		21,121		15,869		18,661				3/31/16		0		神奈川県

		10110132		(株)ジェイコム鎌倉		南関東		神奈川県		21		17		85,185		85,185		61,761		0		33,551		0		30,766		61,761		33,551		0		18,407		11,219		945		6,243		20,042		20,042				0		3,101,621		2,130,346		971,275		0		3/31/14				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理部						85,185		85,185		61,764		7,000		32,503		32,503		17,105		18,812				3/31/15		0		神奈川県

		10110133		(一財)ケーブルシティ横浜		南関東		神奈川県		8		2		5,689		5,689		4,850		0		0						4,850				0		0														0		73,510		6,556		1,060		1,800								削除済		事業推進課						5,689		5,689		5,689		5,689		0		0		0		0				7/1/14		0		神奈川県

		10110134		(株)横浜都市みらい		南関東		神奈川県		18		17		77,505		55,412		36,837		0		5,892		0		6,131		36,524		5,688		0		3,346		3,346		469		0		55		0		55		0												決算等は全社ベースで行うため、ケーブル事業単体の数字のみの抽出が困難なものは、「非管理項目」で入力。				削除済		放送通信部　事業課長代理						75,966		54,235		36,524		1,746		6,131		5,933		3,577		57				3/31/10		0

		10110135		(株)ジェイコム南横浜		南関東		神奈川県		0		51		361,485		361,485		246,349		0		82,807				82,807		246,349		82,807		77		61,735		20,722		1,079		39,934		71,080		71,080		0		5,009		9,502,000		4,163,000		3,539,000		1,800,000		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第一ブロック						360,757		360,757		245,758		42,696		82,100		82,100		59,544		70,509				3/31/19		0		神奈川県

		10110137		(株)シティテレコムかながわ		南関東		神奈川県		20		77		223,400		223,400		113,820		0		44,067		0				39,900		44,067		0		31,124		21,636		5,172		4,316		23,352		23,352				0		4,519,951		2,848,284		1,161,061		28,887		２００９年１２月本決算				ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部長						223,400		223,400		113,820		10,614		44,067		44,067		31,124		23,352				6/30/11		0

		10110139		湘南ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		39		44		151,660		151,660		76,630		62,334		36,350		0		0		36,350		36,350		169		34,674		4,244		29,083		2,469		32,695		32,695		15		0		3,517,153		1,988,089		1,489,676		39,386		3/31/21						高木　裕		営業本部　総務部　総務部長代理		0463-22-0419		takagi88@mx.scn-net.ne.jp		151,660		151,660		76,630		31,950		36,350		36,350		34,674		32,695						0		神奈川県

		10110141		イッツ・コミュニケーションズ(株)		南関東		東京都		492		744		1,400,336		1,156,937		963,693		120,765		95,278				180,455		963,693		155,992		4,341		269,832		42,505		86,465		140,862		197,914		197,914		0		4,114		31,135,000		9,658,000		14,131,000		7,346,000		3/31/21		※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正/株主名称変更				糸田　純一		経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		1,400,336		1,156,937		963,369		2,843		95,278		155,992		269,832		197,914						1		神奈川県

		10110142		(株)ジェイコム湘南・神奈川		南関東		神奈川県		0		191		2,589,680		2,589,680		1,712,266		0		677,591				677,591		1,712,266		677,591		162,920		552,636		33,761		101,176		417,699		550,124		550,124		0		60,163		86,617,000		36,343,000		24,394,000		25,878,000		3/31/21		※事業報告書データ使用 ※自治体出資占有率変更なし		ＪＣＯＭ(株)		山田　文雄		株式会社ジェイコム湘南・神奈川　人事・管理統括部　担当部長		045-514-2800		ML_JCSKT_047@jupiter.jcom.co.jp		2,589,680		2,589,680		1,712,266		255,393		677,591		677,591		552,636		550,124						1		神奈川県

		10110143		ＹＯＵテレビ(株)		南関東		神奈川県		77		27		579,723		458,627		286,750		13		42,823				42,823		249,552		42,823		2,716		43,605		11,472		6,007		26,126		38,819		38,819		0		268		4,380,291		2,538,234		1,799,773		42,284		3/31/21		20210730　年度総売上実績　を更新（事業者からのメールにより）（＠連盟）				梅田　穣		技術本部　技術統括部　部長		045-503-1222		ml-jcta@youtv.co.jp		579,723		458,627		286,750		37,198		42,823		42,823		43,605		38,819						0		神奈川県

		10110144		横浜ケーブルビジョン(株)		南関東		神奈川県		38		37		325,651		289,753		172,367				52,544				52,544		172,367		52,544		8,156		41,292		2,088		11,591		27,613		43,837		43,837				2,430		5,534,055		3,393,956		1,963,798		176,300		3/31/21						畔柳　圭甫		経営管理部　総務管理担当		045-567-1808		ycv_gyosei-kokyo@ml.ycv.jp		325,651		289,753		172,367		11,036		52,544		52,544		41,292		43,837						0		神奈川県

		10110145		横浜テレビ共同聴視(株)		南関東		神奈川県						290		290		290		0		0										0										0						0																削除済		代表取締役						290		290		290		290		0		0		0		0				7/2/08		0

		10110146		(株)横浜テレビ局		南関東		神奈川県		45		76		256,100		256,100		213,000		0		41,181		0		29,000		29,000		41,181		0		16,910		8,509		5,769		2,632		16,973		15,878		95		0		3,961,964		2,169,700		582,804		412,706						ＪＣＯＭ(株)		削除済		顧問						256,100		256,100		213,000		66,400		41,181		41,181		16,910		16,973				6/30/11		0

		10110150		河口湖有線テレビ放送(有)		南関東		山梨県		22				10,776		9,952		9,952		9,398		297				309		9,952		548		15		3,400								2,500		2,500						470,000		300,000		170,000		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				結城　聡		ネットワーク部　部長		0555-72-1931		satoshi_yuuki@lcnet.jp		10,776		9,952		9,952		72		297		548		3,400		2,500						0		山梨県

		10110151		北富士有線テレビ放送(株)		南関東		山梨県		4		0		3,300		3,030		2,125		0		2,125		0		158		2,125		606		0		0								0						0		57,941		57,042		0		899		6/30/20		20210730　総売上/実績内訳（放送その他）を更新（事業者からのメールにより）（@連盟） ※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正				渡辺 みゆき				0555-85-2331		kftv@fgo.jp		3,300		3,030		2,125		0		2,125		606		0		0						0		山梨県

		10110152		(有)峡西シーエーテーブイ		南関東		山梨県		31				11,900		11,900		9,134		9,134		210		0		210				333		0		657		0		657		0		0		0		0		0		461,632		207,961		17,714		235,957		3/31/21		年度総売上実績内訳・その他の収入は、電気通信工事業の売上です。				小松　恵美		総務部長		055-283-8383		info@cvk.ne.jp		11,900		11,900		9,134		12		210		333		657		0						0		山梨県

		10110153		峡東ケーブルネット(株)		南関東		山梨県		8		0		9,942		9,942		8,885		5,301		150		0		150		8,885		548		3		1,642		1,406		148		88		341		315		26		0		335,178		260,758		55,631		18,786		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				小澤　健太郎		代表取締役社長		0553-33-2252		k-ozawa@kcnet.ne.jp		9,942		9,942		8,885		20		150		548		1,642		341						0		山梨県

		10110154		(株)ケーブルテレビ富士		南関東		山梨県		2		0		3,420		3,242		2,276		1,042		164		0				2,276		164		0		186		92		94				0						0		88,955		85,705		3,250		0		3/31/21		９７，９９２千円				流石　洋一		取締役社長		0555-62-5951		catv-fuji@luck.ocn.ne.jp		3,420		3,242		2,276		0		164		164		186		0						0		山梨県

		10110155		(株)ＣＡＴＶ富士五湖		南関東		山梨県		23				19,865		19,865		18,494				493		0		185		18,436		1,252		87		2,225		1,359		593		273		0								815,039		444,959		82,228		287,852		8/31/20						宮下　睦		業務部情報通信課		0555-22-1714		miya@fgo.jp		19,865		19,865		18,494		0		493		1,252		2,225		0						0		山梨県

		10110156		富沢テレビ共聴組合		南関東		山梨県						750		750		627				627						627		0				0								0								15,356		13,597				1,789		3/31/21						稲葉　奈津美				05566-6-2312		kaori@inaba.ecnet.jp		750		750		627		627		627		0		0		0						0		山梨県

		10110157		(株)日本ネットワークサービス		南関東		山梨県		133		21		222,726		222,726		185,410		87,333		6,846				7,714		185,410		22,077		114		29,696		23,745				5,951		14,039		13,981		58				6,965,092		5,589,713		1,119,853		255,523		3/31/21						長田　憲		経営戦略室　室長		055-251-7110		a-osada@nns-catv.co.jp		222,726		222,726		185,410		0		6,846		22,077		29,696		14,039						0		山梨県

		10110158		富士川シーエーティーヴィ(株)		南関東		山梨県		7		1		11,416		11,257		9,031		144		684				197		9,031		684				317		302		15				0								257,751		243,412		10,563		3,776		5/31/20						櫻井　育也		局長		0556-22-1777		i-sakurai@fujikawa-net.co.jp		11,416		11,257		9,031		0		684		684		317		0						0		山梨県

		10110159		山梨ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		28		0		14,751		18,405		11,057		10,835		546		0		546		11,057		1,297		16		3,198		972		1,166		1,104		2,076		2,041		35		368		503,274		265,375		230,274		7,624		3/31/21		※20190924 内訳訂正				望月　茜		技術管理部		0553-22-6822		gikan@fruits.ne.jp		14,751		18,405		11,057		0		546		1,297		3,198		2,076						0		山梨県

		10110160		(株)上野原ブロードバンドコミュニケーションズ		南関東		山梨県		8		1		10,055		8,445		4,215		4,215		330				330		4,215		330				1,579						1,579		350				346				252,769		104,658		86,165		61,946		3/31/21						石井　夏希		総務部		0554-62-5504		ishii@u-bc.net		9,979		8,445		4,223		0		340		340		1,435		346						0		山梨県

		10110165		あづみ野テレビ(株)		信越		長野県		17		7		53,224		41,014		11,681		2,314		5,237		0						6,642		284		4,493		582		105		3,806		4,949		4,949				0		679,271		403,195		260,148		15,928		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				畠山　由美		総務部　部長		0263-82-7860		hatakeyama.yumi@anc-tv.co.jp		53,224		41,014		11,681		0		5,237		6,642		4,493		4,949						0		長野県

		10110166		アルプスケーブルビジョン(株)		信越		長野県		2		3		14,888		10,169		2,850		0		2,466		2,466								0		0														0		129,986		129,986		0										削除済		総務部　経理担当						14,888		10,169		3,274		0		2,890		0		0		0				3/31/11		0

		10110167		(株)飯田ケーブルテレビ		信越		長野県		33		5		38,713		33,050		16,116		9,100		7,145						16,116		7,921		272		10,509		132		619		9,758		8,162		8,097		65		450		1,673,667		584,257		660,135		429,275		4/30/21		※20190910　数値入手し連盟で登録 ※20201005 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				吉川　治司		常務取締役		0265-52-5406		ha-yoshikawa@iidacable.tv		38,713		33,050		16,116		700		7,145		7,921		10,509		8,162						0		長野県

		10110168		飯山市		信越		長野県		7		1		8,030		8,030		4,633				3,811				3,861		4,633		3,811		50		1,280				716		564		4				4				229,334		180,194		49,140				3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				俣野　和広		飯山市 総務部　事業戦略室　情報政策係長		0269-67-0724		senryaku@city.iiyama.nagano.jp		8,030		8,030		4,633		0		3,811		3,811		1,280		4						1		長野県

		10110169		伊那ケーブルテレビジョン(株)		信越		長野県		39		2		43,402		43,402		25,428		25,428		10,036		0		1,237		25,428		19,085		125		7,233		1,222				6,011		8,088		8,088				2,738		1,644,710		910,318		624,539		109,853		3/31/21		※20210730 内訳訂正(@連盟)				濱　康司		総務課		0265-73-2020		hama@inacatv.ne.jp		43,402		43,402		25,428		0		10,036		19,085		7,233		8,088						0		長野県

		10110170		(株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ		信越		長野県		36		20		169,859		164,216		45,493		5,471		17,346		0		17,346		45,493		24,990				19,034		1,505		4,684		12,723		17,488		17,488		0		4,915		2,015,898		1,138,406		819,821		57,672		3/31/21						市川　岳人		総務部　部長		026-233-1713		info@nagano-inc.co.jp		169,859		164,216		45,493		272		17,346		24,990		19,034		17,488						0		長野県

		10110171		(株)上田ケーブルビジョン		信越		長野県		55		0		76,168		76,168		39,096		22,800		11,606				11,606		39,096		28,068		853		11,537		4,599		2,383		4,555		4,696		4,696		0		0		1,732,378		1,086,353		646,025				3/31/21						中村　高章		営業部お客様担当　担当部長		0268-23-1600		taka@ucv.co.jp		76,168		76,168		39,096		171		11,606		28,068		11,537		4,696						0		長野県

		10110172		(株)エコーシティー・駒ヶ岳		信越		長野県		24		0		21,629		21,728		15,194		15,194		2,116		0		467		14,941		13,611		163		5,983		4,725		0		1,258		6,219		6,206		13		0		745,522		366,612		354,391		24,519		3/31/21						佐藤　幸宏		総務課		0265-82-4000		satoh@cek.co.jp		21,629		21,728		15,194		0		2,116		13,611		5,983		6,219						0		長野県

		10110173		エルシーブイ(株)		信越		長野県		133		35		94,291				96,023		0		20,504								11,457		0		24,792								704						0																削除済		取締役総務部長						93,695		0		94,839		0		20,504		5,397		24,767		704				3/31/09		0

		10110174		(有)木曽駒ケーブルネット		信越		長野県						121		121		21		0		0										0										0						0																								121		121		21		21		0		0		0		0				10/17/07		0

		10110175		(株)木曽福島ケーブルテレビ		信越		長野県		6				2,373		1,823		1,823		0		438		1,823						0		0		0								0						0		52,000														削除済		総務部						2,373		1,823		1,823		0		438		0		0		0				3/31/09		0

		10110176		(株)信州ケーブルテレビジョン		信越		長野県		12				22,391		17,000		7,527				3,481				322		7,527		3,565		107		625		31		432		162		0								295,330		260,473		34,856		0		9/30/20						山浦　宏一		代表取締役社長		026-272-1660		k-yamaura@chikuma-catv.co.jp		22,391		17,000		7,527		157		3,481		3,565		625		0						0		長野県

		10110177		(株)Ｇｏｏｌｉｇｈｔ		信越		長野県		22		9		25,859		24,000		11,892		6,618		11,104		0		6,491		11,892		11,104		828		6,074		2,150		2,080		1,696		4,368		4,285		83		247		985,459		448,235		444,113		93,111		3/31/21		その他項目には、電力販売収入、自治体委託事業収入、その他委託事業収入・放送コンテンツ海外展開事業収入を含んでいます。				岩下　正志		総務財務課		026-246-1222		iwashita@stvnet.co.jp		25,859		24,000		11,892		103		11,104		11,104		6,074		4,368						0		長野県

		10110178		蓼科ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		6		0		3,500		3,306		2,285		230		820		0		820		2,285		1,421		27		807		206		459		142		82		58		24		0		139,413		81,541		43,384		14,488		1/31/21						関　俊之		代表取締役		0267-56-3101		toshi@tcv21.co.jp		3,500		3,306		2,285		3		820		1,421		807		82						0		長野県

		10110179		テレビ北信ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		7		0		18,122		15,050		3,056		0		1,771		1,386		1,391		3,056		1,771		0		38		27		11		0		3		0		3		0		172,165		110,934		8,952		52,277		3/31/21						池田　清二		統括部長		0269-26-0202		ikeda@thvnet.tv		18,122		15,050		3,056		288		1,771		1,771		37		2						0		長野県

		10110180		(株)テレビ松本ケーブルビジョン		信越		長野県		61		11		132,500		133,936		62,642		39,330		28,836						62,642		28,836		2,628		16,916		2,434		4,313		7,624		16,275		16,275		0		0		2,757,221		1,669,931		1,087,286		0		5/31/20		※20201005 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				白鳥　忠夫		技術部　取締役技術部長		0263-35-1298		0005-shiratori@tvm.co.jp		132,500		133,936		62,642		3,426		28,836		28,836		16,916		16,275						0		長野県

		10110181		丸子テレビ放送(株)		信越		長野県		12		0		10,517		10,327		7,546		1,940		995		0		0		7,546		1,710		0		868		219		272		377		361		358		3		0		227,161		205,019		22,142		0		3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				池田　宏		代表取締役社長		0268-43-2111		info@marukotv.jp		10,517		10,327		7,546		0		995		1,710		868		361						0		長野県

		10110182		大町市		信越		長野県		1				11,887		11,887		2,962		2,136		668						2,962		1,180		0		0								0								68,324		68,324						3/31/21						倉科　太		大町市役所　総務部情報交通課　ケーブルテレビ係　係長		0261-21-3805		catv@city.omachi.nagano.jp		11,887		11,887		2,962		695		668		1,180		0		0						0		長野県

		10110183		東御市		信越		長野県		3		1		1,903		1,903		1,458		1,458		454				454		1,270		1,270		4		0								0								38,929		38,929						3/31/19						削除済		指定管理者　(株)上田ケーブルビジョン						1,903		1,903		1,458		0		454		1,270		0		0				3/31/20		0		長野県

		10110184		長野市		信越		長野県						4,882		4,882		3,761		1,946		911		0		911		3,761		911		0		0								0						0		86,651		69,900		4,260		12,491		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				関　信一郎		指定管理担当部長		026-233-1713		sekishin@nagano-inc.co.jp		4,882		4,882		3,761		3,420		911		911		0		0						0		長野県

		10110185		(株)ケーブルネット新潟		信越		新潟県		24		20		200,477		108,520		40,179		0		14,959		5,025				9,635		9,635		0		5,361		5,361						0						0		696,781		550,670		146,111		27,845		決算期変更２００７／４～１２月の９ヶ月						削除済		総務部長						200,477		108,520		37,953		10,259		14,959		9,122		5,039		0				3/31/09		0

		10110186		(株)佐渡テレビジョン		信越		新潟県		18		4		14,203		15,826		5,682		0		1,990				1,230		5,682		1,990		0		959		732				227		211				211		0		407,025		154,549		108,007		144,469		12/31/20						學之　基		営業部　取締役営業部長		0259-61-1212		netsell@e-sadonet.tv		14,203		15,826		5,682		0		1,990		1,990		959		211						0		新潟県

		10110187		上越ケーブルビジョン(株)		信越		新潟県		56		22		87,406		80,300		47,914		40,093		1,472				46,614		46,614		4,089		0		29,709		13,513		1,123		15,073		28,743		28,743		0		0		2,661,061		1,489,336		977,667		194,058		3/31/21				(株)ＣＣＪ		池端　芳江		営業部　部長		025-526-2111		ikehata@jcv.co.jp		87,406		80,300		47,914		0		1,472		4,089		29,709		28,743						0		新潟県

		10110188		(株)エヌ・シィ・ティ		信越		新潟県		100		21		218,037		192,415		50,060				23,948		0		23,948		50,060		26,838				40,545		6,384		3,925		30,236		38,785		38,785		0		715		3,668,448		1,582,136		1,655,367		430,945		3/31/21				(株)ＣＣＪ		河内　直之		総務部		0258-77-0337		kawauchi-n06@nct9.co.jp		218,037		192,415		50,060		3,755		23,948		26,838		40,545		38,785						0		新潟県

		10110189		糸魚川市		信越		新潟県		4				5,575		5,575		5,575		5,575		0						3,198		0				0								0								59,972		59,972						3/31/21		(年度総売上備考：民間事業者ではないため、実際の売上実績とは相違があります。） 行政が運営しているため、適切な回答ができるような項目がありませんので、記載した金額に相違があります。				池亀 正樹		能生事務所　有線テレビ係　主査		025-566-3111		nou@city.itoigawa.lg.jp		5,575		5,575		5,575		5,575		0		0		0		0						0		新潟県

		10110190		コミュニティネットワーク佐渡		信越		新潟県		2				12,782		12,782		5,784		0		156		0		0		5,728		156		0		0		0		0		0		0		0		0		0		114,380		103,991		0		10,389		3/31/21		２０２１．８．２７　総売上・実績内訳・決算年月日を更新（事業者からのメールにより）＠連盟				本間　義也		佐渡市　総務課　広報戦略室　情報政策係　主任		0259-63-5139		k-jyoho@city.sado.niigata.jp		12,782		12,782		5,784		4,882		156		156		0		0						0		新潟県

		10110191		長和町		信越		長野県		0		0		2,637		2,637		2,435		0		0				73		2,481		184		0		662		657				26		26		0		30		0		79,090		57,558		21,302		230		3/31/21		※20211020　年度総売上実績／内訳・放送　を修正（事業者よりのメールを元に修正）＠連盟				羽毛田　健次		情報広報課　ケーブルテレビ専門幹		0268-75-2043		catv@town.nagawa.nagano.jp		2,637		2,637		2,435		0		0		184		662		26						0		長野県

		10110192		(株)コミュニティテレビこもろ		信越		長野県		25		0		16,575		16,221		6,073		0		5,490		0		0		6,202		5,244		0		4,088		3,367		425		235		2,431		2,431				0		605,167		292,349		266,733		46,085		6/30/20		※20210802　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)  弊社決算月が６月のため、本年度決算はまだ確定しておりません。 上記数値は昨年度の数値です。				荻原　守		専務取締役		0267-22-9911		ogihara@ctk23.ne.jp		16,575		16,221		6,073		0		5,490		5,244		4,088		2,431						0		長野県

		10110200		(株)インフォメーションネットワーク郡上八幡		東海		岐阜県		6		0		4,720		4,000		2,686		39		2,491		2,718				2,686		0		0		520		138		206		176		14						43		111,902		70,082		28,270		13,550		2/28/21						二村　美賀子		取締役副社長		0575-65-6288		ing@gujocity.net		4,720		4,000		2,686		1		2,491		0		520		14						0		岐阜県

		10110201		(株)大垣ケーブルテレビ		東海		岐阜県		78				108,522		108,522		54,574		32,551		13,482		0						13,482				31,982		2,522		10,236		19,224		24,357		24,357				30		2,545,920		1,055,202		1,349,558		141,160		3/31/21		令和3年3月末決算実績				安田 正治		シニアマネージャー		0584-82-1200		yasuda@ogaki-tv.co.jp		108,522		108,522		54,574		673		13,482		13,482		31,982		24,357						0		岐阜県

		10110202		おりべネットワーク(株)		東海		岐阜県		29		13		77,039		77,039		26,903		16,476		6,164		0		6,164		26,845		6,164		11		18,867		4,271		2,064		12,532		21,591		21,591		0		0		1,304,063		755,116		548,948		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		(株)コミュニティネットワークセンター		福富　正浩		総務・技術部　部長		0572-24-7733		fukutomi@oribe-net.co.jp		77,039		77,039		26,903		59		6,164		6,164		18,867		21,591						0		岐阜県

		10110203		(株)ケーブルテレビ可児		東海		岐阜県		39		11		50,590		50,590		24,055		9,044		9,538				9,538		24,055		9,538		420		11,227		3,559		534		7,134		11,316		11,316		0		0		1,316,703		633,744		673,492		9,456		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		奥村　俊彦		企画部総務グループ　グループ長		0574-63-7955		okumura@tv.ctk.ne.jp		50,590		50,590		24,055		44		9,538		9,538		11,227		11,316						0		岐阜県

		10110204		シーシーエヌ(株)		東海		岐阜県		77		55		341,811		341,811		98,924		49,113		19,936		0		50,403		89,834		21,674		14		46,985		1,774		2,174		43,037		46,143		46,143		0		1,406		4,762,278		1,619,578		2,767,945		374,753		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		井上　美紀		総務部		058-268-2305		m-inoue@ccn-catv.co.jp		341,811		341,811		98,924		2,470		19,936		21,674		46,985		46,143						0		岐阜県

		10110205		山県市有線テレビ		東海		岐阜県						10,054		10,054		8,288		0		44		36						9		0		2,910		2,910						0						0																								10,013		10,013		8,237		0		44		11		2,756		0				12/19/07		0

		10110206		郡上ケーブルテレビ放送センター		東海		岐阜県		10				10,333		9,116		9,116		9,116		433						9,116		433		0		4,430		3,344		623		463		67		67						444,423		258,392		186,030				3/31/21						原　喜与朗		指定管理者　総務部		0575-67-2787		info@gujo-tv.ne.jp		10,333		9,116		9,116		5,648		433		433		4,430		67						0		岐阜県

		10110207		(株)アミックスコム		東海		岐阜県		16				23,356		23,356		14,242		14,242		5,548						14,242		0		0		9,442		0		7,185		2,257		4,709		4,709		4,709				672,037		193,156		384,812		94,069		3/20/21						松井　勇樹		技術チーム		0573-20-3252		jcta@amixcom.jp		23,356		23,356		14,242		0		5,548		0		9,442		4,709						0		岐阜県

		10110210		(株)伊豆急ケーブルネットワーク		東海		静岡県		39		9		49,975		38,000		26,601		0		8,647		0		5,904		26,939		8,647		230		5,515		561		217		4,737		6,811		6,811		0		0		1,266,991		699,939		456,422		110,628		3/31/21						小川　幸人		経営企画部　経営企画チーム		0557-81-3346		ogawa.y.041@ikctv.com		49,975		38,000		26,601		268		8,647		8,647		5,452		6,811						1		静岡県

		10110211		伊豆太陽サービス(株)		東海		静岡県		0		0		3,902		3,902		1,933		0		0						1,933		0		0		0								0						0		42,798		42,798		0		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201020　千円単位に修正 　42,963,668→42,964				佐藤　幸彦		河津有線テレビ所長		0558-32-1747		izu-yuusen@orange.ocn.ne.jp		3,902		3,902		1,933		476		0		0		0		0						0		静岡県

		10110212		(有)伊東テレビクラブ		東海		静岡県		5				8,800		8,534		4,491		1,100		509				127		4,491		509		59		0								0						0		114,782		110,631				4,151		8/31/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				堀江　稔		技術部所属　取締役統括部長		0557-37-4903		itotv325@quartz.ocn.ne.jp		8,800		8,534		4,491		172		509		509		0		0						0		静岡県

		10110213		小山町テレビ共聴組合		東海		静岡県		6		0		5,000		4,347		2,491		0		0		0				2,491		0		0		0								0								47,862		47,862						3/31/21						青木　直也		制作部		0550-76-4832		otk@oyama-tv.jp		5,000		4,347		2,491		2,410		0		0		0		0						0		静岡県

		10110214		小林テレビ設備(有)		東海		静岡県		7		3		5,500		5,500		4,048		0		0		0		0		4,048		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		107,782		107,782		0		0		6/30/20		(年度総売上備考：30年６月末決算実績） ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				渡邊　良平		代表取締役		0558-22-5232		kobayashi-tv@cy.tnc.ne.jp		5,500		5,500		4,048		2,062		0		0		0		0						0		静岡県

		10110215		(有)シオヤ		東海		静岡県		5		0		8,650		5,888		2,913				0		0						0				0								0								58,985		58,985						9/30/18		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				削除済								8,650		5,888		2,913		0		0		0		0		0				9/30/19		0		静岡県

		10110216		(株)トコちゃんねる静岡		東海		静岡県		15		25		188,893		188,893		55,302		39,942		13,530				13,530		55,302		13,530		734		40,272		329		2		39,941		35,941		35,941						3,008,722		848,242		2,160,480		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		鈴岡　靖章		技術部ＩＣＴ課　課長		054-347-9811		suzuoka_yasuaki@tocochannel.co.jp		188,893		188,893		55,302		7,477		13,530		13,530		40,272		35,941						0		静岡県

		10110217		下田有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		8		0		7,000		7,000		4,721		2		101		0		0		4,721		101		0		0								0						0		91,695		91,695		0		0		3/31/21						松本　邦久		代表取締役社長		0558-22-2443		matsumoto@shimoda-catv.co.jp		7,000		7,000		4,721		3,092		101		101		0		0						0		静岡県

		10110219		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		東海		静岡県		245		150		454,277		454,277		220,487		59,248		66,014		0		66,014		220,487		92,687		4,750		146,209		8,984		37,098		100,127		124,145		119,883		4,262		378		13,968,332		5,390,708		8,577,624				3/31/21						藤森　敏文		管理本部 総務部　副参事		054-253-2400		fujimori_tsfm@tokai-grp.co.jp		454,277		454,277		220,487		3,066		66,014		92,687		146,209		124,145						0		静岡県

		10110220		(株)東豆有線		東海		静岡県		4				4,330		4,100		3,135				735						3,135		0				0								0								70,888		70,888						9/30/20		※20161012 決算年月日修正（2014→2015） 売上は前年とは異なっていたので、修正漏れ。 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				水野　次男		取締役		0557-47-1728		touzu-u@giga.ocn.ne.jp		4,330		4,100		3,135		0		735		0		0		0						0		静岡県

		10110222		(株)御前崎ケーブルテレビ		東海		静岡県		10		3		12,035		12,035		10,734		10,734		5,153				5,153		10,734		5,373		0		1,870		128		925		817		1,281		1,281		0				565,363		214,476		78,887		272,000		3/31/21						山下　優孝		統括部　部長		0537-85-8700		tv-yamashita@maotv.ne.jp		12,035		12,035		10,734		0		5,153		5,373		1,870		1,281						0		静岡県

		10110223		浜松ケーブルテレビ(株)		東海		静岡県		53		4		226,550		226,550		59,748		81		18,423		0		18,423		59,748		18,423		631		19,303		7,539		9,752		2,012		11,958		11,958		0		0		1,752,133		976,955		775,178		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				野田　敬司		コンテンツ部　部長		053-445-2878		kn00002@sf.winde.jp		226,550		226,550		59,748		1,777		18,423		18,423		19,303		11,958						0		静岡県

		10110224		東伊豆有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		5		0		3,300		2,900		2,232				622						2,232		0				0								0								52,887		47,912				4,975		9/30/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) (年度総売上備考：特になし）				奈良 有起		局長代理		0557-95-2200		nara@hicat.co.jp		3,300		2,900		2,232		0		622		0		0		0						0		静岡県

		10110225		(株)御殿場ケーブルメディア		東海		静岡県		0		0		26,937		22,635		13,725		0		3,314		1,803						1,511		0		1,287		431		0		856		294		294		0		0		245,778		220,609		25,636										削除済		代表取締役専務						26,937		22,635		13,591		0		3,326		1,485		1,048		250				3/31/10		0

		10110230		(株)アイ・シー・シー		東海		愛知県		48		3		164,198		141,900		57,097		9,225		11,844				11,876		57,097		11,876		80		21,609		966				20,643		21,835		21,835				616		2,026,299		868,891		1,157,408		0		3/31/21		年度総売上備考：上記売上実績はR３年３月期の数字				加藤　寿		営業推進部　兼　技術部　部長		0586-26-2766		katoh@icc-media.co.jp		164,198		141,900		57,097		4,286		11,844		11,876		21,609		21,835						0		愛知県

		10110231		稲沢シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		13		1		36,000		23,000		8,591				1,965		0		2,136		8,786		1,965				989		575		234		180		949		949						280,055		206,936		66,281		6,838		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				石原　勝稔		業務部		0587-24-1234		k-ishihara@toptower.co.jp		36,000		23,000		8,591		732		1,965		1,965		989		949						0		愛知県

		10110232		(株)キャッチネットワーク		東海		愛知県		142		98		286,765		278,162		178,966		173,387		48,924						178,966		48,924		716		94,584		1,570		39,212		53,802		81,914		81,914		0		771		8,326,865		2,344,700		4,841,075		1,141,090		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		山田　耕嗣		コーポレート本部　人事総務課　課長		0566-27-2272		koji-y@katch.co.jp		286,765		278,162		178,966		157		48,924		48,924		94,584		81,914						0		愛知県

		10110233		グリーンシティケーブルテレビ(株)		東海		愛知県		55		25		173,040		165,697		63,473		24,283		16,265				16,265		63,473		16,265		33		29,513		2,162		2,828		24,523		28,236		28,236				16		2,618,409		990,816		1,614,618		12,973		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		半田　健		地域戦略本部　営業部　営業グループ　主任		0561-57-0246		t-handa@gctv.co.jp		173,040		165,697		63,473		54		16,265		16,265		29,513		28,236						0		愛知県

		10110234		(株)ＣＡＣ		東海		愛知県		50		8		63,653		63,653		27,222		24,490		4,365				4,111		26,999		4,365		75		5,978		174		3,358		2,446		6,670		6,670				153		938,347		554,415		346,186		37,745		3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・その他　を修正(@連盟) 1千円の差異については、千円未満を切り捨てのため生じた差異				板井　綾子		総務部 部長		0569-26-0606		soumu@cac12.jp		63,653		63,653		27,222		0		4,365		4,365		5,978		6,670						0		愛知県

		10110236		スターキャット・ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		154		125		1,066,639		1,066,639		546,523		81,672		89,085		0				546,523		89,085		20,415		131,747		1,156		29,186		101,405		81,585		81,585				507		11,518,118		6,311,862		4,592,142		614,114		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		松見　次郎		企画部　次長		052-231-2390		kikaku@starcat.co.jp		1,066,639		1,066,639		546,523		19,903		89,085		89,085		131,747		81,585						0		愛知県

		10110237		四国中央市		四国		愛媛県						4,000		4,000		2,653		0		433		0		433		2,653		433		0		1,281		891		303		87		1,433		1,433		0		0		130,654		61,517		39,986		29,151		3/31/21		２０２１．８．１３　総売上・内訳を更新（事業者からのメールにより）@連盟  指定管理者へ利用料金制を採用し委託しているため、決算後、売上等についても分割する必要があり、時間を要するため調査中としております。				冨原　英友		情報政策課　情報政策係　係長		0896-28-6204		h.tomihara@city.shikokuchuo.ehime.jp		4,000		4,000		2,653		0		433		433		1,281		1,433						0		愛媛県

		10110238		知多メディアスネットワーク(株)		東海		愛知県		86		13		149,794		149,794		90,011		88,047		29,860		0		29,860		90,011		29,860		613		41,716		2,774		19,600		19,342		39,927		39,927		0		261		4,310,109		1,662,351		2,096,001		551,757		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		松山　崇臣		経営企画部　経営戦略グループ　グループリーダー		0562-33-7101		matsuyama@medias.co.jp		149,794		149,794		90,011		7,606		29,860		29,860		41,716		39,927						0		愛知県

		10110239		中部ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		188		88		653,634		603,158		250,176		178,037		58,054		0		58,054		250,176		58,783		1,047		107,136		15,915		30,805		60,416		106,964		106,964		0		92		9,614,673		3,523,043		4,934,526		1,157,104		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ｢電気通信事業損益報告」 〈電気通信事業〉6,085,960（単位：千円）  〈電気通信事業以外の事業〉3,528,714（単位：千円）		(株)コミュニティネットワークセンター		安達　剛志		企画・営業本部　経営企画部長		052-339-2304		keiei-kikaku@ccnw.co.jp		653,634		603,158		250,176		1,234		58,054		58,783		107,136		106,964						1		愛知県

		10110240		知多半島ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		45		2		58,786		58,786		31,475		11,983		10,843				9,782		30,789		10,843		502		10,893		531		1,782		8,526		13,209		13,209				22		1,754,599		1,011,768		742,831		0		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		木学　洋和		企画管理部　次長		0569-34-8041		kigaku@tac-net.co.jp		58,786		58,786		31,475		25		10,843		10,843		10,893		13,209						0		愛知県

		10110241		豊橋ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		64		11		201,269		167,800		82,963		62,209		18,083				18,083		71,375		18,083		1,259		42,526								32,990		32,990		0				3,077,408		1,196,407		1,881,000				3/31/21						河辺　智勇		取締役		0532-56-1231		kawabe-t@sf.tees.ne.jp		201,269		167,800		82,963		4,586		18,083		18,083		42,526		32,990						0		愛知県

		10110242		(公財)名古屋ケーブルビジョン		東海		愛知県		12		1		12,390		12,390		7,153		0		0								0		0		0								0						0		600,072		233,027		0		367,045		3/31/16		エリア都道府県の入力について ・年度総売上実績、年度総売上実績内訳・放送、年度総売上実績内訳・その他 愛知県と岐阜県を世帯別に按分して入力済 愛知県（８０％）、岐阜県（２０％）				削除済		総務管理部　部長						12,390		12,390		7,153		7,153		0		0		0		0				3/31/17		1		愛知県

		10110243		西尾張シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		47		37		222,846		158,695		79,540		6,666		16,609		0		16,609		47,462		16,609		177		20,443		5,982		1,927		12,534		22,960		22,960		0		116		2,552,740		1,245,834		1,306,906		0		3/31/21						服部　吉貴		管理部　次長		0567-25-9350		soumu@clovernet.co.jp		222,846		158,695		79,540		2,982		16,609		16,609		20,443		22,960						0		愛知県

		10110244		ミクスネットワーク(株)		東海		愛知県		56		0		165,132		165,132		63,612		41,908		17,691		0		17,691		29,978		17,691		304		21,160		3,736		14,169		3,255		15,587		15,587				0		2,643,423		1,447,641		1,195,782		0		9/30/20						森崎　健吾		常務取締役		0564-25-5066		kengo@inc.catvmics.ne.jp		165,132		165,132		63,612		1,500		17,691		17,691		21,160		15,587						0		愛知県

		10110245		ひまわりネットワーク(株)		東海		愛知県		151		92		231,223		231,223		146,223		146,223		76,091		0		76,091		146,223		76,091		396		67,177		2,916		6,753		57,508		57,855		57,855		0		1,712		11,635,797		4,491,198		7,144,599		0		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		磯谷　由美子		総務部　係長		0565-35-3440		isogai@himawari.co.jp		231,223		231,223		146,223		104		76,091		76,091		67,177		57,855						0		愛知県

		10110246		三河湾ネットワーク(株)		東海		愛知県		13		11		49,570		49,570		19,932		17,102		3,259		0		3,259		19,529		3,337		13		11,347		1,318		1,078		8,951		11,681		11,681		0		12		758,978		399,135		285,989		73,853		3/31/21		(年度総売上備考：通信部門はひまわりネットワークより販促手数料となる）		(株)コミュニティネットワークセンター		會場　啓悟		取締役		0533-69-7784		aiba@sky-1.co.jp		49,570		49,570		19,932		403		3,259		3,337		11,347		11,681						0		愛知県

		10110255		伊賀上野ケーブルテレビ(株)		東海		三重県		46		6		36,592		36,592		23,984		23,984		12,974		0		12,974		12,974		12,974		113		15,502		652		6,648		8,202		12,716		12,695		21		0		2,763,744		1,354,930		1,391,151		17,662		3/31/21						伊室　晃治		総務部　部長		0595-24-2560		imuro@ict-tv.co.jp		36,592		36,592		23,984		551		12,974		12,974		15,502		12,716						0		三重県

		10110256		(株)アイティービー		東海		三重県		43		0		80,676		80,676		55,369		0		17,017						52,458		17,017		0		18,626		15,162		2,532		932		609				609		0		2,441,058								≪平成２５年３月３１日≫						削除済								80,058		80,058		55,341		0		11,184		17,326		19,532		678				3/31/14		0		三重県

		10110257		(株)ケーブルネット鈴鹿		東海		三重県		0		19		87,568		87,568		57,556		26,706		27,841		0		20,117		56,750		25,467		11,029		27,523		1,877		3,232		22,414		21,897		21,897		0		276		2,902,495		957,905		1,944,590				3/31/21				(株)ＣＣＪ		朝倉　広幸		総務部・次長		059-380-6600		cty_somu11@cty.co.jp		87,568		87,568		57,556		0		27,841		25,467		27,523		21,897						0		三重県

		10110258		(株)シー・ティー・ワイ		東海		三重県		199		61		184,489		184,387		160,101		55,372		54,310				22,490		158,365		47,426		24,185		60,729		1,264		10,954		48,511		46,149		46,149				877		6,280,820		1,932,758		4,348,062				3/31/21				(株)ＣＣＪ		朝倉　広幸		総務部　総務課　課長		059-353-6505		cty_somu11@cty.co.jp		184,489		184,387		160,101		0		54,310		47,426		60,729		46,149						0		三重県

		10110259		(株)ラッキータウンテレビ		東海		三重県		19		0		60,915		51,311		13,998		0		1,322		0						1,545		0		3,976						0		1,787		1,794		0		0		696,971		221,010		429,887		46,075		3/31/21		※20180725 売上円単位で誤入力⇒千単位に修正 ※20180725 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201009 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20210811 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				近藤　均		取締役		0594-24-0001		kondo@lucky-towntv.co.jp		60,915		51,311		13,998		0		1,322		1,545		3,976		1,787						0		三重県

		10110260		(株)ＺＴＶ		東海		三重県		252				560,886		560,886		279,584		264,036		117,642				117,642		279,584		117,642		12,501		130,384								97,128		97,117		11		2,031		16,402,331		6,268,442		9,994,870		139,019		6/30/20						川原田　剛		総務部　人事課　課長代理		059-236-5111		kawarada@ztv.co.jp		560,886		560,886		279,584		18,400		117,642		117,642		130,384		97,128						1		滋賀県

		10110261		(株)アドバンスコープ		東海		三重県		74		14		38,713		38,713		19,151		16,211		17,177		0		16,400		16,400		17,177		38		12,902		613		2,749		9,540		10,479		10,479		0		2,110		1,903,840		789,849		993,783		120,208		3/31/21						松鹿　友子		総務部　総務課　課長		0595-64-7821		matsushika@advanscope.jp		38,713		38,713		19,151		1,974		17,177		17,177		12,902		10,479						0		三重県

		10110262		松阪ケーブルテレビ・ステーション(株)		東海		三重県		79		8		107,987		107,987		70,235				16,531		0		16,531				17,074		2,501		34,118		15,104		8,805		9,874		26,757		26,757		0		1,876		3,627,285		1,635,865		1,991,420		0		3/31/21						掛橋　直也		総務部　総務課長		0598-50-2244		info@mctv.jp		107,987		107,987		70,235		555		16,531		17,074		34,118		26,757						0		三重県

		10110263		下呂市		東海		岐阜県		5		0		12,149		8,279		7,282		7,282		0						7,282		0				788		0		0		788		0								243,133		63,109		180,024		0		7/31/21						熊崎　龍登		下呂市市長公室企画課情報管理室　主任		0576-24-2222		ryuto-k@city.gero.lg.jp		12,149		8,279		7,282		5,834		0		0		788		0						0		岐阜県

		10110270		上婦負ケーブルテレビ(株)		北陸		富山県		11		0		16,215		10,485		6,860		6,819		4,601		0		4,021		6,860		4,162		0		2,141		1,053		175		913		178		0		178		0		375,728		290,079		85,649		0		3/31/21						燒田　賢一				076-469-6661		kct-jcta@knei.jp		16,215		10,485		6,860		16		4,601		4,162		2,141		178						0		富山県

		10110271		(株)ケーブルテレビ富山		北陸		富山県		78		30		165,896		165,896		113,692		107,570		39,203		0		39,203		113,692		61,086		1,815		38,957		868		1		38,088		38,247		38,247		0		5,886		5,535,754		2,933,990		2,601,764		0		3/31/21						島崎　正樹		経営管理部長		076-444-5952		shimasak@cttnet.co.jp		165,896		165,896		113,692		0		39,203		61,086		38,957		38,247						0		富山県

		10110272		富山市（ケーブルテレビ八尾センター）		北陸		富山県		0		10		6,537		6,537		6,423		0		4,123		3,923						200		0		2,689		2,689						60		60				0		175,261																						6,483		6,483		6,423		829		4,123		200		2,689		60				2/20/08		0

		10110273		能越ケーブルネット(株)		北陸		富山県		35		0		35,781		35,781		19,363		5,512		5,363		0		5,363		19,363		7,143		80		6,192		2,801		513		2,878		4,149		4,131		18		414		1,113,099		585,372		361,871		165,856		3/31/21						作道　実		総務部		0766-74-1166		tsukuri@cnethimi.co.jp		35,781		35,781		19,363		0		5,363		7,143		6,192		4,149						0		富山県

		10110274		射水ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		30		1		39,401		39,401		27,837		22,506		10,779		0		14,949		28,538		11,080		383		13,223		3,020		76		9,867		13,734		13,734		0		988		1,843,461		807,786		950,270		85,405		3/31/21						高山　一登		常務取締役		0766-82-7320		takayama@catvnet.co.jp		39,401		39,401		27,837		701		10,779		11,080		13,223		13,734						0		富山県

		10110275		高岡ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		40		1		65,857		65,857		47,813		26,026		12,442				12,442		47,813		12,442		1,257		16,388		844		8,669		6,813		15,354		15,354		0		1,149		2,217,306		1,388,004		829,301				3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				笠井　克祐		事業本部　執行役員事業本部長		0766-26-6900		kasai@takaoka-catv.jp		65,857		65,857		47,813		0		12,442		12,442		16,388		15,354						0		富山県

		10110276		となみ衛星通信テレビ(株)		北陸		富山県		41		0		42,753		42,753		29,672		9,795		13,305		0		13,305		29,672		13,305		869		11,788		2,222		2,791		6,775		9,747		9,747		0		780		1,813,113		1,042,338		770,775		0		3/31/21		年度総売上実績内訳・放送には砺波広域圏事務組合及び小矢部市ケーブルテレビ分も含みます。 【内訳】 となみ衛星通信テレビ㈱　539,540千円 砺波広域圏事務組合　241,282千円 小矢部市ケーブルテレビ　261,516千円				加賀谷　一幸		総務部次長　管理課　課長		0763-22-7600		smile-jcta@tst-tv.jp		42,753		42,753		29,672		0		13,305		13,305		11,788		9,747						0		富山県

		10110277		(株)新川インフォメーションセンター		北陸		富山県		18		4		15,856		15,856		10,950		2,783		4,533		0		4,533		10,950		5,732		145		4,548		2,764		990		868		4,433		4,433		0		0		858,498		330,968		236,396		291,134		3/31/21						松岡　千穂		取締役総務部長		0765-23-6110		matsuoka@nice-tv.jp		15,856		15,856		10,950		66		4,533		5,732		4,548		4,433						0		富山県

		10110278		新川広域圏事務組合		北陸		富山県		0		4		28,004		28,004		22,495		0		4,614				4,614		22,495		5,388		0		8,305		7,957				707		0						0		531,594		438,821		51,278		41,495		3/31/15						削除済								28,004		28,004		22,542		1,012		4,685		5,229		8,664		0				3/31/16		0		富山県

		10110279		滑川中新川地区広域情報事務組合		北陸		富山県		0		11		26,400		26,400		15,898		0		6,048		0		7,874		15,898		15,512				5,589		4,557		0		1,032		50		0		50		426		461,889		38,753		413,633		9,504		4/30/21		※20210721 事業状況・財務状況・・・事業譲渡先（株）ＴＡＭの確定データを元に更新（連盟）  ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				竹山　雅信		総務課　係長		076-474-9211		takeyama@net3-tv.jp		30,001		30,001		15,906		382		7,907		15,412		5,653		0				6/30/21		0		富山県

		10110280		加賀ケーブル(株)		北陸		石川県						29,163		29,163		8,935		0		8,056				8,056		8,935		8,056		641		3,692		1,533		289		1,870		2,880		2,880		0		0		732,596		331,216		220,956		180,424		3/31/21		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				髙田　直彦		代表取締役社長		0761-72-8191		takata@kagacable.jp		29,163		29,163		8,935		879		8,056		8,056		3,692		2,880						0		石川県

		10110281		金沢ケーブル(株)		北陸		石川県		30		34		255,815		255,815		103,153		3,188		22,862				41,931		103,153		41,931		2,575		35,523		9,125		2,875		23,523		24,034		24,007		27		6,209		5,122,818		2,752,589		2,370,228		0		3/31/21						多賀　陽市		営業部		076-224-1140		y-taga@kanazawacatv.jp		255,815		255,815		103,153		8,637		22,862		41,931		35,523		24,034						0		石川県

		10110282		(株)テレビ小松		北陸		石川県		22		0		57,483		30,300		19,709		14,130		7,788				7,788		18,623		12,333		2,477		10,002		1,216		1,959		6,827		9,409		9,409						1,147,943		546,844		569,112		31,987		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20190910 放送内訳修正値入手し連盟が登録 決算年月日更新漏れ⇒2019/03/31に修正				縄　洋平		代表取締役専務		0761-23-3911		y-nawa@tvk.ne.jp		57,483		30,300		19,709		2,600		7,788		12,333		10,002		9,409						0		石川県

		10110283		(株)あさがおテレビ		北陸		石川県		19		1		39,598		39,598		25,517		11,595		9,387		0		5,360		19,690		7,844		269		6,968		1,689		1,107		4,172		7,238		7,238						1,257,078		730,977		526,101		0		3/31/21		※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				森　謙一		取締役（事業推進担当）		076-274-3333		mori@asagaotv.ne.jp		39,598		39,598		25,517		61		9,387		7,844		6,968		7,238						0		石川県

		10110287		織田中央テレビ共同受信施設組合		北陸		福井県		0		1		1,370		1,370		1,370		0		0		1,370						0		0										0						0																								1,370		1,370		1,370		1,370		0		0		0		0				12/19/07		0

		10110288		丹南ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		38		5		61,362		61,362		42,403		36,145		27,476		0		27,476		42,403		27,476		0		19,017		325		326		18,366		14,473		14,473		0		782		2,323,097		1,411,138		911,959		0		3/31/21						石塚　喜章		経営企画部　部長		0778-21-5040		ishiduka@t-catv.co.jp		61,362		61,362		42,403		5,150		27,476		27,476		19,017		14,473						0		福井県

		10110289		福井ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		39		40		115,231		103,200		90,915		17,942		81,343		0		81,224		89,346		81,224		11,045		33,141		6,390		13,556		13,195		30,248		30,248				825		5,281,815		2,869,707		2,412,108		0		3/31/21						安田　誠		社長補佐		0776-20-3651		yasuda@fctv.co.jp		115,231		103,200		90,915		111		81,343		81,224		33,141		30,248						0		福井県

		10110290		美方ケーブルネットワーク(株)		北陸		福井県		4		5		8,677		8,651		7,482		2,355		5,218				3,678		7,385		4,902		0		2,581		390		1,971		137		69				80		28		273,719		135,390		99,475		38,854		3/31/21						真田　邦彦		事業局長兼サービス課 課長　		0770-32-3400		k-sanada@mmnet-ai.ne.jp		8,677		8,651		7,482		0		5,218		4,902		2,581		69						0		福井県

		10110292		(株)嶺南ケーブルネットワーク		北陸		福井県		30		12		29,013		29,013		26,056		6,152		19,110		0		19,110		19,110		21,860		395		11,148								7,772		7,740		32		1,097		1,507,433		786,724		663,413		57,295		3/31/21						平吹　明義		経営管理部　事業管理担当部長		0770-24-4101		rcn-man@rcn.ne.jp		29,013		29,013		26,056		0		19,110		21,860		11,148		7,772						0		福井県

		10110293		(株)ケーブルテレビ若狭小浜		北陸		福井県		15		2		12,114		12,114		11,039				2,257				1,490		11,039		2,257		104		915						915		0								367,584		318,489		38,542		10,553		3/31/21						中辻　文博		総務部　総務課長		0770-52-7201		nakatsuji@channel-oh.jp		12,114		12,114		11,039		0		2,257		2,257		915		0						0		福井県

		10110294		おおい町		北陸		福井県		9				3,266		3,266		3,266		0		714		0		2,411		3,266		2,411		0		0								0						0		12,713		12,713						3/31/21						濱田　知		まちづくり課　主事		0770-77-4051		tohamada@town.ohi.lg.jp		3,266		3,266		3,266		0		714		2,411		0		0						0		福井県

		10110300		環境エンジニアリング(株)		近畿		滋賀県						1,039		1,039		980		0		0								0		0		0								0						0																削除済		マネージャー						1,039		1,039		980		0		0		0		0		0				3/31/11		0

		10110301		余呉町		近畿		滋賀県		3				1,255		1,255		1,255		0		80								0		0		540		540						1,243						0																削除済		総務課情報係　係長						1,243		1,243		1,243		1,243		80		0		562		1,243				2/18/09		0

		10110302		(株)甲賀ケーブルネットワーク		近畿		滋賀県		7		3		18,403		9,925		2,055		0		2,055		2,055								0		271		271												0		105,943		99,195		5,310		1,437								削除済		営業部　主任						18,403		9,925		2,055		0		2,055		0		271		0				9/19/12		0

		10110303		滋賀ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		43		11		265,279		119,702		44,704		0		28,648		23,928						5,100		0		10,273								341		373				0		1,609,352																						118,363		118,363		42,104		0		28,648		4,382		9,640		341				12/19/07		0

		10110304		近江八幡ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県						29,557		29,557		13,368		0		9,684								0		0		2,529		2,529						72				72		0																削除済		技術部インターネット課						29,557		29,557		13,368		1,744		9,684		0		2,529		72				7/2/08		0

		10110310		(株)ＫＣＮ京都		近畿		京都府		23		20		188,089		76,563		38,447		0		25,798		0				38,447		12,687		2,286		34,899		40		151		32,661		32,650		32,611		39		0		2,509,890		668,588		1,755,184		86,117		12/31/20						山﨑　理		常務取締役総務部長		0774-95-0089		yamasaki@kcn-kyoto.jp		188,089		76,563		38,447		3,285		25,798		12,687		34,899		32,650						0		京都府

		10110311		(株)京都ケーブルコミュニケーションズ		近畿		京都府		37		30		686,500		313,000		136,000		0		34,000		0		12,970		0		12,970		0		10,300		10,300		0		0		0		0		0		0		2,924,000		1,243,000		490,000		0						ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　部長						686,500		313,000		136,000		0		34,000		8,850		10,300		0				10/22/08		0

		10110313		洛西ケーブルビジョン(株)		近畿		京都府		2		1		16,900		16,580		13,334				2,688		0		857		13,334		1,410				1,548				837		711		2,231		2,231						327,425		245,370		64,845		17,210		3/31/21						新治　光子		総務部　取締役総務部長		075-331-1411		niiharu@rcv.co.jp		16,900		16,580		13,334		0		2,688		1,410		1,548		2,231						0		京都府

		10110324		ケーブルウエスト(株)		近畿		大阪府		106		241		506,674		470,143		403,082		0		87,697		37,959						50,244		0		34,634								8,799		11,079				0														ＪＣＯＭ(株)										506,674		470,143		382,205		277,051		87,697		49,806		33,083		8,799				2/20/08		0

		10110326		(株)オプテージ		近畿		大阪府						8,547,305		7,581,906		930,902		930,902		299,468		0		299,468		930,902		299,468		0		1,578,271		0		0		1,578,271		1,637,241		1,471,554		165,687				260,897,000		30,226,000		167,938,000		62,732,000		3/31/21		20210728 データ更新				管理者								8,547,305		7,581,906		930,902		32,006		299,468		299,468		1,578,271		1,637,241						1		大阪府

		10110327		(財)京阪神ケーブルビジョン		近畿		大阪府		44		9		283,193		283,193		283,193		0		8,061		1,613		6,448		157,083		6,448		0		3,134		2,558		576		0		364		0		364		0		744,083		560,826		106,854		1,356								削除済		総務部長						280,550		280,550		280,550		234,567		6,918		5,659		3,218		356				3/31/10		0

		10110328		(株)ジェイコムウエスト		近畿		大阪府		0		251		5,666,125		5,666,125		3,772,470		0		988,906				988,906		3,772,470		988,906		247,468		965,370		47,332		73,318		844,720		931,490		931,490		0		92,267		130,798,206		51,330,015		53,943,641		25,524,550		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		石田　裕子		㈱ジェイコムウエスト 人事・管理統括部 管理グループ		06-7175-7301		jcw-corporate@jupiter.jcom.co.jp		5,666,125		5,666,125		3,772,470		893,956		988,906		988,906		965,370		931,490						1		大阪府

		10110330		吹田ケーブルテレビジョン(株)		近畿		大阪府		2		46		179,200		179,200		152,500		0		40,500		0						40,500		0		25,900								27,800						0		3,778,432												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						178,100		178,100		151,200		23,757		40,400		40,400		23,500		24,600				12/31/12		0

		10110331		(株)全関西ケーブルテレビジョン		近畿		大阪府		9		1		79,506		26,270		19,520		19,520		0						15,182		0				0								0								450,288		374,908				75,380		3/31/21						山田　茂生		エリア事業部　エリア事業部長		06-6201-3388		yamada@ac-tv.co.jp		79,506		26,270		19,520		17,223		0		0		0		0						1		大阪府

		10110332		高槻ケーブルネットワーク(株)		近畿		大阪府		0		44		167,000		167,000		114,900		0		43,300		0						43,300		0		28,400								34,100				0		0		4,393,710												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						166,500		166,500		114,100		25,400		43,800		43,800		27,100		31,400				12/31/12		0

		10110333		(株)テレビ岸和田		近畿		大阪府		48		9		96,367		89,521		71,660		25,346		27,455				27,455		71,660		27,455		3,060		29,303		1,099		630		27,574		31,566		31,566						2,699,052		1,225,884		1,359,887		113,281		3/31/21						嶋崎　宏和		技術本部　本部長		072-436-3636		shima@tvk.co.jp		96,367		89,521		71,660		24,002		27,455		27,455		29,303		31,566						0		大阪府

		10110334		豊中・池田ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0		56		237,900		237,900		178,800		0		52,300		0						52,300		0		33,500								36,900						0		4,994,113		2,847,288		1,642,168								ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						235,800		235,800		177,600		29,600		53,100		53,100		30,900		33,200				12/31/12		0

		10110337		東大阪ケーブルテレビ(株)		近畿		大阪府		0		49		246,100		246,100		155,700		0		57,200		0		37,200		95,907		57,200		0		31,900								41,000						0		5,469,225												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部　管理統括部						244,200		244,200		154,200		27,600		57,200		57,200		30,600		37,600				12/31/12		0

		10110338		北摂ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0				211,184		211,184		139,085		0		47,480		24,597						24,875		0										31,027						0		5,607,809												ＪＣＯＭ(株)										211,184		211,184		139,085		9,954		47,480		24,875		30,721		31,027				2/20/08		0

		10110339		北河内ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		33		120		320,076		320,076		174,720		0		62,869		7,422		55,447		174,720		55,447		0		32,568		25,319		5,498		1,751		30,606		23,372				0		5,903,437		3,648,607		1,459,003								ＪＣＯＭ(株)		削除済		ＣＳ推進課　課長						320,076		320,076		174,720		16,456		62,869		55,447		32,568		30,606				5/20/09		0

		10110341		(株)明石ケーブルテレビ		近畿		兵庫県		22		8		139,103		95,665		51,030		57,579		8,875						14,713		8,494		10		7,221		3,444		1,105		2,672		9,104		9,104						1,059,843		605,300		332,459		122,084		3/31/21						松尾　明美		管理部　担当課長		078-911-7000		matsuo@actv.zaq.ne.jp		139,103		95,665		51,030		36,317		8,875		8,494		7,221		9,104						0		兵庫県

		10110343		(株)淡路島テレビジョン		近畿		兵庫県		17		0		16,496		16,496		12,867		0		1,701				0		0		1,701		0						0		0		0		0		0		0		130,000														削除済		取締役総務管理部長						16,496		16,496		12,867		0		1,701		1,701		0		0				5/21/08		0

		10110344		ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス(株)		近畿		兵庫県		47		2		175,601		123,812		53,788		0		15,288		0		16,043		52,754		21,737		647		12,197		7,061		886		3,138		15,975		15,915		60				2,064,346		1,061,753		975,251		27,343		3/31/21						永濱　昭和		総務部　担当取締役		079-420-2525		ban-jcta@banban.co.jp		175,601		123,812		53,788		4,332		15,288		21,737		12,197		15,975						0		兵庫県

		10110345		神河町ケーブルテレビネットワーク		近畿		兵庫県		8		0		4,146		4,146		3,682		3,682		0		0		0		3,682		0		0		1,438		0		0		1,438		0						0		96,129		81,128		15,001		0		3/31/21						齊藤　斉		総務課　係長		0790-32-2752		jyoho@town.kamikawa.hyogo.jp		4,146		4,146		3,682		1,467		0		0		1,438		0						0		兵庫県

		10110347		(株)ケーブルネット神戸芦屋		近畿		兵庫県		0		198		812,500		812,500		615,700		0		159,700		0						159,700		0		109,600								143,100						0		17,917,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部　兵庫ブロック管理チーム長						810,700		810,700		608,600		131,300		156,800		156,800		102,000		131,900				12/31/12		0

		10110348		南あわじ市		近畿		兵庫県		4		4		19,743		19,743		0		0		0		0		0		13,963		0		0		0		0						0						0		1,050		1,013		37		0		3/31/21		市役所の一般会計のため、会計科目等当てはまるものがありませんので、非管理項目としています。				奥田 泰大		広報情報課　副課長		0799-43-2345		yasuhiro_okuda@city.minamiawaji.hyogo.jp		19,743		19,743		0		0		0		0		0		0						0		兵庫県

		10110349		(財)神戸市開発管理事業団		近畿		兵庫県		10		13		66,588		66,588		58,878		0		9,309		8,722		587		0		587		0		1,850		446		1,404		0		0						0		874,555		853,819		20,736				平成１８年度、金額はすべて税抜き額														66,588		66,588		58,878		0		9,309		587		1,850		0				2/20/08		0

		10110350		(株)ベイ・コミュニケーションズ		近畿		大阪府		245		19		884,700		883,900		808,400		29,257		130,193		0		104,434		808,400		130,193		20		216,457		10,484		72,245		133,729		154,359		154,318		41		192		18,756,555		5,554,113		11,374,516		1,827,925		3/31/21						竹村　健一郎		経営企画室　課長		06-6450-1179		ml-renmei@baycom.jp		884,700		883,900		808,400		677,052		130,193		130,193		216,457		154,359						1		大阪府

		10110351		姫路ケーブルテレビ(株)		近畿		兵庫県		53		14		248,600		248,600		125,757		36,249		39,658		0		23,437		125,757		39,658		940		46,890		5,732		11,764		29,394		43,415		43,355		60		0		4,319,453		1,991,265		2,328,189		0		3/31/21						松本　圭司		取締役総務部長兼企画部長		079-278-5070		k-matsumoto@winknet.ne.jp		248,600		248,600		125,757		42,304		39,658		39,658		46,890		43,415						0		兵庫県

		10110355		近鉄ケーブルネットワーク(株)		近畿		奈良県		233		133		567,506		418,209		197,644				60,633		0		60,633		197,644		72,532		16,166		145,855		14,382		776		130,697		139,141		136,045		3,096		3,019		13,527,622		4,310,266		9,217,356				12/31/20						金井　博美		監査役室・対外業務室		0743-75-5510		kanai@kcn.ad.jp		567,506		418,209		197,644		8,111		60,633		72,532		145,855		139,141						0		奈良県

		10110356		こまどりケーブル(株)		近畿		奈良県		10		2		38,357		38,357		32,640		26,478		3,815		0		10,827		32,640		10,827		12		0								0						0		1,621,801		701,437		0		920,364		12/31/20		特になし				山崎　理		常務取締役		0743-75-4744		yamasaki@kcn.ad.jp		38,357		38,357		32,640		27,023		3,815		10,827		0		0						0		奈良県

		10110357		(株)サイバーリンクス		近畿		和歌山県		535				7,780		4,025		4,025		4,025		307						4,025		307				1,263						1,263		26				26				10,321,048		91,692		85,173		10,144,183		12/31/20		20210729　総売上/実績内訳（放送・通信・その他）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				杉原　正洋		公共クラウド事業部　公共サービス運用部　ネットワーク運用課　課長補佐		0739-24-9500		m-sugihara@cyber-l.co.jp		7,780		4,025		4,025		4,025		307		307		1,263		26						0		和歌山県

		10110359		鹿足郡事務組合		中国		島根県		7		0		6,388		6,388		5,925		5,925		669				669		5,925		997		51		2,304		1,666		394		244		5,925		5,925		51		0		399,370		121,131		85,450		192,789		3/31/21						三宅　貴洋		主事		0856-74-2099		snn@tsuwano.net		6,388		6,388		5,925		2,830		669		997		2,304		5,925						0		島根県

		10110361		(株)中海テレビ放送		中国		鳥取県		64		11		100,740		100,740		55,420		27,271		38,476		0		38,476		55,420		38,476		1,113		23,679		1,763		317		21,599		25,452		25,452		42		848		5,624,157		2,630,433		1,197,890		1,795,834		3/31/21						鎌田　靖史		総務部　次長		0859-29-2211		catv@chukai.co.jp		100,740		100,740		55,420		2,985		38,476		38,476		23,679		25,452						0		鳥取県

		10110362		鳥取中央有線放送(株)		中国		鳥取県		26		0		18,280		18,280		14,667		14,667		3,161				1,459		14,667		3,161		131		5,381		2,351		2,051		979		0						497		527,641		287,326		240,314		0		3/31/21						谷口　成樹		事業部事業1係・係長		0858-53-2565		info@torichu.co.jp		18,280		18,280		14,667		1		3,161		3,161		5,381		0						0		鳥取県

		10110363		(株)鳥取テレトピア		中国		鳥取県		15		0		14,004		12,935		9,362		1,627		6,200		0				9,362		6,200		101		1,824		1,094		485		245		0						0		504,399		389,886		111,895		2,619		3/31/21						奈良井　大輔				0857-22-6111		daisuke-narai@inabapyonpyon.net		14,004		12,935		9,362		0		6,200		6,200		1,824		0						0		鳥取県

		10110364		日本海ケーブルネットワーク(株)		中国		鳥取県		68		0		91,547		91,547		63,785		8,108		39,984		0				63,772		39,984		1,451		15,463		9,606		1,379		4,478		17,291		17,291		0		2,526		3,027,543		2,071,919		955,624				7/31/20						坂口　淳子		総務部　総務課		0857-21-3202		catv@ncn-t.net		91,547		91,547		63,785		5,640		39,984		39,984		15,463		17,291						0		鳥取県

		10110365		出雲ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		34		7		42,568		42,568		27,829		11,945		10,179		0		25,078		27,829		25,078		273		9,181		1,333		1,780		6,068		11,077		11,077						1,798,439		1,135,686		662,753		0		3/31/21						北脇　厚		総務課　課長		0853-21-9811		kitawaki-atsushi@icv-izumo.ne.jp		42,568		42,568		27,829		0		10,179		25,078		9,181		11,077						0		島根県

		10110366		松江市		中国		島根県		0		3		3,320		2,508		2,272		0		633		615						37		0		347		347		0		0		0		11		0		0		57,795														削除済		鹿島ケーブルビジョン所長						3,320		2,508		2,291		0		665		38		335		0				3/31/11		0

		10110367		山陰ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		62		20		104,552		104,552		56,017		46,705		4,864				4,864		13,648		13,648		578		15,486		4,535		5,773		5,178		9,192		8,281		911		1,380		2,576,929		1,388,660		588,347		599,922		3/31/21		(年度総売上備考：行政が設備した施設の運営管理あり）				上代　徹		総務部　総務課長		0852-23-2522		jyoudai@mable.ne.jp		104,552		104,552		56,017		726		4,864		13,648		15,486		9,192						0		島根県

		10110368		石見ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		32				32,014		30,565		17,245				1,513				4,619		17,245		4,619		94		3,835		1,950		1,035		850		0								781,398		504,532		276,866				3/31/21						福浜　秀利		代表取締役社長		0855-23-4883		info@iwamicatv.jp		32,014		30,565		17,245		3,826		1,513		4,619		3,835		0						0		島根県

		10110369		井原放送(株)		中国		岡山県		23		1		18,408		18,408		12,998		11,652		685				685		12,998		685		9		6,629		2,855				3,774		3,254		3,254						716,234		341,970		344,175		30,089		3/31/21						原田　誠司		専務取締役		0866-62-8181		harada@icv.co.jp		18,408		18,408		12,998		7,813		685		685		6,629		3,254						1		岡山県

		10110370		岡山ネットワーク(株)		中国		岡山県		30		12		283,008		190,811		62,943				19,737				19,737		62,943		19,737		824		16,388		9,833		29		6,526		12,631		12,631						1,866,208		1,039,993		647,021		179,194		3/31/21						瀧　哲郎		営業部　課長補佐		086-805-0202		taki@oni.co.jp		283,008		190,811		62,943		39,784		19,737		19,737		16,388		12,631						0		岡山県

		10110371		(株)吉備ケーブルテレビ		中国		岡山県		35		9		29,503		29,503		21,709		117,169		15,259		0				21,709		15,259		230		5,574		4,286		0		1,288		0		0		0		0		1,315,806		1,026,089		251,788		37,929		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				三村　和正		総務部　経理課		0866-21-0123		mimura-k@kibi.ne.jp		29,503		29,503		21,709		0		15,259		15,259		5,574		0						0		岡山県

		10110372		(株)倉敷ケーブルテレビ		中国		岡山県		91		26		244,907		195,113		89,083		24,724		47,364		0		47,364		89,083		47,364		1,097		33,000		5,167		2,880		24,953		34,647		34,622		25		16		4,252,319		2,080,398		2,171,921		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		小川　洋子		総務部　部長		086-466-1717		y.ogawa@kct.co.jp		244,907		195,113		89,083		3,603		47,364		47,364		33,000		34,647						0		岡山県

		10110373		(株)ケーブルネットワーク金光		中国		岡山県		4		3		4,572		4,572		535		0		136				136		535		218		0																0		80,000		68,000		12,000		1,500								削除済		常務取締役						4,572		4,572		3,481		0		155		284		1,153		0				12/31/13		0		岡山県

		10110374		玉島テレビ放送(株)		中国		岡山県		39		8		26,724		26,724		15,130		15,130		12,953				12,953		15,130		12,953		39		5,958		1,132		0		4,826		5,002		5,002						918,445		429,695		406,654		82,096		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				大島　清		統括部長		086-526-7075		o-shima@tamashima.tv		26,724		26,724		15,130		0		12,953		12,953		5,958		5,002						0		岡山県

		10110375		(株)テレビ津山		中国		岡山県		12		4		43,730		43,730		11,780		3,896		8,535		0				11,780		8,535		0		6,548		2,652		0		3,896		3,367		3,367				0		613,171		276,752		336,419				3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		劔持　成利		代表取締役社長		0868-24-4000		info@tvt.ne.jp		43,730		43,730		11,780		3		8,535		8,535		6,548		3,367						0		岡山県

		10110376		笠岡放送(株)		中国		岡山県		35		0		35,617		34,806		23,257		23,257		751		0		13,954		23,257		751		86		13,578		2,090		0		11,488		8,365		8,304		61		1,110		1,364,293		546,492		791,793		26,007		3/31/21		2019年度より税理士変更により税込方式から税別方式に変更				小寺　惣一		常務取締役		0865-63-6181		kodera@nsg.kcv.ne.jp		35,617		34,806		23,257		0		751		751		13,578		8,365						0		岡山県

		10110377		矢掛放送(株)		中国		岡山県		3		0		5,568		5,568		4,091		4,091		0		0		1,065		4,091		1,065		0		751		351		294		106		0		0		0		8		123,870		84,477		30,228		9,165		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				水川　哲也		総務部　専務取締役		0866-84-8490		yct@yct.ne.jp		5,568		5,568		4,091		4,091		0		1,065		751		0						0		岡山県

		10110378		島根県浜田市		中国		島根県		1		2		2,824		2,664		2,355				532				532				2,355		0		939		718		221				0								95,826		67,083		27,447		1,297		3/31/21		令和2年度　事業運営にかかる歳入決算額				三輪　祐二		浜田市　三隅支所　防災自治課　防災係　主任主事		0855-32-4444		miwa-yuuji@city.hamada.lg.jp		2,824		2,664		2,355		0		532		2,355		939		0						0		島根県

		10110380		(株)ちゅピＣＯＭおのみち		中国		広島県		11		1		28,700		13,500		9,790		7,938		2,598		0		2,598		9,790		2,598		15		2,914		702		1,294		918		3,070		3,070		0		0		460,559		202,434		214,430		43,695		3/31/21						大池  茂文		営業課		0848-38-1881		oike@octv.co.jp		28,700		13,500		9,790		292		2,598		2,598		2,914		3,070						0		広島県

		10110382		(株)ケーブル・ジョイ		中国		広島県		14		1		25,000		19,702		6,610		4,330		1,600		0		1,600		6,610		1,600		0		1,990		1,990		0		0		20		0		20		0		414,000		290,000		112,000		12,000		3/31/21						唐川　克秀		営業・総務統括部　部長		0847-45-0557		jokaraka@pear.ccjnet.ne.jp		25,000		19,702		6,610		3,900		1,600		1,600		1,990		20						0		広島県

		10110383		(株)ちゅピＣＯＭ		中国		広島県		109		33		654,441		655,441		295,503		15,962		52,191						295,503		52,191		2,482		57,194		12,257		3,783		41,154		41,733		41,647		86		612		5,510,348		3,164,605		2,345,742		0		3/31/21						天野　陽介		営業企画部・係長		082-296-5564		amano-03@chupicom.co.jp		654,441		655,441		295,503		118,947		52,191		52,191		57,194		41,733						0		広島県

		10110384		(株)東広島ケーブルメディア		中国		広島県		9		2		39,143		31,468		10,881		3,442		2,916		0				10,881		2,916		163		619		140		0		169		0		0		0		0		268,401		236,759		31,642				3/31/21						徳永　功				082-424-8800		eigyo@kamon.ne.jp		39,143		31,468		10,881		0		2,916		2,916		619		0						0		広島県

		10110386		(株)ちゅピＣＯＭひろしま		中国		広島県		42		10		597,300		597,300		121,494		9,973		23,136		0		22,427				28,026		581		15,692		3,275		3,689		8,728		12,428		12,428				272		2,361,519		1,634,546		726,973		0		3/31/20						削除済		総務部　主任						597,300		597,300		121,494		13,741		23,136		28,026		15,692		12,428				9/30/20		0		広島県

		10110388		三原テレビ放送(株)		中国		広島県		28		4		43,678		43,000		14,920		5,447		2,323		0		2,323		14,857		3,319		33		6,033				6,033				113				113		10		705,614		350,105		338,052		17,457		9/30/20						勝村　祥治		統括部長		0848-63-8600		s-katsumura@g.mcat.co.jp		43,678		43,000		14,920		111		2,323		3,319		6,033		113						0		広島県

		10110391		(株)アイ・キャン		中国		山口県		45		4		75,611		96,658		37,905		21,638		7,133		0		5,655		37,905		7,133		910		9,888		4,301		2,079		3,508		6,612		6,612		0		0		1,310,421		569,503		508,428		232,489		3/31/21						吉村　満則		総務部　部長		0827-22-5678		icn@icntv.co.jp		75,611		96,658		37,905		11,519		7,133		7,133		9,888		6,612						0		山口県

		10110392		Ｋビジョン(株)		中国		山口県		30		3		63,675		62,003		41,875		8,270		20,485				20,485		41,875		20,485		521		11,008		4,697		1,291		5,020		7,794		7,794				0		1,481,562		1,010,034		471,528				3/31/21						山田　高徳		業務部　部長		0833-44-4936		takanori-yamada@kvision.ne.jp		63,675		62,003		41,875		357		20,485		20,485		11,008		7,794						0		山口県

		10110393		(株)ケーブルネット下関		中国		山口県		0		0		97,743		97,743		68,071		0		35,597		0		35,334		67,987		35,597		4,583		26,740		2,512		1,194		22,062		27,515		27,515		0		1,591		4,106,041		1,764,117		1,557,584		784,339		3/31/21		2014年以降は年度末（3月）決算に変更 20210730　総売上/実績内訳（放送・通信・その他）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）		ＪＣＯＭ(株)		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		97,743		97,743		68,071		1,196		35,597		35,597		26,740		27,515						0		山口県

		10110394		(株)シティーケーブル周南		中国		山口県		29		0		61,900		55,909		41,316		26,884		5,665		0		15,473		15,473		15,473		599		11,011		767		4,112		5,283		12,249		12,249						1,825,635		990,978		417,153		417,504		8/31/20						中山　浩太		総務経理部　総務経理部長		0834-21-3688		ko.nakayama@ccsnet.ne.jp		61,900		55,909		41,316		2,745		5,665		15,473		11,011		12,249						0		山口県

		10110395		長門市		中国		山口県		0		15		15,890		15,890		14,524		7,143		1,266		0		1,811		14,283		1,811		0		3,113		1,932		0		1,181		0		0		0		0		347,389		222,456		113,077		11,856		3/31/21		※令和元年度、会計システム（ＴＫＣ）変更により、税抜価格となりました。				森重　秀睦		山口県長門市ケーブルテレビ　指定管理者　ながとてれび株式会社　センター長		0837-23-1541		hidechika.morishige@nagato-tv.com		15,890		15,890		14,524		0		1,266		1,811		3,113		0						0		山口県

		10110396		萩ケーブルネットワーク(株)		中国		山口県		49		0		41,912		41,912		16,551		12,858		9,754								9,754				5,592		3,843		804		945		0								1,023,839		732,210		272,634		18,995		3/31/19		平成30年度決算より税抜としています。				削除済		代表取締役社長						41,912		41,912		16,551		2,105		9,754		9,754		5,592		0				8/29/19		1		山口県

		10110397		山口ケーブルビジョン(株)		中国		山口県		70		5		200,999		195,076		153,358		3,060		108,662		0		108,662		108,662		108,662		437		31,242		28,930		0		2,312		2,557		2,069		488		0		4,527,863		3,280,860		1,247,003		0		3/31/21						倉田　昌彦		技術局		083-934-1234		kurata@c-able.co.jp		200,999		195,076		153,358		0		108,662		108,662		31,242		2,557						0		山口県

		10110399		ひらたＣＡＴＶ(株)		中国		島根県		13		6		8,602		7,204		6,657		6,657		834				943		6,657		6,106		83		2,636		76		1,249		1,311		1,747		1,747		0		701		382,989		200,674		177,696		4,619		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				金　忠宏		業務部長		0853-63-5539		kon@hit-5.net		8,602		7,204		6,657		0		834		6,106		2,636		1,747						0		島根県

		10110400		(株)池田ケーブルネットワーク		四国		徳島県		0		1		4,735		4,735		4,053		4,053		134						4,053		134				475		281		187		7		0								277,591		115,478		19,779		142,334		3/31/21		※20190924 総売上/内訳訂正 ※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20211020 総売上/内訳訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				中川　由美		総務部　課長		0883-72-3399		y-nakagawa@awaikeda.net		0		0		4,053		0		134		134		475		0						0		徳島県

		10110401		石井町有線放送農業協同組合		四国		徳島県		12		0		10,781		13,800		8,353		8,353		232				232		8,353		232		0		3,826		27				3,799		3,351		3,351				0		254,619		192,204		59,869		2,546		3/31/21		20210729　決算年月日訂正　年度総売上・内訳（放送）を更新（事業者よりのメールにて）(@連盟)				吉田　章吾		業務課長		088-674-7667		yoshida@ihk.or.jp		10,781		13,800		8,353		0		232		232		3,826		3,351						0		徳島県

		10110402		エーアイテレビ(株)		四国		徳島県		14		0		20,700		20,700		14,701		13,045		864		0		147		14,701		864		0		0								0								362,901		277,973		84,927		0		3/31/21						高堂　雅史		総務課　課長		088-692-8223		soumu@aitv.co.jp		20,700		20,700		14,701		0		864		864		0		0						0		徳島県

		10110403		ケーブルテレビ徳島(株)		四国		徳島県		37		7		133,342		133,342		124,777		124,777		21,250				21,250		124,777		21,250		37		5,568						5,568		5,557				5,557		1,633		3,530,733		2,559,343		922,570		48,819		3/31/21						磨見　達彦		営業部		088-655-4000		mami@tcn.ne.jp		133,342		133,342		124,777		2,291		21,250		21,250		5,568		5,557						0		徳島県

		10110404		国府町農事放送農業協同組合		四国		徳島県		13				12,940		12,940		8,954		8,954		444		0				8,954		444		0		0								0						0		300,000		250,000		50,000		0		3/31/21		※2020年度　前年と決算同様金額 ※20210802　メールにて齟齬ない事確認済（@連盟）				森岡　篤				088-642-6050		info@kbctv.ne.jp		12,940		12,940		8,954		0		444		444		0		0						0		徳島県

		10110405		(株)テレビ鳴門		四国		徳島県		14		1		26,157		26,100		19,622		15,584		1,043		0		1,043		19,622		1,043		0		6,778		0		0		6,778		5,225		5,225		0		0		504,147		388,445		115,702		0		7/31/20		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				四宮　努		代表取締役専務		088-685-7101		shinomiya@tv-naruto.ne.jp		26,157		26,100		19,622		0		1,043		1,043		6,778		5,225						0		徳島県

		10110406		日本中央テレビ(株)		四国		徳島県		9				22,300		22,300		5,576		5,576		1,700		0						1,700		0		1,000								900		900				0		162,694		162,694						3/31/21		※20210729　総売上実績/実績内訳・放送　を修正(事業者よりのメールを元に)決算年月日を2021/3/31にて登録(@連盟) 20151118　放送売上のみ入力されていたので、合計に同値を入力。				松本 博毅		企画開発部　部長		0883-22-1501		h-matsumoto@jctv.ne.jp		22,300		22,300		5,576		0		1,700		1,700		1,000		900						0		徳島県

		10110407		(株)ひのき		四国		徳島県		25		2		21,754		21,754		13,329		13,329		723		0				13,329		723		0		5,484								0						85		432,882		318,500		114,383		0		6/30/20						森田　貴		総務課		088-698-0811		core@cue.tv		21,754		21,754		13,329		0		723		723		5,484		0						0		徳島県

		10110408		(株)東阿波ケーブルテレビ		四国		徳島県		7		1		16,000		12,000		5,532		2,000		1,163		0		1,163		5,532		1,163		0		3,096				0		2,968		2,000		2,000		3		0		257,757		187,857		69,900		0		3/31/21		特になし				合田　直人		総務部事務局長		08853-2-3336		goda@e-awa.tv		16,000		12,000		5,532		37		1,163		1,163		3,096		2,000						0		徳島県

		10110409		牟岐町中村テレビ共同受信組合		四国		徳島県						490		490		490		0		0								0		0		0								0						0																削除済		専務理事						490		490		490		0		0		0		0		0				3/31/10		0

		10110410		香川テレビ放送網(株)		四国		香川県		16		1		29,703		23,731		16,215		4,789		5,340		0		5,340		15,435		5,922		410		5,974		1,217		809		3,144		5,446		5,446		0		19		735,232		443,453		287,355		4,424		6/30/20						松永　公伸		取締業務部長		0877-46-5000		matsunaga@kbn.ne.jp		29,703		23,731		16,215		850		5,340		5,922		5,974		5,446						0		香川県

		10110411		(株)ケーブルメディア四国		四国		香川県		29		9		230,607		220,660		70,424		0		19,654		0		15,460		70,424		19,654		1,055		0								0						0		1,921,617		1,789,857		131,760		0		3/31/21						石井　文治		お客さま本部　お客さまサービス部　部長		087-887-9759		ishii@cavy.co.jp		230,607		220,660		70,424		1,025		19,654		19,654		0		0						0		香川県

		10110412		中讃ケーブルビジョン(株)		四国		香川県		26		8		65,066		54,090		17,114				9,151		0		9,151		9,182		9,249		145		16,534		69				16,465		13,837		13,837				0		889,898		640,447		249,451		0		3/31/21						佐久間　知恵		企画室　係長		0877-24-6111		sakuma@cvc.co.jp		65,066		54,090		17,114		600		9,151		9,249		16,534		13,837						0		香川県

		10110413		三豊ケーブルテレビ放送(株)		四国		香川県		16		0		39,024		34,552		10,922		1,198		6,512		0		6,512		10,922		6,512		143		192		192						0						0		589,662		434,948		154,714				6/30/20		20210730　総売上/実績内訳（放送・通信）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				高谷　昌宏		技術課 通信係　係長		0875-24-1844		takaya-mcb@mc1.mcbnet.ne.jp		39,024		34,552		10,922		0		6,512		6,512		192		0						0		香川県

		10110414		テレビ阿波(株)		四国		徳島県		4		1		3,792		3,792		1,289		1,289		174				174		1,289		174				475		177		298		42		235				235				67,419		25,087		21,760		20,572		6/30/20		※20210729　実績内訳・放送/通信/その他　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) (年度総売上備考：2019年6月決算） 2019年6月末決算分 ※20201007 総売上等訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				八坂　晴彦		営業		0883-55-0055		yasaka@awacco.net		3,792		3,792		1,289		0		174		174		475		235						0		徳島県

		10110415		上板町有線テレビ(株)		四国		徳島県		3		1		4,900		4,900		1,561		1,561		225		0		2		1,561		225				156						156		49				46				50,162		39,816		10,345				12/31/20						長谷川　功一郎		業務課　課長		088-694-7633		info@kamiita-catv.com		4,900		4,900		1,561		0		225		225		156		49						0		徳島県

		10110416		(株)ケーブルネットおえ		四国		徳島県		14		0		15,784		15,784		8,564		8,564		0						8,564		0		0		3,788						3,788		3,520		3,520						220,185		154,290		60,084		5,810		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				片岡　和也		統括マネージャー		0883-26-9012		kataoka@cnet-oe.com		15,784		15,784		8,564		386		0		0		3,788		3,520						0		徳島県

		10110417		(株)四国中央テレビ		四国		愛媛県		23		28		29,000		29,000		17,674		0		2,862				2,862		14,086		2,862		215		8,415		5,386		3,029		530		7,186		7,186				3,170		1,006,592		385,558		562,133		58,901		3/31/21		(年度総売上備考：内、四国中央市からの指定管理料３５，７３４千円を含む）  ※20210730 内訳訂正(@連盟)				山下　博史		総務部兼システム部長		0896-24-0130		h.yamashita@s-tv.jp		29,000		29,000		17,674		624		2,862		2,862		8,415		7,186						0		愛媛県

		10110418		今治シーエーティーブィ(株)		四国		愛媛県		16		1		69,954		57,586		17,408		10,923		7,857				6,665		17,408		7,857		598		3,333		941		2,392		2,306		1,460		1,381		79				689,673		578,845		110,828		0		3/31/21						門田　尚樹		総務部　部長		0898-22-0001		n-kadota@icknet.ne.jp		69,954		57,586		17,408		4,941		7,857		7,857		3,333		1,460						0		愛媛県

		10110419		宇和島ケーブルテレビ(株)		四国		愛媛県		19		0		24,860		24,860		9,666		9,432		3,923		0		3,923		9,666		4,033		401		0		0		0		0		0		0		0		0		614,620		403,809				210,811		3/31/21		(年度総売上備考：インターネットは、通信会社への回線貸与事業であり、売上はない。） 特記事項なし				伊藤　克将		常務取締役		0895-24-3939		info@ucat.co.jp		24,860		24,860		9,666		3,951		3,923		4,033		0		0						0		愛媛県

		10110421		(株)愛媛ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		72		99		296,220		275,512		168,645				47,999		0						47,999				88,956								53,296		52,634		662		23,427		8,246,460		2,893,516		5,293,184		59,758		3/31/21		※20201001決算内容訂正(@連盟)				西田 文明		総務部　部長		089-943-5001		nishida@e-catv.ne.jp		296,220		275,512		168,645		3,944		47,999		47,999		88,956		53,296						0		愛媛県

		10110422		(株)ケーブルネットワーク西瀬戸		四国		愛媛県		10		0		27,000		14,000		4,240		35		2,454		0		187		4,273		2,454		3		1,051		318		0		733		490		490		0		100		223,379		141,532		67,356		14,491		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				尾上　浩司		執行役員技術・営業部　部長		0893-25-0212		cnw-soumu@cnw.ne.jp		27,000		14,000		4,240		702		2,454		2,454		1,051		490						0		愛媛県

		10110423		今治市波方シーエーティーブィ		四国		愛媛県						3,817		3,817		2,310		0		711				616		2,310		711		0		267		267												0		106,212		90,006		16,205		0		3/31/15						削除済		今治市波方支所総務課　情報係						3,817		3,817		2,310		2,310		711		711		267		0				3/31/16		0		愛媛県

		10110424		(株)ハートネットワーク		四国		愛媛県		31		34		108,664		90,138		25,143		34		14,409				705		25,143		17,952		2,524		4,686		2,582		220		1,884		1,056		948		108		1,389		1,728,776		1,133,824		374,596		220,354		9/30/20		(年度総売上備考：２０２０．９末現在の数字になります。）				岡部　裕介		業務局　総務課		0897-32-7777		yusuke@heartnetwork.jp		108,664		90,138		25,143		0		14,409		17,952		4,686		1,056						0		愛媛県

		10110425		西予ＣＡＴＶ(株)		四国		愛媛県		0		0		17,758		17,758		10,277		10,277		1,423		0		0		0		1,423		0		6,944		0		0		6,944		5,446		5,446		0		0		440,350		260,833		143,750		35,767		3/31/21						三瀬　春香		総務		0894-62-7811		haruka@seiyo-catv.co.jp		17,758		17,758		10,277		3,312		1,423		1,423		6,944		5,446						0		愛媛県

		10110430		甲浦テレビ共同聴視施設組合		四国		高知県						700		633		633		0		0								0		0		0								0						0																削除済		組合長						700		633		633		633		0		0		0		0				9/19/12		0

		10110431		高知ケーブルテレビ(株)		四国		高知県		38		4		158,264		158,264		52,693		52,693		19,320		0		15,694		52,693		19,320		677		0								0								1,638,877		1,448,896		189,981		0		3/31/21						近森　秀水		取締役　放送技術部長		088-880-1503		kcb-ekikaku-com@kcb.co.jp		158,264		158,264		52,693		111		19,320		19,320		0		0						0		高知県

		10110432		(一社)香南ケーブルテレビ		四国		高知県		12		0		15,022		9,145		6,021		6,021		283		0		5,950		6,021		688		0		4,107		15		0		4,092		3,180		3,180		20		0		479,006		180,004		299,001				3/31/21		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)				國松 美紀		総務		0887-56-0102		kunimiki@kctv.or.jp		15,022		9,145		6,021		14		283		688		4,107		3,180						0		高知県

		10110433		よさこいケーブルネット(株)		四国		高知県		18		1		23,835		23,835		11,944		5,052		4,553		0		4,553		8,618		4,553		183,183		6,632		354		0		6,278		4,360		4,346		14		0		391,838		249,783		24,961		117,094		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				今村　勉		取締役営業部長		0889-43-0050		imamura@scatv.co.jp		23,835		23,835		11,944		57		4,553		4,553		6,632		4,360						0		高知県

		10110434		西南地域ネットワーク(株)		四国		高知県		9		0		18,544		18,636		5,207		3,691		2,169		0		2,169		5,207		2,169		0		351		272		52		27		0		0		0		0		295,292		205,086		90,206		0		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				北川　明彦		設備工事部係長　係長		0880-62-0888		kitagawa@swantv.co.jp		18,544		18,636		5,207		3,038		2,169		2,169		351		0						0		高知県

		10110435		土佐有線テレビ施設組合		四国		高知県		1		1		4,944		698		698		0		698		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,120		8,120		0		0		3/31/21		20190910　放送内訳　桁補正				高橋　直人		組合長		0887-70-1315		laugh7010@icloud.com		4,944		698		698		698		698		0		0		0						0		高知県

		10110437		那賀町ケーブルテレビ		四国		徳島県		7		1		3,645		3,645		3,645		3,355		0		0				3,645		0				1,522		117				1,405		1,775		1,775						549,248		46,014		97,716		405,518		3/31/21						折坂　浩通		ケーブルテレビ課　係長		0884-64-1123		hiromichi-orisaka@naka.i-tokushima.jp		3,645		3,645		3,645		0		0		0		1,522		1,775						0		徳島県

		10110438		徳島県南メディアネットワーク(株)		四国		徳島県		8		2		13,244		8,220		2,279		2,279		450				29		2,279		450				1,206						1,206		984		984		72				208,178		83,970		30,264		93,944		3/31/21						山本 篤司		工事部　グループリーダー		0884-22-1728		yamamoto@kennan.tv		13,244		8,220		2,279		1		450		450		1,206		984						0		徳島県

		10110439		三好市		四国		徳島県						7,861		7,861		7,166		7,166		164		0				7,166		164				1,096		705		339		52		24				24				236,668		172,028		47,362		17,278		3/31/21						谷　直哉		総務課　情報政策担当		0883-72-7641		jyouhouseisaku@city.tokushima-miyoshi.lg.jp		0		0		7,166		0		164		164		1,096		24						0		徳島県

		10110440		(株)ケーブルネットワーク桂川		九州		福岡県		1		2		8,000		5,000		2,216		0		74		0		243		2,216		243		0		0								0						0		57,302		34,982		0		22,320		3/31/21						中嶋　浩仁		取締役		0948-65-0217		cnk@bronze.ocn.ne.jp		8,000		5,000		2,216		0		74		243		0		0						0		福岡県

		10110441		(財)北九州ケーブルビジョン		九州		福岡県		4		0		7,341		5,575		1,832		0		106		101						0		0		0								0						0		31,119		15,768												削除済		事務局長						7,341		5,575		1,842		1,842		106		0		0		0				3/31/09		0

		10110442		(株)ジェイコム九州		九州		福岡県		0		40		1,713,068		1,713,068		1,122,823		11,427		263,538		0		263,538		1,122,823		263,538		67,054		290,333		9,234		45,721		235,378		207,222		207,222		0		18,672		33,490,107		13,492,442		13,119,745		6,877,919		3/31/21		2014年以降は年度末（3月）決算に変更 20210730　売上実績内訳・その他　を更新（事業者からのメールにより）（＠連盟）		ＪＣＯＭ(株)		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		1,713,068		1,713,068		1,122,823		32,653		263,538		263,538		290,333		207,222						1		福岡県

		10110443		(株)ＣＲＣＣメディア		九州		福岡県		25		3		136,800		136,800		54,628		0		5,298				5,924		54,628		7,696		645		7,813		2,311		2,432		3,040		5,987		5,987		0		0		1,020,957		378,766		389,850		252,341		2/28/21		財務情報については弊社が2月末決算の為、2021年2月末現在の情報となります。				大曲　光邦		総務部		0942-37-6411		ohmagari@kumintv.co.jp		136,800		136,800		54,628		12,434		5,298		7,696		7,813		5,987						1		福岡県

		10110444		(株)ケーブルビジョン　２１		九州		福岡県								197,000		148,621		0		41,487		42,000						28,944		0		20,816								28,212						0		4,485,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　プロジェクト企画室						0		197,000		148,621		512		41,487		28,944		20,816		28,212				10/22/08		0

		10110445		(株)ジェイコム福岡		九州		福岡県						804,400		804,400		591,200		0		129,600		0						129,300		0		75,800								102,100						0		15,323,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		九州山口ブロック総務チーム						801,900		801,900		582,900		0		128,300		119,100		72,000		97,800				12/31/10		0

		10110446		(公財)福岡ケーブルビジョン		九州		福岡県		5		0		231,333		47,000		20,073		0		1,457		0		903		20,073		1,457		0		308		169		138		0		0		0		0		0		269,274		232,493		15,363		21,418		3/31/19						削除済		事務局長						231,333		47,000		20,073		20,073		1,457		1,457		308		0				3/31/20		0		福岡県

		10110447		(株)メック		九州		福岡県		48		5		28,832		16,526		1,176		618		1,026		0		715		1,200		715		0		2,183		1,022		0		1,161		0		0		0		0		141,296		35,050		99,346		6,900		4/30/21		FTTH接続世帯数の件数について 昨年までの報告内容に不備あり今回修正。 TVの加入件数の中のFTTH世帯と修正しました。				高木　利矩		総務部		0942-72-7266		takaki2@mecc.co.jp		28,832		16,526		1,176		124		1,026		706		2,123		0						0		福岡県

		10110450		有田ケーブル・ネットワーク(株)		九州		佐賀県		11				8,600		8,200		6,605		5,563		246						6,541		349		0		1,327		605		595		127		934		934						265,901		177,380		55,005		33,516		5/31/20						原田　好弘		総務部総務課課長		0955-43-2500		acn-hard@po.aritanet.ne.jp		8,600		8,200		6,605		0		246		349		1,327		934						0		佐賀県

		10110451		伊万里ケーブルテレビジョン(株)		九州		佐賀県		24		0		19,033		22,166		16,031		7,800		1,666				2,262		16,031		4,289		84		4,928		1,862		2,308		758		2,076		2,039		37		0		751,034		515,640		235,394				3/31/21						川田　毅		総務部長		0955-22-3506		kawada@i-catv.co.jp		19,033		22,166		16,031		0		1,666		4,289		4,928		2,076						0		佐賀県

		10110452		鏡テレビ共同受信組合		九州		佐賀県				3				3,623		2,906		0		0								0		0		0								0						0																削除済		副組合長						0		3,623		2,906		0		0		0		0		0				3/31/10		0

		10110453		(株)ぴーぷる		九州		佐賀県		42		0		23,000		22,000		20,945		0		2,338		0				20,945		4,454		48		6,962		2,394		4,005		563		1,534		1,429		105		0		1,207,906		576,544		355,344		276,018		3/31/21						山下　善史郎		常務取締役		0955-73-5466		yamashita@k-people.jp		23,000		22,000		20,945		0		2,338		4,454		6,962		1,534						0		佐賀県

		10110454		(株)ケーブルワン		九州		佐賀県		37		10		29,509		29,509		20,812		10,478		4,599				4,599		20,812		4,599		142		8,325		2,810		2,229		3,286		9,080		9,062		18		1,327		1,171,260		636,829		534,431		0		7/31/20						山口　伸吾		総務部		0954-23-7511		yamaguchi@cableone.co.jp		29,509		29,509		20,812		0		4,599		4,599		8,325		9,080						0		佐賀県

		10110455		西海テレビ(株)		九州		佐賀県		10		3		6,168		6,168		2,990		40		117				117		2,990		584				480		173		307				0								123,561		95,925		25,247		2,389		3/31/21						西山　真由美		総務部		0955-28-2466		sky-catv@po.chun2.ne.jp		6,168		6,168		2,990		11		117		584		480		0						1		佐賀県

		10110456		佐賀シティビジョン(株)		九州		佐賀県		27		9		123,089		87,950		51,761		30		13,529				13,529		49,557		14,361		3,215		13,725		3,415		987		9,323		9,493		9,404		89		134		1,636,222		1,014,857		621,365		0		2/28/21						江口　義弘		総務部 部長		0952-24-3734		eguchi@bunbun.co.jp		123,089		87,950		51,761		997		13,529		14,361		13,725		9,493						0		佐賀県

		10110457		(株)多久ケーブルメディア		九州		佐賀県		12				7,000		7,000		5,168		844		489		0				5,168		568		0		629		266		258		105		119		119						173,228		143,648		29,580		0		12/31/20						浦田　真治		常務取締役		0952-75-8585		taku@catv.taku.ne.jp		7,000		7,000		5,168		0		489		568		629		119						0		佐賀県

		10110459		(株)テレビ九州		九州		佐賀県		16		0		7,500		7,500		6,050		581		546		0		571		6,050		639		0		1,644		506		885		253		0						0		327,837		213,265		77,263		37,308		4/30/21		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				蒲原　繁則		総務部		0954-20-2580		kamohara@ktknet.jp		7,500		7,500		6,050		0		546		639		1,644		0						0		佐賀県

		10110460		(株)ネット鹿島		九州		佐賀県		14				14,947		14,947		7,517		4,409		270		0		906		7,517		859		0		2,533		1,194		1,216		123		1,557		1,546		11		0		329,554		179,785		149,769				4/30/21		※20180727 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20180725 売上　円単位で入力を千円単位に修正。				松浦　博彦		総務部		0954-63-1862		catv-ka@po.asunet.ne.jp		14,947		14,947		7,517		2,096		270		859		2,533		1,557						0		佐賀県

		10110461		藤津ケーブルビジョン(株)		九州		佐賀県		11				12,970		11,607		4,892		4,079		309		0		17		11,607		472		0		1,733		804		803		126		1,022		1,022		0		0		219,267		127,139		86,356		5,772		4/30/21		特段報告義務がなされていない場合は、極力開示を控えています。 ※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20160812　入力無しで確定→未確定に変更 　20161114映像実演使用料算定の為に管理部が「放送事業売上」データ収集。数値を登録。 ※20170809 売上実績に放送内訳値を転記 ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				松尾　秀則		CATV事業部　統括部長		0954-66-2657		fujippyhide@po.hagakure.ne.jp		12,970		11,607		4,892		15		309		472		1,733		1,022						0		佐賀県

		10110465		諫早ケーブルメディア(株)		九州		長崎県		40		10		60,000		52,000		20,800		1,500		8,700						20,800		16,600				6,000		4,400						4,500		4,500				170		950,864		629,211		289,294		32,359		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				高巣　友裕		総務部 経理課　主任		0957-22-1193		t-takasu@icv-net.co.jp		60,000		0		20,800		70		8,700		16,600		6,000		4,500						0		長崎県

		10110466		厳原有線テレビ利用共同組合		九州		長崎県		3		0		3,100		3,100		2,599		0		0		0						0		0		0								0						0		35,223														削除済		事務局長						3,100		3,100		2,599		27		0		0		0		0				2/18/09		0

		10110467		おおむらケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		0		0		31,000		26,000		7,680		236		6,461		0		6,461		7,680		6,461		137		3,393		2,995		366		32		2,176		2,176		0		0		417,104		283,552		133,552		0		3/31/21		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				永田　雅彦		情報企画部　部長		0957-54-3811		octpulse@octp-net.ne.jp		31,000		26,000		7,680		1,219		6,461		6,461		3,393		2,176						0		長崎県

		10110470		(株)ケーブルテレビジョン島原		九州		長崎県		16		1		21,056		20,510		7,237		0		4,767		0				7,237		4,767		0		1,496		1,135		361		49		0						299		333,951		202,107		84,753		47,091		9/30/20						佐々川　猛彦		営業部長		0957-63-3456		cabocha@shimabara.jp		21,056		20,510		7,237		187		4,767		4,767		1,496		0						0		長崎県

		10110471		九州テレ・コミュニケーションズ(株)		九州		長崎県		252				295,000		212,600		67,046		0		32,113		0		0		32,113		32,113		0		30,829						0		32,651		32,651		0		0		793,388		793,388						6/30/20		売り上げ情報は公開できません  20210816　年度総売上・内訳（放送）・決算年月日を更新（事業者からのメールにより）＠連盟 （20151119 放送内訳のみ連絡あり→総売上に同値を入力）				矢野　久仁男		総務部長		0956-25-6388		infome@tvs12.jp		295,000		212,600		67,046		0		32,113		32,113		30,829		32,651						1		福岡県

		10110472		(株)西彼ケーブルネットワーク		九州		長崎県						4,000		2,000		1,750		0		450								0		0		0								0						0																安達　政幸		代表取締役		095-892-7690		adachi@seihi.co.jp		4,000		2,000		1,750		100		450		0		0		0						0		長崎県

		10110473		東彼ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県				4		2,600		2,600		900		0		74		76				900		0		0		0								0						0		26,881		25,040				1,841		7/31/18		なし				大屋　武広		代表取締役		0956-83-3141		tvt27@po.touhinet.ne.jp		2,600		2,600		900		0		74		0		0		0						0		長崎県

		10110475		(株)長崎ケーブルメディア		九州		長崎県		72		6		108,352		165,328		94,752		20,887		23,279				44,234		85,188		44,234		2,829		30,435		16,407		7,503		6,525		16,682		16,474		208		2,739		3,879,971		1,987,023		1,892,948				3/31/21						青木　行久		常務取締役		095-828-3906		soumu@cncm.ne.jp		108,352		165,328		94,752		2,360		23,279		44,234		30,435		16,682						0		長崎県

		10110476		(株)ひまわりてれび		九州		長崎県		64		0		145,074		145,074		23,201		2,715		11,401						23,201		15,828		0		8,995		1,787		5,432		1,776		7,512		7,512						1,164,114		614,848		375,173		174,093		9/30/20		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				宮崎　和久		業務部　部長		0957-37-6177		kazuhisa@himawarinet.ne.jp		0		0		23,201		0		11,401		15,828		8,995		7,512						0		長崎県

		10110478		福江ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		9				13,790		13,790		4,264		0		1,545		0		1,545		4,264		1,545		0		953		953						0						0		147,438		111,039		36,399				3/31/21						椿崎　幸平		総務課		0959-74-5775		k-tubakizaki@vc.fctv-net.jp		13,790		13,790		4,264		355		1,545		1,545		953		0						0		長崎県

		10110480		天草ケーブルネットワーク(株)		九州		熊本県		33		1		23,200		23,200		9,637		1,744		4,956						9,209		5,775		66		3,438		2,076		264		1,098		0								677,719		325,186		177,083		175,450		4/30/21		※20210730 総売上訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				山田　由美子		総務課		0969-22-1311		yumiko.yamada@acn-tv.co.jp		23,200		23,200		9,637		428		4,956		5,775		3,438		0						0		熊本県

		10110481		(株)ジェイコム熊本		九州		熊本県		0		28		272,300		272,300		163,400		0		33,500		0						33,500		0		26,400		17,410		1,820		7,396		26,600		26,600				0		3,511,110		1,780,354		1,413,638		317,118		3/31/15				ＪＣＯＭ(株)		削除済		(株)ジュピターテレコム　九州山口ブロック　管理統括グループ　アシスタントマネージャー						272,300		272,300		163,400		12,284		33,500		33,500		26,400		26,600				3/31/16		0		熊本県

		10110485		臼杵市		九州		大分県						15,361		15,361		12,096		0		3,815		0		3,815		12,096		3,815		0		0								0						0		302,020		302,020						5/31/15						削除済		総務課　主任						15,361		15,361		12,096		0		3,815		3,815		0		0				3/31/16		0		大分県

		10110486		大分ケーブルテレコム(株)		九州		大分県		0		72		217,000		217,000		190,700		71,000		78,000		0						78,000		19,100		84,700								57,100		57,100				3,400		9,468,282		4,177,436		4,803,277		487,567		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		小林　太郎		管理本部　副本部長		097-542-6472		KobayashiTar@jupiter.jcom.co.jp		217,000		217,000		190,700		20,500		78,000		78,000		84,700		57,100						0		大分県

		10110487		大分ケーブルネットワーク(株)		九州		大分県						24,775		12,300		5,582		0		2,640		0						2,640		0		518		381		55		82		0								112,217		83,458		23,968		4,791		5/31/21						見越　俊介		情報通信営業部		097-558-3408		migoshi@ocn-catv.ne.jp		24,775		12,300		5,582		70		2,640		2,640		518		0						0		大分県

		10110488		ＫＣＶコミュニケーションズ(株)		九州		大分県		19				18,375		16,170		13,047		1,965		767		0				13,047		2,727				1,650		1,585				65		0								773,167		458,993		299,837		14,337		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				中島　靖和		専務取締役		0973-27-5001		nakashima@kcv.jp		18,375		16,170		13,047		0		767		2,727		1,650		0						0		大分県

		10110489		(株)ケーブルテレビ佐伯		九州		大分県		32		22		32,000		31,708		31,708		8,632		6,978		0		6,070		0		6,978		0		7,313		5,926		0		1,221		5,494		5,423		15		5		1,145,849		433,436		518,384		194,029		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				川野　知治		総務部　部長		0972-22-9811		kawano@saiki.tv		32,000		31,708		31,708		0		6,978		6,978		7,313		5,494						0		大分県

		10110490		ＣＴＢメディア(株)		九州		大分県		34		2		72,225		71,582		51,266		9,566		22,955		0		18,796		50,555		21,339		941		9,800		1,209				8,591		5,667		5,667		0		123		1,713,560		1,173,280		506,190		34,090		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				野上　徹順		専務取締役		0977-24-3553		nogami@t-ctb.co.jp		72,225		71,582		51,266		1,018		22,955		21,339		9,800		5,667						0		大分県

		10110491		東大分システム(株)		九州		大分県		2				24,899		3,290		1,654		1,654		1,654						1,654		0				0								0								40,108		39,686				422		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				岡本　代一		代表取締役		097-575-2110		sekitv@luck.ocn.ne.jp		24,899		3,290		1,654		910		1,654		0		0		0						0		大分県

		10110492		(株)北大ケーブル情報センター		九州		大分県						12,588		8,000		1,395		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17,569		17,532		0		37		3/31/15		（２０１５０９０７　その他売上も損益計算書から転記）				武下　秀信		代表取締役社長		0979-24-1188				12,588		8,000		1,395		0		0		0		0		0						0		大分県

		10110493		杵築市		九州		大分県		12		3		13,281		13,304		9,287		5,300		3,918		0		0		9,287		3,918		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,772,434		290,040		0		1,482,394		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				河野　真一		総務課　ケーブルネットワーク係長		0978-62-1801		shinichi-kouno@city.kitsuki.lg.jp		13,281		13,304		9,287		0		3,918		3,918		0		0						0		大分県

		10110495		(株)ケーブルメディアワイワイ		九州		宮崎県		53		23		105,856		102,963		38,246		9,554		37,127				1,584		37,127		37,127		6,940		19,383		2,869		5,604		10,886		16,488		16,488		0		454		4,089,581		2,290,380		914,835		884,366		3/31/21						緒方　義信		企画室		0982-22-1500		waiowc01@ma.wainet.ne.jp		105,856		102,963		38,246		1,119		37,127		37,127		19,383		16,488						0		宮崎県

		10110496		ＢＴＶ(株)		九州		宮崎県		91		38		219,358		219,358		56,614		16,468		48,156		0		45,233		65,894		48,156		628		40,567		3,007		226		34,404		37,357		37,357		0		1,704		4,803,012		2,813,487		1,768,342		221,183		3/31/21		※20210729　総売上/内訳　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@btvm.co.jp		219,358		219,358		56,614		1,124		48,156		48,156		40,567		37,357						1		宮崎県

		10110497		宮崎ケーブルテレビ(株)		九州		宮崎県		69		17		194,062		194,062		124,854		23,093		53,526		0		53,526		124,854		53,526		2,377		47,212		15,949		10,050		21,213		21,597		21,597		0		621		5,297,671		3,140,504		2,138,582		18,585		3/31/21						松尾　逸子		総務局　総務部　部長		0985-32-8585		mcn-soumu@miyazaki-catv.ne.jp		194,062		194,062		124,854		814		53,526		53,526		47,212		21,597						0		宮崎県

		10110500		奄美テレビ放送(株)		九州		鹿児島県		7		1		21,750		21,750		1,615		200		1,500		1,120		1,605		1,615		680		0		0		0		0		0		0		0		0		0		72,627		58,427				14,200		8/31/20						暁　良太		技術部		0997-53-2368		gijutsu2@amami-tv.co.jp		21,750		21,750		1,615		0		1,500		680		0		0						0		鹿児島県

		10110502		鹿児島光テレビ(株)		九州		鹿児島県						243,928		9,980		7,920		0		3,045								3,045		0																0																削除済		常務取締役						243,000		9,980		7,729		48		2,847		2,847		0		0				9/30/10		0

		10110503		瀬戸内ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県						4,113		4,113		1,938		0		0								0		0		0								0						0																削除済		代表取締役						4,113		4,113		1,938		0		0		0		0		0				5/19/10		0

		10110504		皇徳寺ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県		1				5,084		3,713		3,292		0		367		0		367		3,292		3,079		183		1,299		8		23		1,268		1,378		1,378		0		1		107,735		60,473		42,632		4,630		9/30/20		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)				福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@nils.ne.jp		5,084		3,713		3,292		0		367		3,079		1,299		1,378						0		鹿児島県

		10110505		南九州ケーブルテレビネット(株)		九州		鹿児島県		26		0		50,674		47,037		16,673		0		2,452				5,142		16,673		5,142		0		3,566		887		1,063		1,616		1,811		1,811		0		239		489,737		219,941		216,759		53,037		3/31/21		※20190924 総売上/内訳訂正 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				高山　美智子		総務部　部長		0995-43-0113		t-michiko@po.mct.ne.jp		50,674		47,037		16,673		314		2,452		5,142		3,566		1,811						0		鹿児島県

		10110506		西之表テレビ共同聴視施設組合		九州		鹿児島県		3		0		2,830		2,100		1,137		0		0								998		0		0								0						0		26,253		22,245				4,008		3/31/21		※2021.8.3　総売上/内訳/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				中園　宗義		事務局長		0997-22-0195		ntk.catv@fuga.ocn.ne.jp		2,830		2,100		1,137		0		0		998		0		0						0		鹿児島県

		10110508		石垣ケーブルテレビ(株)		九州		沖縄県		10		2		22,718		4,990		4,020		310		954		0		1,103		4,020		1,827		0		283		298						0						0		131,010		117,355		10,962		2,693		3/31/21						太田　裕人		ソリューション技術営業本部　部長		0980-83-0033		ictota@ictweb.ne.jp		22,718		4,990		4,020		9		954		1,827		283		0						0		沖縄県

		10110509		沖縄ケーブルネットワーク(株)		九州		沖縄県		66		5		390,870		302,512		92,780				16,765		0						16,765		2,291		8,936		5,148		2,211		1,577		5,182		5,182		0				1,598,282		1,051,905		528,304		18,073		12/31/20						比嘉　太一		総務部　主任		098-863-1115		taichi@nirai.ne.jp		390,870		302,512		92,780		4,401		16,765		16,765		8,936		5,182						0		沖縄県

		10110510		宮古テレビ(株)		九州		沖縄県		39		15		25,054		22,247		9,390		3,352		7,959		0		360		8,106		7,959		82		3,402		3,402						0						524		704,864		481,178		208,935		14,750		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				大窪　将介		総務部　総務部部長		0980-72-3859		mtv-soumu@miyakotv.co.jp		25,054		22,247		9,390		52		7,959		7,959		3,402		0						0		沖縄県

		10110511		(株)ＲＭＣ．ｔｖ		九州		沖縄県		2				50,757		2,632		695		0		156		0		0		0		156		0		136		136		0		0		0		0		0		0																削除済		ＣＡＴＶ・ＮＥＴお客様係り						50,757		2,632		687		296		161		175		146		0				3/31/10		0

		10112001		(株)時事タイムス放送社		北海道		北海道						52,583		15,500		3,360		0		1,872				354				354		0		496		496						0						0																削除済		営業部部長						52,583		15,500		3,390		1,518		1,872		0		502		0		7/4/07		2/18/09		0

		10112002		飛騨高山ケーブルネットワーク(株)		東海		岐阜県		26		3		42,709		21,268		15,462		15,462		1,583				0		14,478		1,616		0		12,265		2,263		3,360		6,642		8,899		8,899				96		1,356,157		302,424		789,632		264,101		3/31/21		※20211020　年度総売上実績内訳・放送／その他　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				原　弘展		お客様サービスグループ　マネージャー		0577-33-7330		jcta@hidatakayama.tv		42,709		21,268		15,462		77		1,583		1,616		12,265		8,899		7/4/07				0		岐阜県

		10112004		(株)三次ケーブルビジョン		中国		広島県		20		0		21,376		21,376		11,563		11,563		6,353		0		6,353		11,563		6,353		36		6,262		0		0		6,262		350		0		350		0		577,043		336,822		240,220				3/31/21						植木　恵美		管理課　課長補		0824-65-2211		e.ueki@pionet.jp		21,376		21,376		11,563		6,984		6,353		6,353		6,262		350						0		広島県

		10112005		輪島市ケーブルテレビ		北陸		石川県						12,912		12,912		6,525		0		924		0		399		6,525		924		0		1,437		1,437		0		0		1,437		0		1,437		0		257,755		140,481		57,803		59,471		7/6/21						平谷　健一		交流政策部　放送課　主幹		0768-42-1955		k-hiratani@city.wajima.lg.jp		12,912		12,912		6,525		4,258		924		924		1,437		1,437						0		石川県

		10112006		木曽広域連合		信越		長野県		5		1		13,898		13,108		13,108		6,452		658				0		13,108		658		0		4,172		3,623		28		521		211		0		211		0		397,696		259,597		136,200		1,849		5/30/20		地方公共団体による整備、運営のため、株式は該当なし。				高倉　剛		情報センター　所長		0264-21-2212		jouhou@kisoji.com		13,898		13,108		13,108		13,108		658		658		4,172		211						0		長野県

		10112007		七尾市		北陸		石川県						21,951		21,951		7,105		6,137		1,379				1,379		7,105		1,379		0		1,400		784		616				37				37				231,741		231,741						3/31/21		令和2年度決算				室木　政寿		市民生活部広報広聴課		0767-53-8699		m-muroki@city.nanao.lg.jp		21,951		21,951		7,105		4,257		1,379		1,379		1,400		37						0		石川県

		10112011		豊後高田市		九州		大分県						10,912		9,800		8,202		8,202		316		0		316		8,202		593		0		0								0								123,915		123,915						3/31/21						瀬々　賢幸		企画情報課・総括主幹兼係長		0978-25-6393		m-zeze@city.bungotakada.lg.jp		10,912		9,800		8,202		0		316		593		0		0		12/19/07				0		大分県

		10112012		笛吹きらめきテレビ(株)		南関東		山梨県		8				8,546		7,500		7,476		0		435						7,436		435		0		116														0		193,331		157,583				3,118								削除済		放送課　放送技術係長						8,512		7,500		7,439		0		134		427		123		0		12/19/07		3/31/14		0		山梨県

		10112017		(株)周防ケーブルネット		中国		山口県		7				13,134		12,056		4,098		4,098		452				629		4,098		629		0		1,013						1,013		0						0		135,800		89,766		42,634		3,400		3/31/21						廣茂　恵子		総務・経理担当		0820-22-6900		K-Hiroshige-023@snettv.co.jp		13,134		12,056		4,098		250		452		629		1,013		0		2/20/08				0		山口県

		10112019		佐伯市		九州		大分県						16,261		16,261		15,185		626		0						15,185		0				0								0								981,409		163,026				818,383		3/31/21		※財務情報については、総務省に報告後修正します。 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				戸高　真一		総務部 情報推進課　ケーブルテレビ係　総括主幹		0972-22-3645		shin-t@city.saiki.lg.jp		16,261		16,261		15,185		0		0		0		0		0		5/21/08				0		大分県

		10112023		那珂川町		北関東		栃木県				5		5,926		5,926		4,591				3,735				3,455		4,591		4,591				1,016		1,016						0								107,228		76,183		29,285		1,760		3/31/21						近部　哲		那珂川町ケーブルテレビ放送センター/センター長		0287-92-1121		konpe@jp.fujitsu.com		5,926		5,926		4,591		1,938		3,735		4,591		1,016		0		7/2/08				0		栃木県

		10112025		わたらせテレビ(株)		北関東		栃木県		32		5		72,000		54,000		11,222		3,486		8,177		0		9,610				8,177		172		7,660		1,796		1,928		3,936		5,060		5,060		0		13		909,000		460,000		294,000		155,000		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				滝上　勇樹		通信部		0284-42-8111		net@ml.watv.ne.jp		72,000		54,000		11,222		174		8,177		8,177		7,660		5,060		10/22/08				0		栃木県

		10112026		(株)五島テレビ		九州		長崎県		10		1		15,820		15,820		5,508		5,508		636		0		0		5,548		636		0		1,673		0		1,673		0		0		0		0		0		209,161		99,979		62,083		47,098		9/30/20		※20210729　総売上/内訳訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※内訳は千円未満切捨 ※20201022 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正				古田　正孝		技術部		0959-86-1910		masataka@goto-tv.com		15,820		15,820		5,508		0		636		636		1,673		0		10/22/08				0		長崎県

		10112027		(株)伊東アンテナ協会		東海		静岡県		2				3,514		2,321		1,545		0		85		0		50				85				0								0								45,101		44,368		0		733		8/31/20		※20210730 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				井戸　孝一		代表取締役		0557-37-4254		antena@itoantena.co.jp		3,514		2,321		1,545		0		85		85		0		0		10/22/08				0		静岡県

		10112030		石見銀山テレビ放送(株)		中国		島根県		22				13,613		13,613		9,431		2,931		726				13		13,613		911		8		3,464		2,255		996		213		0						1,065		481,913		289,505		192,408		0		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				米 卓哉		総務部　次長		0854-82-7755		soumu@ginzan-tv.ne.jp		13,613		13,613		9,431		2,221		726		911		3,464		0		12/17/08				0		島根県

		10112031		(株)ケーブルテレビあなん		四国		徳島県		17		1		22,739		12,384		9,030		9,030		7,177		2,276		0		12,311		0		0		5,328						5,328		4,955		4,955				0		1,090,226		276,493		695,659		118,073		10/31/20		(年度総売上備考：特になし）				勝瀬　稔		業務部　総務マネージャー		0884-23-0330		office-tvanan@mc.pikara.ne.jp		22,739		12,384		9,030		0		7,177		0		5,328		4,955		12/17/08				0		徳島県

		10112032		四万十町役場		四国		高知県						8,376		7,470		7,470		7,470		1,170		0		17		7,470		121		0		3,640		458		2,805		377		105		0		105		0		267,871		113,616		110,147		44,108		3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20191007 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201020 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				森下　克彦		公益財団法人四万十公社（四万十ケーブルテレビ）　チーフ		0880-22-1117		katsuhiko-morishita@shimanto.tv		8,376		7,470		7,470		3,166		1,170		121		3,640		105		12/17/08				0		高知県

		10112033		(株)コミュニティメディア		九州		長崎県		33				15,008		15,008		13,056		13,056		0						13,056		0				5,736		4,785		951				0								385,269		155,493		186,238		43,537		3/31/21						山﨑　広和		部長		095-829-5525		jcta@communitymedia.co.jp		15,008		15,008		13,056		13,056		0		0		5,736		0		12/17/08				0		長崎県

		10112034		北広島町		中国		広島県		7		0		7,667		7,667		5,956		0		343		0		0		5,956		343		0		3,159		1,936		809		414		5,540		0		5,540		0		315,453		137,166		158,791		19,496		3/31/21						道川　和樹		北広島町役場　総務課　情報電算係　主任		0826-72-2111		catv@town.kitahiroshima.lg.jp		7,667		7,667		5,956		2,678		343		343		3,159		5,540		12/17/08				0		広島県

		10112035		朝来市		近畿		兵庫県		3		7		12,322		12,322		11,747		11,747		1,221		0		1,221		11,747		1,797		0		0		0						0						0		268,889		216,268		0		52,621		3/31/21						大東 宜仁		朝来市総務企画部情報政策課　主幹		079-677-1044		ohhigashi-yoshihito@city.asago.hyogo.jp		12,322		12,322		11,747		6,112		1,221		1,797		0		0		2/18/09				0		兵庫県

		10112039		(株)ジェイコム北関東		北関東		埼玉県		240		94		829,779		829,779		388,631		0		151,914				151,914		388,631		151,914		114		128,730		48,862		1,307		78,561		138,976		138,976		0		21,748		24,597,877		9,695,003		10,155,705		4,747,168		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理統括部						1,110,125		1,110,125		512,631		23,466		197,668		197,668		167,556		185,431		5/20/09		3/31/19		0		埼玉県

		10112040		美郷町ケーブルテレビジョン		九州		宮崎県				1		2,530		2,530		2,376		1,564		0		0				2,376		0				0								0								7,386		7,386						3/31/21						松尾　洋希		美郷町役場企画情報課情報電算担当　主事		0982-66-3603		densan-g@town.miyazaki-misato.lg.jp		2,530		2,530		2,376		1,719		0		0		0		0		5/20/09				0		宮崎県

		10112041		邑南町		中国		島根県		3				4,887		4,953		4,245		4,401		249						4,245		249				2,199		2,199						3,921				3,921		0		229,378		76,994		115,870		36,514		3/31/21		※20210729　実績内訳・その他/決算年月日　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				植田　啓司		総務課情報推進室　室長		0855-95-1111		ueda-keiji@town.ohnan.lg.jp		4,887		4,953		4,245		2,106		249		249		2,199		3,921		10/21/09				0		島根県

		10112042		山江村役場		九州		熊本県						1,204		1,204		997		997		997		0		0		997		997		0		339		0		339		0		0		0		0		0		24,226		15,421		7,249		1,556		3/31/21						尾方　義和		企画調整課　主幹		0966-22-8808		ogata@yamae.kumamoto.jp		1,204		1,204		997		148		997		997		339		0		10/21/09				0		熊本県

		10112047		(有)韮崎電設		南関東		山梨県		2				2,000		2,000		1,497		1,497		0								0		0		0								0								43,653		43,653						3/31/21		設備利用料、電柱共架料他  ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				中山　満		ＣＡＴＶ事業部　技術部長		0551-27-2311		niraden@sweet.ocn.ne.jp		2,000		2,000		1,497		1,497		0		0		0		0		12/16/09				0		山梨県

		10112049		東近江ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		33				45,610		45,610		17,231		17,231		7,621		0		7,519		17,231		7,621		83		10,477				7,209		3,268		16,038		9,601		16,038				1,105,244		484,720		377,164		243,360		3/31/21						堀口　浩敬		総務部　部長		050-5801-1111		horiguchi.hiroyuki@hcnet.tv		45,610		45,610		17,231		1,448		7,621		7,621		10,477		16,038		4/1/10				0		滋賀県

		10112052		(株)たけはらケーブルネットワーク		中国		広島県		8		0		11,000		11,000		3,741		3,741		0				3,741		3,741		0		0		1,519		0		1,519		0		0		0		0		0		135,359		61,197		70,600		3,562		3/31/21						三國　はすみ		総務・係員		0846-23-5330		h.mikuni@tanet.co.jp		11,000		11,000		3,741		421		0		0		1,519		0		5/19/10				0		広島県

		10112053		テレビやつしろ(株)		九州		熊本県		15				14,759		10,113		3,532				753		0		349		3,532		753				235		169				66		40		40						163,183		123,937		33,549		5,697		3/31/21						船木　昇		総務部		0965-30-7171		funaki@hikoichi-tv.com		14,759		10,113		3,532		0		753		753		235		40		5/19/10				0		熊本県

		10112056		ゆずの里ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		5		1		16,688		16,688		4,653		4,653		1,894		0		1,894		1,894		1,894		71		1,674		41		1,155		478		1,581		1,581				195		171,057		74,262		96,795		0		3/31/21		2021年7月6日入力				小島　和喜		局次長		049-276-6300		k-kojima@ictv-g.co.jp		16,688		16,688		4,653		0		1,894		1,894		1,674		1,581		7/7/10				0		埼玉県

		10112057		(株)ケーブルネットワーク大月		南関東		山梨県		5				6,300		6,300		5,670		0		47				0		5,670		47		0		0								0								134,586		134,586						3/31/21						岸野　真見		総務部　総務部長		0554-22-5772		ocatv@maple.ocn.ne.jp		6,300		6,300		5,670		892		47		47		0		0		10/20/10				0		山梨県

		10112058		エルシーブイ(株)		信越		長野県		104		23		94,612		94,612		87,668		12,699		47,583		0		47,583		87,668		47,583		2,643		32,521		16,038				16,483		27,779		27,779				1,293		5,064,661		2,331,217		2,265,748		467,696		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		鴻野　国彦		営業部営業管理課　課長		0266-53-3833		kono.kunihiko@lcv.co.jp		94,612		94,612		87,668		0		47,583		47,583		32,521		27,779		10/20/10				0		長野県

		10112059		小国町		九州		熊本県						3,062		3,250		3,309		3,309		908						3,309		908		0		1,282						1,282		0						0		62,123		54,848		7,175		100		5/31/21		※20201020　千円単位に修正 62,122,716→62,123 54,847,876→54,848 7,175,350→7,175 123,142→100				佐々木　博隆		情報課　情報係長		0967-46-2111		sasaki@town.kumamoto-oguni.lg.jp		3,062		3,250		3,309		431		908		908		1,282		0		10/20/10				0		熊本県

		10112060		(株)ＱＴｎｅｔ		九州		福岡県		637		360		1,205,406		114,900		80,888		0		33,719		0		0		0		33,719		0		440,273		0		0		440,273		359,431		341,459		17,972		77,339		66,167,000		2,196,000		52,556,000		11,410,000		3/31/21		地区別の売り上げ実績なし ※20210811 申告値で売上更新				下本　優太		ＢＢＩＱ営業部　業務運営グループ 担当		092-981-7775		yu_shitamoto@qtnet.co.jp		0		114,900		80,888		1,307		33,719		33,719		440,273		359,431		10/20/10				1		福岡県

		10112063		五木村		九州		熊本県						594		594		598		0		598						578		0		0		250				224				598		607				0		19,157		5,019		6,595		7,543		5/31/20						奥村　薫寛		総務課　主事		0966-37-2211		n-okumura@itsuki.kumamoto.jp		594		594		598		0		598		0		250		598		12/15/10				0		熊本県

		10112065		豊後大野市		九州		大分県						16,500		14,100		12,660		12,660		0						12,660		0		0		0								0						0		374,851		374,851						3/31/21						首藤　英治		総務課情報推進室ケーブル管理係　係長		0974-34-3334		se4099@city.bungoono.lg.jp		16,500		14,100		12,660		0		0		0		0		0		4/1/11				0		大分県

		10112066		枝幸町		北海道		北海道		7		0		4,343		4,350		4,340		0		4,121						4,340		0		0		0								0						0		0		0		0		0		3/31/17		町の直営事業であり、加入者から利用料を徴収しておらず、また広告収入等もない。				宮崎 勇斗		総務課情報広報室　主事		0163-69-9000		miyazakiyuto@esashi.jp		4,343		4,350		4,340		520		4,121		0		0		0		4/1/11				0		北海道

		10112068		エフビットコミュニケーションズ(株)		四国		京都府		5		5		7,195		2,195		1,552		0		0						1,552		0		0		1,297		0		0		1,297		532		532		0		0		15,887		15,887						3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201002 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				北岡　翼		室戸支店		0887-23-3111		muroto-shiten@fbit.co.jp		7,195		2,195		1,552		0		0		0		1,297		532		4/1/11				0		高知県

		10112069		上島町ＣＡＴＶ		四国		愛媛県						3,155		3,155		2,652		2,652		2,652		0				2,652		0		0		36		0		0		36		0						0		51,951		34,779		1,549		15,624		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				居村　智仁		企画情報課ＣＡＴＶ係		0897-77-3951		catv@town.kamijima.ehime.jp		3,155		3,155		2,652		2,652		2,652		0		36		0		4/1/11				0		愛媛県

		10112075		阿波市ケーブルネットワーク		四国		徳島県						15,475		15,475		14,126		14,126		0						14,126		0		0		0								0								265,040		265,040						3/31/21						松田　健一		阿波市役所　企画総務部　市政情報課　地域情報担当　係長		0883-36-8708		jyoho@awa.i-tokushima.jp		15,475		15,475		14,126		0		0		0		0		0		10/19/11				0		徳島県

		10112078		嘉麻市		九州		福岡県						5,252		5,252		4,017		0		2,034						4,017		2,034		0		638		638						0						0		70,614		54,974		15,640				3/31/15						削除済		地域情報課　ケーブル事業係						5,252		5,252		4,017		0		2,034		2,034		638		0		4/1/12		3/31/16		0		福岡県

		10112079		竹田市		九州		大分県		2				10,653		7,856		7,856		7,818		0						7,818		506		0		0								0								114,477		114,477		0		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				中村　元勇		竹田市ケーブルネットワーク・情報政策室　主事		0974-63-1111		motohiro-nakamura@city.taketa.lg.jp		10,653		7,856		7,856		0		0		506		0		0		5/16/12				0		大分県

		10112080		奥出雲町		中国		島根県		8		4		4,746		4,746		4,499		4,499		0		0				4,499		0		0		2,159		334		1,825		0		0		0		0		0		247,675		74,228		173,446		0		3/31/21						恩田　梢		総務グループ		0854-54-2525		k-onda@okuizumo.ne.jp		4,746		4,746		4,499		1,817		0		0		2,159		0		5/16/12				0		島根県

		10112081		さぬき市		四国		香川県		4		2		20,797		20,797		14,702		14,702		0						14,702		1,801		0		0								0								2,558		2,558						3/31/21		令和2元年度は使用料請求は無い。過年度分の納付額及びスポンサー料等を記載				木村　晃祉		秘書広報課　副主幹		0879-43-2514		cable@city.sanuki.lg.jp		20,797		20,797		14,702		0		0		1,801		0		0		5/16/12				0		香川県

		10112082		豊丘村		信越		長野県		3				2,206		1,854		1,770				1,536		0				1,770		1,536				0								0								43,562		22,037				21,525		3/31/21						竹村　久永		総務課広報係　係長		0265-35-9052		koho@vill.nagano-toyooka.lg.jp		2,206		1,854		1,770		266		1,536		1,536		0		0		6/16/12				0		長野県

		10112083		白馬村		信越		長野県						6,648		6,648		1,941		1,941		0						1,941		0				0								0								36,754		36,754						3/31/21						川田　敏土		ケーブルテレビ白馬 指定管理者 （株）ＡＩＣ 業務担当		0261-85-0074		h-kawada@aicc.co.jp		6,648		6,648		1,941		0		0		0		0		0		5/16/12				0		長野県

		10112084		東白川ＣＡＴＶ（東白川村）		東海		岐阜県						830		938		938		938		0		0		938		938		0				474				405		69		0								32,337		15,170		17,146		21		3/31/21		東白川村としての公開は９月以降となります ※20210730 総売上等/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				小池　健明		地域振興課　情報通信係		0574-78-3111		tateaki-koike@vill.higashishirakawa.gifu.jp		830		938		938		938		0		0		474		0		5/16/12				0		岐阜県

		10112087		(株)あいコムこうか		近畿		滋賀県		21		0		34,000		34,000		8,921		8,921		2,425				2,425		8,921		8,921		0		7,152		1,542				5,610		9,935		9,935						720,880		142,172		303,662		275,046		3/31/21						喜多　洋一		総務部　部長		0748-66-0739		kita@aicom-koka.jp		34,000		34,000		8,921		1,527		2,425		8,921		7,152		9,935		9/19/12				0		滋賀県

		10112088		南越前町		北陸		福井県						3,469		3,377		3,195		0		0		0		0		3,195		0		0		803		803						0						0		121,384		82,814		38,570		0		3/31/16		（２０１6０９０１　決算月日は３月末日⇒決算年月日を修正。９月末日は確定日。）				削除済		主査						3,469		3,377		3,195		1,030		0		0		803		0		9/19/12		3/31/17		0		福井県

		10112092		佐久ケーブルテレビ(株)		信越		長野県		18		5		31,100		31,100		4,318		357		1,611				1,611		4,318		3,232		331		1,964		49		1,710		205		73				73		457		433,608		245,628		142,642		45,338		3/31/21						渡辺　香花		総務課		0267-63-4500		info@sakunet.jp		31,100		31,100		4,318		311		1,611		3,232		1,964		73		11/14/12				0		長野県

		10112101		白根ケーブルネットワーク(株)		南関東		山梨県		11		4		8,060		8,060		5,543		5,543		609				738		5,543		1,158		5		578		559		16		3		0		0		0		0		225,167		201,566		23,601		0		3/31/21						手塚　真規子		総務課　係長		055-282-6611		jcta@nus.co.jp		8,060		8,060		5,543		5,543		609		1,158		578		0		5/15/13				0		山梨県

		10112102		京丹波町ケーブルテレビ		近畿		京都府		8		2		6,561		6,561		5,722		3,996		0		0		0		5,722		16		0		3,408		3,408						0						0		222,320		77,541		132,908		11,871		5/31/21						西村　公貴		京丹波町企画財政課情報推進室　主任		0771-88-5000		k-nishimura32@town.kyotamba.lg.jp		6,561		6,561		5,722		5,722		0		16		3,408		0		5/15/13				0		京都府

		10112104		さかいケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		0		2		42,382		37,272		28,384				28,218		0		27,889		28,065		28,218		2,418		13,026		3,725		6,372		2,821		12,005		12,005						1,380,528		1,091,991		288,537		0		3/31/21		※20210802 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				西野　雅人		業務部　業務統括部長		0776-58-0505		nishino@fctv.co.jp		42,382		37,272		28,384		0		28,218		28,218		13,026		12,005		9/18/13				0		福井県

		10112112		(株)ネットワーク下部		南関東		山梨県		1		0		1,536		1,536		1,439		0		0								0		0		0								0						0		57,630		57,630		0		0		3/31/20						削除済								1,536		1,536		1,439		0		0		0		0		0		12/18/13		9/30/20		0		山梨県

		10112113		北杜市ケーブルテレビ		南関東		山梨県						8,003		8,003		6,005		0		0						6,005		0		0		302		302						0						0		259,457		247,748		11,709		0		3/31/18						削除済		政策秘書課広聴広報担当　主事						8,003		8,003		6,005		0		0		0		302		0		12/18/13		3/31/19		0		山梨県

		10112114		勝沼ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		5		0		3,247		3,247		2,764		212		157		0		31		2,764		157		1		515		415		101				20				9				101,289		82,156		19,133				3/31/21						岡部　舞子		事務担当		0553-44-5510		m-tanaka@katsunuma.ne.jp		3,247		3,247		2,764		0		157		157		515		20		12/18/13				0		山梨県

		10112118		佐賀市		九州		佐賀県						1,588		1,588		1,588		0		0		0		0		1,588		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30,964		30,964		0		0		3/31/21		令和元年度有線テレビ使用料の収入額を記載してます。 ※20200803 申告により修正 　7-2.売上年度総売上実績(千円) 	31,985→31,706に修正　年度総売上実績内訳・放送 	31,985→31,706に修正　決算年月日 	2019/03/31→2020/03/31に修正				本告　昌信		地域振興部　地域政策課　主査		0952-40-7210		chiiki@city.saga.lg.jp		1,588		1,588		1,588		1,588		0		0		0		0		12/18/13				0		佐賀県

		10112119		(一社)玖珠テレビ		九州		大分県		2				1,697		1,697		1,697		0		0								0		0		0								0						0		19,821		18,817		0		1,004		3/31/21		※20210804　総売上/実績内訳・放送、その他/決算年月日を更新（@連盟）TEL対応 ※20201003 総売上訂正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				池部　光則		事務局長		0973-72-1996		kusu8tv@lily.ocn.ne.jp		1,697		1,697		1,697		110		0		0		0		0		12/18/13				0		大分県

		10112120		壱岐市ケーブルテレビ		九州		長崎県						11,586		13,392		8,803		8,803		0				8,803		8,803		0				4,984				4,051		933		2,967		2,967				16		285,835		90,170		173,583		22,082		3/31/21						植村　祐司		企画振興部　情報管理課　主任主事		0920-48-1140		y-uemura@city.iki.lg.jp		11,586		13,392		8,803		1,786		0		0		4,984		2,967		12/18/13				0		長崎県

		10112126		西桂町テレビ共同視聴組合		南関東		山梨県						1,546		1,476		1,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22,908		22,908						3/31/21						渡辺　守		事務局		0555-25-2015		m-watanabe@shokokai-yamanashi.or.jp		1,546		1,476		1,476		0		0		0		0		0		4/1/14				0		山梨県

		10112127		木島平村		信越		長野県		4				1,568		1,473		1,383		1,383		0		0		0		1,383		0		0		628		74		9		554		0						0		65,915		39,712				26,203		3/31/21						小澤　和麻		総務課　政策情報係　主任		0269-82-3111		joho@vill.kijimadaira.lg.jp		1,568		1,473		1,383		0		0		0		628		0		4/1/14				0		長野県

		10112128		野沢温泉村		信越		長野県				2		1,327		1,327		1,310		1,310		0				1,310		1,310		0		0		0								0								34,800		34,800						3/31/21						鈴木　康平		総務課情報統計係　情報統計係長		0269-85-3111		jyoho@vill.nozawaonsen.nagano.jp		1,327		1,327		1,310		214		0		0		0		0		4/1/14				0		長野県

		10112129		雲南市・飯南町事務組合		中国		島根県		30				15,770		15,770		14,448		1,970		2,417				125		14,500		4,299		0		4,279		3,887		358		0		0						0		823,198		308,073		186,162		328,963		5/31/21		一般会計予算＋特別会計予算 ※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				幸村　瑞之		制作課統括　主幹		0854-42-5800		kkm-kou@bs.kkm.ne.jp		15,770		15,770		14,448		2,200		2,417		4,299		4,279		0		4/1/14				0		島根県

		10112130		能登町		北陸		石川県		4				6,582		6,582		6,734		5,477		0		0		0		6,675		0		0		2,234		1,374		594		63		262		262		0		0		177,435		91,329		84,808		1,298		3/31/21						寺下　昇		広報情報推進課　課長		0768-76-8301		terashita-n@town.noto.lg.jp		6,582		6,582		6,734		5,013		0		0		2,234		262		4/1/14				0		石川県

		10112131		魚沼市		信越		新潟県						2,624		2,624		1,236		0		109		0		109		1,236		109		0		0								0						0		17,847		17,847						3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟)				五十嵐　誠		総務政策部　秘書広報課　広報広聴係　副参事		025-792-1494		koho@city.uonuma.lg.jp		2,624		2,624		1,236		407		109		109		0		0		4/1/14				0		新潟県

		10112133		松浦ケーブル(株)		九州		長崎県		0		0		5,315		1,798		272		30		257				257		272		257				0								0								8,691		8,691				0		3/31/21						西山　真由美		総務		0956-73-4002		muc@po.chun2.ne.jp		5,315		1,798		272		0		257		257		0		0		4/1/14				0		長崎県

		10112134		(一財)八西ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		6		6		20,177		20,051		13,990		13,990		1,209		0		1,209		12,938		1,344		0		6,258		19		0		6,236		5,493		5,493		0		0		868,888		278,543		538,851		51,494		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				垣内　貴行		営業技術課技術総務係　係長		0894-38-2211		hassei@hassei.or.jp		20,177		20,051		13,990		0		1,209		1,344		6,258		5,493		4/1/14				0		愛媛県

		10112135		黒潮町		四国		高知県		3				5,459		5,353		2,436		2,436		0		0				2,436		0		0		1,663						1,663		0						0		115,254		29,656		83,875		1,723		3/31/21						酒井　真哉		情報防災課情報推進係長		0880-43-2188		10220010@town.kuroshio.lg.jp		5,459		5,353		2,436		1,485		0		0		1,663		0		4/1/14				0		高知県

		10112136		日田市		九州		大分県						8,541		5,947		5,900		0		0		0		0		5,900		0		0		2,329		0		0		2,329		0		0		0		0		258,246		135,479		122,767				5/31/21						江藤　柾輝		情報統計課　水郷テレビ係		0973-22-8229		suikyo-tv@city.hita.oita.jp		8,541		5,947		5,900		0		0		0		2,329		0		5/21/14				0		大分県

		10112137		こしの国広域事務組合		北陸		福井県		1		3		7,661		7,661		7,485		0		0		0		0		7,650		0		0		2,720								0						0		146,734		115,933		21,202		9,599		3/31/17						削除済		局長補佐						7,661		7,661		7,485		0		0		0		2,720		0		5/21/14		3/31/18		0		福井県

		10112142		(株)ネットフォー		九州		佐賀県		6		0		3,642		3,642		1,828		0		0		0		0		1,828		0		0		671		294		267		0		0		0		0		0		102,508		36,104		32,101		34,302		3/31/21						長尾　宏伸				0955-82-5970		nagao@netfour.ne.jp		3,642		3,642		1,828		0		0		0		671		0		9/17/14				0		佐賀県

		10112146		真岡市		北関東		栃木県						29,519		33,642		4,001		3,379		1,228		0		1,916		4,001		1,228		0		1,933		833		32		882		976		976		0		0		777		777		0		0		3/31/19		※20190920 前年度と同値確認				削除済		総務部情報政策課　主事						29,519		33,642		4,001		188		1,228		1,228		1,933		976		12/17/14		3/31/20		0		栃木県

		10112151		光ネットワーク(株)		九州		熊本県		0		0		18,447		18,447		13,415		13,415		0		0		738		13,415		0		0		7,013		0		4,051		2,962		2,967		2,967				16		671,900		179,500		388,330		104,070		3/31/21		※20211020　年度総売上実績内訳・放送/通信/その他　を修正（事業者よりのメールを元に）＠連盟				若林　敏康		サポート係　所長		0967-62-3355		support@tkbb.jp		18,447		18,447		13,415		2,278		0		0		7,013		2,967		2/18/15				0		熊本県

		10112156		西会津町ケーブルテレビ		東北		福島県		8				2,598		3,100		2,704		2,704		394		0		50		2,704		394		0		1,122		909		213		14		0								105,766		73,355		32,411				3/31/21						大出　伸男		所長		0241-45-4461		nct_oode@nct.ne.jp		2,598		3,100		2,704		2,704		394		394		1,122		0		9/16/15				0		福島県

		10112157		都留市テレビ利用者組合		南関東		山梨県		6		0		12,119		11,744		10,375		0		0		0		0		10,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		140,907		140,907						3/31/21						井上　和美				0554-43-2542		tsuru.tv@fine.ocn.ne.jp		12,119		11,744		10,375		10,375		0		0		0		0		9/16/15				0		山梨県

		10112158		東峰村		九州		福岡県						912		912		841		841		0		0				841		0		0		0								0								6,142		174		2,523		3,445		3/31/21		※加入者からの収入2,697（うち光ケーブル使用料2,523を通信に分類）、その他はＮＴＴからのケーブル使用料及びADSL装置等賃貸借料を含む。				中村　優佑		企画政策課　情報通信係　主事		0946-72-2311		kikaku@vill.toho.fukuoka.jp		912		912		841		841		0		0		0		0		9/16/15				0		福岡県

		10112163		新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合		北陸		富山県		0		13		27,929		27,929		23,232		0		3,978		0		5,278		23,232		5,231		0		6,809		5,308		0		1,501		0								472,910		431,769		41,141				3/31/21						椎名　貞仁		指定管理者　(株)新川コミュニティ放送　業務部長		0765-74-9321		shiina@niikawa-catv.jp		27,929		27,929		23,232		1,021		3,978		5,231		6,809		0		4/1/16				0		富山県

		10112166		臼杵ケーブルネット(株)		九州		大分県		22		3		14,884		14,884		12,433		11,934		2,726				2,726		12,433		3,045		36		0								0								528,717		469,348				59,368		3/31/21						糠塚　学		営業技術課　課長		0972-64-7000		m.nukaduka@usuki.gr.jp		14,884		14,884		12,433		0		2,726		3,045		0		0		5/25/16				0		大分県

		10112167		田子町		東北		青森県		8				2,364		2,400		2,364		2,364		2,350						2,364		0				0								0								0		0						3/31/21		自治体が運営しているため、売上は０円で総務省に提出しています。				稲垣　秀昭		事務局長		0179-20-7229		h-inagaki@229nw.or.jp		2,364		2,400		2,364		2,364		2,350		0		0		0		5/25/16				0		青森県

		10112170		古河ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県		18		1		63,500		63,500		8,388		5,951		4,644				4,644		8,388		4,644		4,503		4,318		31		129		4,168		4,366		4,366				64		469,172		226,989		214,399		27,783		3/31/21		※20210805　年間総売上実績を更新（事業者からのメールにより）（@連盟） 7-1.資本　2018年度資本金4500万増資 古河ケーブルテレビ株式会社 株主数　1　/　株主　ケーブルテレビ株式会社　/　資本金　5,500万円				野崎　圭一		営業技術課　主任		0280-32-4747		nozaki@koga-catv.jp		63,500		63,500		8,388		0		4,644		4,644		4,318		4,366		9/14/16				0		茨城県

		10112171		海士町		中国		島根県						1,194		1,194		1,194		1,194		0						1,194		0		0		662								0		0		0				2,302		2,302						3/31/21		海士町の場合、売上実績は「利用料」の回収実績の数字です。				村尾　由美子		海士町役場　総務課		08514-2-0115		murao-yumiko@town.ama.shimane.jp		1,194		1,194		1,194		700		0		0		662		0		9/14/16				0		島根県

		10112173		(株)忍野ＣＡＴＶ		南関東		山梨県		2				3,532		3,532		2,009		2,009		0				0		2,009		0				0								0								84,331		77,880		0		6,451		3/31/21		※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				萱沼　敦子		総務部		0555-84-4565		oshinocatv@aioros.ocn.ne.jp		3,532		3,532		2,009		0		0		0		0		0		3/15/17				0		山梨県

		10112186		西ノ島町		中国		島根県						1,567		1,551		1,551				0						1,551		0		0		773								677						0																削除済		企画財政課　主任主事						1,567		1,551		1,551		0		0		0		773		677		4/1/18		3/31/19		0		島根県

		10112189		萩テレビ(株)		中国		山口県						41,912		41,912		16,551		12,854		9,754				9,429		16,565		9,429		294		5,995		3,674		962		1,359		0								1,017,153		664,671		282,632		69,849		12/31/20						中嶋　啓文		取締役センター長		0838-25-7524		nakashima@hagi-tv.com		41,912		41,912		16,551		2,105		9,754		9,429		5,995		0		9/11/19				0		山口県

		10112193		(株)ＴＡＭ		北陸		富山県		25		2		26,400		26,400		15,898		0		6,048				7,874		15,898		15,512				5,589		4,557		0		1,032		50		0		50		426		597,711		562,617		35,094		0		4/30/21		※20211021　7-2.売上　滑川3月末申告数値を記載 TAM　売上数値／年度総売上実績　461,889　放送 38,753　通信 413,633　その他 9,504				稲場　康晴		取締役　技術部　部長		076-473-1213		yinaba@tam.co.jp		26,400		26,400		15,898		40		6,048		15,512		5,589		50		5/19/21				0		富山県

		10112194		ワイコム(株)		信越		北海道		4		1		2,136		2,136		1,234		1,234								1,234						725		332				403																								賣場　崇大		事業統括本部　部長		011-280-0722		info-catv@wi-com.jp		2,136		2,136		1,234		1,082		0		0		725		0		5/19/21				0		長野県

		10112195		由利本荘市ＣＡＴＶセンター		東北		秋田県		14				30,688		30,688		10,499				305				305		10,499		1,759				2,948		2,458				490		342				342				349,145		221,914		127,231				5/31/21						鈴木　優人		由利本荘市企画調整部ＣＡＴＶセンター　番組制作班長		0184-65-3722		catv@city.yurihonjo.lg.jp		30,688		30,688		10,499		4,797		305		1,759		2,948		342		5/19/21				0		秋田県





比較(今回VS前年)

		定例報告202003(20201117)				総計 ソウケイ		346		13,013		4,777		58,183,695		52,281,002		27,350,986		4,352,972		8,026,105		7,631		7,253,341		25,173,859		8,436,317		607,820		9,616,633		1,623,556		856,897		6,700,554		8,727,000		8,496,375		245,195		503,740		1,332,208,497		480,840,933		636,894,403		214,473,105																																2,913,423		264,075																																																																										正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）　不要
決算年月日前年同値＆売上更新あり　決算年月日を＋1年に修正
売上＆決算日前年同値　更新漏れ メールで依頼
売上内訳計差異 内訳入力漏れ メールで依頼
売上前年同値＆決算日のみ更新 メールで依頼
売上空白　入力意思なし　依頼せず
売上更新無し_入力意思なし　依頼せず
売上無し確認　対応不要 ゼンネンウリアゲサイコウシンモウチワケニュウリョクモイライイライコウシンナウリアゲナカクニンタイオウフヨウ

						小計 ショウケイ		440		52,810		7,305		76,102,515		69,256,132		38,381,879		4,370,631		11,147,627		183,092		9,277,463		31,794,645		11,349,145		609,964		11,856,498		2,285,631		942,564		7,742,231		10,856,530		10,150,409		246,570		631,662		1,672,983,400		604,141,703		736,747,567		255,761,318																																3,153,936		4,149,816

						入力数(空白で無い） ニュウリョクスウクウハクナ

		締め年月		3/31/20		入力率（入力数/入力依頼数） ニュウリョクリツニュウリョクスウニュウリョクイライスウ

						率（小計/総計） リツ				405.8%		152.9%		130.8%		132.5%		140.331%		100.4%		138.9%		2399.3%		127.9%		126.3%		134.5%		100.4%		123.3%		140.8%		110.0%		115.5%		124.4%		119.5%		100.6%		125.4%		125.6%		125.6%		115.7%		1																																108.3%		1571.5%
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		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		※アナログ多CH世帯数		有料衛星放送契約世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日		県別入力有無		エリア都道府県		支部CD シブ		県CD ケン		総接続世帯数ランク ソウセツゾクセタイスウ		集計対象 シュウケイタイショウ		確定有無 カクテイウム		電話合計差異 デンワゴウケイサイ		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		多CH加入世帯数		アナログ多CH世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		前年総接続ランク ゼンネンソウセツゾク		ランク差異 サイ		総接続 ソウセツゾク		多CH タ		STB		インターネット		電話 デンワ		売上合計差異 ウリアゲゴウケイサイ		その他比率 タヒリツ		売上/総接続 ウリアゲソウセツゾク		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		精査コメント セイサ		分析 ブンセキ		売上修正 ウリアゲシュウセイ		データ修正 シュウセイ		完了年月 カンリョウネンゲツ		精査コメント セイサ		分析 ブンセキ		電話処置 デンワショチ		完了年月 カンリョウネンゲツ		全体処置 ゼンタイショチ		contact履歴 リレキ		完了月日 カンリョウガッピ		電話合計差異 デンワゴウケイサイ		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		多CH加入世帯数		アナログ多CH世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		前年総接続ランク ゼンネンソウセツゾク		ランク差異 サイ		総接続 ソウセツゾク		多CH タ		STB		インターネット		電話 デンワ		売上合計差異 ウリアゲゴウケイサイ		その他比率 タヒリツ		売上/総接続 ウリアゲソウセツゾク		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		精査コメント セイサ		分析 ブンセキ		売上修正 ウリアゲシュウセイ		完了年月 カンリョウネンゲツ		精査コメント セイサ		分析 ブンセキ		電話処置 デンワショチ		完了年月 カンリョウネンゲツ		全体処置 ゼンタイショチ		contact履歴 リレキ		完了月日 カンリョウガッピ

		10110002		旭川ケーブルテレビ(株)		北海道		北海道		32				110,200		110,200		22,881		2,253		7,101		0		7,101		22,881		7,434		53		10,361		1,264		3,927		5,170		6,186		6,158		28		1,215		1,065,572		460,632		604,940		0		3/31/20						齋藤　裕一		常務取締役　		0166-22-0707		saitou@catv-potato.co.jp		110,200		110,200		22,881		13		7,101		7,434		10,361		6,186						0		北海道		1		1		10,000		1		済		0		6,186		6,158		28		110,200		110,200		22,881		7,101		0		7,434		10,361		6,186		6,158		28		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,881		1,065,572		460,632		604,940		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		2,090		2,090		86		(116)		0		217		429		44		35		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,881		375		(22,848)		23,223		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110004		(株)帯広シティーケーブル		北海道		北海道		47		2		81,700		81,700		26,742		0		9,750				9,750		26,742		11,386		263		11,746		10,069				1,677		8,483		8,483				894		1,253,569		639,420		614,149		0		3/31/20						松浦　俊光		業務部長		0155-23-1511		t.matsuura@g.octv.ne.jp		81,700		81,700		26,742		82		9,750		11,386		11,746		8,483						0		北海道		1		1		10,000		1		済		0		8,483		8,483		0		81,700		81,700		26,742		9,750		0		11,386		11,746		8,483		8,483		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,906		1,253,569		639,420		614,149		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(431)		(451)		0		(473)		250		364		364		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,906		(6,920)		(17,848)		10,928		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110006		(株)ジェイコム札幌		北海道		北海道		0		29		843,059		843,059		544,953				126,607				126,607		544,953		126,607		227		118,360		18,137		2,376		97,847		105,157		105,157				12,196		16,519,131		6,217,487		6,373,404		3,928,239		3/31/20				(株)ジュピターテレコム		國木　典昭		管理部　リーダー		011-857-2890		kunikin@jupiter.jcom.co.jp		843,059		843,059		544,953		19,514		126,607		126,607		118,360		105,157						0		北海道		1		1		500,000		1		済		0		105,157		105,157		0		843,059		843,059		544,953		126,607		0		126,607		118,360		105,157		105,157		0		0		0		0		0		0		0		0		1		24%		2,526		16,519,131		6,217,487		6,373,404		3,928,239		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		7,129		7,129		7,091		4,908		0		4,908		9,728		(641)		(641)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		24%		2,526		855,589		36,321		237,234		582,033		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110007		伊達市		北海道		北海道		1				668		668		408		0		0						408		0				181		181						0						0		10,506		10,506						3/31/20						大宮　富美夫				0142-68-6111		chiikijumin@city.date.hokkaido.jp		668		668		408		408		0		0		181		0						0		北海道		1		1		0		1		済		0		0		0		0		668		668		408		0		0		0		181		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,146		10,506		10,506		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		(58)		(58)		(5)		0		0		0		(5)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,146		(601)		(601)		0		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110010		青森ケーブルテレビ(株)		東北		青森県		28		3		80,747		80,747		31,954		702		17,522		0		17,198		31,954		16,524		10		7,999		6,014		0		1,985		2,738		2,738		57		66		1,257,530		945,913		311,617		0		3/31/20		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				工藤　哲		常務取締役		017-773-4422		s-kudo@actv.ne.jp		80,747		80,747		31,954		1,171		17,522		16,524		7,999		2,738						0		青森県		2		2		30,000		1		済		-57		2,738		2,738		57		80,747		80,747		31,954		17,522		0		16,524		7,999		2,738		2,738		57		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,280		1,257,530		945,913		311,617		0		43,921		合計＜＞内訳合計＆合計と内訳更新あり ゴウケイウチワケゴウケイゴウケイウチワケコウシン				メールで依頼		44,107		44,110		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										-57		1,607		1,607		(404)		324		0		(518)		651		1,242		1,325		(26)		0		0		0		0		0		0		0		-8,932		1%		3,280		61,185		35,000		26,185		8,932		366		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110011		三沢市ケーブルテレビジョン		東北		青森県		4		11		18,992		17,121		17,121				0						17,121		0				0								0								27,646		1,306		0		26,340		3/31/20		総務省に報告済みの令和元年度決算見込額である 決算年月日については2020年9月議会にて承認予定				藤川　雅之		三沢市役所　政策部広報広聴課　ＣＡＴＶ情報室　放送サービス係　主事		0176-51-1349		mctv-no.3@mctvnet.ne.jp		18,992		17,121		17,121		16,414		0		0		0		0						0		青森県		2		2		10,000		1		済		0		0		0		0		18,992		17,121		17,121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		95%		135		27,646		1,306		0		26,340		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		95%		135		22,403		(55)		0		22,458		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110012		(株)八戸テレビ放送		東北		青森県		24		2		73,600		58,800		24,113		0		10,522								10,522		1,434		5,242		3,068		2,174				4,617		4,617		0		652		851,632		549,051		185,538		117,042		3/31/20		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				上野　由美子		総務部総務課　課長		0178-24-1111		soumu@htv-catv.co.jp		73,600		58,800		24,113		9,124		10,522		10,522		5,242		4,617						0		青森県		2		2		10,000		1		済		0		4,617		4,617		0		73,600		58,800		24,113		10,522		0		10,522		5,242		4,617		4,617		0		0		0		0		0		0		0		0		1		14%		2,943		851,632		549,051		185,538		117,042		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(110)		(71)		0		(71)		(21)		(28)		(28)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		14%		2,943		11,469		8,047		2,323		1,098		366		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110015		(株)一関ケーブルネットワーク		東北		岩手県		14		3		14,400		13,997		7,270		0		1,976				2,024		7,270		3,147		14		1,406		756		634		16		929		929						299,778		185,393		85,308		29,077		6/30/20		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				清水　祐喜		局長		0191-21-1256		icn-simizu_yu@icn-net.ne.jp		14,400		13,997		7,270		0		1,976		3,147		1,406		929						0		岩手県		2		3		3,000		1		済		0		929		929		0		14,400		13,997		7,270		1,976		0		3,147		1,406		929		929		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10%		3,436		299,778		185,393		85,308		29,077		44,012		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,107		44,110																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14%		3,522		0		0		0		0		0		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		内訳入力漏れ ウチワケニュウリョクモ		TEL　メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718

		10110016		岩手ケーブルテレビジョン(株)		東北		岩手県		14		0		93,450		79,432		33,359		0		2,217		0		3,723		33,359		3,723		143		1,618		1,563		55				0						0		484,359		278,931		59,609		145,819		9/30/19						千葉　繁雄		総務部　部長		019-654-7711		soumu@ictnet.co.jp		93,450		79,432		33,359		28,978		2,217		3,723		1,618		0						0		岩手県		2		3		30,000		1		済		0		0		0		0		93,450		79,432		33,359		2,217		0		3,723		1,618		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30%		1,210		484,359		278,931		59,609		145,819		43,738		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(77)		(1,618)		0		(112)		(80)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30%		1,210		59,637		(6,143)		(5,106)		70,886		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110017		三陸ブロードネット(株)		東北		岩手県		12		0		15,540		11,630		3,866		1,342		382		55		324		3,866		324		0		0		0		0		0		0		0		0		0		109,870		102,538		0		7,331		3/31/20						坂本　由加		業務部　部長		0193-24-2600		catvmaster@sanriku-broadnet.co.jp		15,540		11,630		3,866		1,342		382		324		0		0						0		岩手県		2		3		3,000		1		済		0		0		0		0		15,540		11,630		3,866		382		0		324		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7%		2,368		109,870		102,538		0		7,331		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		(591)		344		38		8		(55)		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		7%		2,368		(1,432)		(4,622)		0		3,190		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110018		北上ケーブルテレビ(株)		東北		岩手県		15		0		25,766		25,766		7,229		0		4,773		0						4,773		75		1,021								0						56		371,295		305,814		65,481		0		3/31/20						菊池　充		総務部課長		0197-64-5111		kctv@ginga-net.ne.jp		25,766		25,766		7,229		0		4,773		4,773		1,021		0						0		岩手県		2		3		3,000		1		済		0		0		0		0		25,766		25,766		7,229		4,773		0		4,773		1,021		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,280		371,295		305,814		65,481		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(106)		(108)		0		(108)		(47)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,280		7,330		14,901		(1,496)		(6,075)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110019		(株)遠野テレビ		東北		岩手県		15		3		10,700		10,700		7,593		1,695		6,110		0		6,110		7,593		6,110		250		3,623		3,169		454				0								266,542						266542		3/31/20		(年度総売上備考：行政からの委託業務等により運営）				佐々木　浩章		統括マネージャー		0198-63-1711		hiro-ssk@tonotv.com		10,700		10,700		7,593		1,179		6,110		6,110		3,623		0						0		岩手県		2		3		3,000		1		済		0		0		0		0		10,700		10,700		7,593		6,110		0		6,110		3,623		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100%		2,925		266,542		0		0		266,542		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		84		(177)		0		(177)		118		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100%		2,925		(4,245)		0		0		(4,245)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110020		ニューデジタルケーブル(株)		東北		岩手県		72		1		115,000		88,500		22,036		19,270		4,162				18,911		18,911		4,162				13,057		6,813		1,902		4,342		7,857		7,732		125		1,510		985,142		394,379		590,763				3/31/20						洲脇　唯宏				0198-26-5110		jcta-smile@newdc.co.jp		115,000		88,500		22,036		0		4,162		4,162		13,057		7,857						1		北海道		2		3		10,000		1		済		0		7,857		7,732		125		115,000		88,500		22,036		4,162		0		4,162		13,057		7,857		7,732		125		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,726		985,142		394,379		590,763		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		162		(160)		0		(160)		63		(15)		7		(22)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,726		11,036		(2,082)		13,118		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110021		水沢テレビ(株)		東北		岩手県		11		0		21,000		21,000		4,579		0		2,216		0		2,216				2,216		0		730		475		236		19		0						0		161,000		123,000		38,000		0		8/31/19						伊藤　泰司		代表取締役社長		0197-22-6060		t-ito@catv-mic.ne.jp		21,000		21,000		4,579		2,363		2,216		2,216		730		0						0		岩手県		2		3		3,000		1		済		0		0		0		0		21,000		21,000		4,579		2,216		0		2,216		730		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,930		161,000		123,000		38,000		0		43,708		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(86)		(86)		0		(86)		(23)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,930		(7,000)		(4,000)		(3,000)		0		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110030		気仙沼ケーブルネットワーク(株)		東北		宮城県		10				22,796		18,065		3,823		153		1,782				1,782		3,791		1,782				1,172		1,172						0								244,478		109,756		29,369		105,353		3/31/20						小松　厚		総務部長		0226-23-3131		a-komatu@k-macs.ne.jp		22,796		18,065		3,823		92		1,782		1,782		1,172		0						0		宮城県		2		4		3,000		1		済		0		0		0		0		22,796		18,065		3,823		1,782		0		1,782		1,172		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43%		5,329		244,478		109,756		29,369		105,353		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		(44)		209		(20)		0		(20)		(2)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		43%		5,329		(28,338)		4,015		(349)		(32,004)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110031		宮城ケーブルテレビ(株)		東北		宮城県		14		3		390,000		390,000		14,570		0		4,290		0		4,290		14,570		4,290		0		1,116		1,011		0		105		901		901				89		469,064		309,596		74,336		85,132		3/31/20		その他売り上げ増加理由：平成29年10月よりケーブルプラスでんき販売開始 ※20180730 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				八木　伸太郎		事業統括部長代理		022-367-7711		s-yagi@c-marinet.ne.jp		390,000		390,000		14,570		3,767		4,290		4,290		1,116		901						0		宮城県		2		4		10,000		1		済		0		901		901		0		390,000		390,000		14,570		4,290		0		4,290		1,116		901		901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		18%		2,683		469,064		309,596		74,336		85,132		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,120		44,123																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14%		2,648		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110032		仙台ＣＡＴＶ(株)		東北		宮城県		31		4		130,000		130,000		57,133		963		8,875		0		8,875		57,133		8,875		204		6,638		3,084		2,907		647		5,610		5,610				0		1,053,526		470,561		505,941		77,024		3/31/20						日高　邦明		代表取締役社長		022-225-2211		hidaka@cat-v.co.jp		130,000		130,000		57,133		28,828		8,875		8,875		6,638		5,610						0		宮城県		2		4		50,000		1		済		0		5,610		5,610		0		130,000		130,000		57,133		8,875		0		8,875		6,638		5,610		5,610		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		1,537		1,053,526		470,561		505,941		77,024		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		10,000		10,000		338		(107)		0		(107)		967		55		55		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		1,537		16,133		(7,878)		(4,278)		28,289		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110033		宮城ネットワーク(株)		東北		宮城県		39		58		243,100		243,100		129,600		0		33,500		0		26,000		109,000		33,500		0		29,900		25,900		2,400		0		7,700		0		180		0		2,918,648												(株)ジュピターテレコム		削除済		業務本部　副本部長						190,400		190,400		128,300		41,937		33,000		28,900		29,500		1,200				10/1/11		0		北海道		2		4		100,000		0						7,700		0		180

		10110040		(株)秋田ケーブルテレビ		東北		秋田県		86		4		120,000		95,000		53,583		21,943		27,786		0		27,651		53,583		27,786		2,184		24,208		6,868		364		16,851		23,355		23,355				435		3,924,300		1,588,302		1,087,656		1,248,340		3/31/20		※20190920 決算年月日修正				飯塚　雅子		コーポレート本部　本部長		018-865-5141		cna-jcta@cna-catv.co.jp		120,000		95,000		53,583		7,394		27,786		27,786		24,208		23,355						0		秋田県		2		5		50,000		1		済		0		23,355		23,355		0		120,000		95,000		53,583		27,786		0		27,786		24,208		23,355		23,355		0		0		0		0		0		0		0		0		2		32%		6,103		3,924,300		1,588,302		1,087,656		1,248,340		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(4,847)		163		0		163		1,694		1,455		1,455		0		0		0		0		0		0		0		0		2		32%		6,103		207,872		35,139		74,775		97,956		366		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110045		(株)ダイバーシティメディア		東北		山形県		35		0		88,624		44,332		30,782		0		5,010								5,010		0		4,260		2,087				2,173		851		851		0		0		702,161		360,243		185,658		156,260		3/31/20						奥出　潔		総務局長		023-624-5000		kikaku@ma.catvy.ne.jp		88,624		44,332		30,782		0		5,010		5,010		4,260		851						0		山形県		2		6		30,000		1		済		0		851		851		0		88,624		44,332		30,782		5,010		0		5,010		4,260		851		851		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22%		1,901		702,161		360,243		185,658		156,260		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(58)		(212)		0		(212)		(161)		(7)		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22%		1,901		(21,704)		(5,236)		(5,456)		(11,012)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110046		(株)庄内社会教育事業センター		東北		山形県						499		499		100		0		0								0		0		0								0						0												※20160812　0円更新				吉田　雅樹		代表取締役		0234-26-2824		stv-shonai@ic-net.or.jp		499		499		100		0		0		0		0		0				3/31/16		0		山形県		2		6		0		0						0		0		0

		10110047		(株)ニューメディア		東北		山形県		55		3		522,763		522,763		159,003		49,988		30,615		0		30,615		120,231		37,783		130		90,880		34,535		0		56,345		48,968		48,903		65		2,045		7,279,924		2,128,990		3,220,339		1,930,594		3/31/20		※20200707 決算年月日修正				安部　和樹		本社総務統括本部課長		0238-24-2525		abe.kazuki@ncv.co.jp		522,763		522,763		159,003		14,343		30,615		37,783		90,880		48,968						1		山形県		2		6		100,000		1		済		0		48,968		48,903		65		522,763		522,763		159,003		30,615		0		37,783		90,880		48,968		48,903		65		0		0		0		0		0		0		0		1		27%		3,815		7,279,924		2,128,990		3,220,339		1,930,594		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		79,730		79,730		5,361		1,597		0		(1,408)		8,637		2,708		2,708		0		0		0		0		0		0		0		0		1		27%		3,815		319,815		141,215		208,503		(29,903)		366		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110051		(一財)研究学園都市コミュニティケーブルサービス		北関東		茨城県		28		8		72,945		72,198		66,261		5,452		9,613		0		10,486		66,261		9,613		86		8,981		1,513		1,768		5,700		7,132		7,132		0		0		1,653,605		831,979		696,600		125,026		3/31/20						森　理		放送部　放送部次長		029-852-6111		mori@accs.or.jp		72,945		72,198		66,261		43,128		9,613		9,613		8,981		7,132						0		茨城県		3		8		50,000		1		済		0		7,132		7,132		0		72,945		72,198		66,261		9,613		0		9,613		8,981		7,132		7,132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		2,080		1,653,605		831,979		696,600		125,026		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(1,981)		(122)		0		(122)		154		193		193		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		2,080		43,522		61,825		8,625		(26,928)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110052		土浦ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県				8		250,741		250,741		125,456		269		61,825				61,825		125,456		61,825		7,729		46,851		10,415		1,344		35,092		50,403		50,403				3,396		7,726,703		3,247,850		3,031,553		1,447,299		3/31/20				(株)ジュピターテレコム		千葉　隆志		人事・管理統括部 アシスタントマネージャー		047-315-9081		ChibaT@jupiter.jcom.co.jp		250,741		250,741		125,456		14,530		61,825		61,825		46,851		50,403						0		茨城県		3		8		100,000		1		済		0		50,403		50,403		0		250,741		250,741		125,456		61,825		0		61,825		46,851		50,403		50,403		0		0		0		0		0		0		0		0		1		19%		5,132		7,726,703		3,247,850		3,031,553		1,447,299		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																50,403		643		643		(329)		(669)		0		(669)		656		(1,182)		(51,585)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		19%		5,132		214,769		(34,091)		(50,363)		299,221		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110053		日本通信放送網(株)		北関東		茨城県		9		0		65,000		45,000		861		0		298		298				480		298		0		720		0		0		720		0		0		0		0																椎名　浩美		総務課		0292-202-6058		info@jctv.jp		65,000		45,000		861		0		298		298		720		0				3/31/14		0		茨城県		3		8		0		0						0		0		0

		10110054		(株)ＪＷＡＹ		北関東		茨城県		39		34		93,266		93,266		30,263		1,797		12,278		0		12,278		30,263		14,072		87		16,076		5,262		6,779		4,035		13,385		13,282		104		0		1,761,258		959,068		802,190				3/31/20						清水　治		総務部　担当課長		0294-22-3080		osamu.shimizu@jway.co.jp		93,266		93,266		30,263		547		12,278		14,072		16,076		13,385						0		茨城県		3		8		30,000		1		済		-1		13,385		13,282		104		93,266		93,266		30,263		12,278		0		14,072		16,076		13,385		13,282		104		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,850		1,761,258		959,068		802,190		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										-1		5,878		5,878		1,564		1,341		0		1,910		1,091		1,223		1,231		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,850		157,528		106,016		51,512		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110055		宇都宮ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		44		2		100,592		100,592		36,266		7,325		9,763		0		1,453		36,266		9,763		0		13,658		4,215		601		8,842		9,150		9,150		0		0		1,461,114		548,244		903,580		9,290		3/31/20						加藤　靖		専務取締役		028-638-8090		ykato@ucatv.ne.jp		100,592		100,592		36,266		26,503		9,763		9,763		13,658		9,150						0		栃木県		3		9		30,000		1		済		0		9,150		9,150		0		100,592		100,592		36,266		9,763		0		9,763		13,658		9,150		9,150		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		3,357		1,461,114		548,244		903,580		9,290		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(50)		(319)		0		(319)		931		850		850		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		3,357		(62,841)		(52,568)		(10,527)		254		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110056		鹿沼ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		23		5		36,600		36,600		12,800		9,900		6,100				7,100		12,800		6,900		53		12,400		0		4,700		7,700		9,600		9,600		0		1,700		1,409,976		491,249		918,727				3/31/20						川口　信二		企画室　企画室長		0289-63-0005		kawaguti@bc9.ne.jp		36,600		36,600		12,800		100		6,100		6,900		12,400		9,600						0		栃木県		3		9		10,000		1		済		0		9,600		9,600		0		36,600		36,600		12,800		6,100		0		6,900		12,400		9,600		9,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		9,180		1,409,976		491,249		918,727		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		600		600		400		200		0		100		100		100		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		9,180		2,501		(4,444)		6,945		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110057		佐野ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		20		11		41,900		41,900		18,217		6,196		5,315		0		5,315		18,217		7,483		74		8,799		4,665		2,268		1,866		8,071		8,027		43				1,040,303		467,699		572,604		0		3/31/20		※20201005 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				成瀬　正彦　		経営企画開発室長		0283-21-2121		naruse@mirun.sctv.jp		41,900		41,900		18,217		0		5,315		7,483		8,799		8,071						0		栃木県		3		9		10,000		1		済		1		8,071		8,027		43		41,900		41,900		18,217		5,315		0		7,483		8,799		8,071		8,027		43		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,759		1,040,303		467,699		572,604		0		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,109		44,110		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										1		0		0		41		(105)		0		(118)		51		81		84		(4)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,718		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110058		塩原ケーブルテレビ協同組合		北関東		栃木県						1,269		859		859		0		0		0		0		859		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16,355		16,293				62		3/31/20		(年度総売上備考：組合費、施設使用料）				君島　一文		事務局		0287-32-3275		stv5@nasuinfo.or.jp		1,269		859		859		859		0		0		0		0						0		栃木県		3		9		0		1		済		0		0		0		0		1,269		859		859		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,587		16,355		16,293		0		62		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		(18)		(18)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,587		(203)		(113)		0		(90)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110059		ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		146		9		233,299		233,299		53,302		49,230		44,198		0		44,198		53,302		44,198		9,692		51,034		5,026		1,269		44,739		41,997		41,761		236		1,529		5,114,632		2,141,470		1,948,783		1,024,377		3/31/20						家住　好寿		管理部　主任		0282-25-1811		iezumi@cabletv.jp		233,299		233,299		53,302		2,583		44,198		44,198		51,034		41,997						1		茨城県		3		9		50,000		1		済		0		41,997		41,761		236		233,299		233,299		53,302		44,198		0		44,198		51,034		41,997		41,761		236		0		0		0		0		0		0		0		2		20%		7,996		5,114,632		2,141,470		1,948,783		1,024,377		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		16,891		16,891		2,283		2,281		0		2,281		2,607		1,995		2,021		(26)		0		0		0		0		0		0		0		2		20%		7,996		332,259		96,707		122,165		113,447		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110060		テレビ小山放送(株)		北関東		栃木県		43		7		81,362		81,362		35,960		2,933		7,566		0				35,960		8,863		227		6,075		5,125		320		630		4,850		4,850		0		452		911,771		568,116		303,146		40,509		9/30/19						宇和嶋　則夫		事業部　部長		0285-23-2220		uwajima@tvoyama.ne.jp		81,362		81,362		35,960		32		7,566		8,863		6,075		4,850						0		栃木県		3		9		30,000		1		済		0		4,850		4,850		0		81,362		81,362		35,960		7,566		0		8,863		6,075		4,850		4,850		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		2,113		911,771		568,116		303,146		40,509		43,738		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		9,277		9,277		1,826		1,801		0		1,291		857		931		1,065		(134)		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		2,113		48,408		9,677		33,543		5,188		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110061		光ケーブルネット(株)		北関東		群馬県		40				31,600		31,600		6,766		0		6,681		6,837						1,681		0		3,524														0																削除済		放送部						31,600		31,600		6,766		234		6,681		1,681		3,524		0				6/18/13		0		群馬県		3		10		3,000		0						0		0		0

		10110063		真岡ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		11		1		27,248		23,386		3,700		0		1,637		0		1,955		3,527		1,955		0		1,303		1,062		183		88		3						0		237,923														野澤　友和		企画部　課長		0285-83-5001		t_nozawa@mcatv.co.jp		27,248		23,386		3,700		5		1,637		1,955		1,303		3				9/18/14		0		栃木県		3		9		3,000		0						3		0		0

		10110065		入間ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		56		0		80,974		77,422		38,509		17,531		16,044		0		10,164		16,044		16,044		693		13,463		2,612		7,974		2,877		13,996		13,965		31		1,294		1,795,389		974,078		783,729		37,581		3/31/20		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				對馬　央大		管理部総務課　課長		04-2965-0550		a-tsushima@ictv-g.co.jp		80,974		77,422		38,509		0		16,044		16,044		13,463		13,996						1		埼玉県		3		11		30,000		1		済		0		13,996		13,965		31		80,974		77,422		38,509		16,044		0		16,044		13,463		13,996		13,965		31		0		0		0		0		0		0		0		1		2%		3,885		1,795,389		974,078		783,729		37,581		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105																0		485		494		101		(88)		0		(88)		387		218		223		(5)		0		0		0		0		0		0		0		1		2%		3,885		22,933		(22,120)		30,132		14,920		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		747		156		2,835,226		2,835,226		1,668,093		5,152		579,850				579,850		1,668,093		579,850		90,180		515,809		144,207		11,367		360,235		513,638		513,638		0		45,642		73,057,745		28,138,471		29,342,333		15,576,940		3/31/20		＊		(株)ジュピターテレコム		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,835,226		2,835,226		1,668,093		248,347		579,850		579,850		515,809		513,638						1		埼玉県		3		11		1,000,000		1		済		0		513,638		513,638		0		2,835,226		2,835,226		1,668,093		579,850		0		579,850		515,809		513,638		513,638		0		0		0		0		0		0		0		0		1		21%		3,650		73,057,745		28,138,471		29,342,333		15,576,940		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																506,088		1,839,570		1,839,570		973,507		335,252		0		335,252		304,699		297,903		(208,185)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		21%		3,650		42,251,573		15,547,390		16,411,516		10,292,666		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110067		川越ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		30		32		111,600		111,600		82,957		0		23,275		0		23,275				23,275		0		12,915		10,906		608		1,401		5,276		5,276				0		1,870,376		1,111,425		463,622		76023						ジャパンケーブルネット(株)		削除済		総務部　人事・総務課長						111,600		111,600		80,082		5,800		22,576		24,640		11,935		0				3/31/11		0				3		11		50,000		0						5,276		5,276		0

		10110068		行田ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		9		1		34,000		34,000		5,670		940		2,987		0		2,144		5,670		2,987		5		1,470		161		336		973		686		696		0		0		261,619		172,768		88,851				3/31/20		※20201005 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				横須賀　公司　		取締役　放送局長		048-553-2122		yokosuka@tvg.ne.jp		34,000		34,000		5,670		13		2,987		2,987		1,470		686						0		埼玉県		3		11		3,000		1		済		-10		686		696		0		34,000		34,000		5,670		2,987		0		2,987		1,470		686		696		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,845		261,619		172,768		88,851		0		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,109		44,110		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										-10		0		0		162		2		0		2		59		636		646		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,625		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110069		(株)ジェイコム熊谷		北関東		埼玉県		0		31		52,217		52,217		24,126		0		9,370				9,370		24,126		9,370		0		6,045		3,625		372		2,048		4,365		4,365				0		879,371		518,785		253,605		106981		41729				(株)ジュピターテレコム		横町　健治		取締役　管理部長		048-526-5213		YokomachiK@jupiter.jcom.co.jp		52,217		52,217		24,845		570		9,193		9,193		5,740		3,764				12/31/14		0		埼玉県		3		11		10,000		0						4,365		4,365		0

		10110070		(株)ジェイコム川口戸田		北関東		埼玉県		54		14		235,215		235,215		185,869		0		46,052				46,052		185,869		46,052		31		41,529		13,331		1,440		26,758		38,186		38,186		0		5,394		5,570,027		2,319,896		2,164,430		1,085,701		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		新村 幸宏		管理統括部		048-705-7800				232,688		232,688		182,709		44,324		45,041		45,041		39,230		37,854				3/31/19		0		埼玉県		3		11		100,000		0						38,186		38,186		0		235,215		235,215		185,869		46,052		0		46,052		41,529		38,186		38,186		0		0																				5,570,027		2,319,896		2,164,430		1,085,701		43,555																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,160		1,011		1,011		2,299		332		0		19%		2,497		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110071		狭山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		33		8		69,632		69,632		39,059		3,342		7,022		0		4,289		39,059		7,022		0		6,351		1,758		686		3,907		7,082		7,082		0		0		1,092,864		557,477		412,541		122,846		3/31/20						太田　和正		総合企画部　総務課		04-2907-9246		oota@staff.s-cat.ne.jp		69,632		69,632		39,059		15,259		7,022		7,022		6,384		7,082						0		埼玉県		3		11		30,000		1		済		0		7,082		7,082		0		69,632		69,632		39,059		7,022		0		7,022		6,351		7,082		7,082		0		0		0		0		0		0		-33		0		0		11%		2,332		1,092,864		557,477		412,541		122,846		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,632		16,632		(1,146)		(606)		0		(606)		558		523		523		0		0		0		0		0		0		-33		0		0		11%		2,332		11,920		(820)		48,752		(36,012)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110072		(株)シティケーブルネット		北関東		埼玉県		29		51		146,107		146,107		93,427		0		30,712		536						30,176		0		19,670		10,868		6,086		2,716		6,741		6,741				0		3,009,883		1,815,457		727,640		6037						(株)ジュピターテレコム		削除済		管理部						143,000		143,000		93,000		11,247		28,400		24,800		18,000		2,100				3/1/11		0				3		11		50,000		0						6,741		6,741		0

		10110074		(株)ジェイコム東上		北関東		埼玉県		16		49		177,800		172,143		101,504		0		24,453		356		16,000		16,000		24,097		0		14,099		9,752		2,573		1,774		7,392		7,392				0		2,130,551		1,154,231		386,427		168578						(株)ジュピターテレコム		削除済		業務管理部　部長						177,800		177,800		99,400		59,000		22,200		19,000		12,400		0				3/1/11		0				3		11		100,000		0						7,392		7,392		0

		10110075		飯能ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		19		18		54,000		50,000		21,493				1,004		0		1,004		21,493		2,634		0		4,536		3,132		0		1,404		2,286		2,286				86		560,191		374,614		185,577		0		3/31/20						小清水　豊		企画開発室　室長		042-974-3611		kosimizu@tv-hanno.co.jp		54,000		50,000		21,493		0		1,004		2,634		4,536		2,286						0		埼玉県		3		11		10,000		1		済		0		2,286		2,286		0		54,000		50,000		21,493		1,004		0		2,634		4,536		2,286		2,286		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,172		560,191		374,614		185,577		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										1,218		0		0		155		(4)		0		(303)		387		1,218		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,172		63,726		53,538		40,122		(29,934)		366		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110076		本庄ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		19		0		27,000		26,000		4,283		1,696		3,810		0		3,819		3,933		3,933		0		2,101		0		1,281		820		174		70		104		71		423,467		307,166		116,300		0		3/31/20						山下　美由紀		管理本部　部長		0495-23-0001		toya-catv@catnet.jp		27,000		26,000		4,283		300		3,810		3,933		2,101		174						0		埼玉県		3		11		3,000		1		済		0		174		70		104		27,000		26,000		4,283		3,810		0		3,933		2,101		174		70		104		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		8,239		423,467		307,166		116,300		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(77)		(100)		0		(77)		(34)		46		51		(5)		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		8,239		(6,475)		(5,742)		(734)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110078		蕨ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		18		2		36,000		30,000		24,772		4,315		4,416				1,452		24,772		5,936		68		5,752		2,329		1,808		1,615		3,427		3,370		57		0		809,873		395,848		206,398		207,627		3/31/20						高田　修介		総務部		048-444-3333		shusuke@warabi.ne.jp		36,000		30,000		24,772		7,003		4,416		5,936		5,752		3,427						0		埼玉県		3		11		10,000		1		済		0		3,427		3,370		57		36,000		30,000		24,772		4,416		0		5,936		5,752		3,427		3,370		57		0		0		0		0		0		0		0		0		26%		2,724		809,873		395,848		206,398		207,627		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(878)		(224)		0		(67)		264		6		18		(12)		0		0		0		0		0		0		0		0		26%		2,724		9,591		(11,721)		6,584		14,729		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110079		東松山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		8		0		68,017		39,430		6,938		1,147		3,209				1,715		3,180		3,209		0		3,972		650		2,486		640		3,992		3,985		7		449		421,306		183,362		236,597		1,347		3/31/20		※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				上野　晃		総務課		0493-27-8200		a-ueno@ictv-g.co.jp		68,017		39,430		6,938		51		3,209		3,209		3,972		3,992						0		埼玉県		3		11		3,000		1		済		0		3,992		3,985		7		68,017		39,430		6,938		3,209		0		3,209		3,972		3,992		3,985		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		5,060		421,306		183,362		236,597		1,347		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,120		44,123		プライマリ更新忘れ コウシンワス				加入世帯数-SをPに転記 カニュウセタイスウテンキ		3,985								36		12,226		0		171		29		0		29		196		36		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,892		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110080		江戸川ケーブルテレビ(株)		東京		東京都		33		68		292,400		292,400		159,498		0		40,979		0		0		25,868		40,979		0		15,757		8,408		4,285		3,064		8,789		8,789				0		3,979,973		2,471,445		481,104								(株)ジュピターテレコム		削除済		業務管理部　部長						292,400		292,400		159,498		10,534		40,979		40,979		15,757		8,789				6/30/11		0				4		13		100,000		0						8,789		8,789		0

		10110081		(株)ジェイコム大田		南関東		東京都		0		27		274,700		274,700		181,300		15,377		39,551				39,551		181,300		39,551		25		35,252		9,820		996		24,436		34,314		34,314		0		2,661		4,658,489		2,001,064		1,932,531		724,894		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		千葉　奈保美		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー		03-5932-8100				274,874		274,874		180,385		44,034		38,785		38,785		33,446		34,570				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		0						34,314		34,314		0		274,700		274,700		181,300		39,551		0		39,551		35,252		34,314		34,314		0		0																				4,658,489		2,001,064		1,932,531		724,894		43,555																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		915		766		766		1,806		-256		0		16%		2,141		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110082		(株)ジェイコムせたまち		南関東		神奈川県				62		436,265		436,265		151,318		0		56,199								42,674		0		26,518								9,024						0																								436,265		436,265		151,318		36,678		56,199		42,674		26,518		9,024				10/17/07		0				5		14		100,000		0						9,024		0		0

		10110084		(株)ジェイコム東京北		南関東		東京都		0		31		204,552		204,552		149,238				32,004				32,004		149,238		32,004		52		30,118		10,168		1,155		18,795		30,085		30,085				1,713		3,727,695		1,631,905		1,626,363		469,427		3/31/18				(株)ジュピターテレコム		退会								204,552		204,552		149,238		26,478		32,004		32,004		30,118		30,085				6/30/18		0		東京都		5		13		100,000		0						30,085		30,085		0

		10110085		(株)ジェイコム足立		南関東		東京都		0		22		333,200		333,200		189,100		0		53,838		0		53,838		189,100		53,838		33		44,456		14,795		484		29,177		42,261		42,261		0		3,045		6,168,388		2,798,368		2,382,260		987,761		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		龍瀧　由佳利		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー		047-309-5004				331,389		331,389		186,281		2,931		53,017		53,017		42,738		42,603				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		0						42,261		42,261		0		333,200		333,200		189,100		53,838		0		53,838		44,456		42,261		42,261		0		0																				6,168,388		2,798,368		2,382,260		987,761		43,555																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,819		821		821		1,718		-342		-1		16%		2,718		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110086		(株)ジェイコム港新宿		南関東		東京都		0		33		401,988		401,988		248,129				35,669				35,669		248,129		35,669		73		25,250		7,349		635		17,266		21,716		21,716				1,481		4,805,713		2,890,780		1,409,607		505,326		3/31/18				(株)ジュピターテレコム		千葉　奈保美		株式会社ジュピターテレコム　東東京第一ブロック　アシスタントマネージャー		03-5932-8100		ChibaNah@jupiter.jcom.co.jp		401,988		401,988		248,129		51,932		35,669		35,669		25,250		21,716				12/31/18		0		東京都		5		13		200,000		0						21,716		21,716		0

		10110087		さくらケーブルテレビ(株)		東京		東京都						126,370		119,291		79,000		0		15,000								10,649		0		5,753								4,000						0														(株)ジュピターテレコム		削除済		人事管理本部　管理部長						126,370		119,291		79,000		38,610		15,000		10,649		5,753		4,000				10/22/08		0				4		13		50,000		0						4,000		0		0

		10110088		(株)ジェイコム中野		南関東		東京都		0		25		218,700		218,700		155,300		0		37,248				37,248		155,300		37,248		32		32,196		11,101		487		20,608		25,008		25,008		0		2,308		4,272,742		2,016,421		1,660,844		595,477		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		千葉　奈保美		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー		03-5932-8100				217,219		217,219		149,918		42,432		36,158		36,158		30,043		25,300				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		0						25,008		25,008		0		218,700		218,700		155,300		37,248		0		37,248		32,196		25,008		25,008		0		0																				4,272,742		2,016,421		1,660,844		595,477		43,555																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5,382		1,090		1,090		2,153		-292		0		14%		2,293		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110089		(株)ジェイコム東京		南関東		東京都		1,246		465		5,028,702		5,028,702		3,516,257		16,963		1,008,566				1,008,566		3,516,257		1,008,566		166,157		883,853		213,261		21,354		649,238		804,597		804,597		0		72,278		123,342,652		50,925,430		48,665,038		23,752,184		3/31/20		自治体出資は「あり」だが、自治体出資占有率は 0.015%となり、項目への入力不可のため「0.0」と入力。		(株)ジュピターテレコム		佐藤　恭平		人事・管理統括部		03-4521-5100		satokyohei@jupiter.jcom.co.jp		5,028,702		5,028,702		3,516,257		550,512		1,008,566		1,008,566		883,853		804,597						1		東京都		5		13		1,000,000		1		済		0		804,597		804,597		0		5,028,702		5,028,702		3,516,257		1,008,566		0		1,008,566		883,853		804,597		804,597		0		0		0		0		0		0		0		0		0		19%		2,923		123,342,652		50,925,430		48,665,038		23,752,184		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		3,039,402		3,039,402		2,060,457		597,192		0		597,192		534,714		471,983		471,983		0		0		0		0		0		0		0		0		0		19%		2,923		77,314,451		31,019,357		29,369,654		16,925,439		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110090		(株)城北ニューメディア		東京		東京都		11		34		104,600		104,600		104,600		0		14,016		1,976						12,040		0		5,872		2,705		2,408		759		3,485		3,485		0		0		1,050,585		866,796		237,867		158563						(株)ジュピターテレコム		削除済		総務部　次長						93,200		81,600		80,900		43,274		13,100		9,400		5,100		1,800				10/31/10		0		北海道		4		13		100,000		0						3,485		3,485		0

		10110092		(株)ジェイコムイースト		南関東		東京都		0		245		3,705,700		3,705,700		2,423,900		740		830,813				830,813		2,423,900		830,813		1,266		708,967		177,429		24,215		507,323		704,853		704,853		0		60,142		104,949,238		42,491,346		42,959,697		19,498,194		3/31/19		千円未満切り捨てのため、県別合計と差異が生じています。		(株)ジュピターテレコム		山添　達也		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第二ブロック		044-959-5101				3,705,700		3,705,700		2,423,900		381,631		830,813		830,813		708,967		704,853				5/31/19		1		東京都		5		13		1,000,000		0						704,853		704,853		0		3,705,700		3,705,700		2,423,900		830,813		0		830,813		708,967		704,853		704,853		0		0																				104,949,238		42,491,346		42,959,697		19,498,194		43,555																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		19%		3,608		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110093		多摩ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		28		5		107,100		107,100		60,252		847		23,946		0		23,946		60,252		23,946		138		18,288		2		4,844		13,442		18,106		18,069		37		116		2,665,401		1,533,803		1,131,598		0		3/31/20						宮寺　光久		取締役　技術部長		0428-32-1351		miyadera@tcnnet.co.jp		107,100		107,100		60,252		216		23,946		23,946		18,288		18,069						0		東京都		5		13		50,000		1		済		0		18,106		18,069		37		107,100		107,100		60,252		23,946		0		23,946		18,288		18,106		18,069		37		0		0		0		0		0		0		37		0		0%		3,686		2,665,401		1,533,803		1,131,598		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		1,126		(57)		0		(57)		392		549		551		(2)		0		0		0		0		0		0		37		0		0%		3,686		20,473		(4,579)		25,052		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110094		(株)多摩テレビ		南関東		東京都		27		13		152,664		73,182		66,657		0		3,544				5,996				5,996		327		5,105		1,751		117		3,237		4,557		4,557				0		1,140,414		815,371		274,890		50,153		3/31/20		特になし。				三宅　徹平		総務経理課		042-339-5519		webmaster@ttv.co.jp		152,664		73,182		66,657		1,133		3,544		5,996		5,105		4,557						0		東京都		5		13		50,000		1		済		0		4,557		4,557		0		152,664		73,182		66,657		3,544		0		5,996		5,105		4,557		4,557		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		1,426		1,140,414		815,371		274,890		50,153		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		2,018		0		(125)		(102)		0		(93)		558		734		734		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		1,426		27,598		(9,445)		32,052		4,991		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110095		調布ケーブルテレビジョン(株)		東京		東京都						190,000		190,000		135,000		0		36,000								14,700		0		14,600								800						0																								190,000		190,000		135,000		24,800		36,000		14,700		14,600		800				10/17/07		0				4		13		100,000		0						800		0		0

		10110096		(財)東京ケーブルビジョン		東京		東京都		30		6		170,000		170,000		69,758		0		6,104		0						6,104		0		2,910		1,023		1,236		651		3,159		3,159		0		0		708,608														鳥居　昌史		総務部　課長補佐		03-5155-1364		torii@tcv.or.jp		170,000		170,000		73,771		0		6,316		6,126		3,000		3,239				10/31/13		0		東京都		4		13		50,000		0						3,159		3,159		0

		10110097		東京ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		72		23		280,000		280,000		180,700		13,000		24,700		0		24,700				24,700		751		13,200		1,300		1,600		10,300		10,700		10,700				0		5,195,533		2,096,319		1,316,820		1,782,394		3/31/20						魚本　直隆		企画推進室　企画推進室長		03-5615-8213		n_uomoto@tcn-catv.co.jp		280,000		280,000		180,700		119,000		24,700		24,700		13,200		10,700						0		東京都		5		13		100,000		1		済		0		10,700		10,700		0		280,000		280,000		180,700		24,700		0		24,700		13,200		10,700		10,700		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34%		2,396		5,195,533		2,096,319		1,316,820		1,782,394		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		6,000		6,000		(200)		(400)		0		(400)		900		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34%		2,396		22,589		(47,421)		10,810		59,200		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110098		(株)東京テレポートセンター		東京		東京都		14		14		3,301		3,301		3,245		0		0		0						0		0		0								0						0																削除済		管理部　事業課						3,301		3,301		3,245		3,245		0		0		0		0				3/31/11		0				4		13		3,000		0						0		0		0

		10110100		東京電力(株)		東京		東京都		38,227				6,512		6,512		6,512		0												0																0																削除済		グループ事業推進部　グループ経営企画第二グループ　副長						3,239		3,239		3,239		3,239		0		0		0		0				3/31/11		0				4		13		3,000		0						0		0		0

		10110101		東京ベイネットワーク(株)		南関東		東京都		66		32		369,010		345,239		259,620		0		20,056								20,056		0		18,295								20,205		20,205				0		3,169,126		2,007,098		1,162,029		0		3/31/20		放送と通信の区分は、グループが定める基準で計算しています。		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		山路　広志		管理部		03-6811-6011		h.yamaji@tokyobaynet.co.jp		369,010		345,239		259,620		0		20,056		20,056		18,295		20,205						0		東京都		5		13		200,000		1		済		0		20,205		20,205		0		369,010		345,239		259,620		20,056		0		20,056		18,295		20,205		20,205		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		0%		1,017		3,169,126		2,007,098		1,162,029		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										-72		5,479		5,126		1,243		78		0		78		766		(72)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		0%		1,017		79,155		606,647		(6,230)		(521,261)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110103		豊島ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		31		12		179,796		140,000		136,300		0		9,719		0		9,719		136,300		20,445		436		17,980		6,756		1,159		10,065		11,275		11,275				0		1,718,536		977,925		680,806		59,805		8/31/19						内田　洋		営業部　部長		03-5951-4400		uchida@toshima.co.jp		179,796		140,000		136,300		0		9,719		20,445		17,980		11,275						0		東京都		5		13		100,000		1		済		0		11,275		11,275		0		179,796		140,000		136,300		9,719		0		20,445		17,980		11,275		11,275		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		1,051		1,718,536		977,925		680,806		59,805		43,708		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		(1,038)		0		1,311		(596)		0		(591)		1,010		554		554		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		1,051		(32,587)		86,964		144,788		(264,339)		365		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110104		(株)日本ケーブルテレビジョン		南関東		東京都		73		0		11		11		11		0		0								0		0		0								0						0												※20160812　0円更新→未確定に変更				黒川　正明		放送事業局　第2営業部　企画担当部長		03-3568-8224		kurokawa@jctv.co.jp		11		11		11		0		0		0		0		0						0		東京都		5		13		0		1		済		0		0		0		0		11		11		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値				メールで依頼																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		売上空白 ウリアゲクウハク		2016更新拒否 コウシンキョヒ		依頼せず イライ		43,727

		10110105		(株)ニューメディア総研		東京		東京都		302		268								0		0										0										0						0		5,149,294														削除済		開発第４部　部長						0		0		0		0		0		0		0		0				5/21/08		0				4		13		0		0						0		0		0

		10110107		(株)ジェイコム八王子		南関東		東京都		0		20		243,000		243,000		145,600		1,538		47,048				47,048		145,600		47,048		68		39,694		15,222		479		23,993		38,400		38,400		0		3,506		5,690,914		2,415,017		2,237,176		1,038,721		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		多賀　眞志（タガ　マサシ）		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー		042-657-2061				241,062		241,062		143,685		18,533		46,878		46,878		38,362		38,237				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		0						38,400		38,400		0		243,000		243,000		145,600		47,048		0		47,048		39,694		38,400		38,400		0		0																				5,690,914		2,415,017		2,237,176		1,038,721		43,555																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,915		170		170		1,332		163		0		18%		3,257		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110108		(株)ジェイコム日野		南関東		東京都		0		10		96,700		96,700		71,700		0		23,402				23,402		71,700		23,402		28		20,998		7,465		317		13,216		19,009		19,009		0		1,504		2,866,404		1,174,223		1,161,788		530,393		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		多賀　眞志（タガ　マサシ）		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー		042-657-2061				96,503		96,503		72,158		11,612		23,232		23,232		20,240		18,966				3/31/19		0		東京都		5		13		50,000		0						19,009		19,009		0		96,700		96,700		71,700		23,402		0		23,402		20,998		19,009		19,009		0		0																				2,866,404		1,174,223		1,161,788		530,393		43,555																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-458		170		170		758		43		0		19%		3,331		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110109		(株)ジェイコム多摩		南関東		東京都		0		19		260,900		260,900		170,000		0		48,967				48,967		170,000		48,967		47		41,424		14,015		1,366		26,043		43,815		43,815		0		3,059		6,047,366		2,559,475		2,437,278		1,050,614		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		多賀　眞志（タガ　マサシ）		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー		042-657-2061				254,200		254,200		168,263		12,964		48,507		48,507		40,113		43,810				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		0						43,815		43,815		0		260,900		260,900		170,000		48,967		0		48,967		41,424		43,815		43,815		0		0																				6,047,366		2,559,475		2,437,278		1,050,614		43,555																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,737		460		460		1,311		5		-1		17%		2,964		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110110		(株)ケーブルテレビ品川		南関東		東京都		1		0		214,029		210,000		186,481		1,191		12,384		0		25,479		186,481		25,479		206		31,085		7,587		17,656		6,272		26,509		26,509				55		3,055,441		1,705,494		1,349,947		0		3/31/20		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				糸田　純一		イッツ・コミュニケーションズ（株）経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		214,029		210,000		186,481		57,025		12,384		25,479		31,085		26,509						0		東京都		5		13		100,000		1		済		0		26,509		26,509		0		214,029		210,000		186,481		12,384		0		25,479		31,085		26,509		26,509		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,365		3,055,441		1,705,494		1,349,947		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		5,235		(570)		0		(818)		380		(413)		(413)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,365		(34,823)		(41,879)		7,056		0		366		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110111		(株)ジェイコム武蔵野三鷹		南関東		東京都		0		13		180,900		180,900		120,100		0		39,008				39,008		120,100		39,008		36		34,292		11,495		703		22,094		29,579		29,579		0		2,137		4,702,601		2,075,147		1,846,585		780,869		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		多賀　眞志（タガ　マサシ）		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー		042-657-2061				180,386		180,386		119,636		7,873		38,627		38,627		32,917		29,729				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		0						29,579		29,579		0		180,900		180,900		120,100		39,008		0		39,008		34,292		29,579		29,579		0		0																				4,702,601		2,075,147		1,846,585		780,869		43,555																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		464		381		381		1,375		-150		0		17%		3,263		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110115		(株)イースト・コミュニケーションズ		南関東		千葉県		0		2		7,650		7,650		6,715		1,216		867				867		6,715		1,723		0		2,666		0		0		2,666		2,302		2,302				0		288,345		142,426		145,919				3/31/20				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		五島　隆之		課長		043-205-8681		goto@eastcom.co.jp		7,650		7,650		6,715		0		867		1,723		2,666		2,302				9/30/20		0		千葉県		5		12		3,000		1		済		0		2,302		2,302		0		7,650		7,650		6,715		867		0		1,723		2,666		2,302		2,302		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,578		288,345		142,426		145,919		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(22)		(56)		0		(137)		69		(16)		(16)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,578		3,459		(3,592)		7,051		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110116		(株)ジェイコム市川		南関東		千葉県		0		26		249,708		249,708		166,822		0		47,500				47,500		166,822		47,500		115		42,521		13,406		646		28,469		35,343		35,343				3,061		5,788,934		2,346,827		2,247,253		1,194,855		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		深澤　進		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部		047-723-1111				249,708		249,708		166,822		8,405		47,500		47,500		42,521		35,343				3/31/19		0		千葉県		5		12		100,000		0						35,343		35,343		0		249,708		249,708		166,822		47,500		0		47,500		42,521		35,343		35,343		0		0																				5,788,934		2,346,827		2,247,253		1,194,855		43,555																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		21%		2,892		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110117		(株)いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ		南関東		千葉県		9		4		127,688		60,282		30,705		9,116		5,926						30,077		11,371		159		12,886		847		3,172		8,867		9,720		9,720		0		0		1,322,079		607,548		714,531				3/31/20				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		西村　昌訓		総務部		0436-24-0009		nishimura_masanori@icntv.jp		127,688		60,282		30,705		158		5,926		11,371		12,886		9,720						0		千葉県		5		12		30,000		1		済		0		9,720		9,720		0		127,688		60,282		30,705		5,926		0		11,371		12,886		9,720		9,720		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,588		1,322,079		607,548		714,531		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		994		0		628		(254)		0		1,921		1,167		1,263		1,263		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,588		97,206		(10,086)		107,292		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110119		(株)ジェイコム千葉セントラル		南関東		千葉県		0		18		419,322		419,322		267,543		0		64,011				64,011		267,543		64,011		50		55,879		18,612		482		36,785		57,685		57,685				3,728		7,806,739		3,304,121		3,039,753		1,462,866		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		深澤　進		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部		047-723-1111				419,322		419,322		267,543		13,912		64,011		64,011		55,879		57,685				3/31/19		0		千葉県		5		12		200,000		0						57,685		57,685		0		419,322		419,322		267,543		64,011		0		64,011		55,879		57,685		57,685		0		0																				7,806,739		3,304,121		3,039,753		1,462,866		43,555																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		19%		2,432		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110121		(株)ジェイコム東葛葛飾		南関東		千葉県		0		58		571,053		571,053		341,386		0		101,674		0		101,674		341,386		101,674		87		82,397		24,080		2,757		55,560		86,236		86,236		0		5,246		11,874,736		5,047,240		4,813,059		2,014,438		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		龍瀧　由佳利		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー		047-309-5004				568,269		568,269		336,938		28,502		101,119		101,119		79,242		87,020				3/31/19		1		千葉県		5		12		200,000		0						86,236		86,236		0		571,053		571,053		341,386		101,674		0		101,674		82,397		86,236		86,236		0		0																				11,874,736		5,047,240		4,813,059		2,014,438		43,555																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4,448		555		555		3,155		-784		-1		17%		2,899		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110122		(株)ジェイコム千葉		南関東		千葉県		0		60		2,232,574		2,232,574		1,411,437		0		465,096				465,096		1,411,437		465,096		72,611		397,074		104,105		6,696		286,273		393,973		393,973		0		33,502		57,593,461		23,040,027		22,782,715		11,770,719		3/31/20		※20201110 総売上訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		(株)ジュピターテレコム		千葉　隆志		人事・管理統括部 アシスタントマネージャー		047-315-9081		ChibaT@jupiter.jcom.co.jp		2,232,574		2,232,574		1,411,437		110,332		465,096		465,096		397,074		393,973						0		千葉県		5		12		1,000,000		1		済		0		393,973		393,973		0		2,232,574		2,232,574		1,411,437		465,096		0		465,096		397,074		393,973		393,973		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20%		3,400		57,593,461		23,040,027		22,782,715		11,770,719		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		44,145		44,145																388,758		1,563,276		1,563,276		965,672		297,476		0		297,476		263,447		252,788		(135,970)		0		0		0		0		0		0		0		0		2		20%		340		(14,733,027)		(6,422,563)		(5,938,568)		(2,371,897)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110124		(株)千葉ニュータウンセンター		南関東		千葉県		46				27,269		20,068		11,474		248		3,293						11,442		3,577		94		1,771		960		140		442		1,412		1,412				0		264,245		198,251		55,080		10,914		3/31/19		(年度総売上備考：他事業との複合会社のため、暫定売上高を掲載） 設備投資は、工事負担金を利用				寺田  純一		ケーブルテレビ部　業務課長代理		0476-46-5836		terada@rurbannet.ne.jp		27,269		20,068		11,474		0		3,293		3,577		1,771		1,412						0		千葉県		5		12		10,000		1		済		0		1,412		1,412		0		27,269		20,068		11,474		3,293		0		3,577		1,771		1,412		1,412		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		1,919		264,245		198,251		55,080		10,914		43,555		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼																				0		0		0		15		240		0		134		245		253		253		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		1,919		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110125		銚子テレビ放送(株)		南関東		千葉県		8		0		15,444		10,220		1,472		0		1,472		0		1,472		1,472		1,472		0		1,495								1,856		1,856				0		178,138		39,266		138,872		0		3/31/20						平津　清美		総務部　マネージャー		0479-25-1001		hiratsu@catv9.ne.jp		15,444		10,220		1,472		0		1,472		1,472		1,495		1,856						0		千葉県		5		12		0		1		済		0		1,856		1,856		0		15,444		10,220		1,472		1,472		0		1,472		1,495		1,856		1,856		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		10,085		178,138		39,266		138,872		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		4		4		0		4		20		31		31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		10,085		4,316		(159)		4,475		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110126		成田ケーブルテレビ(株)		南関東		千葉県		4		11		61,520		53,445		22,537		375		3,408		0		3,400		22,964		7,428		4		2,725		1,626		84		698		0						0		496,850		382,434		114,416		0		3/31/20		※20201014 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				小野寺　ルミ子		管理部　総務・経理課　主任		0476-22-1001		soumu@nctv.co.jp		61,520		53,445		22,537		1,055		3,408		7,428		2,725		0						0		千葉県		5		12		10,000		1		済		0		0		0		0		61,520		53,445		22,537		3,408		0		7,428		2,725		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,837		496,850		382,434		114,416		0		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,118		44,119																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,828		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110127		(株)広域高速ネット二九六		南関東		千葉県		133		45		249,272		207,962		83,148		49,590		50,990		0		20,080		83,148		45,778		590		41,537		23,047		3,803		14,687		43,239		43,217		22		3,130		5,443,219		2,246,387		3,122,210		74,620		12/31/19		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				木場　秀晃		管理本部総務部		043-497-0296		league_info@catv296.co.jp		249,272		207,962		83,148		484		50,990		45,778		41,537		43,239						0		千葉県		5		12		50,000		1		済		0		43,239		43,217		22		249,272		207,962		83,148		50,990		0		45,778		41,537		43,239		43,217		22		0		0		0		0		0		0		0		2		1%		5,455		5,443,219		2,246,387		3,122,210		74,620		43,830		合計＜＞内訳合計＆合計と内訳更新あり ゴウケイウチワケゴウケイゴウケイウチワケコウシン				メールで依頼		44,107		44,110																0		3,183		5,241		(4)		1,170		0		1,200		1,133		1,061		1,070		(9)		0		0		0		0		0		0		0		56,802		0%		5,455		164,198		(20,908)		179,474		(51,170)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110128		(株)ジェイコム船橋習志野		南関東		千葉県		2		17		369,757		369,757		225,541		0		66,387				66,387		225,541		66,387		73		50,202		18,514		1,641		30,047		58,559		58,559				2,180		7,119,000		3,673,000		3,032,000		414,000		3/31/17		なし		(株)ジュピターテレコム		深澤　進		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部		047-723-1111		sfukasawa@jupiter.jcom.co.jp		369,757		369,757		225,541		29,111		66,387		66,387		50,202		58,559				12/31/17		0		千葉県		5		12		200,000		0						58,559		58,559		0

		10110130		厚木伊勢原ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		12		8		100,792		96,835		50,164		3,351		12,945		0						12,945		0		14,770								10,524		10,524				7		1,559,774		801,298		737,947		20,529		3/31/20				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		村井　匡		総務部		046-220-2018		murai_masashi@s.ayu.ne.jp		100,792		96,835		50,164		7,923		12,945		12,945		14,770		10,524						0		神奈川県		5		14		50,000		1		済		0		10,524		10,524		0		100,792		96,835		50,164		12,945		0		12,945		14,770		10,524		10,524		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,591		1,559,774		801,298		737,947		20,529		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,123		0		1,304		(403)		0		(403)		1,172		1,352		1,352		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,591		83,428		15,333		70,316		(2,221)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110131		(株)ジェイコム小田原		南関東		神奈川県		0		8		92,381		92,381		52,900		0		21,121		0		21,109		52,700		21,121		0		15,869		9,716		1,197		4,715		18,661		18,661		0		0		2,237,519		1,292,856		284,162		660502		3/31/15				(株)ジュピターテレコム		佐々木　聰		株式会社ジュピターテレコム 関東南ブロック　マネージャー		0466-60-7500		SasakiSat@jupiter.jcom.co.jp		92,381		92,381		52,900		0		21,121		21,121		15,869		18,661				3/31/16		0		神奈川県		5		14		50,000		0						18,661		18,661		0

		10110132		(株)ジェイコム鎌倉		南関東		神奈川県		21		17		85,185		85,185		61,761		0		33,551		0		30,766		61,761		33,551		0		18,407		11,219		945		6,243		20,042		20,042				0		3,101,621		2,130,346		971,275		0		41729				(株)ジュピターテレコム		長山　元彦		管理部		0467-44-9035		NagayamaMo@jupiter.jcom.co.jp		85,185		85,185		61,764		7,000		32,503		32,503		17,105		18,812				3/31/15		0		神奈川県		5		14		50,000		0						20,042		20,042		0

		10110133		(一財)ケーブルシティ横浜		南関東		神奈川県		8		2		5,689		5,689		4,850		0		0						4,850				0		0														0		73,510		6,556		1,060		1800								鈴木　克巳		事業推進課		045-682-5370		k-suzuki@ccy.or.jp		5,689		5,689		5,689		5,689		0		0		0		0				7/1/14		0		神奈川県		5		14		3,000		0						0		0		0

		10110134		(株)横浜都市みらい		南関東		神奈川県		18		17		77,505		55,412		36,837		0		5,892		0		6,131		36,524		5,688		0		3,346		3,346		469		0		55		0		55		0												決算等は全社ベースで行うため、ケーブル事業単体の数字のみの抽出が困難なものは、「非管理項目」で入力。				削除済		放送通信部　事業課長代理						75,966		54,235		36,524		1,746		6,131		5,933		3,577		57				3/31/10		0				5		14		30,000		0						55		0		55

		10110135		(株)ジェイコム南横浜		南関東		神奈川県		0		51		361,485		361,485		246,349		0		82,807				82,807		246,349		82,807		77		61,735		20,722		1,079		39,934		71,080		71,080		0		5,009		9,502,000		4,163,000		3,539,000		1,800,000		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		荻島　賢一		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第一ブロック		0466-60-7500				360,757		360,757		245,758		42,696		82,100		82,100		59,544		70,509				3/31/19		0		神奈川県		5		14		200,000		0						71,080		71,080		0		361,485		361,485		246,349		82,807		0		82,807		61,735		71,080		71,080		0		0																				9,502,000		4,163,000		3,539,000		1,800,000		43,555																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		591		707		707		2,191		571		0		19%		3,214		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		10/21/19

		10110137		(株)シティテレコムかながわ		南関東		神奈川県		20		77		223,400		223,400		113,820		0		44,067		0				39,900		44,067		0		31,124		21,636		5,172		4,316		23,352		23,352				0		4,519,951		2,848,284		1,161,061		28887		２００９年１２月本決算				(株)ジュピターテレコム		削除済		業務管理部長						223,400		223,400		113,820		10,614		44,067		44,067		31,124		23,352				6/30/11		0				5		14		100,000		0						23,352		23,352		0

		10110139		湘南ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		39		44		149,987		149,987		76,272		62,334		36,412		0		0		36,412		36,412		10		36,656		29,890		4,297		2,469		35,603		35,603		15		0		3,483,502		1,970,363		1,469,916		43,222		3/31/20						高木　裕		営業本部　総務部　総務部長代理		0463-22-0419		takagi88@mx.scn-net.ne.jp		149,987		149,987		76,272		32,095		36,412		36,412		36,656		35,603						0		神奈川県		5		14		50,000		1		済		-15		35,603		35,603		15		149,987		149,987		76,272		36,412		0		36,412		36,656		35,603		35,603		15		0		0		0		0		0		0		0		1		1%		3,806		3,483,502		1,970,363		1,469,916		43,222		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										-15		2,006		2,006		1,178		1		0		1		1,089		4,109		4,109		15		0		0		0		0		0		0		0		1		1%		3,806		83,945		27,562		35,493		20,892		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110141		イッツ・コミュニケーションズ(株)		南関東		東京都		492		744		1,364,439		1,094,319		945,877		111,074		102,598				166,931		945,877		166,931		770		270,937		50,746		97,642		120,267		200,114		200,114		0		4,114		31,396,000		9,912,000		13,163,000		8,321,000		3/31/20		※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正/株主名称変更				糸田　純一		経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		1,364,439		1,094,319		945,877		2,843		102,598		166,931		270,937		198,167						1		神奈川県		5		13		500,000		1		済		0		200,114		200,114		0		1,364,439		1,094,319		945,877		102,598		0		166,931		270,937		200,114		200,114		0		0		0		0		0		0		0		1,947		0		27%		2,766		31,396,000		9,912,000		13,163,000		8,321,000		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		P増減＝合計差異、S=0 ゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		Pを加入数に転記 カニュウスウテンキ										-1,947		0		0		14,096		15,701		0		11,297		0		0		1,947		0		0		0		0		0		0		0		0		0		27%		2,766		157,000		(1,395,000)		1,192,000		360,000		366		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,759

		10110142		(株)ジェイコム湘南・神奈川		南関東		神奈川県		0		212		2,573,229		2,573,229		1,710,417		0		677,582				597,592		1,710,417		677,582		96,756		537,606		140,191		10,107		387,308		561,170		561,170		0		54,431		77,571,268		32,704,757		30,266,967		14,599,543		3/31/20				(株)ジュピターテレコム		山田　文雄		株式会社ジェイコム湘南・神奈川　人事・管理統括部　担当部長		045-514-2800		YamadaF@jupiter.jcom.co.jp		2,573,229		2,573,229		1,710,417		261,139		677,582		677,582		537,606		561,170						1		神奈川県		5		14		1,000,000		1		済		0		561,170		561,170		0		2,573,229		2,573,229		1,710,417		677,582		0		677,582		537,606		561,170		561,170		0		0		0		0		0		0		0		0		1		19%		3,779		77,571,268		32,704,757		30,266,967		14,599,543		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																532,782		1,900,693		1,900,693		1,253,517		441,831		0		441,831		374,415		371,772		(161,010)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		19%		3,779		49,595,268		19,556,037		19,356,327		10,682,903		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110143		ＹＯＵテレビ(株)		南関東		神奈川県		80		34		575,276		455,109		280,995		12		44,623				44,623		243,797		44,623		1,828		44,765		11,396		6,847		26,522		40,741		40,741		0		288		4,481,837		2,712,025		1,723,359		46,454		3/31/20						梅田　穣		メディアサービス本部　副本部長		045-503-0005		ml-jcta@youtv.co.jp		575,276		455,109		280,995		37,198		44,623		44,623		44,765		40,741						0		神奈川県		5		14		200,000		1		済		0		40,741		40,741		0		575,276		455,109		280,995		44,623		0		44,623		44,765		40,741		40,741		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		1%		1,329		4,481,837		2,712,025		1,723,359		46,454		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		3,321		5,094		8,157		(599)		0		(599)		1,845		1,124		1,124		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		1%		1,329		88,884		(52,491)		142,665		(1,289)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110144		横浜ケーブルビジョン(株)		南関東		神奈川県		38		36		322,593		290,423		169,661				51,589				51,589		169,661		51,589		4,367		39,206		14,291		1,129		23,786		42,986		42,986				1,497		5,424,211		3,381,720		1,873,808		168,682		3/31/20		※20201006 総売上等(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				畔柳　圭甫		経営管理部　総務管理担当		045-567-1808		ycv_gyosei-kokyo@ml.ycv.jp		322,593		290,423		169,661		11,177		51,589		51,589		39,206		42,986						0		神奈川県		5		14		100,000		1		済		0		42,986		42,986		0		322,593		290,423		169,661		51,589		0		51,589		39,206		42,986		42,986		0		0		0		0		0		0		0		0		1		3%		2,664		5,424,211		3,381,720		1,873,808		168,682		43,921		合計＜＞内訳合計＆合計と内訳更新あり ゴウケイウチワケゴウケイゴウケイウチワケコウシン				メールで依頼		44,110		44,111																0		5,471		16,138		5,227		1,319		0		1,319		2,760		1,664		1,664		0		0		0		0		0		0		0		0		-179		3%		2,664		220,968		66,447		124,278		30,423		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110145		横浜テレビ共同聴視(株)		南関東		神奈川県						290		290		290		0		0										0										0						0																削除済		代表取締役						290		290		290		290		0		0		0		0				7/2/08		0				5		14		0		0						0		0		0

		10110146		(株)横浜テレビ局		南関東		神奈川県		45		76		256,100		256,100		213,000		0		41,181		0		29,000		29,000		41,181		0		16,910		8,509		5,769		2,632		16,973		15,878		95		0		3,961,964		2,169,700		582,804		412706						(株)ジュピターテレコム		削除済		顧問						256,100		256,100		213,000		66,400		41,181		41,181		16,910		16,973				6/30/11		0				5		14		200,000		0						16,973		15,878		95

		10110150		河口湖有線テレビ放送(有)		南関東		山梨県		22				10,612		9,591		9,591		8,485		307				324		9,591		575				3,200								2,400		2,400						440,000		280,000		160,000		0		3/31/20		※20201005 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				結城　聡		ネットワーク部　部長		0555-72-1931		satoshi_yuuki@lcnet.jp		10,612		9,591		9,591		72		307		575		3,200		2,400						0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		2,400		2,400		0		10,612		9,591		9,591		307		0		575		3,200		2,400		2,400		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,823		440,000		280,000		160,000		0		43,921		合計＜＞内訳合計＆合計と内訳更新あり ゴウケイウチワケゴウケイゴウケイウチワケコウシン				メールで依頼		44,109		44,110																0		293		210		210		2		0		(32)		200		300		300		0		0		0		0		0		0		0		0		440,000		0%		3,823		20,000		(260,000)		(160,000)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110151		北富士有線テレビ放送(株)		南関東		山梨県		4		0		3,300		3,030		2,087		0		2,087		0		161		2,067		580		0		0								0						0		56,625		55,949		0		676		6/30/19		※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正				渡辺 みゆき				0555-85-2331		kftv@fgo.jp		3,300		3,030		2,087		0		2,087		580		0		0						0		山梨県		5		19		0		1		済		0		0		0		0		3,300		3,030		2,087		2,087		0		580		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,261		56,625		55,949		0		676		43,646		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼																				0		(500)		0		20		20		0		40		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,261		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,759

		10110152		(有)峡西シーエーテーブイ		南関東		山梨県		32				11,700		11,700		9,035		9,035		219		0		219				362		0		520		0		520		0		0		0		0		0		426,336		208,133		14,296		203,907		3/31/20		年度総売上実績内訳・その他の収入は、電気通信工事業の売上です。				小松　恵美		総務部長		055-283-8383		info@cvk.ne.jp		11,700		11,700		9,035		12		219		362		520		0						0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		0		0		0		11,700		11,700		9,035		219		0		362		520		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		48%		3,932		426,336		208,133		14,296		203,907		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		121		(3)		0		(13)		76		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		48%		3,932		(55,250)		6,934		1,948		(64,132)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110153		峡東ケーブルネット(株)		南関東		山梨県		10		0		9,942		9,942		8,912		4,100		161		0		161		8,912		538		0		1,668		1,253		347		68		328		301		27		0		286,000		214,000		53,000		19,000		3/31/20		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				小澤　健太郎		代表取締役社長		0553-33-2252		k-ozawa@kcnet.ne.jp		9,942		9,942		8,912		20		161		538		1,668		328						0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		328		301		27		9,942		9,942		8,912		161		0		538		1,668		328		301		27		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		2,674		286,000		214,000		53,000		19,000		43,921		合計＜＞内訳合計＆合計と内訳更新あり ゴウケイウチワケゴウケイゴウケイウチワケコウシン				メールで依頼		44,107		44,110																0		0		0		(31)		2		0		14		14		303		301		2		0		0		0		0		0		0		0		1,000		7%		2,674		1,000		(1,000)		(17,000)		18,000		366		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110154		(株)ケーブルテレビ富士		南関東		山梨県		3		1		3,420		3,242		2,238		1,208		159		0				2,238		159		0		66		14		22				0						0		88,955		85,705		3,250		0		3/31/20		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				流石　洋一		取締役社長		0555-62-5951		catv-fuji@luck.ocn.ne.jp		3,420		3,242		2,238		0		159		159		66		0						0		山梨県		5		19		0		1		済		0		0		0		0		3,420		3,242		2,238		159		0		159		66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,312		88,955		85,705		3,250		0		43,921		売上数値が前年同値 ウリアゲスウチゼンネンドウチ		売上値更新漏れ ウリアゲチコウシンモ		メールで依頼		44,107		44,110																0		0		0		12		0		0		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,169		0		0		0		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110155		(株)ＣＡＴＶ富士五湖		南関東		山梨県		23				19,810		19,810		18,503				541		0		192		18,479		1,402		63		1,918		1,338		554		222		0								807,193		445,499		80,800		280,894		8/31/19						宮下　睦		業務部情報通信課		0555-22-1714		miya@fgo.jp		19,810		19,810		18,503		0		541		1,402		1,918		0						0		山梨県		5		19		10,000		1		済		0		0		0		0		19,810		19,810		18,503		541		0		1,402		1,918		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35%		3,635		807,193		445,499		80,800		280,894		43,708		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		83		123		77		(11)		0		(11)		(60)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35%		3,635		48,919		4,699		118		44,102		365		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110156		富沢テレビ共聴組合		南関東		山梨県		1				750		750		627				627								0				0								0								18,536		15,225				3,310		3/31/20						稲葉　奈津美				05566-6-2312		kaori@inaba.ecnet.jp		750		750		627		627		627		0		0		0						0		山梨県		5		19		0		1		済		0		0		0		0		750		750		627		627		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		18%		2,464		18,536		15,225		0		3,310		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(21)		(21)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		18%		2,464		1,421		(527)		0		2,361		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110157		(株)日本ネットワークサービス		南関東		山梨県		122		22		218,982		218,982		183,126		64,326		7,033				7,852		183,126		22,230		62		25,799		21,929		0		3,870		11,302		11,205		97		2		6,776,864		5,578,765		945,936		252,162		3/31/20						長田　憲		経営企画室　経営企画室長		055-251-7110		a-osada@nns-catv.co.jp		218,982		218,982		183,126		0		7,033		22,230		25,799		11,302						0		山梨県		5		19		100,000		1		済		0		11,302		11,205		97		218,982		218,982		183,126		7,033		0		22,230		25,799		11,302		11,205		97		0		0		0		0		0		0		0		1		4%		3,084		6,776,864		5,578,765		945,936		252,162		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,661		1,661		2,453		(307)		0		(165)		4,117		3,193		3,220		(27)		0		0		0		0		0		0		0		1		4%		3,084		380,455		265,060		115,577		(182)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110158		富士川シーエーティーヴィ(株)		南関東		山梨県		7		1		11,376		11,296		8,968		141		602				203		8,968		602				301		286		15				0								253,440		243,212		9,473		755		5/31/19						櫻井　育也		局長		0556-22-1777		i-sakurai@fujikawa-net.co.jp		11,376		11,296		8,968		0		602		602		301		0						0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		0		0		0		11,376		11,296		8,968		602		0		602		301		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,355		253,440		243,212		9,473		755		43,616		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		83		156		44		(79)		0		(72)		34		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,355		(3,975)		(5,230)		2,089		(834)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727

		10110159		山梨ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		27		0		14,670		14,668		11,006		10,455		556		0		556		11,006		1,319		0		3,109		1,112		933		1,064		1,951		1,916		35		336		496,935		259,694		227,194		10,046		3/31/20		※20190924 内訳訂正				望月　茜		技術管理部		0553-22-6822		gikan@fruits.ne.jp		14,670		14,668		11,006		0		556		1,319		3,109		1,951						0		山梨県		5		19		10,000		1		済		0		1,951		1,916		35		14,670		14,668		11,006		556		0		1,319		3,109		1,951		1,916		35		0		0		0		0		0		0		0		1		2%		3,763		496,935		259,694		227,194		10,046		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		プライマリ更新忘れ コウシンワス				加入世帯数-SをPに転記 カニュウセタイスウテンキ		1,916								93		(9)		(9)		(30)		(8)		0		152		256		93		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2%		3,763		620		5,071		(2,755)		(1,697)		366		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110160		(株)上野原ブロードバンドコミュニケーションズ		南関東		山梨県		8		1		9,979		8,445		4,223		4,223		340				340		4,223		340				1,435						1,435		346				346				252,238		105,725		82,953		63,559		3/31/20						石井　夏希		総務部		0554-62-5504		ishii@u-bc.net		9,979		8,445		4,223		0		340		340		1,435		346						0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		346		0		346		9,979		8,445		4,223		340		0		340		1,435		346		0		346		0		0		0		0		0		0		0		1		25%		4,977		252,238		105,725		82,953		63,559		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		42		0		(27)		(32)		0		(32)		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		25%		4,977		(1,392)		376		1,768		(3,535)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110165		あづみ野テレビ(株)		信越		長野県		18		8		53,080		32,382		11,379		424		5,233		0						6,619		137		3,865		701		133		3,031		4,243		4,243				0		643,649		403,196		227,260		13,194		3/31/20						畠山　由美		総務部　部長		0263-82-7860		hatakeyama.yumi@anc-tv.co.jp		53,080		32,382		11,379		0		5,233		6,619		3,865		4,243						0		長野県		6		20		10,000		1		済		0		4,243		4,243		0		53,080		32,382		11,379		5,233		0		6,619		3,865		4,243		4,243		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		2%		4,714		643,649		403,196		227,260		13,194		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		822		0		166		(97)		0		(72)		273		426		426		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		2%		4,714		17,566		6,418		13,002		(1,853)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110166		アルプスケーブルビジョン(株)		信越		長野県		2		3		14,888		10,169		2,850		0		2,466		2,466								0		0														0		129,986		129,986		0										削除済		総務部　経理担当						14,888		10,169		3,274		0		2,890		0		0		0				3/31/11		0				6		20		0		0						0		0		0

		10110167		(株)飯田ケーブルテレビ		信越		長野県		32		4		38,569		33,050		16,392		6,588		8,355				7,527		16,392		9,168		134		9,941		983		921		8,037		7,139		7,004		135		440		1,501,738		678,626		641,330		181,782		3/31/20		※20190910　数値入手し連盟で登録 ※20201005 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				吉川　治司		常務取締役		0265-52-5406		ha-yoshikawa@iidacable.tv		38,569		33,050		16,392		708		8,355		9,168		9,941		7,139						0		長野県		6		20		10,000		1		済		0		7,139		7,004		135		38,569		33,050		16,392		8,355		0		9,168		9,941		7,139		7,004		135		0		0		0		0		0		0		0		0		12%		7,635		1,501,738		678,626		641,330		181,782		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,109		44,110																0		0		0		(474)		(2,534)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22%		8,609		0		0		0		0		0		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ				メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718

		10110168		飯山市		信越		長野県		7		1		8,078		8,078		4,683		0		3,939				137		4,683		3,939		0		1,229		337		412		480		39		0		39		0		221,357		161,657		59,700		0		3/31/20						高橋　正徳		総務部事業戦略室情報政策係　係長		0269-62-3111		senryaku@city.iiyama.nagano.jp		8,078		8,078		4,683		0		3,939		3,939		1,229		39						1		長野県		6		20		3,000		1		済		0		39		0		39		8,078		8,078		4,683		3,939		0		3,939		1,229		39		0		39		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,939		221,357		161,657		59,700		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		(15)		(15)		(90)		(110)		0		(110)		(40)		(2)		0		(2)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,939		(1,921)		(1,312)		(609)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110169		伊那ケーブルテレビジョン(株)		信越		長野県		39		3		43,031		43,031		25,511		23,831		12,190		0		364		25,511		19,568		84		6,854		2,126				4,728		7,841		7,841				2,297		1,554,149		930,843		595,519		27,787		3/31/20						濱　康司		総務課		0265-73-2020		hama@inacatv.ne.jp		43,031		43,031		25,511		0		12,190		19,568		6,854		7,841						0		長野県		6		20		10,000		1		済		0		7,841		7,841		0		43,031		43,031		25,511		12,190		0		19,568		6,854		7,841		7,841		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		5,077		1,554,149		930,843		595,519		27,787		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		(457)		16,206		(89)		(299)		0		(703)		221		278		278		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		5,077		64,383		(15,691)		53,540		26,534		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110170		(株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ		信越		長野県		35		20		169,859		162,211		43,820		3,013		17,163		0		17,163		43,820		24,585				17,600		1,918		5,648		10,034		16,705		16,705		0		4,520		1,893,259		1,129,125		701,511		62,623		3/31/20						市川　岳人		総務部　部長		026-233-1713		info@nagano-inc.co.jp		169,859		162,211		43,820		1,211		17,163		24,585		17,600		16,705						0		長野県		6		20		30,000		1		済		0		16,705		16,705		0		169,859		162,211		43,820		17,163		0		24,585		17,600		16,705		16,705		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		3,600		1,893,259		1,129,125		701,511		62,623		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,359		6,306		1,158		537		0		793		2,214		1,729		1,729		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		3,600		115,999		3,132		123,966		(11,099)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110171		(株)上田ケーブルビジョン		信越		長野県		54		0		75,666		75,666		39,464		22,107		11,953				11,953		39,464		29,116		178		10,866		4,119		3,348		3,399		3,690		3,690		0		0		1,674,004		1,077,252		596,752				3/31/20						中村　高章		営業部お客様担当　担当部長		0268-23-1600		taka@ucv.co.jp		75,666		75,666		39,464		177		11,953		29,116		10,866		3,690						0		長野県		6		20		30,000		1		済		0		3,690		3,690		0		75,666		75,666		39,464		11,953		0		29,116		10,866		3,690		3,690		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,535		1,674,004		1,077,252		596,752		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		377		2,300		1,097		127		0		845		720		1,719		1,719		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,535		49,156		223		48,933		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110172		(株)エコーシティー・駒ヶ岳		信越		長野県		22		0		21,339		21,720		15,096		15,096		2,141		0		494		14,938		13,747		88		5,663		4,807		0		856		6,018		6,001		17		0		733,862		370,014		340,819		23,029		3/31/20						佐藤　幸宏		総務課		0265-82-4000		satoh@cek.co.jp		21,339		21,720		15,096		0		2,141		13,747		5,663		6,018						0		長野県		6		20		10,000		1		済		0		6,018		6,001		17		21,339		21,720		15,096		2,141		0		13,747		5,663		6,018		6,001		17		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		4,051		733,862		370,014		340,819		23,029		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		8		(57)		(149)		0		(120)		114		250		233		1		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		4,051		3,758		(10,835)		17,653		(3,060)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110173		エルシーブイ(株)		信越		長野県		133		35		94,291				96,023		0		20,504								11,457		0		24,792								704						0																削除済		取締役総務部長						93,695		0		94,839		0		20,504		5,397		24,767		704				3/31/09		0				6		20		50,000		0						704		0		0

		10110174		(有)木曽駒ケーブルネット		信越		長野県						121		121		21		0		0										0										0						0																								121		121		21		21		0		0		0		0				10/17/07		0				6		20		0		0						0		0		0

		10110175		(株)木曽福島ケーブルテレビ		信越		長野県		6				2,373		1,823		1,823		0		438		1,823						0		0		0								0						0		52,000														削除済		総務部						2,373		1,823		1,823		0		438		0		0		0				3/31/09		0				6		20		0		0						0		0		0

		10110176		(株)信州ケーブルテレビジョン		信越		長野県		12				22,210		17,000		7,689				3,565				331		7,689		3,565				652		32		463		153		0								296,086		259,620		36,466		0		9/30/19						山浦　宏一		取締役		026-272-1660		k-yamaura@chikuma-catv.co.jp		22,210		17,000		7,689		157		3,565		3,565		652		0						0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		0		0		0		22,210		17,000		7,689		3,565		0		3,565		652		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,209		296,086		259,620		36,466		0		43,738		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		136		0		(289)		(131)		0		(131)		(31)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,209		714		2,932		(1,521)		(698)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110177		(株)Ｇｏｏｌｉｇｈｔ		信越		長野県		22		10		25,669		24,000		11,914		5,087		11,174		0		6,600		11,914		11,174		626		5,958		2,532		2,094		1,161		4,271		4,183		88		224		994,268		444,972		430,415		118,881		3/31/20		その他項目には、電力販売収入、自治体委託事業収入、その他委託事業収入・放送コンテンツ海外展開事業収入を含んでいます。				岩下　正志		総務財務課		026-246-1222		iwashita@stvnet.co.jp		25,669		24,000		11,914		103		11,174		11,174		5,958		4,271						0		長野県		6		20		10,000		1		済		0		4,271		4,183		88		25,669		24,000		11,914		11,174		0		11,174		5,958		4,271		4,183		88		0		0		0		0		0		0		0		0		12%		6,954		994,268		444,972		430,415		118,881		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		232		0		(5)		(56)		0		(56)		(35)		396		421		(25)		0		0		0		0		0		0		0		0		12%		6,954		114,072		1,017		25,334		87,721		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110178		蓼科ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		6		0		3,500		3,306		2,298		227		832		0		832		2,298		1,409		16		870		209		472		189		48		25		23		0		133,992		80,212		41,900		11,880		1/31/20						関　俊之		代表取締役		0267-56-3101		toshi@tcv21.co.jp		3,500		3,306		2,298		3		832		1,409		870		48						0		長野県		6		20		0		1		済		0		48		25		23		3,500		3,306		2,298		832		0		1,409		870		48		25		23		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		4,859		133,992		80,212		41,900		11,880		43,861		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(9)		(9)		0		1		45		6		7		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		4,859		(1,263)		(1,429)		3,492		(3,326)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110179		テレビ北信ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		7		0		18,122		15,050		3,416		0		1,975		1,386		1,657		3,760		1,975		0		329		408		136		0		14		0		14		0		176,843		118,470		12,858		45,514		3/31/20						池田　清二		統括部長		0269-26-0202		ikeda@thvnet.tv		18,122		15,050		3,416		341		1,975		1,975		329		14						0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		14		0		14		18,122		15,050		3,416		1,975		0		1,975		329		14		0		14		0		0		0		0		0		0		0		1		26%		4,314		176,843		118,470		12,858		45,514		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(344)		(155)		(1,386)		(155)		(215)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		26%		4,314		(478)		(1,484)		(2,433)		3,438		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110180		(株)テレビ松本ケーブルビジョン		信越		長野県		61		11		132,500		124,146		62,320		27,051		29,343						62,320		29,343		1,693		15,892		3,282		4,658		6,737		15,745		15,711		34		0		2,757,221		1,669,931		1,087,286		0		5/31/20		※20201005 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				白鳥　忠夫		技術部　取締役技術部長		0263-35-1298		0005-shiratori@tvm.co.jp		132,500		124,146		62,320		3,426		29,343		29,343		15,892		15,677						0		長野県		6		20		50,000		1		済		0		15,745		15,711		34		132,500		124,146		62,320		29,343		0		29,343		15,892		15,745		15,711		34		0		0		0		0		0		0		68		4		0%		3,687		2,757,221		1,669,931		1,087,286		0		43,982		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,109		44,110		前回は電話加入数＝P+S  ゼンカイデンワカニュウスウ		加入世帯数算出誤記 カニュウセタイスウサンシュツゴキ		プライマリとセカンダリ合計値を転記 ゴウケイチテンキ										-68		0		0		393		(626)		0		(626)		1,131		1,412		1,519		(39)		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		3,387		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ

		10110181		丸子テレビ放送(株)		信越		長野県		11		0		10,618		10,400		7,626		1,513		1,029		0		0		7,626		1,767		0		828		291		231		306		254		251		3		0		230,892		208,712		22,180		0		3/31/20		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				池田　宏		代表取締役社長		0268-43-2111		info@marukotv.jp		10,618		10,400		7,626		0		1,029		1,767		828		254						0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		254		251		3		10,618		10,400		7,626		1,029		0		1,767		828		254		251		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,523		230,892		208,712		22,180		0		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105																0		21		68		(71)		(35)		0		(37)		36		120		117		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,523		(5,218)		(7,197)		1,979		0		0		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110182		大町市		信越		長野県		1				11,881		11,881		2,963		2,117		687						2,963		1,209		0		0								0								72,240		72,240						3/31/20						倉科　太		大町市役所　総務部情報交通課　ケーブルテレビ係　係長		0261-21-3805		catv@city.omachi.nagano.jp		11,881		11,881		2,963		740		687		1,209		0		0						0		長野県		6		20		0		1		済		0		0		0		0		11,881		11,881		2,963		687		0		1,209		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,032		72,240		72,240		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		37		37		(137)		(43)		0		(57)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,032		(1,541)		(1,541)		0		0		731		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ

		10110183		東御市		信越		長野県		3		1		1,903		1,903		1,458		1,458		454				454		1,270		1,270		4		0								0								38,929		38,929						3/31/19						瀧澤　孝夫		指定管理者　(株)上田ケーブルビジョン		0268-61-6155		catv@city.tomi.nagano.jp		1,903		1,903		1,458		0		454		1,270		0		0				3/31/20		0		長野県		6		20		0		1				0		0		0		0		1,903		1,903		1,458		454		0		1,270		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,225		38,929		38,929		0		0		43,555		売上＆決算日前年同値		退会事業者 タイカイジギョウシャ		退会事業者につき更新不要 タイカイジギョウシャコウシンフヨウ		不要 フヨウ		44,109																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,225		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110184		長野市		信越		長野県						4,882		4,882		3,825		1,971		902		0		902		3,825		902		0		0								0						0		87,297		70,331		4,169		12,797		3/31/20		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				関　信一郎		指定管理担当部長		026-233-1713		sekishin@nagano-inc.co.jp		4,882		4,882		3,825		3,491		902		902		0		0						0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		0		0		0		4,882		4,882		3,825		902		0		902		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15%		1,902		87,297		70,331		4,169		12,797		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105																0		0		0		(60)		(10)		0		(10)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15%		1,902		(1,122)		(765)		(11)		(346)		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110185		(株)ケーブルネット新潟		信越		新潟県		24		20		200,477		108,520		40,179		0		14,959		5,025				9,635		9,635		0		5,361		5,361						0						0		696,781		550,670		146,111		27845		決算期変更２００７／４～１２月の９ヶ月						削除済		総務部長						200,477		108,520		37,953		10,259		14,959		9,122		5,039		0				3/31/09		0				6		15		30,000		0						0		0		0

		10110186		(株)佐渡テレビジョン		信越		新潟県		17		4		15,826		15,826		5,700		0		2,048				1,379		5,700		2,048		0		930		749				181		216				216		0		397,345		160,248		104,508		132,589		12/31/19						學之　基		営業部　取締役営業部長		0259-61-1212		netsell@e-sadonet.tv		15,826		15,826		5,700		0		2,048		2,048		930		216						0		新潟県		6		15		3,000		1		済		0		216		0		216		15,826		15,826		5,700		2,048		0		2,048		930		216		0		216		0		0		0		0		0		0		0		0		33%		5,809		397,345		160,248		104,508		132,589		43,830		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(9)		(82)		0		(82)		(1,396)		(26)		0		(26)		0		0		0		0		0		0		0		0		33%		5,809		(17,611)		(2,441)		2,221		(17,391)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110187		上越ケーブルビジョン(株)		信越		新潟県		59		12		87,406		80,300		47,368		36,814		1,513				46,144		46,144		4,567		0		28,676		14,176		13		14,487		27,692		27,692		0		0		2,579,931		1,473,663		906,271		199,997		3/31/20				(株)ＣＣＪ		池端　芳江		営業部　部長		025-526-2111		ikehata@jcv.co.jp		87,406		80,300		47,368		0		1,513		4,567		28,676		27,692						0		新潟県		6		15		30,000		1		済		0		27,692		27,692		0		87,406		80,300		47,368		1,513		0		4,567		28,676		27,692		27,692		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		4,539		2,579,931		1,473,663		906,271		199,997		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		322		1,803		749		27		0		2		1,369		1,556		1,556		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		4,539		92,698		24,379		74,272		(5,953)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110188		(株)エヌ・シィ・ティ		信越		新潟県		89		25		185,627		167,717		46,665				22,538		0		22,538		46,665		24,426				36,186		7,675		8,101		20,410		34,351		34,351		0		717		3,341,199		1,478,808		1,476,355		386,036		3/31/20				(株)ＣＣＪ		河内　直之		総務部		0258-77-0337		kawauchi-n06@nct9.co.jp		185,627		167,717		46,665		3,801		22,538		24,426		36,186		34,351						0		新潟県		6		15		30,000		1		済		0		34,351		34,351		0		185,627		167,717		46,665		22,538		0		24,426		36,186		34,351		34,351		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12%		5,967		3,341,199		1,478,808		1,476,355		386,036		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		14,480		6,975		3,445		1,565		0		1,673		4,286		4,577		4,577		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12%		5,967		353,012		101,039		204,388		47,585		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110189		糸魚川市		信越		新潟県		4				5,581		5,581		5,581		5,581								3,239																						60,535		60,535						3/31/20		(年度総売上備考：民間事業者ではないため、実際の売上実績とは相違があります。） 行政が運営しているため、適切な回答ができるような項目がありませんので、記載した金額に相違があります。				池亀 正樹		能生事務所　有線テレビ係　主査		025-566-3111		nou@city.itoigawa.lg.jp		5,581		5,581		5,581		5,581		0		0		0		0						0		新潟県		6		15		3,000		1		済		0		0		0		0		5,581		5,581		5,581		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		904		60,535		60,535		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		(65)		(65)		(65)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		904		(1,862)		(1,862)		0		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110190		コミュニティネットワーク佐渡		信越		新潟県		2				12,782		12,782		5,743		0		158		0		0		5,728		158		0		0		0		0		0		0		0		0		0		106,993		99,657		0		7,336		3/31/20		平成31年度売上高				本間　義也		佐渡市　総務課　広報戦略室　情報政策係　主任		0259-63-5139		k-jyoho@city.sado.niigata.jp		12,782		12,782		5,743		4,882		158		158		0		0						0		新潟県		6		15		3,000		1		済		0		0		0		0		12,782		12,782		5,743		158		0		158		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		1,553		106,993		99,657		0		7,336		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		15		(12)		0		(12)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		1,553		(1,998)		(9,334)		0		7,336		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110191		長和町		信越		長野県		0		0		2,632		2,632		2,533		0		0				73		2,481		181		0		661		657				26		34		0		30		0		54,484		34,713		19,498		273		3/31/20						羽毛田　健次		情報広報課　ケーブルテレビ専門幹		0268-75-2043		catv@town.nagawa.nagano.jp		2,632		2,632		2,533		0		0		181		661		34						0		長野県		6		20		0		1		済		4		34		0		30		2,632		2,632		2,533		0		0		181		661		34		0		30		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		1,792		54,484		34,713		19,498		273		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ		10/1/20								4		(18)		(1,974)		132		0		0		0		(34)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		1,792		(7,920)		(8,425)		626		(121)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110192		(株)コミュニティテレビこもろ		信越		長野県		24		1		16,575		16,221		6,172		0		6,172		0		0		6,202		5,241		0		4,013		3,367		425		235		2,219		2,219				0		526,381		240,885		235,696		49,800		6/30/19		弊社決算月が６月のため、本年度決算はまだ確定しておりません。 上記数値は昨年度の数値です。				荻原　守		専務取締役		0267-22-9911		ogihara@ctk23.ne.jp		16,575		16,221		6,172		0		6,172		5,241		4,013		2,219						0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		2,219		2,219		0		16,575		16,221		6,172		6,172		0		5,241		4,013		2,219		2,219		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		7,107		526,381		240,885		235,696		49,800		43,646		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										305		0		0		(30)		(30)		0		151		(14)		305		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		7,107		(17,611)		(5,289)		(8,419)		(3,814)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727

		10110200		(株)インフォメーションネットワーク郡上八幡		東海		岐阜県		6		0		4,720		4,000		2,711		0		2,468		2,718				2,711		0		0		503		160		208		135		0						32		115,490		74,330		30,430		10,730		2/29/20						二村　美賀子		代表取締役社長		0575-65-6288		ing@gujocity.net		4,720		4,000		2,711		1		2,468		0		503		0						0		岐阜県		7		21		0		1		済		0		0		0		0		4,720		4,000		2,711		2,468		0		0		503		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		3,550		115,490		74,330		30,430		10,730		43,890		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(187)		(172)		(2,718)		0		(165)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		3,550		(2,104)		(1,492)		(4,664)		4,052		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110201		(株)大垣ケーブルテレビ		東海		岐阜県		76				107,952		107,952		53,983		28,814		13,963		0						13,963				30,418		3,206		10,281		16,931		23,412		23,412						2,492,257		1,062,538		1,282,725		146,994		3/31/20		令和2年3月末決算実績				安田 正治		シニアマネージャー		0584-82-1200		yasuda@ogaki-tv.co.jp		107,952		107,952		53,983		680		13,963		13,963		30,418		23,412						0		岐阜県		7		21		50,000		1		済		0		23,412		23,412		0		107,952		107,952		53,983		13,963		0		13,963		30,418		23,412		23,412		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6%		3,847		2,492,257		1,062,538		1,282,725		146,994		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,071		1,071		627		(445)		0		(445)		1,173		1,038		1,038		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6%		3,847		71,804		(35,670)		57,102		50,372		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110202		おりべネットワーク(株)		東海		岐阜県		35		3		77,039		77,039		25,808		12,829		6,625		0		7,455		24,516		6,625		0		17,580		6,684		5,268		11,196		15,880		15,880		0		0		1,252,064		723,079		528,986		0		3/31/20				(株)コミュニティネットワークセンター		福富　正浩		総務・技術部　部長		0572-24-7733		fukutomi@oribe-net.co.jp		77,039		77,039		25,808		59		6,625		6,625		17,580		15,880						0		岐阜県		7		21		10,000		1		済		0		15,880		15,880		0		77,039		77,039		25,808		6,625		0		6,625		17,580		15,880		15,880		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		0%		4,043		1,252,064		723,079		528,986		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										1,510		0		0		1,292		(830)		0		(830)		1,116		1,510		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		0%		4,043		42,834		60,863		(18,028)		0		366		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		合計更新漏れ ゴウケイコウシンモ		メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718

		10110203		(株)ケーブルテレビ可児		東海		岐阜県		26		21		50,291		50,291		24,093		4,675		9,987				10,912		24,032		9,987		0		10,824		3,766		2,835		3,595		11,144		11,144		0		0		1,304,879		651,347		640,918		12,614		3/31/20				(株)コミュニティネットワークセンター		奥村　俊彦		企画部総務グループ　グループ長		0574-63-7955		okumura@tv.ctk.ne.jp		50,291		50,291		24,093		44		9,987		9,987		10,824		11,144						0		岐阜県		7		21		10,000		1		済		0		11,144		11,144		0		50,291		50,291		24,093		9,987		0		9,987		10,824		11,144		11,144		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		4,513		1,304,879		651,347		640,918		12,614		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										559		513		513		61		(925)		0		(925)		628		559		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		4,513		21,805		23,319		(5,303)		3,789		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110204		シーシーエヌ(株)		東海		岐阜県		72		52		248,517		248,517		94,828		34,855		22,727		0		23,837		82,421		20,442		4		44,668		2,831		2,510		31,669		43,587		43,587		0		734		4,551,650		1,889,117		2,595,627		66,904		3/31/20				(株)コミュニティネットワークセンター		井上　美紀		総務部		058-268-2305		m-inoue@ccn-catv.co.jp		248,517		248,517		94,828		2,488		22,727		20,442		44,668		43,587						0		岐阜県		7		21		50,000		1		済		0		43,587		43,587		0		248,517		248,517		94,828		22,727		0		20,442		44,668		43,587		43,587		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1%		4,000		4,551,650		1,889,117		2,595,627		66,904		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										2,967		0		0		12,116		1,983		0		(302)		2,889		2,967		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1%		4,000		(3,945)		(88,297)		108,469		(24,119)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110205		山県市有線テレビ		東海		岐阜県						10,054		10,054		8,288		0		44		36						9		0		2,910		2,910						0						0																								10,013		10,013		8,237		0		44		11		2,756		0				12/19/07		0				7		21		3,000		0						0		0		0

		10110206		郡上ケーブルテレビ放送センター		東海		岐阜県		10				10,326		9,486		9,294		2,757		471								471		0		4,415		4,046		369				0								428,870		252,486		176,383				3/31/20						原　喜与朗		指定管理者　総務部		0575-67-2787		info@gujo-tv.ne.jp		10,326		9,486		9,294		5,330		471		471		4,415		0						0		岐阜県		7		21		3,000		1		済		0		0		0		0		10,326		9,486		9,294		471		0		471		4,415		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		3,845		428,870		252,486		176,383		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		(137)		(134)		(14)		0		(14)		(73)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		3,845		15,409		7,942		7,466		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110207		(株)アミックスコム		東海		岐阜県		15				23,215		23,215		14,098		14,098		4,899						14,098		0		0		9,105		0		6,983		2,122		4,723		4,723		4,723				634,348		202,719		360,059		71,570		3/20/20						松井　勇樹		技術チーム		0573-20-3252		jcta@amixcom.jp		23,215		23,215		14,098		0		4,899		0		9,105		4,723						0		岐阜県		7		21		10,000		1		済		-4,723		4,723		4,723		4,723		23,215		23,215		14,098		4,899		0		0		9,105		4,723		4,723		4,723		0		0		0		0		0		0		0		0		11%		3,750		634,348		202,719		360,059		71,570		43,910		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		プライマリと同値 ドウチ		セカンダリの一部でプライマリ利用 イチブリヨウ		不要 フヨウ		10/1/20								-4,723		96		96		108		1,470		0		0		210		(7)		(7)		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		11%		3,750		9,633		15,552		(4,636)		(1,283)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110210		(株)伊豆急ケーブルネットワーク		東海		静岡県		39		9		49,975		38,000		26,737		0		8,513		0		5,927		26,939		8,513		0		5,279		628		142		4,409		6,906		6,999		0		0		1,333,443		751,831		453,913		127,699		3/31/20		※20190920 総売上/内訳訂正 ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				小川　幸人		経営企画部　経営企画チーム		0557-81-3346		ogawa.y.041@ikctv.com		49,975		38,000		26,737		268		8,513		8,513		5,279		6,906						1		静岡県		7		22		10,000		1		済		-93		6,906		6,999		0		49,975		38,000		26,737		8,513		0		8,513		5,279		6,906		6,999		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10%		4,156		1,333,443		751,831		453,913		127,699		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,120		44,123		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										-93		0		0		(274)		(138)		0		(138)		97		(93)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16%		4,177		0		0		0		0		0		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110211		伊豆太陽サービス(株)		東海		静岡県		0		0		3,902		3,902		1,955		0		0						1,955		0		0		0								0						0		42,964		42,964		0		0		3/31/20		※20201020　千円単位に修正 　42,963,668→42,964				佐藤　幸彦		河津有線テレビ所長		0558-32-1747		YKHK-SATOU@taiyo.ja-shizuoka.or.jp		2,815		2,805		1,955		476		0		0		0		0						0		静岡県		7		22		0		1		済		0		0		0		0		3,902		3,902		1,955		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,831		42,964		42,964		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,087		1,097		(34)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,831,358		42,919,751		42,919,751		0		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110212		(有)伊東テレビクラブ		東海		静岡県		5				8,800		8,534		4,642		460		522				134		4,642		522		32		0								0						0		118,671		118,671						8/31/19						堀江　稔		技術部所属　取締役統括部長		0557-37-4903		itotv325@quartz.ocn.ne.jp		8,800		8,534		4,642		172		522		522		0		0						0		静岡県		7		22		3,000		1		済		0		0		0		0		8,800		8,534		4,642		522		0		522		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,130		118,671		118,671		0		0		43,708		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(141)		5		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,130		(4,894)		(4,894)		0		0		365		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110213		小山町テレビ共聴組合		東海		静岡県		5		1		5,000		4,347		2,512		0		0		0				2,512		0		0		0								0								49,688		49,688						3/31/20						青木　直也		制作部		0550-76-4832		otk@oyama-tv.jp		5,000		4,347		2,512		2,490		0		0		0		0						0		静岡県		7		22		0		1		済		0		0		0		0		5,000		4,347		2,512		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,648		49,688		49,688		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		1,247		(35)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,648		(1,719)		(1,719)		0		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110214		小林テレビ設備(有)		東海		静岡県		6		2		5,500		5,500		4,202		0		0		0		0		4,267		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		105,809		105,809		0		0		6/30/19		(年度総売上備考：30年６月末決算実績） ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				渡邊　良平		代表取締役		0558-22-5232		kobayashi-tv@cy.tnc.ne.jp		5,500		5,500		4,202		2,062		0		0		0		0						0		静岡県		7		22		3,000		1		済		0		0		0		0		5,500		5,500		4,202		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,098		105,809		105,809		0		0		43,646		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,120		44,123																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,106		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727

		10110215		(有)シオヤ		東海		静岡県		5		0		8,650		5,888		2,913				0		0						0				0								0								58,985		58,985						9/30/18		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				堀江　吉昭				055-979-1408		sioyadenki@thn.ne.jp		8,650		5,888		2,913		0		0		0		0		0				9/30/19		0		静岡県		7		22		0		0						0		0		0		8,650		5,888		2,913		0		0		0		0		0		0		0		0																				58,985		58,985		0		0		43,373																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,687		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110216		(株)トコちゃんねる静岡		東海		静岡県		20		19		188,893		188,893		54,285		36,721		11,730				11,730		54,285		11,730		401		37,189		305		53		36,721		33,196		33,195						2,947,661		885,250		2,062,410		0		3/31/20		※20190920 決算年月日修正		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		鈴岡　靖章		技術部ＩＳＰ課　課長		054-347-9811		suzuoka_yasuaki@tocochannel.co.jp		188,893		188,893		54,285		7,477		11,730		11,730		37,189		33,196						0		静岡県		7		22		50,000		1		済		1		33,196		33,195		0		188,893		188,893		54,285		11,730		0		11,730		37,189		33,196		33,195		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,525		2,947,661		885,250		2,062,410		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ		10/1/20								1		0		0		1,663		188		0		188		5,152		2,066		2,065		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,525		82,139		(44,635)		126,774		0		366		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110217		下田有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		8		0		7,000		7,000		4,784		2		127		0		0		4,784		127		0		0								0						0		90,887		90,887		0		0		3/31/20						松本　邦久		代表取締役社長		0558-22-2443		matsumoto@shimoda-catv.co.jp		7,000		7,000		4,784		3,092		127		127		0		0						0		静岡県		7		22		3,000		1		済		0		0		0		0		7,000		7,000		4,784		127		0		127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,583		90,887		90,887		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(45)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,583		(643)		(643)		0		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110219		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		東海		静岡県		231		127		511,201		511,201		217,397		48,633		83,905		0		132,963		217,394		132,963		1,314		138,103		12,497		35,252		90,354		119,508		114,462		5,046		327		13,611,982		5,429,521		8,182,461				3/31/20						櫻井　達生		放送本部放送企画部メディア戦略課課長		054-253-2400		sakurai_tatsuo@tokai-grp.co.jp		511,201		511,201		217,394		3,903		83,905		132,963		138,103		119,508						0		静岡県		7		22		200,000		1		済		0		119,508		114,462		5,046		511,201		511,201		217,397		83,905		0		132,963		138,103		119,508		114,462		5,046		0		0		3		0		0		0		0		0		0%		5,218		13,611,982		5,429,521		8,182,461		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		91,084		91,084		5,533		7,201		0		24,430		6,394		3,741		3,871		(130)		0		0		3		0		0		0		0		0		0%		5,218		197,186		(138,454)		335,640		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110220		(株)東豆有線		東海		静岡県		3				4,330		4,100		3,172				735								0				0								0								71,786		71,786						9/30/19		※20161012 決算年月日修正（2014→2015） 売上は前年とは異なっていたので、修正漏れ。 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				水野　次男		取締役		0557-47-1728		touzu-u@giga.ocn.ne.jp		4,330		4,100		3,172		0		735		0		0		0						0		静岡県		7		22		3,000		1		済		0		0		0		0		4,330		4,100		3,172		735		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,886		71,786		71,786		0		0		43,738		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105																0		0		0		(57)		63		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,886		(1,152)		(1,152)		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110222		(株)御前崎ケーブルテレビ		東海		静岡県		9		4		13,859		13,859		11,763		8,050		5,284				6,437		11,763		5,547		0		1,725		165		875		685		989		989		0				511,143		276,089		73,149		161,905		3/31/20						山下　優孝		統括部　部長		0537-85-8700		tv-yamashita@maotv.ne.jp		13,859		13,859		11,763		0		5,284		5,547		1,725		989						0		静岡県		7		22		10,000		1		済		0		989		989		0		13,859		13,859		11,763		5,284		0		5,547		1,725		989		989		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32%		3,621		511,143		276,089		73,149		161,905		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		(72)		(72)		(161)		(1,441)		0		(1,178)		343		871		871		0		0		0		0		0		0		0		0		0		32%		3,621		116,870		(14,013)		26,078		104,805		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110223		浜松ケーブルテレビ(株)		東海		静岡県		55		3		218,650		218,650		58,736		0		18,948		0		18,948		58,736		18,948		292		14,848		4,248		9,925		675		11,954		11,954		0		0		1,740,253		1,005,586		734,666		0		3/31/20						野田　敬司		コンテンツ部　部長		053-445-2878		kn00002@sf.winde.jp		218,650		218,650		58,736		1,789		18,948		18,948		14,848		11,954						0		静岡県		7		22		50,000		1		済		0		11,954		11,954		0		218,650		218,650		58,736		18,948		0		18,948		14,848		11,954		11,954		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		2,469		1,740,253		1,005,586		734,666		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		914		(329)		0		(329)		1,324		370		370		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		2,469		46,292		(618)		46,909		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110224		東伊豆有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		5		0		3,300		2,900		2,263				622						2,263		0				0								0								53,736		48,707				5,029		9/30/19		(年度総売上備考：特になし）				奈良 有起		局長代理		0557-95-2200		nara@hicat.co.jp		3,300		2,900		2,263		0		622		0		0		0						0		静岡県		7		22		0		1		済		0		0		0		0		3,300		2,900		2,263		622		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		1,979		53,736		48,707		0		5,029		43,738		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(44)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		1,979		(2,691)		(919)		0		(1,772)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110225		(株)御殿場ケーブルメディア		東海		静岡県		0		0		26,937		22,635		13,725		0		3,314		1,803						1,511		0		1,287		431		0		856		294		294		0		0		245,778		220,609		25,636										削除済		代表取締役専務						26,937		22,635		13,591		0		3,326		1,485		1,048		250				3/31/10		0				7		22		10,000		0						294		294		0

		10110230		(株)アイ・シー・シー		東海		愛知県		47		4		162,551		135,500		55,894		5,663		12,235				12,269		55,894		12,269		8		19,297		1,247				18,050		20,303		20,303				616		1,934,966		844,423		1,090,543		0		3/31/20		年度総売上備考：上記売上実績はR２年３月期の数字				加藤　寿		営業推進部　兼　技術部　部長		0586-26-2766		katoh@icc-media.co.jp		162,551		135,500		55,894		4,365		12,235		12,269		19,297		20,303						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		20,303		20,303		0		162,551		135,500		55,894		12,235		0		12,269		19,297		20,303		20,303		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,885		1,934,966		844,423		1,090,543		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		2,125		6,700		1,592		(329)		0		(329)		2,784		1,564		1,564		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,885		84,351		18,222		66,129		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110231		稲沢シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		13		1		36,000		23,000		8,786				2,066		0		2,136		8,786		2,066				1,146		693		280		173		1,057		1,057						267,175		195,620		70,616		939		3/31/20						光本　裕美		総務部		0587-24-1234		h-mitsumoto@toptower.co.jp		36,000		23,000		8,786		732		2,066		2,066		1,146		1,057						0		愛知県		7		23		3,000		1		済		0		1,057		1,057		0		36,000		23,000		8,786		2,066		0		2,066		1,146		1,057		1,057		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,534		267,175		195,620		70,616		939		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(257)		(108)		0		(108)		(57)		(21)		(21)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,534		3,586		3,699		(796)		683		366		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110232		(株)キャッチネットワーク		東海		愛知県		139		98		284,814		276,267		177,320		144,670		51,234						177,320		51,234		73		90,558		2,596		41,376		46,586		80,168		80,168		0		726		7,691,658		2,542,522		4,019,751		1,129,386		3/31/20				(株)コミュニティネットワークセンター		山田　耕嗣		コーポレート本部　人事総務課　課長		0566-27-2272		koji-y@katch.co.jp		284,814		276,267		177,320		230		51,234		51,234		90,558		80,168						0		愛知県		7		23		100,000		1		済		0		80,168		80,168		0		284,814		276,267		177,320		51,234		0		51,234		90,558		80,168		80,168		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		15%		3,615		7,691,658		2,542,522		4,019,751		1,129,386		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		4,348		4,216		2,019		(2,453)		0		(2,453)		3,614		3,462		3,462		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		15%		3,615		98,146		(275,639)		333,557		40,229		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110233		グリーンシティケーブルテレビ(株)		東海		愛知県		55		24		171,313		164,226		62,372		24,283		16,991				16,991		31,930		16,991		11		27,955		3,043		4,202		20,710		27,165		27,165				14		2,564,698		1,021,874		1,518,228		24,597		3/31/20				(株)コミュニティネットワークセンター		山田　浩平		経営管理本部　経営企画部　業務グループ　業務チーム　チームリーダー		0561-57-0192		yamada-k@gctv.co.jp		171,313		164,226		62,372		62		16,991		16,991		27,955		27,165						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		27,165		27,165		0		171,313		164,226		62,372		16,991		0		16,991		27,955		27,165		27,165		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		1%		3,427		2,564,698		1,021,874		1,518,228		24,597		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		5,685		3,992		1,218		(589)		0		(589)		1,606		1,772		1,772		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		1%		3,427		68,996		349		63,656		4,991		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110234		(株)ＣＡＣ		東海		愛知県		43		16		62,810		62,810		28,242		22,330		4,558				4,277		28,242		4,558		11		5,660		215		3,844		1,601		6,710		6,710				170		944,783		567,526		342,765		34,492		3/31/20						浅田　昂洋		総務部　主任		0569-26-0606		asada@cac12.jp		62,810		62,810		28,242		0		4,558		4,558		5,660		6,710						0		愛知県		7		23		10,000		1		済		0		6,710		6,710		0		62,810		62,810		28,242		4,558		0		4,558		5,660		6,710		6,710		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		2,788		944,783		567,526		342,765		34,492		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		932		932		(294)		(293)		0		(293)		45		38		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		2,788		(35,149)		(17,199)		(15,902)		(2,048)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110236		スターキャット・ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		154		116		1,057,868		1,057,868		539,573		62,453		92,088		0				539,573		92,088		13,767		121,875		1,497		33,942		86,436		80,272		80,272				443		11,518,119		6,061,793		4,887,716		568,610		3/31/20				(株)コミュニティネットワークセンター		吉田　勝好		企画管理本部　企画部　企画グループ長		052-231-2390		k-yoshida@starcat.co.jp		1,057,868		1,057,868		539,573		19,942		92,088		92,088		121,875		80,272						0		愛知県		7		23		500,000		1		済		0		80,272		80,272		0		1,057,868		1,057,868		539,573		92,088		0		92,088		121,875		80,272		80,272		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		1,779		11,518,119		6,061,793		4,887,716		568,610		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		14,261		14,261		6,182		(793)		0		(793)		11,437		1,456		1,456		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		1,779		769,047		(163,285)		862,624		69,708		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110237		四国中央市		四国		愛媛県						4,000		4,000		2,632		0		420		0		420		2,632		420		0		1,198		818		380		84		1,431		1,431		0		0		126,220		60,187		62,220		3,813		3/31/20		※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				冨原　英友		情報政策課　情報政策係　係長		0896-28-6204		h.tomihara@city.shikokuchuo.ehime.jp		4,000		4,000		2,632		0		420		420		1,198		1,431						0		愛媛県		11		38		0		1		済		0		1,431		1,431		0		4,000		4,000		2,632		420		0		420		1,198		1,431		1,431		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		3,996		126,220		60,187		62,220		3,813		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,116		44,123																0		0		0		30		7		0		7		41		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		3,999		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110238		知多メディアスネットワーク(株)		東海		愛知県		79		16		146,725		146,725		91,316		79,129		29,279		0		29,279		91,316		29,279		627		39,596		3,231		18,261		18,104		38,095		38,095		0		264		3,842,927		1,676,336		2,025,172		141,419		3/31/20				(株)コミュニティネットワークセンター		松山　崇臣		経営企画部　経営戦略グループ　グループリーダー		0562-33-7101		matsuyama@medias.co.jp		146,725		146,725		91,316		9,640		29,279		29,279		39,596		38,095						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		38,095		38,095		0		146,725		146,725		91,316		29,279		0		29,279		39,596		38,095		38,095		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		3,507		3,842,927		1,676,336		2,025,172		141,419		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		452		452		2,141		(56)		0		(243)		2,409		292		292		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		3,507		213,620		44,689		169,540		(609)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110239		中部ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		182		89		641,145		590,679		247,990		147,277		61,146		0		61,146		247,990		61,709		0		103,491		18,109		35,377		50,005		102,621		102,621		0		72		9,480,260		3,654,000		4,703,921		1,122,340		3/31/20		｢電気通信事業損益報告」 〈電気通信事業〉5,820,060（単位：千円）  〈電気通信事業以外の事業〉3,660,200（単位：千円）		(株)コミュニティネットワークセンター		安達　剛志		企画・営業本部　経営企画部長		052-339-2304		adachi@ccnw.co.jp		641,145		590,679		247,990		1,239		61,146		61,709		103,491		102,621						1		愛知県		7		23		200,000		1		済		0		102,621		102,621		0		641,145		590,679		247,990		61,146		0		61,709		103,491		102,621		102,621		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		12%		3,186		9,480,260		3,654,000		4,703,921		1,122,340		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		8,455		7,627		783		(5,930)		0		(72,790)		2,301		4,186		4,186		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		12%		3,186		24,422		(126,201)		130,079		20,545		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110240		知多半島ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		44		3		58,933		58,131		30,942		7,064		11,468				11,468		30,112		11,468		13		9,076		1,010		2,568		5,498		11,654		11,654				20		1,389,399		828,467		524,053		36,879		3/31/20				(株)コミュニティネットワークセンター		木学　洋和		企画管理部　次長		0569-34-8041		kigaku@tac-net.co.jp		58,933		58,131		30,942		62		11,468		11,468		9,076		11,654						0		愛知県		7		23		30,000		1		済		0		11,654		11,654		0		58,933		58,131		30,942		11,468		0		11,468		9,076		11,654		11,654		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		3,742		1,389,399		828,467		524,053		36,879		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,958		1,431		(104)		100		0		100		1,779		2,116		2,116		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		3,742		82,490		(4,480)		69,354		17,616		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110241		豊橋ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		64		13		200,365		167,800		81,520		41,102		18,477				18,477		70,429		18,477		529		40,055								30,530		30,530		0				2,953,938		1,172,974		1,780,963				3/31/20						河辺　智勇		取締役		0532-56-1231		kawabe-t@sf.tees.ne.jp		200,365		167,800		81,520		5,083		18,477		18,477		40,055		30,530						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		30,530		30,530		0		200,365		167,800		81,520		18,477		0		18,477		40,055		30,530		30,530		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		3,020		2,953,938		1,172,974		1,780,963		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		6,383		0		1,504		(409)		0		(409)		1,632		2,146		2,146		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		3,020		25,434		(13,005)		38,439		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110242		(公財)名古屋ケーブルビジョン		東海		愛知県		12		1		12,390		12,390		7,153		0		0								0		0		0								0						0		600,072		233,027		0		367,045		3/31/16		エリア都道府県の入力について ・年度総売上実績、年度総売上実績内訳・放送、年度総売上実績内訳・その他 愛知県と岐阜県を世帯別に按分して入力済 愛知県（８０％）、岐阜県（２０％）				鈴木　克昌		総務管理部　部長		052-917-2900		y.suzuki@f-ncv.org		12,390		12,390		7,153		7,153		0		0		0		0				3/31/17		1		愛知県		7		23		3,000		0						0		0		0

		10110243		西尾張シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		44		39		153,366		153,366		79,807		1,014		17,849		0		17,287		48,001		17,849		10		19,368		7,303		1,523		10,542		22,490		22,490		0		148		2,580,469		1,274,505		1,305,964		0		3/31/20						服部　吉貴		管理部　次長		0567-25-9350		soumu@clovernet.co.jp		153,366		153,366		79,807		3,043		17,849		17,849		19,368		22,490						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		22,490		22,490		0		153,366		153,366		79,807		17,849		0		17,849		19,368		22,490		22,490		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,694		2,580,469		1,274,505		1,305,964		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,798		1,798		87		(785)		0		(785)		352		171		171		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,694		(15,993)		(48,099)		32,106		0		366		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110244		ミクスネットワーク(株)		東海		愛知県		58		0		164,660		164,660		62,108		39,040		18,582		0		18,582		29,371		18,582		67		19,705		4,484		11,851		3,370		14,555		14,555				0		2,622,462		1,483,661		1,138,801		0		9/30/19						森崎　健吾		常務取締役		0564-25-5066		kengo@inc.catvmics.ne.jp		164,660		164,660		62,108		1,583		18,582		18,582		19,705		14,555						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		14,555		14,555		0		164,660		164,660		62,108		18,582		0		18,582		19,705		14,555		14,555		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,519		2,622,462		1,483,661		1,138,801		0		43,738		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,556		1,556		375		(645)		0		(645)		928		868		868		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,519		3,084		(48,462)		51,546		0		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110245		ひまわりネットワーク(株)		東海		愛知県		139		94		228,412		228,412		144,236		144,236		74,248		0		74,248		144,236		74,248		252		65,651		3,226		7,156		55,269		57,429		57,429		0		1,231		11,006,869		4,234,615		6,772,254		0		3/31/20				(株)コミュニティネットワークセンター		磯谷　由美子		総務部　係長		0565-35-3440		isogai@himawari.co.jp		228,412		228,412		144,236		67		74,248		74,248		65,651		57,429						0		愛知県		7		23		100,000		1		済		0		57,429		57,429		0		228,412		228,412		144,236		74,248		0		74,248		65,651		57,429		57,429		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		6,359		11,006,869		4,234,615		6,772,254		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		2,827		2,827		2,252		(178)		0		(178)		2,340		637		637		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		6,359		355,129		117,078		238,051		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110246		三河湾ネットワーク(株)		東海		愛知県		13		12		46,677		46,677		19,475		14,689		3,314		0		3,314		19,072		3,411		10		10,992		1,419		1,307		8,196		11,219		11,219		0		9		781,638		411,960		283,349		86,329		3/31/20		(年度総売上備考：通信部門はひまわりネットワークより販促手数料となる）		(株)コミュニティネットワークセンター		會場　啓悟		取締役		0533-69-7784		aiba@sky-1.co.jp		46,677		46,677		19,475		403		3,314		3,411		10,992		11,219						0		愛知県		7		23		10,000		1		済		0		11,219		11,219		0		46,677		46,677		19,475		3,314		0		3,411		10,992		11,219		11,219		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11%		3,345		781,638		411,960		283,349		86,329		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(1,250)		(88)		0		(82)		442		868		868		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11%		3,345		25,885		8,791		9,873		7,222		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110255		伊賀上野ケーブルテレビ(株)		東海		三重県		43		7		36,538		36,538		24,135		23,895		13,118		0		13,118		13,118		13,118		93		15,059		839		7,367		6,853		12,702		12,681		21		0		1,972,301		915,789		1,013,065		43,445		3/31/20						伊室　晃治		総務部　部長		0595-24-2560		imuro@ict-tv.co.jp		36,538		36,538		24,135		551		13,118		13,118		15,059		12,702						0		三重県		7		24		10,000		1		済		0		12,702		12,681		21		36,538		36,538		24,135		13,118		0		13,118		15,059		12,702		12,681		21		0		0		0		0		0		0		0		2		2%		6,810		1,972,301		915,789		1,013,065		43,445		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		199		199		(116)		(127)		0		(127)		422		282		286		(4)		0		0		0		0		0		0		0		2		2%		6,810		1,268		(15,949)		29,576		(12,360)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110256		(株)アイティービー		東海		三重県		43		0		80,676		80,676		55,369		0		17,017						52,458		17,017		0		18,626		15,162		2,532		932		609				609		0		2,441,058								≪平成２５年３月３１日≫						中川　和人				0596-27-0701		kazuhito.nakagawa@itv-mie.jp		80,058		80,058		55,341		0		11,184		17,326		19,532		678				3/31/14		0		三重県		7		24		50,000		0						609		0		609

		10110257		(株)ケーブルネット鈴鹿		東海		三重県		43		16		87,050		87,050		57,115		24,322		14,782		0		25,717		56,339		25,717		7,140		25,357		2,304		4,295		18,758		19,962		19,962		0		296		2,488,806		1,245,666		1,243,140				3/31/20				(株)ＣＣＪ		清水 雄介		技術部 課長		059-388-3415		gizyutsu-pc@cns-tv.co.jp		87,050		87,050		57,115		0		14,782		25,717		25,357		19,962						0		三重県		7		24		50,000		1		済		0		19,962		19,962		0		87,050		87,050		57,115		14,782		0		25,717		25,357		19,962		19,962		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,631		2,488,806		1,245,666		1,243,140		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		893		893		542		(493)		0		577		(1,273)		2,113		2,113		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,631		95,431		6,441		88,990		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110258		(株)シー・ティー・ワイ		東海		三重県		132		29		184,476		184,374		160,062		50,739		45,923				24,735		158,215		45,923		14,025		57,016		1,675		15,615		39,726		41,456		41,456				903		5,475,711		2,184,479		3,291,232				3/31/20				(株)ＣＣＪ		朝倉　広幸		総務部　総務課　課長		059-353-6505		cty_somu11@cty.co.jp		184,476		184,374		160,062		0		45,923		45,923		57,016		41,456						0		三重県		7		24		100,000		1		済		0		41,456		41,456		0		184,476		184,374		160,062		45,923		0		45,923		57,016		41,456		41,456		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,851		5,475,711		2,184,479		3,291,232		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		2,400		2,457		700		4,247		0		4,247		2,815		5,067		5,067		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,851		234,445		(199,410)		433,854		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110259		(株)ラッキータウンテレビ		東海		三重県		16		0		58,027		51,011		14,654		0		1,450		0						1,655		0		4,001						0		1,799		1,794		0		0		704,449		223,381		455,222		25,846		3/31/20		※20180725 売上円単位で誤入力⇒千単位に修正 ※20180725 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201009 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				近藤　均		取締役		0594-24-0001		kondo@lucky-towntv.co.jp		58,027		51,011		14,654		0		1,450		1,655		4,001		1,799						0		三重県		7		24		10,000		1		済		5		1,799		1,794		0		58,027		51,011		14,654		1,450		0		1,655		4,001		1,799		1,794		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		4,006		704,449		223,381		455,222		25,846		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,113		44,117		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ		10/1/20								5		0		250		(144)		(240)		0		(46)		(114)		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24%		4,152		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110260		(株)ＺＴＶ		東海		三重県		253				557,047		557,047		280,728		234,326		116,055				116,055		280,728		116,055		5,634		121,835								95,248		95,051		197		2,201		16,232,268		6,354,002		9,734,593		143,672		6/30/19		※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正				山本　二朗		取締役総務部長		059-236-5111		j-yama@ztv.co.jp		557,047		557,047		280,728		20,287		116,055		116,055		121,835		95,248						1		滋賀県		7		24		200,000		1		済		0		95,248		95,051		197		557,047		557,047		280,728		116,055		0		116,055		121,835		95,248		95,051		197		0		0		0		0		0		0		0		1		1%		4,819		16,232,268		6,354,002		9,734,593		143,672		43,646		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		14,057		14,057		(16,530)		1,560		0		1,560		7,708		2,819		3,561		(742)		0		0		0		0		0		0		0		1		1%		4,819		414,326		(24,567)		403,072		35,821		365		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110261		(株)アドバンスコープ		東海		三重県		72		16		38,522		38,522		18,770		15,708		16,864		0		16,979		16,979		16,864		17		12,747		690		2,634		7,919		10,560		10,560		0		1,516		1,892,453		810,196		991,722		90,535		3/31/20						松鹿　友子		総務部　サブマネージャ		0595-62-1881		matsushika@advanscope.jp		38,522		38,522		18,770		1,906		16,864		16,864		12,747		10,560						0		三重県		7		24		10,000		1		済		0		10,560		10,560		0		38,522		38,522		18,770		16,864		0		16,864		12,747		10,560		10,560		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		8,402		1,892,453		810,196		991,722		90,535		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,154		1,154		(700)		(740)		0		(740)		(207)		(63)		(63)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		8,402		2,808		(9,038)		(22,152)		34,178		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110262		松阪ケーブルテレビ・ステーション(株)		東海		三重県		71		13		107,720		107,720		69,969				17,193		0		17,193				17,193		50		32,396		16,101		8,109		8,025		24,692		24,692		0		1,607		3,507,166		1,629,427		1,877,739		0		3/31/20						掛橋　直也		総務部　総務課長		0598-50-2244		info@mctv.jp		107,720		107,720		69,969		538		17,193		17,193		32,396		24,692						0		三重県		7		24		50,000		1		済		0		24,692		24,692		0		107,720		107,720		69,969		17,193		0		17,193		32,396		24,692		24,692		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,177		3,507,166		1,629,427		1,877,739		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		463		463		432		(639)		0		(639)		1,161		2,034		2,034		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,177		77,785		(13,402)		91,187		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110263		下呂市		東海		岐阜県		5		0		12,155		8,279		7,103		6,992		0						6,992		0				865		7		1,032				0								180,799		64,446		116,353		0		7/31/20		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				長尾　飛鳥		市長公室企画課情報管理室		0576-24-2222		asuka-n@city.gero.lg.jp		12,155		8,279		7,103		5,717		0		0		865		0						0		岐阜県		7		21		3,000		1		済		0		0		0		0		12,155		8,279		7,103		0		0		0		865		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,121		180,799		64,446		116,353		0		44,043		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,107		44,110																0		11		0		(193)		0		0		0		(174)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,879		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110270		上婦負ケーブルテレビ(株)		北陸		富山県		9		2		16,215		10,485		6,791		6,749		4,660		0		4,660		6,749		4,162		0		2,126		1,126		186		814		198		0		190		0		374,323		288,867		85,455		0		3/31/20						燒田　賢一		常務取締役		076-469-6661		kyakita@kami-nei.ne.jp		16,215		10,485		6,791		16		4,660		4,162		2,126		198						0		富山県		8		16		3,000		1		済		8		198		0		190		16,215		10,485		6,791		4,660		0		4,162		2,126		198		0		190		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,593		374,323		288,867		85,455		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ		10/1/20								8		252		0		94		(51)		0		(120)		12		0		0		(8)		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,593		1,463		(661)		2,123		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110271		(株)ケーブルテレビ富山		北陸		富山県		78		27		163,653		163,653		111,770		96,927		40,589		0		40,589		111,770		63,241		800		37,090		163		43		36,884		37,072		37,072		0		5,405		5,418,785		2,694,713		2,475,671		248,401		3/31/20						島崎　正樹		経営管理部長		076-444-5952		shimasak@cttnet.co.jp		163,653		163,653		111,770		309		40,589		63,241		37,090		37,072						0		富山県		8		16		100,000		1		済		0		37,072		37,072		0		163,653		163,653		111,770		40,589		0		63,241		37,090		37,072		37,072		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		4,040		5,418,785		2,694,713		2,475,671		248,401		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,603		1,603		1,925		(1,322)		0		(5,696)		1,405		1,719		1,719		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		4,040		222,822		8,562		234,179		(19,919)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110272		富山市（ケーブルテレビ八尾センター）		北陸		富山県		0		10		6,537		6,537		6,423		0		4,123		3,923						200		0		2,689		2,689						60		60				0		175,261																						6,483		6,483		6,423		829		4,123		200		2,689		60				2/20/08		0				8		16		3,000		0						60		60		0

		10110273		能越ケーブルネット(株)		北陸		富山県		39		0		35,974		35,974		19,384		3,594		5,574		0		5,574		19,384		7,758		55		5,771		3,208		1,892		671		2,734		2,714		20		344		1,085,803		581,382		321,620		182,801		3/31/20						作道　実		総務部		0766-74-1166		tsukuri@cnethimi.co.jp		35,974		35,974		19,384		0		5,574		7,758		5,771		2,734						0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		2,734		2,714		20		35,974		35,974		19,384		5,574		0		7,758		5,771		2,734		2,714		20		0		0		0		0		0		0		0		0		17%		4,668		1,085,803		581,382		321,620		182,801		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		(211)		(211)		(34)		(218)		0		(476)		345		1,238		1,240		(2)		0		0		0		0		0		0		0		0		17%		4,668		16,877		(387)		39,544		(22,280)		366		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110274		射水ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		29		2		38,915		38,915		27,250		20,191		11,209		0		16,591		28,083		11,713		173		12,489		3,520		135		8,601		13,472		13,472		0		676		1,823,941		812,502		923,443		87,996		3/31/20						高山　一登		常務取締役		0766-82-7320		takayama@catvnet.co.jp		38,915		38,915		27,250		827		11,209		11,713		12,489		13,472						0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		13,472		13,472		0		38,915		38,915		27,250		11,209		0		11,713		12,489		13,472		13,472		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		5,578		1,823,941		812,502		923,443		87,996		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		479		479		1,450		(342)		0		(556)		811		381		381		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		5,578		81,136		3,764		59,237		18,135		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110275		高岡ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		39		1		65,243		65,243		46,164		21,206		12,684				12,684		46,164		16,525		1,330		15,540		2,242		8,044		5,254		14,381		14,381		0		1,083		2,148,317		1,374,321		773,996				3/31/20		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				笠井　克祐		事業本部　執行役員事業本部長		0766-26-6900		kasai@takaoka-catv.jp		65,243		65,243		46,164		0		12,684		16,525		15,540		14,381						0		富山県		8		16		30,000		1		済		0		14,381		14,381		0		65,243		65,243		46,164		12,684		0		16,525		15,540		14,381		14,381		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,878		2,148,317		1,374,321		773,996		0		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105																0		352		352		700		(307)		0		(1,744)		548		1,146		1,146		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,878		54,102		9,664		44,439		0		0		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110276		となみ衛星通信テレビ(株)		北陸		富山県		41		0		42,753		42,753		29,594		6,615		13,687		0		13,687		29,594		13,687		703		11,407		2,516		3,434		5,457		9,558		9,558		0		665		1,746,316		1,038,232		708,084		0		3/31/20		年度総売上実績内訳・放送には砺波広域圏事務組合及び小矢部市ケーブルテレビ分も含みます。 【内訳】 となみ衛星通信テレビ㈱　539,991千円 砺波広域圏事務組合　237,271千円 小矢部市ケーブルテレビ　260,970千円				加賀谷　一幸		総務部次長　管理課　課長		0763-22-7600		smile-jcta@tst-tv.jp		42,753		42,753		29,594		0		13,687		13,687		11,407		9,558						0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		9,558		9,558		0		42,753		42,753		29,594		13,687		0		13,687		11,407		9,558		9,558		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,917		1,746,316		1,038,232		708,084		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		24,448		24,448		17,368		7,165		0		1,819		446		337		337		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,917		11,816		(10,975)		22,791		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110277		(株)新川インフォメーションセンター		北陸		富山県		20		2		15,856		15,856		10,912		990		4,523		0		4,523		10,912		5,977		95		4,421		3,013		947		461		4,141		4,141		0		0		864,980		336,812		231,924		296,242		3/31/20						松岡　千穂		執行役員総務部長		0765-23-6110		matsuoka@nice-tv.jp		15,856		15,856		10,912		68		4,523		5,977		4,421		4,141						0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		4,141		4,141		0		15,856		15,856		10,912		4,523		0		5,977		4,421		4,141		4,141		0		0		0		0		0		0		0		0		2		34%		6,606		864,980		336,812		231,924		296,242		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		58		32		0		(29)		67		120		120		0		0		0		0		0		0		0		0		2		34%		6,606		12,014		3,856		7,111		1,047		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110278		新川広域圏事務組合		北陸		富山県		0		4		28,004		28,004		22,495		0		4,614				4,614		22,495		5,388		0		8,305		7,957				707		0						0		531,594		438,821		51,278		41495		3/31/15						福島 正明				0765-74-9321		fukusima@niikawa-kouiki.jp		28,004		28,004		22,542		1,012		4,685		5,229		8,664		0				3/31/16		0		富山県		8		16		10,000		0						0		0		0

		10110279		滑川中新川地区広域情報事務組合		北陸		富山県		0		11		29,858		29,858		15,830		0		8,492		0						15,336		0		5,893								0						364		601,668		565,708		35,960		0		3/31/20		※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				竹山　雅信		総務課　係長		076-474-9211		takeyama@net3-tv.jp		29,858		29,858		15,830		382		8,492		15,336		5,893		0						0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		0		0		0		29,858		29,858		15,830		8,492		0		15,336		5,893		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,167		601,668		565,708		35,960		0		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,110		44,111																0		103		103		86		(277)		0		77		(265)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,167		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110280		加賀ケーブル(株)		北陸		石川県						29,163		29,163		8,895		0		8,895				7,965		7,965		8,011		82		3,537		1,613		503		1,421		2,688		2,688		0		0		560,553		340,498		203,113		16,940		3/31/20		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				髙田　直彦		代表取締役社長		0761-72-8191		takata@kagacable.jp		29,163		29,163		8,895		884		8,895		8,011		3,537		2,688						0		石川県		8		17		3,000		1		済		0		2,688		2,688		0		29,163		29,163		8,895		8,895		0		8,011		3,537		2,688		2,688		0		0		0		0		0		0		0		0		2		3%		5,252		560,553		340,498		203,113		16,940		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,107		44,110		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										593		0		0		930		930		0		46		0		593		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		4,992		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110281		金沢ケーブル(株)		北陸		石川県		31		41		255,815		255,815		102,098		1,888		25,148				23,687		102,098		42,345		1,839		34,488		12,360		3,297		18,831		24,454		24,422		32		5,001		4,821,633		2,719,090		2,102,543		0		3/31/20						多賀　陽市		営業部		076-224-1140		y-taga@kanazawacatv.jp		255,815		255,815		102,098		8,423		25,148		42,345		34,488		24,454						0		石川県		8		17		100,000		1		済		0		24,454		24,422		32		255,815		255,815		102,098		25,148		0		42,345		34,488		24,454		24,422		32		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,935		4,821,633		2,719,090		2,102,543		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(1,526)		653		0		(314)		6		(652)		(347)		(305)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,935		156,064		118,849		37,215		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110282		(株)テレビ小松		北陸		石川県		22		0		56,926		30,300		19,058		12,722		7,553				916		18,020		11,698		1,521		9,271		1,344		2,032		5,895		8,863		8,863						1,081,525		517,132		523,421		40,973		3/31/20		※20190910 放送内訳修正値入手し連盟が登録 決算年月日更新漏れ⇒2019/03/31に修正				縄　洋平		代表取締役専務		0761-23-3911		y-nawa@tvk.ne.jp		56,926		30,300		19,058		2,600		7,553		11,698		9,271		8,863						0		石川県		8		17		10,000		1		済		0		8,863		8,863		0		56,926		30,300		19,058		7,553		0		11,698		9,271		8,863		8,863		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		4%		4,729		1,081,525		517,132		523,421		40,973		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,118		0		863		492		0		766		860		798		798		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		4%		4,729		(5,085)		(6,203)		40,763		(39,644)		366		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ				メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718

		10110283		(株)あさがおテレビ		北陸		石川県		19		2		39,598		39,598		25,651		10,491		9,466		0		5,505		19,822		7,923		249		6,669		1,817		1,155		3,697		7,019		7,019						1,204,525		707,906		493,452		3,167		3/31/20		※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				森　謙一		取締役（事業推進担当）		076-274-3333		mori@asagaotv.ne.jp		39,598		39,598		25,651		61		9,466		7,923		6,669		7,019						0		石川県		8		17		10,000		1		済		0		7,019		7,019		0		39,598		39,598		25,651		9,466		0		7,923		6,669		7,019		7,019		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,913		1,204,525		707,906		493,452		3,167		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105																0		125		125		(18)		(73)		0		(289)		438		529		529		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,913		74,738		35,461		47,160		(7,883)		0		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110287		織田中央テレビ共同受信施設組合		北陸		福井県		0		1		1,370		1,370		1,370		0		0		1,370						0		0										0						0																								1,370		1,370		1,370		1,370		0		0		0		0				12/19/07		0				8		18		0		0						0		0		0

		10110288		丹南ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		24		2		60,804		60,804		41,618		30,137		26,946		0		26,946		41,618		26,946		0		18,204		1,189		2,882		14,133		14,272		14,272		0		697		2,281,288		1,410,443		870,845		0		3/31/20						石塚　喜章		経営企画部　部長		0778-21-5040		ishiduka@t-catv.co.jp		60,804		60,804		41,618		5,150		26,946		26,946		18,204		14,272						0		福井県		8		18		30,000		1		済		0		14,272		14,272		0		60,804		60,804		41,618		26,946		0		26,946		18,204		14,272		14,272		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,568		2,281,288		1,410,443		870,845		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,793		1,793		(162)		627		0		627		1,001		745		745		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,568		92,543		35,681		56,862		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110289		福井ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		39		40		115,231		103,200		89,346		11,118		81,692		0		81,420		89,346		81,420		7,194		32,412		8,362		16,305		7,745		29,588		29,588				871		5,213,288		2,839,282		2,374,005		0		3/31/20						宮地　俊秀		システム室長		0776-20-3651		tmiyachi@fctv.co.jp		115,231		103,200		89,346		111		81,692		81,420		32,412		29,588						0		福井県		8		18		50,000		1		済		0		29,588		29,588		0		115,231		103,200		89,346		81,692		0		81,420		32,412		29,588		29,588		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,862		5,213,288		2,839,282		2,374,005		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,100		0		1,555		1,390		0		1,474		286		199		199		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,862		39,827		10,362		29,464		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110290		美方ケーブルネットワーク(株)		北陸		福井県		4		5		8,668		8,651		7,482		2,355		5,066				3,678		7,385		5,066		0		2,498		390		1,971		137		80				80		28		274,453		159,791		91,670		22,992		3/31/20						真田　邦彦		事業局長兼サービス課 課長　		0770-32-3400		k-sanada@mmnet-ai.ne.jp		8,651		8,651		7,482		0		5,066		5,066		2,498		80						0		福井県		8		18		3,000		1		済		0		80		0		80		8,668		8,651		7,482		5,066		0		5,066		2,498		80		0		80		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		3,057		274,453		159,791		91,670		22,992		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		17		0		12		(33)		0		(33)		(47)		(3)		0		(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		3,057		(1,600)		(992)		(4,234)		3,636		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110292		(株)嶺南ケーブルネットワーク		北陸		福井県		31				28,651		28,651		26,219		0		19,331		0		19,331		19,331		22,309		0		10,758								7,371		7,371		79		902		1,454,438		790,762		601,803		61,874		3/31/20						吉沢　郁夫		経営管理部　部長（事業担当）		0770-24-4103		rcn-man@rm.rcn.ne.jp		28,651		28,651		26,219		0		19,331		22,309		10,758		7,371						0		福井県		8		18		10,000		1		済		-79		7,371		7,371		79		28,651		28,651		26,219		19,331		0		22,309		10,758		7,371		7,371		79		0		0		0		0		0		0		0		-1		4%		4,623		1,454,438		790,762		601,803		61,874		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										-79		157		157		(39)		(2,807)		0		171		85		388		388		(28)		0		0		0		0		0		0		0		-1		4%		4,623		42,656		2,821		38,063		1,773		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110293		(株)ケーブルテレビ若狭小浜		北陸		福井県		14		3		12,071		12,071		11,063				3,154				2,377		11,063		3,154		83		885						885		0								367,967		319,438		37,912		10,616		3/31/20						津田　達男		専務取締役		0770-52-7201		tsuda@channel-oh.jp		12,071		12,071		11,063		0		3,154		3,154		885		0						0		福井県		8		18		10,000		1		済		0		0		0		0		12,071		12,071		11,063		3,154		0		3,154		885		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		3%		2,772		367,967		319,438		37,912		10,616		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		74		74		133		697		0		697		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		3%		2,772		(8,812)		(11,231)		313		2,105		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110294		おおい町		北陸		福井県		9				3,245		3,245		3,245		0		728		0		2,391		3,245		2,391		0		0								0						0		13,029		13,029						3/31/20						濱田　知		まちづくり課　主事		0770-77-4051		tohamada@town.ohi.lg.jp		3,245		3,245		3,245		0		728		2,391		0		0						0		福井県		8		18		3,000		1		済		0		0		0		0		3,245		3,245		3,245		728		0		2,391		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		335		13,029		13,029		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		29		29		29		(34)		0		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		335		(329)		(329)		0		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110300		環境エンジニアリング(株)		近畿		滋賀県						1,039		1,039		980		0		0								0		0		0								0						0																削除済		マネージャー						1,039		1,039		980		0		0		0		0		0				3/31/11		0				9		25		0		0						0		0		0

		10110301		余呉町		近畿		滋賀県		3				1,255		1,255		1,255		0		80								0		0		540		540						1,243						0																削除済		総務課情報係　係長						1,243		1,243		1,243		1,243		80		0		562		1,243				2/18/09		0				9		25		0		0						1,243		0		0

		10110302		(株)甲賀ケーブルネットワーク		近畿		滋賀県		7		3		18,403		9,925		2,055		0		2,055		2,055								0		271		271												0		105,943		99,195		5,310		1437								削除済		営業部　主任						18,403		9,925		2,055		0		2,055		0		271		0				9/19/12		0				9		25		0		0						0		0		0

		10110303		滋賀ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		43		11		265,279		119,702		44,704		0		28,648		23,928						5,100		0		10,273								341		373				0		1,609,352																						118,363		118,363		42,104		0		28,648		4,382		9,640		341				12/19/07		0				9		25		30,000		0						341		373		0

		10110304		近江八幡ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県						29,557		29,557		13,368		0		9,684								0		0		2,529		2,529						72				72		0																削除済		技術部インターネット課						29,557		29,557		13,368		1,744		9,684		0		2,529		72				7/2/08		0				9		25		10,000		0						72		0		72

		10110310		(株)ＫＣＮ京都		近畿		京都府		23		20		186,361		75,523		37,163		0		24,775		0				34,414		13,278		1,103		32,990		213		151		32,626		30,486		30,436		50		0		2,381,464		655,700		1,652,982		72,782		12/31/19						岡田　裕樹		総務部　部長		0774-95-0082		okada-h@kcn-kyoto.jp		186,361		75,523		37,163		3,305		24,775		13,278		32,990		30,486						0		京都府		9		26		30,000		1		済		0		30,486		30,436		50		186,361		75,523		37,163		24,775		0		13,278		32,990		30,486		30,436		50		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		5,340		2,381,464		655,700		1,652,982		72,782		43,830		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		2,335		3,544		1,419		1,433		0		(439)		2,272		1,682		1,694		(12)		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		5,340		131,567		35,041		449,686		(353,159)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110311		(株)京都ケーブルコミュニケーションズ		近畿		京都府		37		30		686,500		313,000		136,000		0		34,000		0		12,970		0		12,970		0		10,300		10,300		0		0		0		0		0		0		2,924,000		1,243,000		490,000		0						(株)ジュピターテレコム		削除済		総務部　部長						686,500		313,000		136,000		0		34,000		8,850		10,300		0				10/22/08		0				9		26		100,000		0						0		0		0

		10110313		洛西ケーブルビジョン(株)		近畿		京都府		8		3		16,900		16,580		13,421				2,601		0		871		13,421		1,470				1,385				756		629		2,071		2,071						325,713		249,590		59,055		17,068		3/31/20						新治　光子		総務部　取締役総務部長		075-331-1411		niiharu@rcv.co.jp		16,900		16,580		13,421		0		2,601		1,470		1,385		2,071						0		京都府		9		26		10,000		1		済		0		2,071		2,071		0		16,900		16,580		13,421		2,601		0		1,470		1,385		2,071		2,071		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		2,022		325,713		249,590		59,055		17,068		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(88)		114		0		(41)		133		181		181		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		2,022		(2,845)		(9,936)		8,451		(1,360)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110324		ケーブルウエスト(株)		近畿		大阪府		106		241		506,674		470,143		403,082		0		87,697		37,959						50,244		0		34,634								8,799		11,079				0														(株)ジュピターテレコム										506,674		470,143		382,205		277,051		87,697		49,806		33,083		8,799				2/20/08		0				9		27		200,000		0						8,799		11,079		0

		10110326		(株)オプテージ		近畿		大阪府						8,547,305		7,576,233		904,223		904,223		307,670		0		307,670		904,223		307,670		0		1,548,599		0		0		1,548,599		1,640,508		1,468,000		172,508				257,689,000		29,474,000		170,072,000		58,143,000		3/31/20		20200722　データ更新				管理者								8,547,305		7,576,233		904,223		32,393		307,670		307,670		1,548,599		1,640,508						1		大阪府		9		27		500,000		1		0		0		1,640,508		1,468,000		172,508		8,547,305		7,576,233		904,223		307,670		0		307,670		1,548,599		1,640,508		1,468,000		172,508		0		0		0		0		0		0		0		0		23%		23,749		257,689,000		29,474,000		170,072,000		58,143,000		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		862		25,290		(8,972)		0		(8,972)		6,709		(5,437)		(1,977)		(3,460)		0		0		0		0		0		0		0		0		23%		23,749		33,331,000		35,000		14,947,000		18,350,000		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110327		(財)京阪神ケーブルビジョン		近畿		大阪府		44		9		283,193		283,193		283,193		0		8,061		1,613		6,448		157,083		6,448		0		3,134		2,558		576		0		364		0		364		0		744,083		560,826		106,854		1356								削除済		総務部長						280,550		280,550		280,550		234,567		6,918		5,659		3,218		356				3/31/10		0				9		27		200,000		0						364		0		364

		10110328		(株)ジェイコムウエスト		近畿		大阪府		0		235		5,639,573		5,639,573		3,763,772		0		1,000,631				1,000,631		3,763,772		1,000,631		553		944,836		103,940		31,917		808,979		960,254		960,254				82,674		128,527,996		52,098,041		52,942,754		23,487,200		3/31/20				(株)ジュピターテレコム		石田　裕子		㈱ジェイコムウエスト 人事・管理統括部 管理グループ		06-7175-7301		jcw-corporate@jupiter.jcom.co.jp		5,639,573		5,639,573		3,763,772		894,130		1,000,631		1,000,631		944,836		960,254						1		大阪府		9		27		1,000,000		1		済		0		960,254		960,254		0		5,639,573		5,639,573		3,763,772		1,000,631		0		1,000,631		944,836		960,254		960,254		0		0		0		0		0		0		0		0		1		18%		2,846		128,527,996		52,098,041		52,942,754		23,487,200		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		55,841		55,841		13,315		(4,978)		0		(4,978)		27,387		(14,647)		(14,647)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		18%		2,846		3,450,980		(163,729)		282,024		3,332,684		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110330		吹田ケーブルテレビジョン(株)		近畿		大阪府		2		46		179,200		179,200		152,500		0		40,500		0						40,500		0		25,900								27,800						0		3,778,432												(株)ジュピターテレコム		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						178,100		178,100		151,200		23,757		40,400		40,400		23,500		24,600				12/31/12		0				9		27		100,000		0						27,800		0		0

		10110331		(株)全関西ケーブルテレビジョン		近畿		大阪府		8		2		79,299		26,270		19,552		19,552		0						15,144		0				0								0								424,853		339,993				84,860		3/31/20						山田　茂生		エリア事業部　エリア事業部長		06-6201-3388		yamada@ac-tv.co.jp		79,299		26,270		19,552		18,527		0		0		0		0						1		大阪府		9		27		10,000		1		済		0		0		0		0		79,299		26,270		19,552		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20%		1,811		424,853		339,993		0		84,860		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		257		0		(120)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20%		1,811		13,891		7,699		0		6,192		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110332		高槻ケーブルネットワーク(株)		近畿		大阪府		0		44		167,000		167,000		114,900		0		43,300		0						43,300		0		28,400								34,100				0		0		4,393,710												(株)ジュピターテレコム		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						166,500		166,500		114,100		25,400		43,800		43,800		27,100		31,400				12/31/12		0				9		27		100,000		0						34,100		0		0

		10110333		(株)テレビ岸和田		近畿		大阪府		49		9		95,914		89,069		72,121		21,242		26,623				27,316		72,121		26,704		910		29,031		1,350		74		22,607		31,284		31,284						2,674,125		1,235,160		1,313,728		125,238		3/31/20						嶋崎　宏和		技術本部　本部長		072-436-3636		shima@tvk.co.jp		95,914		89,069		72,121		24,767		26,623		26,704		29,031		31,284						0		大阪府		9		27		50,000		1		済		0		31,284		31,284		0		95,914		89,069		72,121		26,623		0		26,704		29,031		31,284		31,284		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		5%		3,090		2,674,125		1,235,160		1,313,728		125,238		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		967		968		309		442		0		431		5,162		1,497		1,497		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		5%		3,090		48,920		(3,577)		69,098		(16,600)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110334		豊中・池田ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0		56		237,900		237,900		178,800		0		52,300		0						52,300		0		33,500								36,900						0		4,994,113		2,847,288		1,642,168								(株)ジュピターテレコム		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						235,800		235,800		177,600		29,600		53,100		53,100		30,900		33,200				12/31/12		0				9		27		100,000		0						36,900		0		0

		10110337		東大阪ケーブルテレビ(株)		近畿		大阪府		0		49		246,100		246,100		155,700		0		57,200		0		37,200		95,907		57,200		0		31,900								41,000						0		5,469,225												(株)ジュピターテレコム		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部　管理統括部						244,200		244,200		154,200		27,600		57,200		57,200		30,600		37,600				12/31/12		0				9		27		100,000		0						41,000		0		0

		10110338		北摂ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0				211,184		211,184		139,085		0		47,480		24,597						24,875		0										31,027						0		5,607,809												(株)ジュピターテレコム										211,184		211,184		139,085		9,954		47,480		24,875		30,721		31,027				2/20/08		0				9		27		100,000		0						31,027		0		0

		10110339		北河内ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		33		120		320,076		320,076		174,720		0		62,869		7,422		55,447		174,720		55,447		0		32,568		25,319		5,498		1,751		30,606		23,372				0		5,903,437		3,648,607		1,459,003								(株)ジュピターテレコム		削除済		ＣＳ推進課　課長						320,076		320,076		174,720		16,456		62,869		55,447		32,568		30,606				5/20/09		0				9		27		100,000		0						30,606		23,372		0

		10110341		(株)明石ケーブルテレビ		近畿		兵庫県		22		8		139,103		95,784		51,241		94		8,824				992		14,911		14,817		2		7,275		4,862				2,269		9,255		9,255						1,113,869		630,753		338,511		144,605		3/31/20		※20190924 総売上/内訳/決算年月日訂正				松尾　明美		管理部　担当課長		078-911-7000		matsuo@actv.zaq.ne.jp		139,103		95,784		51,241		36,330		8,824		14,817		7,275		9,255						0		兵庫県		9		28		50,000		1		済		0		9,255		9,255		0		139,103		95,784		51,241		8,824		0		14,817		7,275		9,255		9,255		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13%		1,811		1,113,869		630,753		338,511		144,605		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		3,110		94		(98)		(453)		0		(721)		(214)		(235)		(235)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13%		1,811		(35,457)		(25,919)		(8,130)		(1,408)		366		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110343		(株)淡路島テレビジョン		近畿		兵庫県		17		0		16,496		16,496		12,867		0		1,701				0		0		1,701		0						0		0		0		0		0		0		130,000														削除済		取締役総務管理部長						16,496		16,496		12,867		0		1,701		1,701		0		0				5/21/08		0				9		28		10,000		0						0		0		0

		10110344		ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス(株)		近畿		兵庫県		43		3		173,885		122,999		52,754		0		15,507		0		16,043		52,754		21,843		647		11,085		7,061		886		3,138		15,268		15,208		60				1,773,344		1,087,422		645,192		40,730		3/31/20						内山　正樹		ふれあい総務部　次長		079-420-2525		kanri@banban.co.jp		173,885		122,999		52,754		4,332		15,507		21,843		11,085		15,268						0		兵庫県		9		28		50,000		1		済		0		15,268		15,208		60		173,885		122,999		52,754		15,507		0		21,843		11,085		15,268		15,208		60		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		2,801		1,773,344		1,087,422		645,192		40,730		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,561		274		230		(564)		0		(210)		315		362		365		(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		2,801		(5,477)		(16,333)		11,260		(402)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110345		神河町ケーブルテレビネットワーク		近畿		兵庫県		8		0		4,194		4,120		3,720		3,720		0		0		0		3,720		0		0		1,385		0				1,385		0						0		102,139		87,139		15,000		0		3/31/20		※20201005 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				岡部　成幸		総務課　参事		0790-32-2752		jyoho@town.kamikawa.hyogo.jp		4,194		4,120		3,720		1,467		0		0		1,385		0						0		兵庫県		9		28		3,000		1		済		0		0		0		0		4,194		4,120		3,720		0		0		0		1,385		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,288		102,139		87,139		15,000		0		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,109		44,110																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,381		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110347		(株)ケーブルネット神戸芦屋		近畿		兵庫県		0		198		812,500		812,500		615,700		0		159,700		0						159,700		0		109,600								143,100						0		17,917,000												(株)ジュピターテレコム		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部　兵庫ブロック管理チーム長						810,700		810,700		608,600		131,300		156,800		156,800		102,000		131,900				12/31/12		0				9		28		500,000		0						143,100		0		0

		10110348		南あわじ市　ケーブルネットワーク淡路		近畿		兵庫県		5		5		19,549		19,549		599		0		12		0		12		14,203		18		0		52		52						0						0		480,989		476,378		4,611		0		3/31/20		市役所の特別会計のため、会計科目等当てはまるものがありませんので、非管理項目としています。				奥田 泰大				0799-43-2345		yasuhiro_okuda@city.minamiawaji.hyogo.jp		19,549		19,549		599		507		12		18		52		0						0		兵庫県		9		28		0		1		済		0		0		0		0		19,549		19,549		599		12		0		18		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		66,916		480,989		476,378		4,611		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		176		176		(3,132)		(49)		0		(80)		(247)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		66,916		28,591		45,482		(16,891)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110349		(財)神戸市開発管理事業団		近畿		兵庫県		10		13		66,588		66,588		58,878		0		9,309		8,722		587		0		587		0		1,850		446		1,404		0		0						0		874,555		853,819		20,736				平成１８年度、金額はすべて税抜き額														66,588		66,588		58,878		0		9,309		587		1,850		0				2/20/08		0				9		28		50,000		0						0		0		0

		10110350		(株)ベイ・コミュニケーションズ		近畿		大阪府		229		34		884,700		883,900		803,200		17,002		132,089		0		106,260		803,200		132,089		2		201,194		12,503		74,411		114,280		154,057		153,985		72		351		18,293,012		5,821,389		11,117,131		1,354,491		3/31/20						森原　一彦		総務部　部長代理		06-6450-1179		shom@baycom.jp		884,700		883,900		803,200		669,943		132,089		132,089		201,194		154,057						1		大阪府		9		27		500,000		1		済		0		154,057		153,985		72		884,700		883,900		803,200		132,089		0		132,089		201,194		154,057		153,985		72		0		0		0		0		0		0		0		1		7%		1,898		18,293,012		5,821,389		11,117,131		1,354,491		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		2,500		(2,761)		0		(2,761)		12,893		924		941		(17)		0		0		0		0		0		0		0		1		7%		1,898		704,575		(205,915)		332,351		578,138		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110351		姫路ケーブルテレビ(株)		近畿		兵庫県		48		17		248,600		248,600		122,967		31,518		38,165		0		22,852		122,967		38,165		0		41,213		6,878		12,022		22,313		41,255		41,183		72		0		4,174,360		1,999,916		2,174,444		0		3/31/20						松本　圭司		取締役総務部長兼企画部長		079-278-5070		k-matsumoto@winknet.ne.jp		248,600		248,600		122,967		42,502		38,165		38,165		41,213		41,255						0		兵庫県		9		28		100,000		1		済		0		41,255		41,183		72		248,600		248,600		122,967		38,165		0		38,165		41,213		41,255		41,183		72		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,829		4,174,360		1,999,916		2,174,444		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		2,212		930		0		930		4,964		2,378		2,385		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,829		(84,694)		(176,989)		92,295		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110355		近鉄ケーブルネットワーク(株)		近畿		奈良県		233		133		563,114		406,865		194,135				60,356		0		60,356		198,240		71,575		1,250		139,654		18,257		972		120,425		135,911		132,576		3,335		2,420		13,091,407		4,250,337		8,841,070				12/31/19						金井　博美		監査役室・対外業務室		0743-75-5510		kanai@kcn.ad.jp		563,114		406,865		194,135		9,424		60,356		71,575		139,654		135,911						0		奈良県		9		29		100,000		1		済		0		135,911		132,576		3,335		563,114		406,865		194,135		60,356		0		71,575		139,654		135,911		132,576		3,335		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		5,620		13,091,407		4,250,337		8,841,070		0		43,830		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		4,451		14,152		5,801		(84)		0		588		10,009		5,453		5,714		(261)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		5,620		565,201		27,167		538,035		0		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110356		こまどりケーブル(株)		近畿		奈良県		10		2		38,569		38,569		32,673		23,972		3,930		0		10,689		32,673		10,689		8		0								0						0		1,530,784		706,754		0		824,028		12/31/19		特になし				山崎　理		常務取締役		0743-75-4744		yamasaki@kcn.ad.jp		38,569		38,569		32,673		27,023		3,930		10,689		0		0						0		奈良県		9		29		30,000		1		済		0		0		0		0		38,569		38,569		32,673		3,930		0		10,689		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		54%		3,904		1,530,784		706,754		0		824,028		43,830		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		(13)		(13)		458		(135)		0		(53)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		54%		3,904		194,779		(6,466)		0		201,245		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110357		(株)サイバーリンクス		近畿		和歌山県		535				7,780		4,327		4,327		4,327		446						4,327		446				1,244						1,244		50				50				10,449,702		214,615		86,328		10,148,759		12/31/19						辻本　裕一		地域ネットワーク事業部　ＣＡＴＶ課　主任		0739-24-9500		y-tsujimoto@cyber-l.co.jp		7,780		4,327		4,327		4,327		446		446		1,244		50						0		和歌山県		9		30		3,000		1		済		0		50		0		50		7,780		4,327		4,327		446		0		446		1,244		50		0		50		0		0		0		0		0		0		0		0		97%		201,250		10,449,702		214,615		86,328		10,148,759		43,830		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		(2)		(59)		(59)		(21)		0		(21)		77		(1)		0		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		97%		201,250		764,376		89,756		3,400		671,220		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110359		鹿足郡事務組合		中国		島根県		7		0		6,463		6,463		6,098		6,098		730				730		6,098		1,004		38		2,202		1,728		309		165		6,098		6,098		52		0		632,730		126,809		76,566		429,355		3/31/20		（２０２０．７．７　鹿足郡事務組合） 売上実績等…監査終了後に入力予定 ※20201005 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				三宅　貴洋		主事		0856-74-2099		snn@tsuwano.net		6,463		6,463		6,098		2,830		730		1,004		2,202		6,098						0		島根県		10		32		3,000		1		済		-52		6,098		6,098		52		6,463		6,463		6,098		730		0		1,004		2,202		6,098		6,098		52		0		0		0		0		0		0		0		0		68%		8,647		632,730		126,809		76,566		429,355		43,921		売上、決算年月日が空白に更新 ウリアゲケッサンネンガッピクウハクコウシン		前年コメント「（２０１９．７．１６　鹿足郡事務組合） 売上実績等…監査終了後に入力予定 ※20191008 総売上/内訳入力(未登録だった為)」 ゼンネン		メールで依頼		44,109		44,110		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										-52		(85)		(85)		(44)		1		0		23		139		(44)		(44)		(5)		0		0		0		0		0		0		0		0				0		(1,139,472)		(127,370)		(69,867)		(942,235)		(43,190)		売上空白 ウリアゲクウハク		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,759

		10110361		(株)中海テレビ放送		中国		鳥取県		59		11		98,970		98,970		54,549		19,927		38,334		0		38,334		54,549		38,334		220		22,159		4,683		611		16,860		24,610		24,501		109		626		5,390,361		2,546,026		1,147,008		1,697,327		3/31/20						鎌田　靖史		総務部　課長補佐		0859-29-2211		catv@chukai.co.jp		98,970		98,970		54,549		2,966		38,334		38,334		22,159		24,610						0		鳥取県		10		31		50,000		1		済		0		24,610		24,501		109		98,970		98,970		54,549		38,334		0		38,334		22,159		24,610		24,501		109		0		0		0		0		0		0		0		0		31%		8,235		5,390,361		2,546,026		1,147,008		1,697,327		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31%		8,235		339,175		29,618		49,019		260,538		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110362		鳥取中央有線放送(株)		中国		鳥取県		24		0		18,163		18,163		14,666		14,666		3,175				1,462		14,666		3,175		106		4,956		2,379		1,851		726		0						491		507,248		282,805		224,443		0		3/31/20						谷口　成樹		事業部事業1係・係長		0858-53-2565		info@torichu.co.jp		18,163		18,163		14,666		1		3,175		3,175		4,956		0						0		鳥取県		10		31		10,000		1		済		0		0		0		0		18,163		18,163		14,666		3,175		0		3,175		4,956		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,882		507,248		282,805		224,443		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		129		129		41		(12)		0		(12)		148		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,882		10,332		(535)		10,867		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110363		(株)鳥取テレトピア		中国		鳥取県		15		0		14,004		12,935		9,379		0		6,251		0				9,379		6,251		40		1,775		1,223		392		160		0						0		482,583		370,136		108,745		3,702		3/31/20						奈良井　大輔				0857-22-6111		daisuke-narai@inabapyonpyon.net		14,004		12,935		9,379		0		6,251		6,251		1,775		0						0		鳥取県		10		31		3,000		1		済		0		0		0		0		14,004		12,935		9,379		6,251		0		6,251		1,775		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		4,288		482,583		370,136		108,745		3,702		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(36)		(42)		0		(42)		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		4,288		4,800		(4,379)		9,030		149		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110364		日本海ケーブルネットワーク(株)		中国		鳥取県		61		0		91,547		91,547		63,506		6,457		39,833		0				63,493		39,833		451		14,962		10,762		1,474		2,726		17,299		17,299		0		2,803		2,949,408		2,020,792		928,616				7/31/19		※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				坂口　淳子		総務部　総務課		0857-21-3202		catv@ncn-t.net		91,547		91,547		63,506		5,442		39,833		39,833		14,962		17,299						0		鳥取県		10		31		50,000		1		済		0		17,299		17,299		0		91,547		91,547		63,506		39,833		0		39,833		14,962		17,299		17,299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,870		2,949,408		2,020,792		928,616		0		43,677		合計＜＞内訳合計＆合計と内訳更新あり、決算日更新無し ゴウケイウチワケゴウケイゴウケイウチワケコウシンケッサンヒコウシンナ				メールで依頼		44,110		44,111																0		0		0		291		106		0		106		129		(234)		(234)		0		0		0		0		0		0		0		0		-20,289		0%		3,870		30,848		10,983		40,154		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110365		出雲ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		34		7		42,568		42,568		28,933		4,475		10,101		0		24,508		28,933		24,508		180		7,945		2,021		2,665		3,259		9,994		9,994						1,690,815		1,089,898		600,917		0		3/31/20						北脇　厚		総務課　課長		0853-21-9811		kitawaki-atsushi@icv-izumo.ne.jp		42,568		42,568		28,933		0		10,101		24,508		7,945		9,994						0		島根県		10		32		10,000		1		済		0		9,994		9,994		0		42,568		42,568		28,933		10,101		0		24,508		7,945		9,994		9,994		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,870		1,690,815		1,089,898		600,917		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		294		(95)		0		238		255		266		266		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,870		57,976		24,256		33,720		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110366		松江市		中国		島根県		0		3		3,320		2,508		2,272		0		633		615						37		0		347		347		0		0		0		11		0		0		57,795														削除済		鹿島ケーブルビジョン所長						3,320		2,508		2,291		0		665		38		335		0				3/31/11		0				10		32		0		0						0		11		0

		10110367		山陰ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		56		1		103,893		103,893		55,618		19,038		5,018				5,018		14,859		14,859		226		13,607		5,120		5,300		3,187		5,815		4,870		945		1,296		2,343,139		1,318,015		510,619		514,505		3/31/20		(年度総売上備考：行政が設備した施設の運営管理あり）				上代　徹		総務部　総務課長		0852-23-2522		jyoudai@mable.ne.jp		103,893		103,893		55,618		726		5,018		14,859		13,607		4,540						0		島根県		10		32		50,000		1		済		0		5,815		4,870		945		103,893		103,893		55,618		5,018		0		14,859		13,607		5,815		4,870		945		0		0		0		0		0		0		1,275		0		22%		3,511		2,343,139		1,318,015		510,619		514,505		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		加入世帯数増減＝０、前回は電話加入数＝P+S  カニュウセタイスウゾウゲンゼンカイデンワカニュウスウ				プライマリとセカンダリ合計値を転記 ゴウケイチテンキ										-1,275		570		570		477		(177)		0		(746)		566		0		1,653		(378)		0		0		0		0		0		0		0		0		22%		3,511		94,607		(26,247)		38,566		82,288		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110368		石見ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		26				32,014		30,565		17,127				1,397				4,632		17,127		4,632		63		3,429		2,027		1,402		449		0								792,591		484,122		308,469				3/31/20						福浜　秀利		代表取締役社長		0855-23-4883		info@iwamicatv.jp		32,014		30,565		17,127		3,826		1,397		4,632		3,429		0						0		島根県		10		32		10,000		1		済		0		0		0		0		32,014		30,565		17,127		1,397		0		4,632		3,429		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,856		792,591		484,122		308,469		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		(945)		120		18		0		47		183		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,856		94,006		4,626		89,380		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110369		井原放送(株)		中国		岡山県		23		1		18,408		18,408		13,045		11,178		569				569		13,045		681		6		6,414		2,970				3,444		3,195		3,195						784,850		341,155		332,192		111,503		3/31/20						原田　誠司		通信事業課		0866-62-8181		harada@icv.co.jp		18,408		18,408		13,045		7,815		569		681		6,414		3,195						1		岡山県		10		33		10,000		1		済		0		3,195		3,195		0		18,408		18,408		13,045		569		0		681		6,414		3,195		3,195		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14%		5,014		784,850		341,155		332,192		111,503		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,013		1,013		(102)		(128)		0		(16)		137		116		116		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14%		5,014		55,846		(4,350)		1,620		58,576		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110370		岡山ネットワーク(株)		中国		岡山県		31		6		283,008		190,811		62,569				19,788				19,788		62,569		19,788		330		15,387		10,889		34		4,464		11,821		11,821						1,826,258		1,051,221		613,309		161,728		3/31/20						瀧　哲郎		営業部　課長補佐		086-805-0202		taki@oni.co.jp		283,008		190,811		62,569		39,548		19,788		19,788		15,387		11,821						0		岡山県		10		33		50,000		1		済		0		11,821		11,821		0		283,008		190,811		62,569		19,788		0		19,788		15,387		11,821		11,821		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		2,432		1,826,258		1,051,221		613,309		161,728		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		363		(270)		0		(270)		528		481		481		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		2,432		11,744		1,612		(128,048)		138,180		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110371		(株)吉備ケーブルテレビ		中国		岡山県		34		2		29,503		29,503		21,900		0		15,209		0				21,900		15,209		0		5,264		4,224		0		1,040		0		0		0		0		1,362,853		1,129,733		233,120		0		3/31/20						三村　和正		総務部　経理課		0866-21-0123		mimura-k@kibi.ne.jp		29,503		29,503		21,900		0		15,209		15,209		5,264		0						0		岡山県		10		33		10,000		1		済		0		0		0		0		29,503		29,503		21,900		15,209		0		15,209		5,264		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		5,186		1,362,853		1,129,733		233,120		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(176)		142		0		142		135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		5,186		295,279		285,756		9,523		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110372		(株)倉敷ケーブルテレビ		中国		岡山県		84		24		244,907		195,113		87,923		20,012		49,728		0		49,728		84,602		49,728		604		30,085		6,133		3,756		20,196		32,455		32,415		30		36		4,091,928		2,074,845		2,017,083				3/31/20				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		小川　洋子		総務部　部長		086-466-1717		y.ogawa@kct.co.jp		244,907		195,113		87,923		794		49,728		49,728		30,085		32,455						0		岡山県		10		33		50,000		1		済		10		32,455		32,415		30		244,907		195,113		87,923		49,728		0		49,728		30,085		32,455		32,415		30		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,878		4,091,928		2,074,845		2,017,083		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ		10/1/20								10		3,197		0		1,163		(1,747)		0		(1,747)		1,975		1,992		1,986		(4)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,878		59,049		(29,111)		88,160		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110373		(株)ケーブルネットワーク金光		中国		岡山県		4		3		4,572		4,572		535		0		136				136		535		218		0																0		80,000		68,000		12,000		1500								宮永　基		常務取締役		0865-42-6880		cnk4@cnknet.jp		4,572		4,572		3,481		0		155		284		1,153		0				12/31/13		0		岡山県		10		33		0		0						0		0		0

		10110374		玉島テレビ放送(株)		中国		岡山県		39		8		26,724		26,724		15,133		14,906		13,126				13,126		15,133		13,126		19		5,784		1,182		2		4,600		4,902		4,902						920,227		430,684		402,815		86,728		3/31/20						大島　清		統括部長		086-526-7075		o-shima@tamashima.tv		26,724		26,724		15,133		0		13,126		13,126		5,784		4,902						0		岡山県		10		33		10,000		1		済		0		4,902		4,902		0		26,724		26,724		15,133		13,126		0		13,126		5,784		4,902		4,902		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		5,067		920,227		430,684		402,815		86,728		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(74)		(225)		0		(225)		17		17		17		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		5,067		(1,639)		(268)		(3,277)		1,906		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110375		(株)テレビ津山		中国		岡山県		14		3		43,730		43,730		11,120		2,083		8,610		0				11,120		8,610		0		5,050		2,967		0		0		1,882		1,882				0		504,422		268,688		235,734				3/31/20				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		劔持　成利		代表取締役社長		0868-24-4000		info@tvt.ne.jp		43,730		43,730		11,120		3		8,610		8,610		5,050		1,882						0		岡山県		10		33		10,000		1		済		0		1,882		1,882		0		43,730		43,730		11,120		8,610		0		8,610		5,050		1,882		1,882		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,780		504,422		268,688		235,734		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		386		(227)		0		(227)		2,016		1,343		1,343		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,780		66,858		1,728		65,130		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110376		笠岡放送(株)		中国		岡山県		35		0		35,617		34,806		23,382		23,382		685		0		13,786		23,382		685		6		13,124		2,011		0		11,113		8,163		8,076		87		978		1,317,218		530,146		765,235		21,837		3/31/20		2019年度より税理士変更により税込方式から税別方式に変更				小寺　惣一		常務取締役		0865-63-6181		kodera@nsg.kcv.ne.jp		35,617		34,806		23,433		0		682		682		13,783		7,857						0		岡山県		10		33		10,000		1		済		0		8,163		8,076		87		35,617		34,806		23,382		685		0		685		13,124		8,163		8,076		87		0		0		-51		3		3		-659		306		0		2%		4,695		1,317,218		530,146		765,235		21,837		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(51)		3		0		3		(659)		306		312		(6)		0		0		-51		3		3		-659		306		0		2%		4,695		(86,514)		(44,546)		(34,926)		(7,042)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110377		矢掛放送(株)		中国		岡山県		3		0		5,568		5,568		4,108		0		0		0		1,065		4,108		1,065		0		708		349		359		0		0		0		0		8		120,609		84,950		28,108		7,551		3/31/20		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				水川　哲也		総務部　専務取締役		0866-84-8490		yct@yct.ne.jp		5,568		5,568		4,108		4,108		0		1,065		708		0						0		岡山県		10		33		3,000		1		済		0		0		0		0		5,568		5,568		4,108		0		0		1,065		708		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6%		2,447		120,609		84,950		28,108		7,551		43,921		合計＜＞内訳合計＆合計と内訳更新あり ゴウケイウチワケゴウケイゴウケイウチワケコウシン				メールで依頼		44,107		44,110																0		693		693		1		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5,533		2%		2,447		1,051		(3,074)		(873)		(535)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110378		島根県浜田市		中国		島根県		1		2		2,816		2,656		2,390		0		557				557		2,390		2,390		0		923		747		176				0								93,273		67,351		24,288		1,634		3/31/20		平成31年度　事業運営にかかる歳入決算額				三輪　祐二		浜田市　三隅支所　防災自治課　防災係　主任主事		0855-32-4444		miwa-yuuji@city.hamada.lg.jp		2,816		2,656		2,390		0		557		2,390		923		0						0		島根県		10		32		0		1		済		0		0		0		0		2,816		2,656		2,390		557		0		2,390		923		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		3,252		93,273		67,351		24,288		1,634		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		(12)		(12)		13		(38)		0		13		26		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		3,252		2,524		309		2,622		(407)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110380		(株)ちゅピＣＯＭおのみち		中国		広島県		11		1		28,700		13,500		9,718		7,468		2,601		0		2,605		9,610		2,601		0		2,690		641		1,040		798		2,923		2,916		7		0		443,497		240,774		199,230		3,493		3/31/20						大池  茂文		営業課		0848-38-1881		oike@octv.co.jp		28,700		13,500		9,718		235		2,601		2,601		2,690		2,923						0		広島県		10		34		3,000		1		済		0		2,923		2,916		7		28,700		13,500		9,718		2,601		0		2,601		2,690		2,923		2,916		7		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		3,803		443,497		240,774		199,230		3,493		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		プライマリ更新忘れ コウシンワス				加入世帯数-SをPに転記 カニュウセタイスウテンキ		2,916								81		0		0		108		(4)		0		(4)		211		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		3,803		11,030		6,488		6,628		(2,086)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110382		(株)ケーブル・ジョイ		中国		広島県		14		1		25,000		19,702		6,440		4,350		1,600		0		1,600		6,440		1,600		0		1,880		1,880		0		0		20		0		20		0		417,000		293,000		113,000		11,000		3/31/20						唐川　克秀		営業・総務統括部　部長		0847-45-0557		jokaraka@pear.ccjnet.ne.jp		25,000		19,702		6,440		4,000		1,600		1,600		1,880		20						0		広島県		10		34		3,000		1		済		0		20		0		20		25,000		19,702		6,440		1,600		0		1,600		1,880		20		0		20		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		5,396		417,000		293,000		113,000		11,000		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(260)		0		0		0		80		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		5,396		(6,000)		(6,000)		2,000		(2,000)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110383		(株)ちゅピＣＯＭ		中国		広島県		109		33		389,041		389,041		161,307		5,634		40,063								40,063		721		31,553		9,089		360		22,104		27,420		27,322		98		309		4,139,608		2,375,857		1,763,751		0		3/31/20						天野　陽介		営業企画部・係長		082-296-5564		amano-03@chupicom.co.jp		389,041		389,041		161,307		112,895		40,063		40,063		31,553		27,420						0		広島県		10		34		100,000		1		済		0		27,420		27,322		98		389,041		389,041		161,307		40,063		0		40,063		31,553		27,420		27,322		98		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,139		4,139,608		2,375,857		1,763,751		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		2,121		(116)		0		(116)		4,874		2,630		2,647		(17)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,139		178,929		19,555		159,374		0		366		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		内訳更新もれ ウチワケコウシン		TEL　メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718

		10110384		(株)東広島ケーブルメディア		中国		広島県		9		2		38,980		31,305		10,957		3,577		2,922		0				10,957		2,922		100		595		136		0		459		0		0		0		0		269,024		239,981		29,042				3/31/20						徳永　功				082-424-8800		eigyo@kamon.ne.jp		38,980		31,305		10,957		0		2,922		2,922		595		0						0		広島県		10		34		10,000		1		済		0		0		0		0		38,980		31,305		10,957		2,922		0		2,922		595		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		2,046		269,024		239,981		29,042		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		112		0		(12)		2		0		2		34		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		2,046		1,690		(517)		2,206		0		731		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ

		10110386		(株)ちゅピＣＯＭひろしま		中国		広島県		42		10		597,300		597,300		121,494		9,973		23,136		0		22,427				28,026		581		15,692		3,275		3,689		8,728		12,428		12,428				272		2,361,519		1,634,546		726,973		0		3/31/20						稲田　悦子		総務部　主任		082-275-5217		inada@h.chupicom.co.jp		597,300		597,300		121,494		13,741		23,136		28,026		15,692		12,428				9/30/20		0		広島県		10		34		100,000		1		済		0		12,428		12,428		0		597,300		597,300		121,494		23,136		0		28,026		15,692		12,428		12,428		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,620		2,361,519		1,634,546		726,973		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		0		(668)		0		(387)		2,395		984		984		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,620		85,940		4,056		81,884		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110388		三原テレビ放送(株)		中国		広島県		27		4		43,957		43,000		15,044		5,419		2,269		0		2,269		14,866		3,299		15		5,348				5,348				113				113		11		706,115		317,814		301,042		87,259		9/30/19		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)				勝村　祥治		統括部長		0848-63-8600		s-katsumura@g.mcat.co.jp		43,957		43,000		15,044		111		2,269		3,299		5,348		113						0		広島県		10		34		10,000		1		済		0		113		0		113		43,957		43,000		15,044		2,269		0		3,299		5,348		113		0		113		0		0		0		0		0		0		0		0		12%		3,911		706,115		317,814		301,042		87,259		43,738		差異＝内訳合計差異 サイウチワケゴウケイサイ		売上合計更新漏れ ウリアゲゴウケイコウシンモ		合計欄に内訳合計転記 ゴウケイランウチワケゴウケイテンキ		44,105		44,105																0		957		0		(1,589)		14		0		(7)		0		5		0		5		0		0		0		0		0		0		0		-8,251		13%		3,866		0		(472)		11,165		(2,442)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110391		(株)アイ・キャン		中国		山口県		45		3		74,966		98,994		37,301		14,663		7,354		0		5,583		37,301		7,354		98		8,840		4,604		1,672		2,572		5,954		5,954		0		0		1,304,116		577,744		497,062		229,309		3/31/20						吉村　満則		総務部　部長		0827-22-5678		icn@icntv.co.jp		74,966		98,994		37,301		11,533		7,354		7,354		8,840		5,954						0		山口県		10		35		30,000		1		済		0		5,954		5,954		0		74,966		98,994		37,301		7,354		0		7,354		8,840		5,954		5,954		0		0		0		0		0		0		0		0		1		18%		2,913		1,304,116		577,744		497,062		229,309		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		(2,241)		2,336		404		270		0		(1,931)		354		108		108		0		0		0		0		0		0		0		0		1		18%		2,913		4,423		14,115		9,691		(19,383)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110392		Ｋビジョン(株)		中国		山口県		30		3		63,506		61,811		41,221		2,027		19,925				19,925		41,221		19,925		370		10,151		4,792		1,406		3,953		7,405		7,405				0		1,427,429		997,416		430,013				3/31/20						山田　高徳		業務部　部長		0833-44-4936		takanori-yamada@kvision.ne.jp		63,506		61,811		41,221		363		19,925		19,925		10,151		7,405						0		山口県		10		35		30,000		1		済		0		7,405		7,405		0		63,506		61,811		41,221		19,925		0		19,925		10,151		7,405		7,405		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,886		1,427,429		997,416		430,013		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		322		308		840		565		0		565		1,001		719		719		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,886		37,012		16,708		20,304		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110393		(株)ケーブルネット下関		中国		山口県		0		0		97,239		97,239		67,987		0		35,334		0		35,334		67,987		35,334		4,583		25,768		2,512		1,194		22,062		27,918		27,918		0		1,591		3,898,776		1,759,075		1,508,880		630,821		3/31/20		2014年以降は年度末（3月）決算に変更		(株)ジュピターテレコム		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		97,239		97,239		67,987		1,197		35,334		35,334		25,768		27,918						0		山口県		10		35		50,000		1		済		0		27,918		27,918		0		97,239		97,239		67,987		35,334		0		35,334		25,768		27,918		27,918		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16%		4,779		3,898,776		1,759,075		1,508,880		630,821		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																27,918		937		937		528		151		0		151		1,138		(335)		(28,253)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16%		4,779		220,595		263		36,976		183,357		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110394		(株)シティーケーブル周南		中国		山口県		29		0		61,366		55,909		40,652		23,095		5,738		0		15,037		15,037		15,037		481		10,500		1,070		4,057		5,373		12,168		12,168						1,773,957		1,006,480		762,599		4,878		8/31/19						佐々木　敏幸		総務計理部　課長		0834-21-3688		to.sasaki@ccsnet.ne.jp		61,366		55,909		40,652		2,745		5,738		15,037		10,500		12,168						0		山口県		10		35		30,000		1		済		0		12,168		12,168		0		61,366		55,909		40,652		5,738		0		15,037		10,500		12,168		12,168		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,636		1,773,957		1,006,480		762,599		4,878		43,708		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		333		(75)		0		515		1,020		448		448		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,636		53,047		22,383		31,205		(541)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110395		長門市		中国		山口県		0		15		16,124		16,124		14,403		2,409		1,269		0		1,814		14,403		1,814		0		2,796		1,919		0		877		0		0		0		0		351,210		225,185		107,269		18,756		3/31/20		※令和元年度、会計システム（ＴＫＣ）変更により、税抜価格となりました。				森重　秀睦		山口県長門市ケーブルテレビ　指定管理者　ながとてれび株式会社　センター長		0837-23-1541		hidechika.morishige@nagato-tv.com		16,124		16,124		14,403		0		1,269		1,814		2,796		0						0		山口県		10		35		10,000		1		済		0		0		0		0		16,124		16,124		14,403		1,269		0		1,814		2,796		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		2,032		351,210		225,185		107,269		18,756		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(17)		0		0		(388)		55		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		2,032		(26,272)		(21,350)		(6,527)		1,605		366		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110396		萩ケーブルネットワーク(株)		中国		山口県		49		0		41,912		41,912		16,551		12,858		9,754								9,754				5,592		3,843		804		945		0								1,023,839		732,210		272,634		18,995		3/31/19		平成30年度決算より税抜としています。				井上　吉之		代表取締役社長		0838-25-7400		yoshiyuki-inoue@haginet.ne.jp		41,912		41,912		16,551		2,105		9,754		9,754		5,592		0				8/29/19		1		山口県		10		35		10,000		0						0		0		0		41,912		41,912		16,551		9,754		0		9,754		5,592		0		0		0		0																				1,023,839		732,210		272,634		18,995		43,555																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		5,155		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110397		山口ケーブルビジョン(株)		中国		山口県		70		8		200,999		195,076		152,355		3,084		108,350		0		108,350		108,350		108,350		274		30,443		28,514		0		1,929		2,001		1,435		566		0		4,482,279		3,334,651		1,147,628		0		3/31/20						倉田　昌彦		技術局		083-934-1234		kurata@c-able.co.jp		200,999		195,076		152,355		0		108,350		108,350		30,443		2,001						0		山口県		10		35		100,000		1		済		0		2,001		1,435		566		200,999		195,076		152,355		108,350		0		108,350		30,443		2,001		1,435		566		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,452		4,482,279		3,334,651		1,147,628		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		321		136		0		136		573		1,205		1,247		(42)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,452		(9,522)		72,041		(81,563)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110399		ひらたＣＡＴＶ(株)		中国		島根県		12		3		8,220		7,204		6,601		3,729		908				908		6,601		6,347		61		2,312		64		1,235		1,013		1,269		1,269		0		657		329,826		200,526		127,077		2,223		3/31/20		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				金　忠宏		業務部長		0853-63-5539		kon@hit-5.net		8,220		7,204		6,601		0		908		6,347		2,312		1,269						0		島根県		10		32		3,000		1		済		0		1,269		1,269		0		8,220		7,204		6,601		908		0		6,347		2,312		1,269		1,269		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		4,164		329,826		200,526		127,077		2,223		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105																0		0		0		85		(28)		0		13		182		535		1,269		(734)		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		4,164		6,921		1,237		6,834		(1,150)		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110400		(株)池田ケーブルネットワーク		四国		徳島県						4,735		4,735		4,054		4,054		146								146		0		464		287		162		8		0						0		251,554		107,508		59,979		84,067		3/31/20		※20190924 総売上/内訳訂正 ※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				中川　明恵		総務部　主任		0883-72-3399		nakagawa@awaikeda.net		4,735		4,735		4,054		0		146		146		464		0						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		0		0		0		4,735		4,735		4,054		146		0		146		464		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33%		5,171		251,554		107,508		59,979		84,067		43,921		売上、決算年月日が空白に更新 ウリアゲケッサンネンガッピクウハクコウシン		前年コメント「※20190924 総売上/内訳訂正」 ゼンネン		メールで依頼		44,116		44,117																0		0		0		(29)		(6)		0		(6)		(50)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		(473,298)		(118,923)		(38,240)		(316,135)		(43,555)		売上空白 ウリアゲクウハク		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110401		石井町有線放送農業協同組合		四国		徳島県		12		0		10,748		13,400		8,359		0		264						8,359		264		0		3,794		0				3,794		0						0		255,156		194,734		58,989		1,433		3/31/20		なし				吉田　章吾		参事		088-674-7667		yoshida@ihk.or.jp		10,748		13,400		8,359		0		264		264		3,794		0						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		0		0		0		10,748		13,400		8,359		264		0		264		3,794		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,544		255,156		194,734		58,989		1,433		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		75		248		(78)		2		0		2		116		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,544		4,235		4,739		1,825		(2,328)		366		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110402		エーアイテレビ(株)		四国		徳島県		14		0		20,408		20,408		14,629		11,987		884		0		150		14,629		884		0		0								0								352,560		277,187		75,373		0		3/31/20						高堂　雅史		総務課　課長		088-692-8223		soumu@aitv.co.jp		20,408		20,408		14,629		0		884		884		0		0						0		徳島県		11		36		10,000		1		済		0		0		0		0		20,408		20,408		14,629		884		0		884		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,008		352,560		277,187		75,373		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		312		312		84		(37)		0		(37)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,008		2,343		(1,019)		3,362		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110403		ケーブルテレビ徳島(株)		四国		徳島県		35		5		133,342		133,342		124,830		124,830		22,322				22,322		124,830		22,322		21		5,560						5,560		5,549				5,549		1,803		3,445,883		2,511,923		887,664		46,295		3/31/20		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正				磨見　達彦		営業部		088-655-4000		mami@tcn.ne.jp		133,342		133,342		124,830		2,272		22,322		22,322		5,560		5,549						0		徳島県		11		36		100,000		1		済		0		5,549		0		5,549		133,342		133,342		124,830		22,322		0		22,322		5,560		5,549		0		5,549		0		0		0		0		0		0		0		1		1%		2,300		3,445,883		2,511,923		887,664		46,295		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(42)		(1,080)		0		(1,080)		2,577		2,566		0		2,566		0		0		0		0		0		0		0		1		1%		2,300		13,496		(22,874)		31,298		5,073		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110404		国府町農事放送農業協同組合		四国		徳島県		13				12,653		12,653		8,990		8,990		442		0				8,990		442		0		0								0						0		300,000		250,000		50,000		0		3/31/20		※20191004　前年と同様金額とのこと(メールにて確認)    2020年度も2019年度と決算金額同額				森岡　篤				088-642-6050		info@kbctv.ne.jp		12,653		12,653		8,990		0		442		442		0		0						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		0		0		0		12,653		12,653		8,990		442		0		442		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,781		300,000		250,000		50,000		0		43,921		売上数値が前年同値 ウリアゲスウチゼンネンドウチ		売上値更新漏れ ウリアゲチコウシンモ		メールで依頼																				0		0		0		27		(12)		0		(12)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,781		0		0		0		0		366		売上前年同値＆決算日のみ更新 ウリアゲゼンネンドウチケッサンビコウシン				9/19メール依頼 イライ		43,759

		10110405		(株)テレビ鳴門		四国		徳島県		18		1		26,155		26,100		19,715		15,613		1,078		0		1,207		19,715		1,078		0		6,249		0		0		5,290		4,748		4,748		0		0		504,147		388,445		115,702		0		7/31/20		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				金重　智		業務部　総務部長		088-685-7101		heavy@tv-naruto.ne.jp		26,155		26,100		15,613		0		1,078		1,078		6,249		4,748						0		徳島県		11		36		10,000		1		済		0		4,748		4,748		0		26,155		26,100		19,715		1,078		0		1,078		6,249		4,748		4,748		0		0		0		4,102		0		0		0		0		0		0%		2,131		504,147		388,445		115,702		0		44,043		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,107		44,110		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										886		(151)		1,600		0		(129)		0		(129)		959		886		0		0		0		0		4,102		0		0		0		0		0		0%		2,088		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110406		日本中央テレビ(株)		四国		徳島県		9				22,300		22,300		5,620		0		1,772		0						1,772		0		821								452		452				0		172,310		172,310								20151118　放送売上のみ入力されていたので、合計に同値を入力。				松本 博毅		企画開発部　部長		0883-22-1501		h-matsumoto@jctv.ne.jp		22,300		22,300		5,620		0		1,772		1,772		821		452						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		452		452		0		22,300		22,300		5,620		1,772		0		1,772		821		452		452		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,555		172,310		172,310		0		0		0		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼																				0		0		0		(210)		(234)		0		(234)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,555		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ

		10110407		(株)ひのき		四国		徳島県		25		1		21,395		21,395		13,249		13,249		807		0				13,249		807		0		5,226								0						110		423,377		312,649		110,728		0		6/30/19						森田　貴		総務課		088-698-0811		core@cue.tv		21,395		21,395		13,249		0		807		807		5,226		0						0		徳島県		11		36		10,000		1		済		0		0		0		0		21,395		21,395		13,249		807		0		807		5,226		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,663		423,377		312,649		110,728		0		43,646		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		381		381		77		(38)		0		(38)		274		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,663		32,404		3,119		29,285		0		1,095		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ

		10110408		(株)東阿波ケーブルテレビ		四国		徳島県		8		1		16,000		12,000		5,436		2,000		1,170		0		1,170		5,436		1,170		0		2,968				0		2,968		2,000		2,000		3		0		248,786		183,499		65,287		0		3/31/20		特になし				合田　直人		総務部事務局長		08853-2-3336		goda@e-awa.tv		16,000		12,000		5,436		37		1,170		1,170		2,968		2,000						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		-3		2,000		2,000		3		16,000		12,000		5,436		1,170		0		1,170		2,968		2,000		2,000		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,814		248,786		183,499		65,287		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										-3		0		0		133		(5)		0		(5)		360		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,814		10,943		2,928		8,015		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110409		牟岐町中村テレビ共同受信組合		四国		徳島県						490		490		490		0		0								0		0		0								0						0																削除済		専務理事						490		490		490		0		0		0		0		0				3/31/10		0				11		36		0		0						0		0		0

		10110410		香川テレビ放送網(株)		四国		香川県		16		1		29,703		23,731		16,285		3,933		5,063		0		5,063		15,435		5,759		262		5,170		1,217		809		3,144		5,346		5,346		0		19		690,648		395,140		295,508				6/30/19						松永　公伸		取締業務部長		0877-46-5000		matsunaga@kbn.ne.jp		29,703		23,731		16,285		850		5,063		5,759		5,170		5,346						0		香川県		11		37		10,000		1		済		0		5,346		5,346		0		29,703		23,731		16,285		5,063		0		5,759		5,170		5,346		5,346		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,534		690,648		395,140		295,508		0		43,646		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		10		418		0		733		980		1,046		1,131		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,534		39,696		5,502		34,194		0		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727

		10110411		(株)ケーブルメディア四国		四国		香川県		24		16		232,012		222,010		69,776		0		20,238		0		16,017		69,776		20,238		883		0								0						0		1,945,870		1,824,137		121,733		0		3/31/20						亀島　知利		お客さまサービス部　部長		087-887-9759		kameshima@cavy.co.jp		232,012		222,010		69,776		1,029		20,238		20,238		0		0						0		香川県		11		37		50,000		1		済		0		0		0		0		232,012		222,010		69,776		20,238		0		20,238		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,324		1,945,870		1,824,137		121,733		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		1,811		1,727		1,813		203		0		203		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,324		45,503		41,134		4,369		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110412		中讃ケーブルビジョン(株)		四国		香川県		26		8		53,284		48,370		17,256				9,488		0		9,488		9,655		9,655		25		15,840		74				15,766		13,528		13,528				0		963,156		684,456		278,700		0		3/31/20						佐久間　知恵		企画室　係長		0877-24-6111		sakuma@cvc.co.jp		53,284		48,370		17,256		683		9,488		9,655		15,840		13,528						0		香川県		11		37		10,000		1		済		0		13,528		13,528		0		53,284		48,370		17,256		9,488		0		9,655		15,840		13,528		13,528		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,651		963,156		684,456		278,700		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(82)		(369)		0		(331)		1,005		686		686		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,651		15,329		4,598		10,731		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110413		三豊ケーブルテレビ放送(株)		四国		香川県		16		0		39,024		34,552		10,957		1,192		6,533		0		6,533		10,957		6,533		91		221		221						0						0		513,826		416,642		97,184				6/30/19						高谷　昌宏		技術課 通信係　係長		0875-24-1844		takaya-mcb@mc1.mcbnet.ne.jp		39,024		34,552		10,957		0		6,533		6,533		221		0						0		香川県		11		37		10,000		1		済		0		0		0		0		39,024		34,552		10,957		6,533		0		6,533		221		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,908		513,826		416,642		97,184		0		43,646		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(2)		(8)		0		(8)		(102)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,908		70,942		8,420		62,522		0		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727

		10110414		テレビ阿波(株)		四国		徳島県		4		1		3,792		3,792		1,293		1,293		187				187		1,293		187				468		204		264				411				411				67,906		25,245		21,025		21,636		6/30/19		(年度総売上備考：2019年6月決算） 2019年6月末決算分 ※20201007 総売上等訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				八坂　晴彦		営業		0883-55-0055		yasaka@awacco.net		3,792		3,792		1,293		0		187		187		468		411						0		徳島県		11		36		0		1		済		0		411		0		411		3,792		3,792		1,293		187		0		187		468		411		0		411		0		0		0		0		0		0		0		0		32%		4,377		67,906		25,245		21,025		21,636		43,646		合計＜＞内訳合計＆合計と内訳更新あり ゴウケイウチワケゴウケイゴウケイウチワケコウシン				メールで依頼		44,111		44,117																0		0		0		(13)		(16)		0		(16)		3		(29)		0		(29)		0		0		0		0		0		0		0		1,786		32%		4,377		1,119		659		196		(1,521)		365		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110415		上板町有線テレビ(株)		四国		徳島県		3		1		4,900		4,900		1,562		1,562		241		0		2		1,562		241				176						176		55				55				51,460		40,829		10,631				12/31/19						長谷川　功一郎		業務課　課長		088-694-7633		info@kamiita-catv.com		4,900		4,900		1,562		0		241		241		176		55						0		徳島県		11		36		0		1		済		0		55		0		55		4,900		4,900		1,562		241		0		241		176		55		0		55		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,745		51,460		40,829		10,631		0		43,830		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		90		90		(23)		(19)		0		(19)		(8)		(11)		0		(11)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,745		(174)		583		(757)		0		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110416		(株)ケーブルネットおえ		四国		徳島県		14		0		15,784		15,784		8,485		8,485		0						8,485		0		0		3,649						3,649		3,390		3,390						210,994		151,458		56,432		3,104		3/31/20		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				片岡　和也		統括マネージャー		0883-26-9012		kataoka@cnet-oe.com		15,784		15,784		8,485		386		0		0		3,649		3,390						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		3,390		3,390		0		15,784		15,784		8,485		0		0		0		3,649		3,390		3,390		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,072		210,994		151,458		56,432		3,104		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105																0		0		0		283		0		0		0		277		231		231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,072		7,273		2,782		2,734		1,757		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110417		(株)四国中央テレビ		四国		愛媛県		22		20		29,000		29,000		13,837		0		2,802				2,802		13,837		2,802		173		7,176		5,065		1,679		276		7,152		7,152				2,744		952,483		394,781		521,373		36,329		3/31/20		(年度総売上備考：内、四国中央市からの指定管理料３６，３２０千円を含む）				山下　博史		総務部兼システム部長		0896-24-0130		h.yamashita@s-tv.jp		29,000		29,000		13,837		624		2,802		2,802		7,176		7,152						0		愛媛県		11		38		10,000		1		済		0		7,152		7,152		0		29,000		29,000		13,837		2,802		0		2,802		7,176		7,152		7,152		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		5,736		952,483		394,781		521,373		36,329		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		354		42		0		42		506		376		376		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		5,736		46,016		35,544		42,469		(31,997)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110418		今治シーエーティーブィ(株)		四国		愛媛県		16		1		69,894		56,000		17,465		10,174		8,183				8,183		17,465		8,183		305		3,278		1,104		2,174		2,076		1,366		1,268		98				690,522		581,399		109,123		0		3/31/20						門田　尚樹		総務部　部長		0898-22-0001		n-kadota@icknet.ne.jp		69,894		56,000		17,465		5,000		8,183		8,183		3,278		1,366						0		愛媛県		11		38		10,000		1		済		0		1,366		1,268		98		69,894		56,000		17,465		8,183		0		8,183		3,278		1,366		1,268		98		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,295		690,522		581,399		109,123		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		327		0		(121)		(434)		0		(434)		18		116		140		(24)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,295		(16,755)		(15,271)		(1,484)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110419		宇和島ケーブルテレビ(株)		四国		愛媛県		19		0		24,860		24,860		9,648		9,349		3,919		0		3,919		9,648		4,029		214		0		0		0		0		0		0		0		0		583,693		388,788				194,905		3/31/20		(年度総売上備考：インターネットは、通信会社への回線貸与事業であり、売上はない。） 特記事項なし				伊藤　克将		常務取締役		0895-24-3939		info@ucat.co.jp		24,860		24,860		9,648		3,951		3,919		4,029		0		0						0		愛媛県		11		38		3,000		1		済		0		0		0		0		24,860		24,860		9,648		3,919		0		4,029		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33%		5,042		583,693		388,788		0		194,905		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(13)		(5)		0		105		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33%		5,042		929		(5,669)		0		6,598		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110421		(株)愛媛ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		77		118		289,875		272,472		164,542				47,118		0						47,118				82,058								51,741		50,897		844		21,020		8,335,990		2,896,265		5,383,476		56,249		3/31/20		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				西田 文明		総務部　部長		089-943-5001		nishida@e-catv.ne.jp		289,875		272,472		164,542		3,939		47,118		47,118		82,058		51,741						0		愛媛県		11		38		100,000		1		済		0		51,741		50,897		844		289,875		272,472		164,542		47,118		0		47,118		82,058		51,741		50,897		844		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		4,222		8,335,990		2,896,265		5,383,476		56,249		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105																0		(2,337)		294		4,135		(809)		0		(809)		5,710		1,329		1,359		(30)		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		4,222		755,674		(21,966)		776,451		1,189		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110422		(株)ケーブルネットワーク西瀬戸		四国		愛媛県		10		0		27,000		14,000		4,273		35		2,534		0		187		4,273		2,534		0		1,082		351		0		731		497		497		0		107		225,542		145,470		66,969		13,103		3/31/20						尾上　浩司		執行役員技術・営業部　部長		0893-25-0212		cnw-soumu@cnw.ne.jp		27,000		14,000		4,273		702		2,534		2,534		1,082		497						0		愛媛県		11		38		3,000		1		済		0		497		497		0		27,000		14,000		4,273		2,534		0		2,534		1,082		497		497		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6%		4,399		225,542		145,470		66,969		13,103		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(96)		(92)		0		(92)		(19)		36		36		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6%		4,399		(3,991)		(2,806)		1,492		(2,677)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110423		今治市波方シーエーティーブィ		四国		愛媛県						3,817		3,817		2,310		0		711				616		2,310		711		0		267		267												0		106,212		90,006		16,205		0		3/31/15						八木 直樹		今治市波方支所総務課　情報係		0898-41-7111		i2603@imabari-city.jp		3,817		3,817		2,310		2,310		711		711		267		0				3/31/16		0		愛媛県		11		38		0		0						0		0		0

		10110424		(株)ハートネットワーク		四国		愛媛県		28		26		108,623		89,870		25,382		0		14,842				719		25,382		18,195		1,430		4,971		2,930		242		1,649		140				140		1,295		1,664,701		1,014,451		368,276		281,972		9/30/19		(年度総売上備考：２０１９．９末現在の数字になります。） ※20201012 総売上訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				岡部　裕介		業務局　総務課		0897-32-7777		yusuke@heartnetwork.jp		108,623		89,870		25,382		0		14,842		18,195		4,971		140						0		愛媛県		11		38		10,000		1		済		0		140		0		140		108,623		89,870		25,382		14,842		0		18,195		4,971		140		0		140		0		0		0		0		0		0		0		2		17%		5,465		1,664,701		1,014,451		368,276		281,972		43,738		合計＜＞内訳合計＆合計と内訳更新あり ゴウケイウチワケゴウケイゴウケイウチワケコウシン				メールで依頼		44,116		44,117																0		510		256		(49)		(387)		0		(124)		(189)		(11)		0		(11)		0		0		0		0		0		0		0		-426		17%		5,465		33,634		(8,888)		49,964		(7,014)		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110425		西予ＣＡＴＶ(株)		四国		愛媛県		0		0		17,787		17,787		9,980		9,980		1,429		0		0		0		1,429		0		6,390		0		0		504		4,951		4,951		0		0		399,566		241,957		130,868		26,741		3/31/20						三瀬　春香		総務		0894-62-7811		haruka@seiyo-catv.co.jp		17,787		17,787		9,980		3,312		1,429		1,429		6,390		4,951						0		愛媛県		11		38		3,000		1		済		0		4,951		4,951		0		17,787		17,787		9,980		1,429		0		1,429		6,390		4,951		4,951		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		3,336		399,566		241,957		130,868		26,741		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		(174)		(174)		259		(13)		0		(13)		426		355		355		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		3,336		5,384		11,015		11,374		(17,005)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110430		甲浦テレビ共同聴視施設組合		四国		高知県						700		633		633		0		0								0		0		0								0						0																削除済		組合長						700		633		633		633		0		0		0		0				9/19/12		0				11		39		0		0						0		0		0

		10110431		高知ケーブルテレビ(株)		四国		高知県		42		4		157,862		157,862		52,189		52,189		19,753		0		16,124		52,189		19,753		424		0								0								1,652,224		1,471,563		180,661		0		3/31/20						近森　秀水		取締役　営業部長		088-880-1500		kcb-ekikaku-com@kcb.co.jp		157,862		157,862		52,189		115		19,753		19,753		0		0						0		高知県		11		39		50,000		1		済		0		0		0		0		157,862		157,862		52,189		19,753		0		19,753		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,638		1,652,224		1,471,563		180,661		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		659		659		600		(418)		0		(418)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,638		(483)		(12,818)		12,335		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110432		(一社)香南ケーブルテレビ		四国		高知県		11		0		15,022		9,145		5,950		5,950		305		0		5,950		5,950		679		0		3,991		16		0		3,975		3,181		3,181		20		0		476,707		181,998		294,709				3/31/20		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)				國松 美紀		総務		0887-56-0102		kunimiki@kctv.or.jp		15,022		9,145		5,950		14		305		679		3,991		3,099						0		高知県		11		39		3,000		1		済		-20		3,181		3,181		20		15,022		9,145		5,950		305		0		679		3,991		3,181		3,181		20		0		0		0		0		0		0		82		0		0%		6,677		476,707		181,998		294,709		0		43,921		差異＝内訳合計差異 サイウチワケゴウケイサイ		売上合計更新漏れ ウリアゲゴウケイコウシンモ		合計欄に内訳合計転記 ゴウケイランウチワケゴウケイテンキ		44,105		44,105		P増減＝合計差異、S=0 ゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		Pを加入数に転記 カニュウスウテンキ										-102		140		0		21		15		0		15		120		0		102		0		0		0		0		0		0		0		0		-10,933		0%		6,523		0		(1,645)		12,578		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110433		よさこいケーブルネット(株)		四国		高知県		19		1		23,835		23,835		11,675		4,776		4,648		0		4,648		8,699		4,648		170		6,160		363		0		5,797		4,235		4,221		14		0		387,702		251,805		24,527		111,370		3/31/20						今村　勉		取締役営業部長		0889-43-0050		imamura@scatv.co.jp		23,835		23,835		11,675		57		4,648		4,648		6,160		4,235						0		高知県		11		39		10,000		1		済		0		4,235		4,221		14		23,835		23,835		11,675		4,648		0		4,648		6,160		4,235		4,221		14		0		0		0		0		0		0		0		0		29%		2,767		387,702		251,805		24,527		111,370		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		356		(78)		0		(78)		536		210		210		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29%		2,767		(23,831)		(1,900)		(9,107)		(12,824)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110434		西南地域ネットワーク(株)		四国		高知県		10		2		18,544		18,636		5,214		3,691		2,179		0		2,206		5,214		2,179		0		480		412		72		59		0		0		0		0		288,263		194,240		94,023		0		3/31/20						北川　明彦		総務部管理　係長		0880-62-0888		kitagawa@swantv.co.jp		18,544		18,636		5,214		0		2,179		2,179		480		0						0		高知県		11		39		3,000		1		済		0		0		0		0		18,544		18,636		5,214		2,179		0		2,179		480		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,607		288,263		194,240		94,023		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(34)		(29)		0		(29)		(150)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,607		5,052		6,293		(1,241)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110435		土佐有線テレビ施設組合		四国		高知県		1		1		4,944		702		702		0		702		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,280		8,280		0		0		3/31/20		20190910　放送内訳　桁補正				高橋　直人		組合長		0887-70-1315		laugh7010@icloud.com		4,944		702		702		702		702		0		0		0						0		高知県		11		39		0		1		済		0		0		0		0		4,944		702		702		702		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		983		8,280		8,280		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		(3)		(3)		(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		983		(510)		(510)		0		0		366		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		放送内訳桁もれ ホウソウウチワケケタ		20190910　放送内訳　桁補正		43,718

		10110437		那賀町ケーブルテレビ		四国		徳島県		7		1		3,845		3,719		3,719		3,246		0		0				3,719		0				1,491		294				1,197		1,817		1,817						605,891		47,947		119,532		438,412		3/31/20		※20201117 総売上等訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				折坂　浩通		ケーブルテレビ課　係長		0884-64-1123		hiromichi-orisaka@naka.i-tokushima.jp		3,845		3,719		3,719		0		0		0		1,491		1,817						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		1,817		1,817		0		3,845		3,719		3,719		0		0		0		1,491		1,817		1,817		0		0		0		0		0		0		0		0		0		72%		13,576		605,891		47,947		119,532		438,412		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		(24)		(54)		(54)		0		0		0		(73)		(210)		(210)		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		(968,284)		(886,785)		(81,499)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110438		徳島県南メディアネットワーク(株)		四国		徳島県		11		2		13,004		8,220		2,298		2,298		484				26		2,298		484				1,167						1,167		948		948		78				205,003		83,789		30,953		90,261		3/31/20						山本 篤司		工事部　グループリーダー		0884-22-1728		yamamoto@kennan.tv		13,004		8,220		2,298		1		484		484		1,167		948						0		徳島県		11		36		0		1		済		-78		948		948		78		13,004		8,220		2,298		484		0		484		1,167		948		948		78		0		0		0		0		0		0		0		0		44%		7,434		205,003		83,789		30,953		90,261		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ										-78		0		0		13		(12)		0		(12)		22		19		19		(5)		0		0		0		0		0		0		0		0		44%		7,434		(1,320)		(55,243)		(35,750)		89,673		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110439		三好市		四国		徳島県						7,993		7,993		6,829		6,829		172		0				6,829		172				1,465		947		415		103		31				31				251,030		178,390		69,070		3,570		3/31/20						谷　直哉		総務課　情報政策担当		0883-72-7641		jyouhouseisaku@city.tokushima-miyoshi.lg.jp		7,993		7,993		6,829		0		172		172		1,465		31						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		31		0		31		7,993		7,993		6,829		172		0		172		1,465		31		0		31		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		3,063		251,030		178,390		69,070		3,570		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		(110)		(110)		(94)		(14)		0		(14)		(539)		(4)		0		(7)		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		3,063		7,480		21,144		(6,514)		(7,150)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110440		(株)ケーブルネットワーク桂川		九州		福岡県						8,000		5,000		2,205		0		81		0		251		2,205		251		0		0								0						0		47,973		36,103		0		11,870		3/31/20						中嶋　浩仁		取締役		0948-65-0217		cnk@bronze.ocn.ne.jp		8,000		5,000		2,205		0		81		251		0		0						0		福岡県		12		40		0		1		済		0		0		0		0		8,000		5,000		2,205		81		0		251		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25%		1,813		47,973		36,103		0		11,870		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		228		(197)		0		(27)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25%		1,813		5,566		1,439		0		4,127		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110441		(財)北九州ケーブルビジョン		九州		福岡県		4		0		7,341		5,575		1,832		0		106		101						0		0		0								0						0		31,119		15,768												削除済		事務局長						7,341		5,575		1,842		1,842		106		0		0		0				3/31/09		0				12		40		0		0						0		0		0

		10110442		(株)ジェイコム九州		九州		福岡県		0		53		1,699,137		1,699,137		1,106,007		10,645		263,019		0		263,019		1,106,007		263,019		43,904		274,658		48,353		7,305		219,000		213,653		213,653				15,534		32,044,350		13,768,742		12,536,275		5,739,332		3/31/20		2014年以降は年度末（3月）決算に変更		(株)ジュピターテレコム		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		1,699,137		1,699,137		1,106,007		32,306		263,019		263,019		274,658		213,653						1		福岡県		12		40		1,000,000		1		済		0		213,653		213,653		0		1,699,137		1,699,137		1,106,007		263,019		0		263,019		274,658		213,653		213,653		0		0		0		0		0		0		0		0		1		18%		2,414		32,044,350		13,768,742		12,536,275		5,739,332		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																201,423		11,472		11,472		13,709		956		0		956		16,653		(3,204)		(204,627)		0		0		0		0		0		0		0		0		1		18%		2,414		1,846,260		208,136		311,723		1,326,401		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110443		(株)ＣＲＣＣメディア		九州		福岡県		25		3		136,800		136,800		55,081		0		5,677				5,924		55,081		7,548		0		8,028		2,404		2,567		3,057		6,289		6,289		0		0		1,000,847		423,494		371,434		205,918		2/29/20		財務情報については弊社が2月末決算の為、2020年2月末現在の情報となります。				大曲　光邦		総務部		0942-37-6411		ohmagari@kumintv.co.jp		136,800		136,800		55,081		12,434		5,677		7,548		8,028		6,289						1		福岡県		12		40		50,000		1		済		0		6,289		6,289		0		136,800		136,800		55,081		5,677		0		7,548		8,028		6,289		6,289		0		0		0		0		0		0		0		0		1		21%		1,514		1,000,847		423,494		371,434		205,918		43,890		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(144)		(247)		0		(174)		168		7		7		0		0		0		0		0		0		0		0		1		21%		1,514		22,966		(84,408)		11,970		95,404		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110444		(株)ケーブルビジョン　２１		九州		福岡県								197,000		148,621		0		41,487		42,000						28,944		0		20,816								28,212						0		4,485,000												(株)ジュピターテレコム		削除済		総務部　プロジェクト企画室						0		197,000		148,621		512		41,487		28,944		20,816		28,212				10/22/08		0				12		40		100,000		0						28,212		0		0

		10110445		(株)ジェイコム福岡		九州		福岡県						804,400		804,400		591,200		0		129,600		0						129,300		0		75,800								102,100						0		15,323,000												(株)ジュピターテレコム		削除済		九州山口ブロック総務チーム						801,900		801,900		582,900		0		128,300		119,100		72,000		97,800				12/31/10		0				12		40		500,000		0						102,100		0		0

		10110446		(公財)福岡ケーブルビジョン		九州		福岡県		5		0		231,333		47,000		20,073		0		1,457		0		903		20,073		1,457		0		308		169		138		0		0		0		0		0		269,274		232,493		15,363		21,418		3/31/19						馬場　謙一		事務局長		092-724-2300		baba@fcv.ne.jp		231,333		47,000		20,073		20,073		1,457		1,457		308		0				3/31/20		0		福岡県		12		40		10,000		1				0		0		0		0		231,333		47,000		20,073		1,457		0		1,457		308		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		1,118		269,274		232,493		15,363		21,418		43,555		売上＆決算日前年同値		退会事業者 タイカイジギョウシャ		退会事業者につき更新不要 タイカイジギョウシャコウシンフヨウ		不要 フヨウ		44,109																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		1,118		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110447		(株)メック		九州		福岡県		48		5		28,832		16,526		1,177		1,467		1,009		0		682		1,200		730		0		1,900		1,031		0		788		0		0		0		0		136,766		36,565		89,523		10,677		4/30/20		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				高木　利矩		総務部		0942-72-7266		takaki2@mecc.co.jp		28,832		16,526		1,177		124		1,009		730		1,900		0						0		福岡県		12		40		0		1		済		0		0		0		0		28,832		16,526		1,177		1,009		0		730		1,900		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		8%		9,683		136,766		36,565		89,523		10,677		43,951		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,107		44,110																0		0		0		(26)		(70)		0		39		81		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6%		9,317		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110450		有田ケーブル・ネットワーク(株)		九州		佐賀県		11				8,600		8,200		6,509		5,312		246						6,541		349		0		1,205		601		498		73		825		825						252,414		184,509		67,905		0		5/31/19		令和元年7月10日現在で確認済み ※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				原田　好弘		総務部総務課課長		0955-43-2500		acn-hard@po.aritanet.ne.jp		8,600		8,200		6,509		0		246		349		1,205		825						0		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		825		825		0		8,600		8,200		6,509		246		0		349		1,205		825		825		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,232		252,414		184,509		67,905		0		43,616		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,107		44,110		加入数増減＝合計差異、S=0 カニュウスウゾウゲンゴウケイサイ		P更新忘れ コウシンワス		加入数をPに転記 カニュウスウテンキ										232		0		0		(32)		3		0		(19)		106		232		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1		0%		3,101		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727

		10110451		伊万里ケーブルテレビジョン(株)		九州		佐賀県		24		0		18,862		22,174		15,938		5,998		1,684				2,255		15,938		4,417		51		4,797		1,951		2,229		617		1,745		1,703		42		0		731,406		511,865		219,541				3/31/20						川田　毅		総務部長		0955-22-3506		kawada@i-catv.co.jp		18,862		22,174		15,938		0		1,684		4,417		4,797		1,745						0		佐賀県		12		41		10,000		1		済		0		1,745		1,703		42		18,862		22,174		15,938		1,684		0		4,417		4,797		1,745		1,703		42		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,824		731,406		511,865		219,541		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		249		988		(29)		(20)		0		155		228		243		246		(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,824		(15,755)		(27,958)		12,203		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110452		鏡テレビ共同受信組合		九州		佐賀県				3				3,623		2,906		0		0								0		0		0								0						0																削除済		副組合長						0		3,623		2,906		0		0		0		0		0				3/31/10		0				12		41		0		0						0		0		0

		10110453		(株)唐津ケーブルテレビジョン		九州		佐賀県		42		0		23,000		22,000		21,019		0		2,370		0				21,019		4,498		33		6,689		2,570		3,730		389		1,588		1,486		102		0		1,204,113		579,821		345,720		278,572		3/31/20						山下　善史郎		常務取締役		0955-73-5466		yamashita@k-people.jp		23,000		22,000		21,019		0		2,370		4,498		6,689		1,588						0		佐賀県		12		41		10,000		1		済		0		1,588		1,486		102		23,000		22,000		21,019		2,370		0		4,498		6,689		1,588		1,486		102		0		0		0		0		0		0		0		0		23%		4,774		1,204,113		579,821		345,720		278,572		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(15)		(42)		0		(74)		93		(131)		(53)		(78)		0		0		0		0		0		0		0		0		23%		4,774		(4,080)		(22,730)		6,126		12,524		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110454		(株)ケーブルワン		九州		佐賀県		37		11		29,017		29,017		20,556		9,391		4,629				4,629		20,556		4,629		57		7,824		1,155		2,242		4,427		9,045		9,021		24		1,130		1,133,883		641,331		492,552		0		7/31/19						山口　伸吾		総務部		0954-23-7511		yamaguchi@cableone.co.jp		29,017		29,017		20,556		0		4,629		4,629		7,824		9,045						0		佐賀県		12		41		10,000		1		済		0		9,045		9,021		24		29,017		29,017		20,556		4,629		0		4,629		7,824		9,045		9,021		24		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,597		1,133,883		641,331		492,552		0		43,677		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		82		82		176		(83)		0		(83)		449		419		422		(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,597		46,285		5,110		41,176		0		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110455		西海テレビ(株)		九州		佐賀県		10		2		6,451		6,451		3,017		38		116				116		3,017		561				436		182		254				0								121,634		97,601		21,652		2,381		3/31/20						西山　真由美		総務部		0955-28-2466		sky-catv@po.chun2.ne.jp		6,451		6,451		3,017		11		116		561		436		0						1		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		0		0		0		6,451		6,451		3,017		116		0		561		436		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		3,360		121,634		97,601		21,652		2,381		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(40)		(4)		0		24		31		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		3,360		(1,430)		(2,443)		1,147		(134)		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110456		佐賀シティビジョン(株)		九州		佐賀県		27		9		123,089		87,950		51,311		11		13,577				13,577		49,066		14,411		1,530		13,269		3,967		790		8,558		9,539		9,437		102		0		1,594,608		980,695		613,913		0		2/28/20						江口　義弘		総務部 部長		0952-24-3734		eguchi@bunbun.co.jp		123,089		87,950		51,311		991		13,577		14,411		13,269		9,539						0		佐賀県		12		41		50,000		1		済		0		9,539		9,437		102		123,089		87,950		51,311		13,577		0		14,411		13,269		9,539		9,437		102		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,590		1,594,608		980,695		613,913		0		43,889		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		9,321		0		356		(57)		0		(62)		268		(3)		12		(15)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,590		19,933		(2,760)		22,693		0		365		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110457		(株)多久ケーブルメディア		九州		佐賀県		12				7,000		7,000		5,187		719		494		0				5,187		574		0		576		288		217		71		111		111						172,595		147,007		25,588		0		12/31/19		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				浦田　真治		常務取締役		0952-75-8585		taku@catv.taku.ne.jp		7,000		7,000		5,187		0		494		574		576		111						0		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		111		111		0		7,000		7,000		5,187		494		0		574		576		111		111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,773		172,595		147,007		25,588		0		43,830		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105																0		(842)		(200)		(35)		(9)		0		(22)		40		111		111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,773		3,969		(211)		4,180		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110459		(株)テレビ九州		九州		佐賀県		16		0		7,500		7,500		6,033		372		565		0		565		6,033		565		0		1,471		582		729		160		0						0		324,396		210,415		68,936		45,044		4/30/20		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				蒲原　繁則		総務部		0954-20-2580		kamohara@ktknet.jp		7,500		7,500		6,033		0		565		565		1,471		0						0		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		0		0		0		7,500		7,500		6,033		565		0		565		1,471		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		14%		4,481		324,396		210,415		68,936		45,044		43,951		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(100)		(33)		0		(33)		156		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		14%		4,481		4,264		124		3,244		896		366		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110460		(株)ネット鹿島		九州		佐賀県		14				14,947		14,947		7,256		3,621		271		0		906		7,256		906		0		2,304		1,196		1,004		104		1,425		1,413		12		0		305,782		173,257		132,525				4/30/20		※20180727 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20180725 売上　円単位で入力を千円単位に修正。				松浦　博彦		総務部		0954-63-1862		catv-ka@po.asunet.ne.jp		14,947		14,947		7,256		2,095		271		906		2,304		1,425						0		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		1,425		1,413		12		14,947		14,947		7,256		271		0		906		2,304		1,425		1,413		12		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,512		305,782		173,257		132,525		0		43,951		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		0		0		0		0		160		163		163		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,512		14,038		1,159		12,879		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110461		藤津ケーブルビジョン(株)		九州		佐賀県		9				11,607		10,211		4,870		3,406		309		0		16		0		477		0		1,620		864		666		90		732		732		0		0		214,797		125,462		81,700		7,635		4/30/20		特段報告義務がなされていない場合は、極力開示を控えています。 ※20160812　入力無しで確定→未確定に変更 　20161114映像実演使用料算定の為に管理部が「放送事業売上」データ収集。数値を登録。 ※20170809 売上実績に放送内訳値を転記 ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				松尾　秀則		CATV事業部　統括部長		0954-66-2657		fujippyhide@po.hagakure.ne.jp		11,607		10,211		4,870		0		309		477		1,620		732						0		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		732		732		0		11,607		10,211		4,870		309		0		477		1,620		732		732		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		3,676		214,797		125,462		81,700		7,635		43,951		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105																0		0		0		12		9		0		(48)		61		46		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		3,676		9,172		(1,303)		8,883		1,502		0		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110465		諫早ケーブルメディア(株)		九州		長崎県		40		10		55,000		0		18,900		733		7,950						18,900		15,300				5,137		4,281						4,090		4,090				170		920,839		611,166		265,277		44,396		3/31/20		※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				高巣　友裕		総務部 経理課　主任		0957-22-1193		t-takasu@icv-net.co.jp		55,000		0		18,900		75		7,950		15,300		5,137		4,090						0		長崎県		12		42		10,000		1		済		0		4,090		4,090		0		55,000		0		18,900		7,950		0		15,300		5,137		4,090		4,090		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		4,060		920,839		611,166		265,277		44,396		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105																0		7,000		(41,200)		300		340		0		200		(308)		33		33		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		4,060		50,658		20,022		18,177		12,459		0		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110466		厳原有線テレビ利用共同組合		九州		長崎県		3		0		3,100		3,100		2,599		0		0		0						0		0		0								0						0		35,223														削除済		事務局長						3,100		3,100		2,599		27		0		0		0		0				2/18/09		0				12		42		0		0						0		0		0

		10110467		おおむらケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		0		0		31,000		26,000		7,627		211		6,497		0		6,497		7,627		6,497		82		3,342		3,156		155		31		2,203		2,203		0		0		424,027		293,942		130,085		0		3/31/20		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				永田　雅彦		情報企画部　部長		0957-54-3811		octpulse@octp-net.ne.jp		31,000		26,000		7,627		1,130		6,497		6,497		3,342		2,203						0		長崎県		12		42		3,000		1		済		0		2,203		2,203		0		31,000		26,000		7,627		6,497		0		6,497		3,342		2,203		2,203		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,633		424,027		293,942		130,085		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		74		(30)		0		(30)		(40)		(106)		(106)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,633		(1,003)		1,610		(2,613)		0		366		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110470		(株)ケーブルテレビジョン島原		九州		長崎県		16		1		21,056		20,510		7,242		0		4,889		0				7,242		4,889		0		1,553		1,195		300		58		0						279		340,509		205,621		79,441		55,447		9/30/19		※20201005 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				佐々川　猛彦		営業部長		0957-63-3456		cabocha@shimabara.jp		21,056		20,510		7,242		187		4,889		4,889		1,553		0						0		長崎県		12		42		3,000		1		済		0		0		0		0		21,056		20,510		7,242		4,889		0		4,889		1,553		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16%		3,918		340,509		205,621		79,441		55,447		43,738		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,109		44,110																0		0		0		(44)		(139)		0		(139)		(25)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17%		3,958		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110471		九州テレ・コミュニケーションズ(株)		九州		長崎県		249				295,000		212,600		48,293		0		31,664		0		0		31,664		31,664		0		30,634						0		32,212		32,212		0		0		776,285		776,285						6/30/19		売り上げ情報は公開できません （20151119 放送内訳のみ連絡あり→総売上に同値を入力）				矢野　久仁男		総務部長		0956-25-6388		infome@tvs12.jp		295,000		212,600		48,293		0		31,664		31,664		30,634		32,212						1		福岡県		12		42		30,000		1		済		0		32,212		32,212		0		295,000		212,600		48,293		31,664		0		31,664		30,634		32,212		32,212		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,340		776,285		776,285		0		0		43,646		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(14)		(130)		0		(130)		(678)		(2,322)		(2,322)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,340		(68,931)		(68,931)		0		0		365		売上前年同値＆決算日のみ更新 ウリアゲゼンネンドウチケッサンビコウシン				9/19メール依頼 イライ

		10110472		(株)西彼ケーブルネットワーク		九州		長崎県						4,000		2,000		1,750		0		450								0		0		0								0						0																安達　政幸		代表取締役		095-892-7690		adachi@seihi.co.jp		4,000		2,000		1,750		100		450		0		0		0						0		長崎県		12		42		0		1		0		0		0		0		0		4,000		2,000		1,750		450		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		売上＆決算日前年同値				メールで依頼																				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		売上空白 ウリアゲクウハク		入力意思なし ニュウリョクイシ		依頼せず イライ												依頼せず イライ

		10110473		東彼ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県				4		2,600		2,600		909		0		74		76				900		0		0		0								0						0		26,881		25,040				1,841		7/31/18		なし				大屋　武広		代表取締役		0956-83-3141		tvt27@po.touhinet.ne.jp		2,600		2,600		909		0		74		0		0		0						0		長崎県		12		42		0		1		済		0		0		0		0		2,600		2,600		909		74		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		2,464		26,881		25,040		0		1,841		43,312		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼																				0		0		0		9		0		(76)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		2,464		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110475		(株)長崎ケーブルメディア		九州		長崎県		74		4		108,352		132,820		94,279		16,011		24,024				44,655		84,604		44,655		1,650		29,026		18,728		6,583		3,715		15,661		15,416		245		2,497		3,821,155		2,008,945		1,812,209				3/31/20						青木　行久		常務取締役		095-828-3906		soumu@cncm.ne.jp		108,352		132,820		94,279		2,408		24,024		44,655		29,026		15,661						0		長崎県		12		42		50,000		1		済		0		15,661		15,416		245		108,352		132,820		94,279		24,024		0		44,655		29,026		15,661		15,416		245		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		3,378		3,821,155		2,008,945		1,812,209		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		24,468		9,977		(718)		0		(383)		172		829		866		(37)		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		3,378		(10,487)		4,685		(15,172)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110476		(株)ひまわりてれび		九州		長崎県		64		0		0		0		22,916		1,830		11,654						22,916		16,114		0		8,430		2,081		5,037		1,312		7,256		7,256						1,198,461		659,286		361,595		177,580		9/30/19		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				宮崎　和久		業務部　部長		0957-37-6177		kazuhisa@himawarinet.ne.jp		0		0		22,916		0		11,654		16,114		8,430		7,256						0		長崎県		12		42		10,000		1		済		0		7,256		7,256		0		0		0		22,916		11,654		0		16,114		8,430		7,256		7,256		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15%		4,358		1,198,461		659,286		361,595		177,580		43,738		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105																0		0		0		394		(261)		0		(270)		628		373		373		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15%		4,358		138,065		27,601		(10,227)		120,691		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110478		福江ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		9				13,790		13,790		4,350		0		1,595		0		1,595		4,350		1,595		0		1,001		1,001						0						0		154,096		114,565		39,531				3/31/20						椿崎　幸平		総務課		0959-74-5775		k-tubakizaki@vc.fctv-net.jp		13,790		13,790		4,350		355		1,595		1,595		1,001		0						0		長崎県		12		42		3,000		1		済		0		0		0		0		13,790		13,790		4,350		1,595		0		1,595		1,001		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,952		154,096		114,565		39,531		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																0		0		0		(26)		(40)		0		(40)		(24)		(6)		0		(6)		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,952		(6,259)		(5,052)		(1,207)		0		366		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110480		天草ケーブルネットワーク(株)		九州		熊本県		28		2		22,200		22,200		8,769		1,041		4,982						8,341		5,697		53		2,630		2,038		225		367		0								643,983		280,221		143,548		220,214		4/30/20		総務省に報告している分は2019年４月までです。新年度分は現在作成中です ※20201005 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				山田　由美子		総務課		0969-22-1311		yumiko.yamada@acn-tv.co.jp		22,200		22,200		8,769		428		4,982		5,697		2,630		0						0		熊本県		12		43		3,000		1		済		0		0		0		0		22,200		22,200		8,769		4,982		0		5,697		2,630		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		34%		6,120		643,983		280,221		143,548		220,214		43,951		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,109		44,110																0		0		0		246		(88)		0		182		203		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33%		6,041		0		0		0		0		0		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110481		(株)ジェイコム熊本		九州		熊本県		0		28		272,300		272,300		163,400		0		33,500		0						33,500		0		26,400		17,410		1,820		7,396		26,600		26,600				0		3,511,110		1,780,354		1,413,638		317118		3/31/15				(株)ジュピターテレコム		大岡　宏衣		(株)ジュピターテレコム　九州山口ブロック　管理統括グループ　アシスタントマネージャー		092-201-1111		oookah@jupiter.jcom.co.jp		272,300		272,300		163,400		12,284		33,500		33,500		26,400		26,600				3/31/16		0		熊本県		12		43		100,000		0						26,600		26,600		0

		10110485		臼杵市		九州		大分県						15,361		15,361		12,096		0		3,815		0		3,815		12,096		3,815		0		0								0						0		302,020		302,020						5/31/15						嶺　周作		総務課　主任		0972-63-1111		s-mine@city.usuki.oita.jp		15,361		15,361		12,096		0		3,815		3,815		0		0				3/31/16		0		大分県		12		44		10,000		0						0		0		0

		10110486		大分ケーブルテレコム(株)		九州		大分県		163		66		217,000		217,000		183,000		135,000		75,900		0						75,900		10,900		77,700								53,900		53,900				2,800		8,528,269		3,979,511		4,270,043		278,714		3/31/20				(株)ジュピターテレコム		小林　太郎		管理本部　副本部長		097-542-6472		KobayashiTar@jupiter.jcom.co.jp		217,000		217,000		183,000		20,500		75,900		75,900		77,700		53,900						0		大分県		12		44		100,000		1		済		0		53,900		53,900		0		217,000		217,000		183,000		75,900		0		75,900		77,700		53,900		53,900		0		0		0		0		0		0		0		0		1		3%		3,884		8,528,269		3,979,511		4,270,043		278,714		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10110487		大分ケーブルネットワーク(株)		九州		大分県						24,775		12,300		5,516		0		2,776		0						2,776		0		504		382		59		63		0								110,731		85,827		20,490		4,414		5/31/20						見越　俊介		情報通信営業部		097-558-3408		migoshi@ocn-catv.ne.jp		24,775		12,300		5,516		70		2,776		2,776		504		0						0		大分県		12		44		3,000		1		済		0		0		0		0		24,775		12,300		5,516		2,776		0		2,776		504		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		1,673		110,731		85,827		20,490		4,414		43,982		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10110488		ＫＣＶコミュニケーションズ(株)		九州		大分県		21				18,375		16,170		12,895		180		2,728		0				12,895		2,728				1,542		1,478				64		0								712,327		448,562		252,603		11,162		3/31/20						中島　靖和		専務取締役		0973-27-5001		nakashima@kcv.jp		18,375		16,170		12,895		0		2,728		2,728		1,542		0						0		大分県		12		44		10,000		1		済		0		0		0		0		18,375		16,170		12,895		2,728		0		2,728		1,542		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		4,603		712,327		448,562		252,603		11,162		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10110489		(株)ケーブルテレビ佐伯		九州		大分県		35		20		32,000		31,708		31,708		8,632		7,070		0		6,070		0		7,070		0		7,147		5,926		0		1,221		5,423		5,423		15		5		1,152,922		444,790		502,671		205,461		3/31/20		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				川野　知治		総務部　部長		0972-22-9811		kawano@saiki.tv		32,000		31,708		31,708		0		7,070		7,070		7,147		5,423						0		大分県		12		44		30,000		1		済		-15		5,423		5,423		15		32,000		31,708		31,708		7,070		0		7,070		7,147		5,423		5,423		15		0		0		0		0		0		0		0		0		18%		3,030		1,152,922		444,790		502,671		205,461		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ

		10110490		ＣＴＢメディア(株)		九州		大分県		39		2		72,537		71,883		50,054		5,347		23,696		0		19,873		49,145		22,140		329		9,119		2,532				6,587		5,735		5,735		0		128		1,678,890		1,183,744		495,146				3/31/20						野上　徹順		専務取締役		0977-24-3553		nogami@t-ctb.co.jp		72,537		71,883		50,054		2,989		23,696		22,140		9,119		5,735						0		大分県		12		44		50,000		1		済		0		5,735		5,735		0		72,537		71,883		50,054		23,696		0		22,140		9,119		5,735		5,735		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,795		1,678,890		1,183,744		495,146		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10110491		東大分システム(株)		九州		大分県		2				24,899		3,290		1,687		1,687		1,687						1,687		0				0								0								45,071		41,083		2,687		1,300		3/31/20		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				岡本　代一		代表取締役		097-575-2110		sekitv@luck.ocn.ne.jp		24,899		3,290		1,687		927		1,687		0		0		0						0		大分県		12		44		0		1		済		0		0		0		0		24,899		3,290		1,687		1,687		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		3%		2,226		45,071		41,083		2,687		1,300		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105

		10110492		(株)北大ケーブル情報センター		九州		大分県						12,588		8,000		1,395		0		0								0		0		0								0						0		17,569		17,532		0		37		3/31/15		（２０１５０９０７　その他売上も損益計算書から転記）				武下　秀信		代表取締役社長		0979-24-1188				12,588		8,000		1,395		0		0		0		0		0						0		大分県		12		44		0		1		0		0		0		0		0		12,588		8,000		1,395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,050		17,569		17,532		0		37		42,094		売上更新無し_入力意思なし				対応方法無し タイオウホウホウナ		不要 フヨウ		×

		10110493		杵築市		九州		大分県		10		3		13,009		13,009		9,590		0		4,457		0		0		9,590		4,457		0		0		0		0		0		0		0		0		0		976,103		262,666		8		713,429		3/31/20		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				河野　真一		総務課　広報・ケーブルネットワーク係長		0978-62-1800		shinichi-kouno@city.kitsuki.lg.jp		13,009		13,009		9,590		0		4,457		4,457		0		0						0		大分県		12		44		3,000		1		済		0		0		0		0		13,009		13,009		9,590		4,457		0		4,457		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		73%		8,482		976,103		262,666		8		713,429		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105

		10110495		(株)ケーブルメディアワイワイ		九州		宮崎県		67		18		95,167		94,044		38,074		5,331		37,108				1,664		37,108		37,108		1,220		16,553		4,101		12,452		5,534		15,208		15,208		0		477		3,765,614		2,249,394		742,788		773,432		3/31/20						緒方　義信		企画室		0982-22-1500		waiowc01@ma.wainet.ne.jp		95,167		94,044		38,074		966		37,108		37,108		16,553		15,208						0		宮崎県		12		45		30,000		1		済		0		15,208		15,208		0		95,167		94,044		38,074		37,108		0		37,108		16,553		15,208		15,208		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21%		8,242		3,765,614		2,249,394		742,788		773,432		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10110496		ＢＴＶ(株)		九州		宮崎県		91		38		219,358		219,358		65,986		16,468		45,233		0		45,233		65,894		51,349		628		37,637		3,007		226		34,404		35,494		35,494		0		1,704		4,618,003		2,773,572		1,624,954		219,477		3/31/20						福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@btvm.co.jp		219,358		219,358		65,986		1,124		45,233		51,349		37,637		35,494						1		宮崎県		12		45		50,000		1		済		0		35,494		35,494		0		219,358		219,358		65,986		45,233		0		51,349		37,637		35,494		35,494		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		5,832		4,618,003		2,773,572		1,624,954		219,477		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10110497		宮崎ケーブルテレビ(株)		九州		宮崎県		68		26		194,062		194,062		124,029		16,919		55,225		0		55,225		124,029		55,225		179		42,951		15,578		11,341		16,032		21,914		21,914		0		659		5,174,691		3,337,992		1,833,986		2,713		3/31/20						松尾　逸子		総務局　総務部　部長		0985-32-8585		mcn-soumu@miyazaki-catv.ne.jp		194,062		194,062		124,029		812		55,225		55,225		42,951		21,914						0		宮崎県		12		45		100,000		1		済		0		21,914		21,914		0		194,062		194,062		124,029		55,225		0		55,225		42,951		21,914		21,914		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,477		5,174,691		3,337,992		1,833,986		2,713		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10110500		奄美テレビ放送(株)		九州		鹿児島県		7		1		21,750		21,750		1,615		210		1,605		1,120		1,605		1,615		645		0		0		0		0		0		0		0		0		0		81,508		69,450				12,058		8/31/19		（売上内訳分類していない。総務省報告も内訳報告していない）				暁　良太		技術部		0997-53-2368		gijutsu2@amami-tv.co.jp		21,750		21,750		1,615		0		1,605		645		0		0						0		鹿児島県		12		46		0		1		済		0		0		0		0		21,750		21,750		1,615		1,605		0		645		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15%		4,206		81,508		69,450		0		12,058		43,708		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10110502		鹿児島光テレビ(株)		九州		鹿児島県						243,928		9,980		7,920		0		3,045								3,045		0																0																削除済		常務取締役						243,000		9,980		7,729		48		2,847		2,847		0		0				9/30/10		0				12		46		3,000		0						0		0		0

		10110503		瀬戸内ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県						4,113		4,113		1,938		0		0								0		0		0								0						0																削除済		代表取締役						4,113		4,113		1,938		0		0		0		0		0				5/19/10		0				12		46		0		0						0		0		0

		10110504		皇徳寺ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県		1				5,084		3,713		3,669		0		359		0		359		3,669		3,056		102		1,163		13		35		1,115		1,245		1,245		0		1		103,921		58,890		42,789		2,242		9/30/19		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)				福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@nils.ne.jp		5,084		3,713		3,669		0		359		3,056		1,163		1,245						0		鹿児島県		12		46		3,000		1		済		0		1,245		1,245		0		5,084		3,713		3,669		359		0		3,056		1,163		1,245		1,245		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		2,360		103,921		58,890		42,789		2,242		43,738		差異＝内訳合計差異 サイウチワケゴウケイサイ		売上合計更新漏れ ウリアゲゴウケイコウシンモ		合計欄に内訳合計転記 ゴウケイランウチワケゴウケイテンキ		44,105		44,105

		10110505		南九州ケーブルテレビネット(株)		九州		鹿児島県		26		0		50,674		47,037		16,715		0		2,639				5,587		16,715		5,587		0		3,803		1,110		1,855		838		1,727		1,727		0		221		471,395		251,963		188,648		30,784		3/31/20		※20190924 総売上/内訳訂正 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				高山　美智子		総務部　課長		0995-43-0113		t-michiko@po.mct.ne.jp		50,674		47,037		16,715		281		2,639		5,587		3,803		1,727						0		鹿児島県		12		46		10,000		1		済		0		1,727		1,727		0		50,674		47,037		16,715		2,639		0		5,587		3,803		1,727		1,727		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7%		2,350		471,395		251,963		188,648		30,784		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,110		44,111

		10110506		西之表テレビ共同聴視施設組合		九州		鹿児島県		4		1		2,830		2,100		1,148		0		0								1,048		0		0								0						0		26,633		20,279				6,354		3/31/20						中園　宗義		事務局長		0997-22-0195		ntk.catv@fuga.ocn.ne.jp		2,830		2,100		1,148		0		0		1,048		0		0						0		鹿児島県		12		46		0		1		済		0		0		0		0		2,830		2,100		1,148		0		0		1,048		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24%		1,933		26,633		20,279		0		6,354		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10110508		石垣ケーブルテレビ(株)		九州		沖縄県		12		3		22,718		4,990		4,045		310		988		0		1,164		4,045		1,865		0		310		310						0						0		142,071		125,827		14,924		1,320		3/31/20						太田　裕人		ソリューション技術営業本部　部長		0980-83-0033		ictota@ictweb.ne.jp		22,718		4,990		4,045		9		988		1,865		310		0						0		沖縄県		12		47		3,000		1		済		0		0		0		0		22,718		4,990		4,045		988		0		1,865		310		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,927		142,071		125,827		14,924		1,320		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10110509		沖縄ケーブルネットワーク(株)		九州		沖縄県		66		3		390,870		302,512		92,780				17,494		0						17,494		1,578		9,503		5,873		2,321		1,309		5,601		5,601		0				1,631,683		1,074,283		543,056		14,344		12/31/19		●平成30年11月：事業年度変更［（変更前）毎年4/1～翌年3/31→（変更後）毎年1/1～12/31］				比嘉　太一		総務部　主任		098-863-1115		taichi@nirai.ne.jp		390,870		302,512		92,780		4,401		17,494		17,494		9,503		5,601						0		沖縄県		12		47		50,000		1		済		0		5,601		5,601		0		390,870		302,512		92,780		17,494		0		17,494		9,503		5,601		5,601		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		1,466		1,631,683		1,074,283		543,056		14,344		43,830		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇																		沖縄ケーブルネットワークと国場組合併、ケーブル事業は分割し同名の会社に（12/1）ケーブル事業者同一。 オキナワコクバグミガッペイジギョウブンカツドウメイカイシャジギョウシャドウイツ

		10110510		宮古テレビ(株)		九州		沖縄県		41		6		24,271		22,247		9,503		2,600		8,196		0		389		9,491		8,196		52		3,408		3,408						0						490		786,977		538,395		183,235		65,345		3/31/20						大窪　将介		総務部・取締役総務部長		0980-72-3859		mtv-soumu@miyakotv.co.jp		24,271		22,247		9,503		52		8,196		8,196		3,408		0						0		沖縄県		12		47		3,000		1		済		0		0		0		0		24,271		22,247		9,503		8,196		0		8,196		3,408		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		8%		6,901		786,977		538,395		183,235		65,345		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10110511		(株)ＲＭＣ．ｔｖ		九州		沖縄県		2				50,757		2,632		695		0		156		0		0		0		156		0		136		136		0		0		0		0		0		0																削除済		ＣＡＴＶ・ＮＥＴお客様係り						50,757		2,632		687		296		161		175		146		0				3/31/10		0				12		47		0		0						0		0		0

		10112001		(株)時事タイムス放送社		北海道		北海道						52,583		15,500		3,360		0		1,872				354				354		0		496		496						0						0																削除済		営業部部長						52,583		15,500		3,390		1,518		1,872		0		502		0		7/4/07		2/18/09		0				1		1		3,000		0						0		0		0

		10112002		飛騨高山ケーブルネットワーク(株)		東海		岐阜県		22		4		42,709		21,268		14,616		14,616		1,533				0		13,665		1,635		0		10,954		2,626		3,456		4,872		7,732		7,732				104		1,084,081		326,357		707,203		50,521		3/31/20						原　弘展		情報管理グループ　マネージャー		0577-33-7330		jcta@hidatakayama.tv		42,709		21,268		14,616		77		1,533		1,635		10,954		7,732		7/4/07				0		岐阜県		7		21		10,000		1		済		0		7,732		7,732		0		42,709		21,268		14,616		1,533		0		1,635		10,954		7,732		7,732		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		6,181		1,084,081		326,357		707,203		50,521		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112004		(株)三次ケーブルビジョン		中国		広島県		20		0		21,376		21,376		11,651		11,651		6,353		0		6,353		11,651		6,353		33		5,924		0		0		5,924		359		0		359		0		579,283		350,279		229,003				3/31/20						植木　恵美		管理課　課長補		0824-65-2211		e.ueki@pionet.jp		21,376		21,376		11,651		6,984		6,353		6,353		5,924		359						0		広島県		10		34		10,000		1		済		0		359		0		359		21,376		21,376		11,651		6,353		0		6,353		5,924		359		0		359		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,143		579,283		350,279		229,003		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112005		輪島市ケーブルテレビ		北陸		石川県						12,912		12,912		6,621		0		960		0		418		6,621		960		0		1,428		1,428		0		0		1,428		0		1,428		0		243,313		138,755		55,581		48,977		6/25/20						平谷　健一		交流政策部　放送課　主幹		0768-42-1955		k-hiratani@city.wajima.lg.jp		12,912		12,912		6,621		4,321		960		960		1,428		1,428						0		石川県		8		17		3,000		1		済		0		1,428		0		1,428		12,912		12,912		6,621		960		0		960		1,428		1,428		0		1,428		0		0		0		0		0		0		0		0		20%		3,062		243,313		138,755		55,581		48,977		44,007		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112006		木曽広域連合		信越		長野県		4		1		13,700		13,421		13,421		6,452		0				0		13,421		760		0		4,424		2,154		16		56		178		0		210		0		311,025		171,829		138,448		748		6/30/20		地方公共団体による整備、運営のため、株式は該当なし。 ※20201016 総売上等訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				尾崎　逞		木曽広域情報センター　所長		0264-21-2212		ozaki@kisoji.com		13,700		13,460		13,321		13,321		0		760		4,424		178						0		長野県		6		20		10,000		1		済		-32		178		0		210		13,700		13,421		13,421		0		0		760		4,424		178		0		210		0		0		100		0		0		0		0		0		0%		1,931		311,025		171,829		138,448		748		44,012		合計＜＞内訳合計＆合計と内訳更新あり ゴウケイウチワケゴウケイゴウケイウチワケコウシン				メールで依頼		44,120		44,123		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ

		10112007		七尾市		北陸		石川県						22,007		22,007		7,181		6,209		1,425				1,425		7,181		1,425		0		1,357		807		550				40				40				229,381		229,381						3/31/20		令和元年度（H31年度）決算				中橋　聖子		七尾市市民生活部　広報広聴課　広聴・ケーブルテレビ管理グループ		0767-53-8699		nakahashi-s@city.nanao.lg.jp		22,007		22,007		7,181		4,389		1,425		1,425		1,357		40						0		石川県		8		17		3,000		1		済		0		40		0		40		22,007		22,007		7,181		1,425		0		1,425		1,357		40		0		40		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,662		229,381		229,381		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112011		豊後高田市		九州		大分県						10,879		9,800		8,330		0		315		0		315		8,330		584		0		0								0								122,424		122,424						3/31/20						今仁　恵昭		企画情報課　情報推進係長		0978-25-6393		imani@city.bungotakada.lg.jp		10,879		9,800		8,330		0		315		584		0		0		12/19/07				0		大分県		12		44		3,000		1		済		0		0		0		0		10,879		9,800		8,330		315		0		584		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,225		122,424		122,424		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112012		笛吹きらめきテレビ(株)		南関東		山梨県		8				8,546		7,500		7,476		0		435						7,436		435		0		116														0		193,331		157,583				3118								望月　敏夫		放送課　放送技術係長		0553-47-2302		info2@ift-net.jp		8,512		7,500		7,439		0		134		427		123		0		12/19/07		3/31/14		0		山梨県		5		19		3,000		0						0		0		0

		10112017		(株)周防ケーブルネット		中国		山口県		7				13,134		11,584		3,891		3,891		438				629		3,891		629		0		864						864		0						0		126,038		86,228		36,318		3,492		3/31/20						廣茂　恵子		総務・経理担当		0820-22-6900		K-Hiroshige-023@snettv.co.jp		13,134		11,584		3,891		247		438		629		864		0		2/20/08				0		山口県		10		35		3,000		1		済		0		0		0		0		13,134		11,584		3,891		438		0		629		864		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		2,699		126,038		86,228		36,318		3,492		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112019		佐伯市		九州		大分県						16,341		16,341		15,350				0						15,350		0				0								0								171,315		164,372				6,943		3/31/20		※財務情報については、総務省に報告後修正します。 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				戸高　真一		総務部 情報推進課　ケーブルテレビ係　総括主幹		0972-22-3645		shin-t@city.saiki.lg.jp		16,341		16,341		15,350		0		0		0		0		0		5/21/08				0		大分県		12		44		10,000		1		済		0		0		0		0		16,341		16,341		15,350		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		930		171,315		164,372		0		6,943		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,110		44,111

		10112023		那珂川町		北関東		栃木県				5		5,936		5,936		4,611				3,750				3,468		4,611		4,611				1,045		1,045						0								109,035		76,853		30,355		1,826		3/31/20						近部　哲		那珂川町ケーブルテレビ放送センター/センター長		0287-92-1121		konpe@jp.fujitsu.com		5,936		5,936		4,611		1,945		3,750		4,611		1,045		0		7/2/08				0		栃木県		3		9		3,000		1		済		0		0		0		0		5,936		5,936		4,611		3,750		0		4,611		1,045		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		2%		1,971		109,035		76,853		30,355		1,826		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112025		わたらせテレビ(株)		北関東		栃木県		25		6		72,000		54,000		11,053		2,048		8,371		0		9,415				8,371		172		6,935		2,824		2,340		1,771		4,950		4,950		0		10		885,000		462,000		277,000		146,000		3/31/20		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				滝上　勇樹		通信部		0284-42-8111		net@ml.watv.ne.jp		72,000		54,000		11,053		174		8,371		8,371		6,935		4,950		10/22/08				0		栃木県		3		9		10,000		1		済		0		4,950		4,950		0		72,000		54,000		11,053		8,371		0		8,371		6,935		4,950		4,950		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16%		6,672		885,000		462,000		277,000		146,000		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,107		44,110

		10112026		(株)五島テレビ		九州		長崎県		10		1		15,820		15,820		5,584		5,584		716		0		0		5,584		716		0		1,305		0		1,305		0		0		0		0		0		244,882		116,487		102,430		25,965		9/30/19		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20201022 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				古田　正孝		技術部		0959-86-1910		masataka@goto-tv.com		15,820		15,820		5,584		0		716		716		1,305		0		10/22/08				0		長崎県		12		42		3,000		1		済		0		0		0		0		15,820		15,820		5,584		716		0		716		1,305		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		11%		3,655		244,882		116,487		102,430		25,965		43,738		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,126		44,145

		10112027		(株)伊東アンテナ協会		東海		静岡県		2				3,514		2,321		1,545		0		85		0		50				85				0								0								45,553		44,595		0		958		8/31/19						井戸　孝一		代表取締役		0557-36-0608		antena@itoantena.co.jp		3,514		2,321		1,545		0		85		85		0		0		10/22/08				0		静岡県		7		22		0		1		済		0		0		0		0		3,514		2,321		1,545		85		0		85		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		2,457		45,553		44,595		0		958		43,708		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112030		石見銀山テレビ放送(株)		中国		島根県		21				13,613		13,613		9,417		0		727				11		13,613		910		8		3,292		2,455		837		0		0						867		460,219		296,240		163,979		0		3/31/20		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				米 卓哉		総務部　次長		0854-82-7755		soumu@ginzan-tv.ne.jp		13,613		13,613		9,417		2,234		727		910		3,292		0		12/17/08				0		島根県		10		32		3,000		1		済		0		0		0		0		13,613		13,613		9,417		727		0		910		3,292		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,073		460,219		296,240		163,979		0		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105

		10112031		(株)ケーブルテレビあなん		四国		徳島県		17		1		22,739		12,384		9,127		9,127		7,164		2,276		0		12,384		0		0		5,154						4,884		3,996		3,996				0		1,073,065		281,280		646,928		144,857		10/31/19		(年度総売上備考：特になし）				勝瀬　稔		業務部　総務マネージャー		0884-23-0330		office-tvanan@mc.pikara.ne.jp		22,739		12,384		9,127		0		7,164		0		5,154		3,996		12/17/08				0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		3,996		3,996		0		22,739		12,384		9,127		7,164		0		0		5,154		3,996		3,996		0		0		0		0		0		0		0		0		0		13%		9,798		1,073,065		281,280		646,928		144,857		43,769		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112032		四万十町役場		四国		高知県						8,376		7,506		7,506		7,471		1,170		0		17		7,471		121		0		3,493		540		2,802		301		122		0		129		0		244,882		116,487		102,430		25,965		3/31/20		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20191007 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201020 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				森下　克彦		公益財団法人四万十公社（四万十ケーブルテレビ）　チーフ		0880-22-1117		katsuhiko-morishita@shimanto.tv		8,376		7,506		7,506		3,166		1,170		121		3,493		122		12/17/08				0		高知県		11		39		3,000		1		済		-7		122		0		129		8,376		7,506		7,506		1,170		0		121		3,493		122		0		129		0		0		0		0		0		0		0		0		11%		2,719		244,882		116,487		102,430		25,965		43,921		売上、決算年月日が空白に更新 ウリアゲケッサンネンガッピクウハクコウシン		前年コメント「 ※20191007 総売上/内訳/決算年月日訂正」 ゼンネン		メールで依頼		44,124		44,124		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ

		10112033		(株)コミュニティメディア		九州		長崎県		33				14,987		14,987		13,045		13,045		0						13,045		0				5,527		4,821		706				0								390,043		157,492		174,464		58,087		3/31/20						中島　寛		部長		095-829-5525		jcta@communitymedia.co.jp		14,987		14,987		13,045		13,045		0		0		5,527		0		12/17/08				0		長崎県		12		42		10,000		1		済		0		0		0		0		14,987		14,987		13,045		0		0		0		5,527		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15%		2,492		390,043		157,492		174,464		58,087		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112034		北広島町		中国		広島県		7		0		7,695		7,695		5,863		0		357		0		0		5,863		357		0		2,922		1,957		933		312		5,532		0		5,532		0		298,496		137,260		144,332		16,904		3/31/20						道川　和樹		北広島町役場　総務課　情報電算係　主任		0826-72-2111		catv@town.kitahiroshima.lg.jp		7,695		7,695		5,863		2,678		357		357		2,890		5,568		12/17/08				0		広島県		10		34		3,000		1		済		0		5,532		0		5,532		7,695		7,695		5,863		357		0		357		2,922		5,532		0		5,532		0		0		0		0		0		32		-36		0		6%		4,243		298,496		137,260		144,332		16,904		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112035		朝来市		近畿		兵庫県		3		7		12,322		12,322		11,724		11,724		1,227		0		1,227		11,724		1,846		0		0		0						0						0		271,427		217,652		0		53,775		3/31/20						大東 宜仁		朝来市総務企画部情報政策課　主幹		079-677-1044		ohhigashi-yoshihito@city.asago.hyogo.jp		12,322		12,322		11,724		6,112		1,227		1,846		0		0		2/18/09				0		兵庫県		9		28		10,000		1		済		0		0		0		0		12,322		12,322		11,724		1,227		0		1,846		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20%		1,929		271,427		217,652		0		53,775		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112039		(株)ジェイコム北関東		北関東		埼玉県		240		94		829,779		829,779		388,631		0		151,914				151,914		388,631		151,914		114		128,730		48,862		1,307		78,561		138,976		138,976		0		21,748		24,597,877		9,695,003		10,155,705		4,747,168		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		新村 幸宏		管理統括部		048-705-7800				1,110,125		1,110,125		512,631		23,466		197,668		197,668		167,556		185,431		5/20/09		3/31/19		0		埼玉県		3		11		200,000		0						138,976		138,976		0		829,779		829,779		388,631		151,914		0		151,914		128,730		138,976		138,976		0		0																				24,597,877		9,695,003		10,155,705		4,747,168		43,555

		10112040		美郷町ケーブルテレビジョン		九州		宮崎県				1		2,569		2,569		2,373		1,770		0		0				2,373		298				0								0								7,547		7,547						3/31/20						藤本　貴		美郷町役場　企画情報課　情報電算担当		0982-66-3603		densan-g@town.miyazaki-misato.lg.jp		2,569		2,569		2,373		1,686		0		298		0		0		5/20/09				0		宮崎県		12		45		0		1		済		0		0		0		0		2,569		2,569		2,373		0		0		298		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		265		7,547		7,547		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112041		邑南町		中国		島根県		3				4,845		4,953		4,288		4,288		236						4,288		236				2,106		2,106						3,965				3,965		0		200,890		77,534		105,128		18,228		3/31/20		※20201001 決算年月訂正（2021→2020）(@連盟)				植田　啓司		総務課情報推進室　室長		0855-95-1111		ueda-keiji@town.ohnan.lg.jp		4,845		4,953		4,288		2,106		236		236		2,106		3,965		10/21/09				0		島根県		10		32		3,000		1		済		0		3,965		0		3,965		4,845		4,953		4,288		236		0		236		2,106		3,965		0		3,965		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		3,904		200,890		77,534		105,128		18,228		43,921		決算年月日異常値 イジョウチ				2021→2020に補正 ホセイ		44,105		44,105

		10112042		山江村役場		九州		熊本県						1,210		1,210		991		991		991		0		0		991		991		0		287		0		287		0		0		0		0		0		25,027		16,762		7,815		450		3/31/20		※20200920 決算年月日修正				尾方　義和		企画調整課　主幹		0966-22-8808		ogata@yamae.kumamoto.jp		1,210		1,210		991		169		991		991		287		0		10/21/09				0		熊本県		12		43		0		1		済		0		0		0		0		1,210		1,210		991		991		0		991		287		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		2,105		25,027		16,762		7,815		450		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112047		(有)韮崎電設		南関東		山梨県		2				2,000		2,000		1,513		1,513		0								0		0		0								0								44,145		44,145						3/31/20		設備利用料、電柱共架料他  ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				中山　満		ＣＡＴＶ事業部　技術部長		0551-27-2311		niraden@sweet.ocn.ne.jp		2,000		2,000		1,513		1,513		0		0		0		0		12/16/09				0		山梨県		5		19		0		1		済		0		0		0		0		2,000		2,000		1,513		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,431		44,145		44,145		0		0		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105

		10112049		東近江ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		33				45,073		45,073		18,397		18,397		7,869		0		4,981		18,397		7,869		55		10,263				7,125		3,138		16,935		9,429		16,935				1,105,881		491,166		367,235		247,480		3/31/20		※20200610 資本金修正（単位誤り）17,100,000->17,100				堀口　浩敬		総務部　部長		050-5801-2525		horiguchi.hiroyuki@hcnet.tv		45,073		45,073		18,397		49		7,869		7,869		10,263		16,935		4/1/10				0		滋賀県		9		25		10,000		1		済		-9,429		16,935		9,429		16,935		45,073		45,073		18,397		7,869		0		7,869		10,263		16,935		9,429		16,935		0		0		0		0		0		0		0		0		22%		5,009		1,105,881		491,166		367,235		247,480		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇		セカンダリと同値 ドウチ		セカンダリの一部でプリ伊万里利用 イチブイマリリヨウ		不要 フヨウ		10/1/20

		10112052		(株)たけはらケーブルネットワーク		中国		広島県		8		0		11,000		11,000		3,734		3,734		0				3,734		3,734		0		0		1,431		0		1,431		0		0		0		0		0		132,403		57,797		67,429		7,177		3/31/20						三國　はすみ		総務・係員		0846-23-5330		h.mikuni@tanet.co.jp		11,000		11,000		3,734		368		0		0		1,431		0		5/19/10				0		広島県		10		34		3,000		1		済		0		0		0		0		11,000		11,000		3,734		0		0		0		1,431		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		2,955		132,403		57,797		67,429		7,177		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112053		テレビやつしろ(株)		九州		熊本県		15		1		14,759		10,113		3,511				789		0		373		3,511		789				243		192				51		33		33						138,099		100,081		37,318		700		3/31/20						船木　昇		総務部		0965-30-7171		funaki@hikoichi-tv.com		14,759		10,113		3,511		0		789		789		243		33		5/19/10				0		熊本県		12		43		3,000		1		済		0		33		33		0		14,759		10,113		3,511		789		0		789		243		33		33		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		3,278		138,099		100,081		37,318		700		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112056		ゆずの里ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		5		1		16,688		16,688		4,532		4,532		1,807		0		1,807		1,807		1,807		33		1,432		58		1,129		245		1,471		1,471				174		157,019		70,346		86,276		395		3/31/20		※20190920 総売上訂正				小島　和喜		局次長		049-276-6300		k-kojima@ictv-g.co.jp		16,688		16,688		4,532		0		1,807		1,807		1,432		1,471		7/7/10				0		埼玉県		3		11		3,000		1		済		0		1,471		1,471		0		16,688		16,688		4,532		1,807		0		1,807		1,432		1,471		1,471		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0%		2,887		157,019		70,346		86,276		395		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112057		(株)ケーブルネットワーク大月		南関東		山梨県		5				6,300		6,300		5,745		0		51				0		5,745		51		0		0								0								137,487		137,487						3/31/20						岸野　真見		総務部　総務部長		0554-22-5772		ocatv@maple.ocn.ne.jp		6,300		6,300		5,745		892		51		51		0		0		10/20/10				0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		0		0		0		6,300		6,300		5,745		51		0		51		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,994		137,487		137,487		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112058		エルシーブイ(株)		信越		長野県		104		14		96,190		96,190		88,159		7,633		49,826		0		49,826		88,159		49,826		1,010		30,093		17,994				12,099		25,777		25,777				1,311		4,640,910		2,364,130		2,042,901		233,879		3/31/20				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		小口　徹也		営業部　営業二課		0266-53-3833		oguchi.tetsuya@lcv.co.jp		96,190		96,190		88,159		0		49,826		49,826		30,093		25,777		10/20/10				0		長野県		6		20		50,000		1		済		0		25,777		25,777		0		96,190		96,190		88,159		49,826		0		49,826		30,093		25,777		25,777		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5%		4,387		4,640,910		2,364,130		2,042,901		233,879		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112059		小国町		九州		熊本県						3,074		3,250		3,289		3,289		948						3,289		948		0		1,211						1,211		0						0		61,264		54,698		6,443		123		5/31/19		※20201020　千円単位に修正 61,264,379→61,264 54,698,201→54,698 6,443,036→6,443 123,142→123				佐々木　博隆		情報課　情報係長		0967-46-2111		sasaki@town.kumamoto-oguni.lg.jp		3,074		3,250		3,289		431		948		948		1,211		0		10/20/10				0		熊本県		12		43		3,000		1		済		0		0		0		0		3,074		3,250		3,289		948		0		948		1,211		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,552		61,264		54,698		6,443		123		43,616		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112060		(株)ＱＴｎｅｔ		九州		福岡県		636		358		2,591,962		109,150		76,198		0		34,639		0		0		0		34,639		0		417,105		0		0		417,105		357,303		339,441		17,862		73,707		62,328,000		2,155,000		51,257,000		8,916,000		3/31/20		地区別の売り上げ実績なし ※20201019 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				下本　優太		ＢＢＩＱ営業部　業務運営グループ 担当		092-981-7775		yu_shitamoto@qtnet.co.jp		2,591,962		109,150		76,198		1,307		34,639		34,639		417,105		357,303		10/20/10				1		福岡県		12		40		50,000		1		済		0		357,303		339,441		17,862		2,591,962		109,150		76,198		34,639		0		34,639		417,105		357,303		339,441		17,862		0		0		0		0		0		0		0		0		14%		68,165		62,328,000		2,155,000		51,257,000		8,916,000		43,921		合計＜＞内訳合計＆合計と内訳更新あり ゴウケイウチワケゴウケイゴウケイウチワケコウシン		その他入力漏れ タニュウリョクモ		メールで依頼		44,123		44,123

		10112063		五木村		九州		熊本県						594		594		607		0		578						578		0		0		224				224				607		607				0		19,157		5,019		6,595		7,543		5/31/20						宮本　颯樹		総務課　主事		0966-37-2211		s-miyamoto@itsuki.kumamoto.jp		594		594		607		0		578		0		224		607		12/15/10				0		熊本県		12		43		0		1		済		0		607		607		0		594		594		607		578		0		0		224		607		607		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39%		2,630		19,157		5,019		6,595		7,543		43,982		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112065		豊後大野市		九州		大分県						16,500		14,100		12,526		12,523		0						12,523		0		0		0								0						0		364,626		364,626						3/31/20						赤嶺　浩二		総務課　情報推進室　ケーブルテレビ管理係　副主幹		0974-34-3334		ak1323@city.bungoono.lg.jp		16,500		14,100		12,526		0		0		0		0		0		4/1/11				0		大分県		12		44		10,000		1		済		0		0		0		0		16,500		14,100		12,526		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,426		364,626		364,626		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112066		枝幸町		北海道		北海道		7		0		4,343		4,350		4,341		0		4,101						4,345		0		0		0								0						0		0		0		0		0		3/31/17		町の直営事業であり、加入者から利用料を徴収しておらず、また広告収入等もない。				長野　哲也		枝幸町役場総務課情報広報室　主事		0163-69-9000		naganotetsuya@esashi.jp		4,343		4,350		4,341		520		4,101		0		0		0		4/1/11				0		北海道		1		1		3,000		1		済		0		0		0		0		4,343		4,350		4,341		4,101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		42,825		売上無し確認				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112068		エフビットコミュニケーションズ(株)		四国		京都府		5		5		7,292		7,292		1,559		0		0						1,576		0		0		1,225		0		0		1,204		537		522		0		0		16,118		16,118						3/31/20		※20201002 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				北岡　翼		室戸支店		0887-23-3111		muroto-shiten@fbit.co.jp		7,292		7,292		1,559		0		0		0		1,225		537		4/1/11				0		高知県		11		26		0		1		済		15		537		522		0		7,292		7,292		1,559		0		0		0		1,225		537		522		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		862		16,118		16,118		0		0		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,107		44,110		合計差異＜+-100 ゴウケイサイ				不要 フヨウ

		10112069		上島町ＣＡＴＶ		四国		愛媛県						3,213		3,213		2,685		2,685		2,685		0				2,685		0		0		35		0		0		35		0						0		102,175		34,003		1,560		66,612		3/31/20		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				青木　英和		上島町企画情報課CATV係　課長補佐		0897-77-3951		catv@town.kamijima.ehime.jp		3,213		3,213		2,685		2,685		2,685		0		35		0		4/1/11				0		愛媛県		11		38		0		1		済		0		0		0		0		3,213		3,213		2,685		2,685		0		0		35		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		65%		3,171		102,175		34,003		1,560		66,612		43,921		合計＜＞内訳合計＆合計と内訳更新あり ゴウケイウチワケゴウケイゴウケイウチワケコウシン				メールで依頼		44,107		44,110

		10112075		阿波市ケーブルネットワーク		四国		徳島県						15,396		15,396		14,104		14,104		0						14,104		0		0		0								0								264,016		264,016						3/31/20						松田　健一		阿波市役所　企画総務部　秘書人事課　地域情報担当　主任		0883-36-8708		jyoho@awa.i-tokushima.jp		15,396		15,396		14,104		0		0		0		0		0		10/19/11				0		徳島県		11		36		10,000		1		済		0		0		0		0		15,396		15,396		14,104		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,560		264,016		264,016		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112078		嘉麻市		九州		福岡県						5,252		5,252		4,017		0		2,034						4,017		2,034		0		638		638						0						0		70,614		54,974		15,640				3/31/15						鎌田　一誠		地域情報課　ケーブル事業係		0948-53-1116		shinya-564@city.kama.lg.jp		5,252		5,252		4,017		0		2,034		2,034		638		0		4/1/12		3/31/16		0		福岡県		12		40		3,000		0						0		0		0

		10112079		竹田市		九州		大分県		4		6		10,653		7,818		7,818		7,818		0						7,818		519		0										0								115,560		115,560		0		0		3/31/20		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				鍵小野　智哉		竹田市ケーブルネットワークセンター		0974-76-1415		tomoya-kagiono@city.taketa.lg.jp		10,653		7,818		7,818		0		0		519		0		0		5/16/12				0		大分県		12		44		3,000		1		済		0		0		0		0		10,653		7,818		7,818		0		0		519		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,232		115,560		115,560		0		0		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105

		10112080		奥出雲町		中国		島根県		8		4		4,766		4,766		4,529		4,529		0		0				4,529		0		0		2,057		319		1,738		0		0		0		0		0		236,170		66,787		169,383		0		3/31/20						恩田　梢		総務グループ		0854-54-2525		k-onda@okuizumo.ne.jp		4,766		4,766		4,529		1,878		0		0		2,057		0		5/16/12				0		島根県		10		32		3,000		1		済		0		0		0		0		4,766		4,766		4,529		0		0		0		2,057		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		4,346		236,170		66,787		169,383		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112081		さぬき市		四国		香川県		4		2		20,816		20,816		14,777		14,777		0						14,777		1,894		0		0								0								2,569		2,569						3/31/20		令和元年度は使用料請求は無い。過年度分の納付額及びスポンサー料等を記載				木村　晃祉		秘書広報課　副主幹		0879-43-2514		cable@city.sanuki.lg.jp		20,816		20,816		14,777		0		0		1,894		0		0		5/16/12				0		香川県		11		37		10,000		1		済		0		0		0		0		20,816		20,816		14,777		0		0		1,894		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		14		2,569		2,569		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112082		豊丘村		信越		長野県		3				2,192		1,880		1,754				1,580		0				1,880		1,580				0								0								43,869		22,035				21,834		5/31/19						竹村　久永		総務課広報係　係長		0265-35-9052		koho@vill.nagano-toyooka.lg.jp		2,192		1,880		1,754		263		1,580		1,580		0		0		6/16/12				0		長野県		6		20		0		1		済		0		0		0		0		2,192		1,880		1,754		1,580		0		1,580		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50%		2,084		43,869		22,035		0		21,834		43,616		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112083		白馬村		信越		長野県						6,648		6,648		1,921		1,921		0						1,921		0				0								0								37,842		37,842						3/31/20						川田　敏土		ケーブルテレビ白馬 指定管理者 （株）ＡＩＣ 業務担当		0261-85-0074		h-kawada@aicc.co.jp		6,648		6,648		1,921		0		0		0		0		0		5/16/12				0		長野県		6		20		0		1		済		0		0		0		0		6,648		6,648		1,921		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,642		37,842		37,842		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112084		東白川ＣＡＴＶ（東白川村）		東海		岐阜県						830		938		938		938		0		0		938		938		0				474				405		69		0								30,938		15,380		15,544		14		3/31/20		東白川村としての公開は９月以降となります				小池　健明		地域振興課　情報通信係		0574-78-3111		tateaki-koike@vill.higashishirakawa.gifu.jp		830		938		938		938		0		0		474		0		5/16/12				0		岐阜県		7		21		0		1		済		0		0		0		0		830		938		938		0		0		0		474		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,749		30,938		15,380		15,544		14		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112087		(株)あいコムこうか		近畿		滋賀県		21		0		34,000		34,000		8,612		8,612		2,350				2,350		8,612		8,612		0		6,690		1,591		0		5,099		9,678		9,678		0		0		705,126		161,836		270,890		272,400		3/31/20						村田　昌吾		お客様窓口料金課		0748-66-0739		murata@aicom-koka.jp		34,000		34,000		8,612		1,527		2,350		8,612		6,690		9,678		9/19/12				0		滋賀県		9		25		3,000		1		済		0		9,678		9,678		0		34,000		34,000		8,612		2,350		0		8,612		6,690		9,678		9,678		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39%		6,823		705,126		161,836		270,890		272,400		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112088		南越前町		北陸		福井県						3,469		3,377		3,195		0		0		0		0		3,195		0		0		803		803						0						0		121,384		82,814		38,570		0		3/31/16		（２０１6０９０１　決算月日は３月末日⇒決算年月日を修正。９月末日は確定日。）				堀田　尚宏		主査		0778-47-8006		ta-horita@town.minamiechizen.lg.jp		3,469		3,377		3,195		1,030		0		0		803		0		9/19/12		3/31/17		0		福井県		8		18		3,000		0						0		0		0

		10112092		佐久ケーブルテレビ(株)		信越		長野県		19		5		31,100		31,100		4,127		0		1,635				1,635		4,127		3,936		197		1,876		54		1,735		87		73				73		635		510,848		252,381		138,600		119,867		3/31/20						渡辺　香花		総務課		0267-63-4500		info@sakunet.jp		31,100		31,100		4,127		311		1,635		3,936		1,876		73		11/14/12				0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		73		0		73		31,100		31,100		4,127		1,635		0		3,936		1,876		73		0		73		0		0		0		0		0		0		0		0		23%		10,315		510,848		252,381		138,600		119,867		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112101		白根ケーブルネットワーク(株)		南関東		山梨県		12		3		8,019		8,019		5,521		5,521		622				1,168		5,521		1,168		3		543		541		0		2		0		0		0		0		223,077		200,661		22,416		0		3/31/20						手塚　真規子		総務課　係長		055-282-6611		jcta@nus.co.jp		8,019		8,019		5,521		5,521		622		1,168		543		0		5/15/13				0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		0		0		0		8,019		8,019		5,521		622		0		1,168		543		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,367		223,077		200,661		22,416		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112102		京丹波町ケーブルテレビ		近畿		京都府		8		2		6,571		6,571		5,768		4,072		0		0		0		5,768		16		0		3,308		3,308						0						0		212,169		77,191		131,434		3,544		5/31/20						保田　利和		京丹波町企画財政課　情報推進室（京丹波町情報センター）室長		0771-88-5000		t-yasuda19@town.kyotamba.lg.jp		6,571		6,571		5,768		5,768		0		16		3,308		0		5/15/13				0		京都府		9		26		3,000		1		済		0		0		0		0		6,571		6,571		5,768		0		0		16		3,308		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		3,065		212,169		77,191		131,434		3,544		43,982		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112104		さかいケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		0		2		42,382		37,272		28,065				27,889		0		27,889		28,065		27,889		2,418		12,918		3,725		6,372		2,821		12,118		12,118						1,263,898		1,080,751		183,147		0		3/31/20		※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				西野　雅人		業務部　業務統括部長		0776-58-0505		nishino@fctv.co.jp		42,382		37,272		28,065		0		27,889		27,889		12,918		12,118		9/18/13				0		福井県		8		18		10,000		1		済		0		12,118		12,118		0		42,382		37,272		28,065		27,889		0		27,889		12,918		12,118		12,118		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,753		1,263,898		1,080,751		183,147		0		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,120		44,123

		10112112		(株)ネットワーク下部		南関東		山梨県		1		0		1,536		1,536		1,439		0		0								0		0		0								0						0		57,630		57,630		0		0		3/31/20						名取　俊				055-251-7110		s-natori@nns-catv.co.jp		1,536		1,536		1,439		0		0		0		0		0		12/18/13		9/30/20		0		山梨県		5		19		0		1		済		0		0		0		0		1,536		1,536		1,439		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,337		57,630		57,630		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112113		北杜市ケーブルテレビ		南関東		山梨県						8,003		8,003		6,005		0		0						6,005		0		0		302		302						0						0		259,457		247,748		11,709		0		3/31/18						赤岡　史毅		政策秘書課広聴広報担当　主事		0551-42-1161				8,003		8,003		6,005		0		0		0		302		0		12/18/13		3/31/19		0		山梨県		5		19		3,000		0						0		0		0		8,003		8,003		6,005		0		0		0		302		0		0		0		0																				259,457		247,748		11,709		0		43,190

		10112114		勝沼ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		5		0		3,239		3,239		2,781		0		172		0		31		2,781		172		0		524		425		99				10				10				98,316		78,776		19,540				3/31/20						高安　美佐		事務担当		0553-44-5510		catv@katsunuma.ne.jp		3,239		3,239		2,781		0		172		172		524		10		12/18/13				0		山梨県		5		19		0		1		済		0		10		0		10		3,239		3,239		2,781		172		0		172		524		10		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,946		98,316		78,776		19,540		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112118		佐賀市		九州		佐賀県						1,654		1,654		1,654		0		0		0		0		1,654		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31,706		31,706		0		0		3/31/20		令和元年度有線テレビ使用料の収入額を記載してます。 ※20200803 申告により修正 　7-2.売上年度総売上実績(千円) 	31,985→31,706に修正　年度総売上実績内訳・放送 	31,985→31,706に修正　決算年月日 	2019/03/31→2020/03/31に修正				本告　昌信		地域振興部　地域政策課　主査		0952-40-7210		chiiki@city.saga.lg.jp		1,654		1,654		1,654		1,654		0		0		0		0		12/18/13				0		佐賀県		12		41		0		1		済		0		0		0		0		1,654		1,654		1,654		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,597		31,706		31,706		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112119		(一社)玖珠テレビ		九州		大分県		2				1,697		1,697		1,697		0		0								0		0		0								0						0		19,776		18,994		0		782		3/31/20		※20201003 総売上訂正  ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				池部　光則		事務局長		0973-72-1996		kusu8tv@lily.ocn.ne.jp		1,697		1,697		1,697		110		0		0		0		0		12/18/13				0		大分県		12		44		0		1		済		0		0		0		0		1,697		1,697		1,697		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		971		19,776		18,994		0		782		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105

		10112120		壱岐市ケーブルテレビ		九州		長崎県						11,576		13,392		8,773		8,773		0				8,773		8,773		0				4,509				3,717		792		3,019		3,019				23		285,191		89,842		160,628		34,720		3/31/20		2018/04/01～2019/03/31 ※指定管理者変更による清算未了の為、総務省への報告も出来ていない状況です。昨年度の実績を入力しています。 ※20201007 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				松熊　康一朗		企画振興部　政策企画課　係長		0920-48-1134		k-matukuma@city.iki.lg.jp		11,576		13,392		8,773		1,786		0		0		4,509		3,019		12/18/13				0		長崎県		12		42		3,000		1		済		0		3,019		3,019		0		11,576		13,392		8,773		0		0		0		4,509		3,019		3,019		0		0		0		0		0		0		0		0		1		12%		2,709		285,191		89,842		160,628		34,720		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		44,111		44,117

		10112126		西桂町テレビ共同視聴組合		南関東		山梨県						1,546		1,473		1,473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22,618		21,858		0		760		3/31/20						渡辺　守		事務局		0555-25-2015		m-watanabe@shokokai-yamanashi.or.jp		1,546		1,473		1,473		0		0		0		0		0		4/1/14				0		山梨県		5		19		0		1		済		0		0		0		0		1,546		1,473		1,473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3%		1,280		22,618		21,858		0		760		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112127		木島平村		信越		長野県		4				1,568		1,403		1,403		1,403		0		0		0		1,368		0		0		536		47		4		485		0						0		58,764		40,498				18,266		3/31/20						小澤　和麻		総務課　政策情報係　主任		0269-82-3111		joho@vill.kijimadaira.lg.jp		1,568		1,403		1,403		0		0		0		536		0		4/1/14				0		長野県		6		20		0		1		済		0		0		0		0		1,568		1,403		1,403		0		0		0		536		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31%		3,490		58,764		40,498		0		18,266		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112128		野沢温泉村		信越		長野県				2		1,303		1,303		1,303		1,303		0				1,303		1,303		0		0		0								0								38,400		38,400						3/31/20						富井　潔		総務課情報統計係　情報統計係長		0269-85-3111		jyoho@vill.nozawaonsen.nagano.jp		1,303		1,303		1,303		214		0		0		0		0		4/1/14				0		長野県		6		20		0		1		済		0		0		0		0		1,303		1,303		1,303		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,456		38,400		38,400		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112129		雲南市・飯南町事務組合		中国		島根県		23				15,770		15,770		14,500		1,970		2,417				125		14,500		4,299		0		4,279		3,887		358		0		0						0		681,461		309,277		179,376		192,808		5/31/20		一般会計予算＋特別会計予算				三代　雅人		制作課　課長		0854-42-5800		mishiro@bs.kkm.ne.jp		15,770		15,770		14,500		2,200		2,417		4,299		4,279		0		4/1/14				0		島根県		10		32		10,000		1		済		0		0		0		0		15,770		15,770		14,500		2,417		0		4,299		4,279		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28%		3,916		681,461		309,277		179,376		192,808		43,982		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112130		能登町		北陸		石川県		4				6,675		6,675		6,828		5,477		0		0		0		6,675		0		0		2,031		1,374		594		63		270		0		270		0		160,787		90,132		69,830		825		3/31/20						寺下　昇		広報情報推進課　課長		0768-76-8301		terashita-n@town.noto.lg.jp		6,675		6,675		6,828		5,088		0		0		2,031		270		4/1/14				0		石川県		8		17		3,000		1		済		0		270		0		270		6,675		6,675		6,828		0		0		0		2,031		270		0		270		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		1,962		160,787		90,132		69,830		825		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112131		魚沼市		信越		新潟県						2,624		2,624		1,236		0		109		0		109		1,236		109		0		0								0						0		20,053		20,053						3/31/20						五十嵐　誠		総務政策部　秘書広報課　広報広聴係　副参事		025-792-1494		koho@city.uonuma.lg.jp		3,474		3,474		1,236		407		104		104		0		0		4/1/14				0		新潟県		6		15		0		1		済		0		0		0		0		2,624		2,624		1,236		109		0		109		0		0		0		0		0		0		0		5		5		0		0		0		0%		1,352		20,053		20,053		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112133		松浦ケーブル(株)		九州		長崎県		0		0		3,475		1,798		257		16		253				253		257		253				0								0								8,748		8,748				0		3/31/20						西山　真由美		総務		0956-73-4002		muc@po.chun2.ne.jp		3,475		1,798		257		0		253		253		0		0		4/1/14				0		長崎県		12		42		0		1		済		0		0		0		0		3,475		1,798		257		253		0		253		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		2,837		8,748		8,748		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112134		(一財)八西ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		6		6		20,459		20,328		14,519		14,519		1,255		0		1,255		13,052		1,393		0		6,258		22		0		6,236		5,500		5,500		0		0		825,617		279,903		512,696		33,018		3/31/20		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				垣内　貴行		営業技術課技術総務係　係長		0894-38-2211		hassei@hassei.or.jp		20,459		20,328		14,519		0		1,255		1,393		6,258		5,500		4/1/14				0		愛媛県		11		38		10,000		1		済		0		5,500		5,500		0		20,459		20,328		14,519		1,255		0		1,393		6,258		5,500		5,500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4%		4,739		825,617		279,903		512,696		33,018		43,921		決算年月日前年同値＆売上更新あり				決算年月日を＋1年に修正		44,105		44,105

		10112135		黒潮町		四国		高知県		3				5,486		5,353		2,357		2,357		0		0				2,357		0		0		1,533						1,533		0						0		108,640		29,329		78,237		1,074		3/31/20						酒井　真哉		情報防災課情報推進係長		0880-43-2188		10220010@town.kuroshio.lg.jp		5,486		5,353		2,357		1,485		0		0		1,533		0		4/1/14				0		高知県		11		39		0		1		済		0		0		0		0		5,486		5,353		2,357		0		0		0		1,533		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		3,841		108,640		29,329		78,237		1,074		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112136		日田市		九州		大分県						8,624		6,051		6,016		0		0		0		0		6,016		0		0		2,256		0		0		2,256		0		0		0		0		256,636		136,684		119,952				5/31/20						江藤　柾輝		情報統計課　水郷テレビ係		0973-22-8229		suikyo-tv@city.hita.oita.jp		8,624		6,051		6,016		0		0		0		2,256		0		5/21/14				0		大分県		12		44		3,000		1		済		0		0		0		0		8,624		6,051		6,016		0		0		0		2,256		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,555		256,636		136,684		119,952		0		43,982		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112137		こしの国広域事務組合		北陸		福井県		1		3		7,661		7,661		7,485		0		0		0		0		7,650		0		0		2,720								0						0		146,734		115,933		21,202		9,599		3/31/17						中野　大		局長補佐		0776-63-1231		h.nakano@koshinokuni.jp		7,661		7,661		7,485		0		0		0		2,720		0		5/21/14		3/31/18		0		福井県		8		18		3,000		0						0		0		0

		10112142		(株)ネットフォー		九州		佐賀県		5		0		3,721		3,721		1,835		0		0		0						0		0		561		294		267		0		0						0		107,396		80,470		26,925		0		3/31/20						西　亘				0955-82-5970		nishi725@netfour.ne.jp		3,721		3,721		1,835		0		0		0		561		0		9/17/14				0		佐賀県		12		41		0		1		済		0		0		0		0		3,721		3,721		1,835		0		0		0		561		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0%		4,877		107,396		80,470		26,925		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112146		真岡市		北関東		栃木県						29,519		33,642		4,001		3,379		1,228		0		1916		4001		1,228		0		1933		833		32		882		976		976		0		0		777		777		0		0		3/31/19		※20190920 前年度と同値確認				深谷　百合乃		総務部情報政策課　主事		0285-83-8496		jouhou@city.moka.lg.jp		29,519		33,642		4,001		188		1,228		1,228		1,933		976		12/17/14		3/31/20		0		栃木県		3		9		3,000		1				0		976		976		0		29,519		33,642		4,001		1,228		0		1,228		1,933		976		976		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		16		777		777		0		0		43,555		売上＆決算日前年同値		退会事業者 タイカイジギョウシャ		退会事業者につき更新不要 タイカイジギョウシャコウシンフヨウ		不要 フヨウ		44,109

		10112151		光ネットワーク(株)		九州		熊本県		0		0		4,852		4,852		4,753		4,753		0		0		738		4753		0		0		1623		0		0		1623		0						0		132,915		71,794		59,441		1,680		3/31/19						若林　敏康		サポート係　所長		0967-62-3355		support@tkbb.jp		4,852		4,852		4,753		2,278		0		0		1,623		0		2/18/15				0		熊本県		12		43		3,000		1		済		0		0		0		0		4,852		4,852		4,753		0		0		0		1,623		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1%		2,330		132,915		71,794		59,441		1,680		43,555		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼

		10112156		西会津町ケーブルテレビ		東北		福島県		8		1		2,598		3,100		2,722		2,722		394		0		50		2722		394		0		1075		901		161		13		0								103,030		73,529		29,501				3/31/20						大出　伸男		所長		0241-45-4461		nct_oode@nct.ne.jp		2,598		3,100		2,722		2,722		394		394		1,075		0		9/16/15				0		福島県		2		7		0		1		済		0		0		0		0		2,598		3,100		2,722		394		0		394		1,075		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		3,154		103,030		73,529		29,501		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112157		都留市テレビ利用者組合		南関東		山梨県		6		0		12,119		11,728		10,137		0		0		0		0		10137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		137,728		137,728						3/31/20						井上　和美				0554-43-2542		tsuru.tv@fine.ocn.ne.jp		12,119		11,728		10,137		10,137		0		0		0		0		9/16/15				0		山梨県		5		19		10,000		1		済		0		0		0		0		12,119		11,728		10,137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,132		137,728		137,728		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112158		東峰村		九州		福岡県						912		912		844		844		0		0				844		0		0		0								0								4,052		111		2,533		1,408		3/31/20		※加入者からの収入2,644（うち光ケーブル使用料2,533を通信に分類）、その他はＮＴＴからのケーブル使用料を含む。				泉　健人		企画政策課  企画調整係　係長		0946-72-2311		kikaku@vill.toho.fukuoka.jp		912		912		844		844		0		0		0		0		9/16/15				0		福岡県		12		40		0		1		済		0		0		0		0		912		912		844		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		35%		400		4,052		111		2,533		1,408		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112163		新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合		北陸		富山県		0		13		27,929		27,929		22,890		0		4,071		0		5349		22866		5,296		0		7006		6180		0		1197		0								472,910		431,769		41,141				3/31/20						福島　正明		ケーブルテレビ事業課　		0765-74-9321		fukusima@niikawa-catv.jp		27,929		27,929		22,890		1,021		4,071		5,296		7,006		0		4/1/16				0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		0		0		0		27,929		27,929		22,890		4,071		0		5,296		7,006		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		1,722		472,910		431,769		41,141		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112166		臼杵ケーブルネット(株)		九州		大分県		17		3		15,023		15,023		12,399		9,449		2,790				2790		12399		3,217		10		0								0								543,501		494,216				49,285		3/31/20		※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正				糠塚　学		営業技術課　課長		0972-64-7000		m.nukaduka@usuki.gr.jp		15,023		15,023		12,399		0		2,790		3,217		0		0		5/25/16				0		大分県		12		44		10,000		1		済		0		0		0		0		15,023		15,023		12,399		2,790		0		3,217		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9%		3,653		543,501		494,216		0		49,285		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112167		田子町		東北		青森県		8				2,351		2,400		2,351		2,351		2,338						2351		0				0								0								0		0						3/31/20		自治体が運営しているため、売上は０円で総務省に提出しています。				稲垣　秀昭		事務局長		0179-20-7229		h-inagaki@229nw.or.jp		2,351		2,400		2,351		2,351		2,338		0		0		0		5/25/16				0		青森県		2		2		0		1		済		0		0		0		0		2,351		2,400		2,351		2,338		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		43,921		売上無し確認				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112170		古河ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県		12		5		35,000		35,000		7,800		3,700		3,108				3108		7800		3,108		2750		2534		25		364		2415		2716		2716				97		261,568		142,513		98,151		20,904		3/31/20		7-1.資本　2018年度資本金4500万増資 古河ケーブルテレビ株式会社 株主数　1　/　株主　ケーブルテレビ株式会社　/　資本金　5,500万円				野崎　圭一		営業技術課　主任		0280-32-4747		nozaki@koga-catv.jp		35,000		35,000		7,800		0		3,108		3,108		2,534		2,716		9/14/16				0		茨城県		3		8		3,000		1		済		0		2,716		2,716		0		35,000		35,000		7,800		3,108		0		3,108		2,534		2,716		2,716		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8%		2,795		261,568		142,513		98,151		20,904		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112171		海士町		中国		島根県						1,199		1,199		1,199		1,199		0						1199		0		0		570								0		0		0				3,886		3,886						3/31/20		海士町の場合、売上実績は「利用料」の回収実績の数字です。				村尾　由美子		海士町役場　総務課		08514-2-0115		murao-yumiko@town.ama.shimane.jp		1,199		1,199		1,199		700		0		0		570		0		9/14/16				0		島根県		10		32		0		1		済		0		0		0		0		1,199		1,199		1,199		0		0		0		570		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		270		3,886		3,886		0		0		43,921		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905）				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇

		10112173		(株)忍野ＣＡＴＶ		南関東		山梨県		4				3,640		3,110		2,009		2,432		0				0		3015		0				0								0								79,091		77,376		0		1,715		3/31/20		※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				萱沼　敦子		総務部		0555-84-4565		oshinocatv@aioros.ocn.ne.jp		3,640		3,110		2,009		0		0		0		0		0		3/15/17				0		山梨県		5		19		0		1		済		0		0		0		0		3,640		3,110		2,009		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2%		3,281		79,091		77,376		0		1,715		43,921		売上＆決算日前年同値		売上修正忘れ ウリアゲシュウセイワス		メールで依頼		10"月"12"日"		44,117

		10112186		西ノ島町		中国		島根県						1567		1,551		1,551				0						1551		0		0		773								677						0																亀谷　文葉		企画財政課　主任主事		08514-6-0105		kametani-fumiha@town.nishinoshima.shimane.jp		1567		1551		1551		0		0		0		2/11/02		677		4/1/18		3/31/19		0		島根県		10		32		0		0						677		0		0		1,567		1,551		1,551		0		0		0		773		677		0		0		0																				0

		10112189		萩テレビ(株)		中国		山口県						41912		41,912		16,551		12,854		9754				9564		16551		63		63		5592		3701		859		1102		0								333749		220,187		91,486		22,076		12/31/19						中嶋　啓文		取締役センター長		0838-25-7524		nakashima@hagi-tv.com		41912		41912		16551		2105		9754		0		4/23/15		0		9/11/19				0		山口県		10		35		10,000		1		済		0		0		0		0		41,912		41,912		16,551		9,754		0		63		5,592		0		0		0		0		0		0		0		63		0		0		0		7%		1,680		333,749		220,187		91,486		22,076		43,830		正常更新（前年売上差異あり　内訳合計差異100以下　決算日＞＝201905				不要 フヨウ		不要 フヨウ		〇
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		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		事業者数 ジギョウシャスウ		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		※アナログ多CH世帯数		有料衛星放送契約世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		売上回答事業者数 ウリアゲカイトウジギョウシャスウ		平均年度売上実績（千円） ヘイキンネンドウリアゲジッセキセンエン		推定年度売上実績（千円） スイテイネンドウリアゲジッセキセンエン

						北海道		5		87		31		1,039,970		1,039,977		599,325		2,253		147,559		0		143,458		599,329		145,427		543		140,648		29,651		6,303		104,694		119,826		119,798		28		14,305		18,848,778		7,328,045		7,592,493		3,928,239				0		0		0																		145,427		140,648				5		3,769,756		18,848,778		0

						東北		18		456		38		1,748,327		1,613,353		483,087		101,129		130,970		55		123,769		374,455		137,421		4,444		164,045		71,516		8,887		82,496		95,826		95,636		247		4,853		18,591,277		7,927,302		6,469,116		4,194,854				0		0		0																		137,421		164,045				18		1,032,849		18,591,277		0

						北関東		22		1,294		286		4,275,966		4,217,793		2,220,198		130,884		793,264		0		766,806		2,179,847		803,457		111,849		731,207		195,855		48,852		486,388		699,982		699,410		582		54,900		100,931,570		41,128,241		41,041,291		18,762,029				0		0		0																		803,457		731,240				22		4,587,799		100,931,570		0

						東京		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0																		0		0				0						0

						南関東		40		2,699		1,778		14,491,985		13,785,198		9,496,086		380,756		2,573,193		0		2,461,263		8,848,518		2,685,213		345,332		2,430,983		634,654		183,137		1,573,200		2,255,926		2,255,352		589		169,756		340,493,246		146,447,510		132,508,726		61,537,003				0		0		0																		2,685,213		2,430,983				39		8,730,596		349,223,842		1

						信越		31		659		122		1,122,661		1,044,334		492,940		171,590		196,514		1,386		171,421		478,047		252,188		4,167		187,942		68,618		28,810		87,177		156,547		155,693		882		10,144		25,738,365		14,209,807		9,860,442		1,668,112				0		0		0																		252,183		187,942				31		830,270		25,738,365		0

						東海		44		2,359		851		6,086,697		5,898,575		2,896,479		1,296,380		832,064		2,718		702,602		2,606,564		882,312		44,380		1,169,786		110,851		279,301		609,254		989,718		984,541		9,987		11,433		124,651,467		53,516,399		67,031,636		4,103,427				0		0		0																		882,312		1,169,786				44		2,832,988		124,651,467		0

						北陸		23		452		153		1,130,544		1,081,030		673,955		236,669		323,742		0		307,605		643,957		385,232		16,542		238,199		56,377		50,342		114,967		189,747		187,679		2,139		16,036		33,707,121		19,480,696		13,204,616		1,021,804				0		0		0																		385,232		238,199				23		1,465,527		33,707,121		0

						近畿		19		1,286		480		16,742,812		15,345,927		6,120,369		1,068,455		1,633,075		0		1,562,250		6,094,591		1,657,738		4,530		2,980,204		160,015		128,314		2,686,731		3,047,012		2,863,359		193,082		85,445		445,327,360		100,275,032		250,032,365		95,019,960				0		0		0																		1,657,738		2,980,204				19		23,438,282		445,327,360		0

						中国		40		1,041		152		2,878,611		2,712,496		1,252,549		271,766		484,862		0		409,571		859,945		529,397		9,677		331,379		134,336		44,488		150,459		235,709		223,868		11,883		9,945		50,767,464		29,025,900		17,457,267		4,284,294				0		0		0																		529,331		332,006				40		1,269,187		50,767,464		0

						四国		40		545		225		1,566,100		1,449,861		733,465		370,745		192,399		2,276		108,595		538,912		187,531		3,998		189,211		14,865		8,999		72,166		123,124		115,845		7,372		27,098		29,888,532		17,101,177		11,102,566		1,684,786				0		0		0																		187,531		189,211				40		747,213		29,888,532		0

						九州		64		2,135		661		7,100,022		4,092,458		2,382,533		322,345		718,463		1,196		496,001		1,949,694		770,401		62,358		1,053,029		146,818		69,464		733,022		813,583		795,194		18,404		99,825		143,263,317		44,400,824		80,593,885		18,268,597				0		0		0																		770,401		1,053,029				63		2,274,021		145,537,338		1

						東北(調整後) チョウセイゴ		18		1203		194		2,033,898		1,898,924		653,662		101,129		189,220		55		182,019		545,030		195,671		13,015		217,467		87,157		10,484		118,680		141,218		141,028		247		9,374		24,538,177		10,217,773		8,857,582		5,462,817						0																				717,271		679,854				18		1,363,232		24,538,177

						北関東(調整後) キタカントウチョウセイゴ		22		547		130		3,990,395		3,932,222		2,049,623		130,884		735,014		0		708,556		2,009,272		745,207		103,278		677,785		180,214		47,255		450,204		654,590		654,018		582		50,379		94,984,670		38,837,770		38,652,825		17,494,066						0																				223,607		215,431				22		4,317,485		94,984,670

								346		13,013		4,777		58,183,695		52,281,002		27,350,986		4,352,972		8,026,105		7,631		7,253,341		25,173,859		8,436,317		607,820		9,616,633		1,623,556		856,897		6,700,554		8,727,000		8,496,375		245,195		503,740		1,332,208,497		480,840,933		636,894,403		214,473,105				0		0		0																		8,436,246		9,617,293

				【南関東⇒東北支部　(株)ジェイコムイースト補正】 ミナミカントウトウホクシブカブホセイ

		締め年月		3/31/20

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		747		156		285,571		285,571		170,575		0		58,250				58,250		170,575		58,250		8,571		53,422		15,641		1,597		36,184		45,392		45,392		0		4,521		5,946,900		2,290,471		2,388,466		1,267,963						(株)ジュピターテレコム		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,835,226		2,835,226		1,668,093		248,347		579,850		579,850		515,809		513,638						1		宮城県

		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		※アナログ多CH世帯数		BS/CS有料CH加入世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		(うちプライマリ)		(うちセカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日		県別入力有無		エリア都道府県

				【総接続世帯数ランク別集計】

		締め年月		3/31/20

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37

		SMILE ID		表示項目 ヒョウジコウモク		下限（以上） カゲンイジョウ		事業者数 ジギョウシャスウ		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		※アナログ多CH世帯数		有料衛星放送契約世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		売上回答事業者数 ウリアゲカイトウジギョウシャスウ		平均年度売上実績（千円） ヘイキンネンドウリアゲジッセキセンエン		推定年度売上実績（千円） スイテイネンドウリアゲジッセキセンエン

				1,000,000～		1,000,000		6		1,993		1,181		20,008,441		20,008,441		13,175,983		32,760		3,994,744		0		3,914,754		13,175,983		3,994,744		470,161		3,553,836		754,057		88,746		2,711,033		3,447,285		3,447,285		0		304,061		492,137,472		200,675,468		196,536,082		94,925,918																		6		82,022,912		492,137,472

				500,000～		500,000		5		875		923		12,697,371		11,455,379		3,737,826		1,094,752		761,052		0		707,468		3,737,826		825,385		14,766		2,260,965		82,883		208,371		1,967,429		2,180,108		2,007,528		172,580		17,104		335,415,262		57,486,669		205,613,251		72,315,340																		5		67,083,052		335,415,262

				200,000～		200,000		5		812		282		2,653,679		2,459,275		1,286,730		430,248		325,785		0		354,787		989,909		375,406		8,776		426,489		42,002		77,476		166,881		378,323		373,080		5,243		2,888		46,975,473		20,156,646		25,506,363		1,312,466																		5		9,395,095		46,975,473

				100,000～		100,000		21		1,683		809		5,939,407		5,675,188		3,184,872		894,192		905,642		0		666,570		2,293,310		1,007,786		44,596		1,016,628		198,424		118,759		540,117		794,841		784,183		10,658		49,544		125,325,874		59,813,480		58,109,695		7,402,694																		21		5,967,899		125,325,874

				50,000～		50,000		42		2,847		903		8,979,050		5,905,928		2,804,452		731,251		1,035,246		0		836,744		2,142,238		1,091,045		47,262		1,329,512		239,005		137,158		884,152		1,182,521		1,162,828		19,697		95,466		179,209,533		62,082,976		101,178,763		15,947,777																		42		4,266,894		179,209,533

				30,000～		30,000		24		1,133		187		2,366,808		2,026,297		909,983		240,807		325,177		0		256,969		776,387		372,150		6,120		335,349		82,518		69,929		157,810		293,373		293,189		257		9,331		40,208,493		21,986,260		14,914,499		3,307,730																		24		1,675,354		40,208,493

				10,000～		10,000		87		1,968		370		3,776,887		3,232,400		1,539,163		613,747		482,053		0		395,131		1,413,480		568,872		12,028		510,340		155,905		115,879		211,719		360,151		351,006		23,495		21,372		70,958,610		39,910,539		26,324,957		4,723,107																		87		815,616		70,958,610

				3,000～		3,000		100		1,448		87		1,473,237		1,294,171		619,774		277,243		170,304		3,717		111,450		553,215		184,353		4,091		166,810		63,022		37,610		55,509		84,461		71,887		12,658		3,942		38,497,133		16,231,247		8,042,655		14,223,216																		100		384,971		38,497,133

				0～		0		56		254		35		288,815		223,923		92,203		37,972		26,102		3,914		9,468		91,511		16,576		20		16,704		5,740		2,969		5,904		5,937		5,389		607		32		3,480,647		2,497,648		668,138		314,857																		54		64,456		3,609,560

								346		13,013		4,777		58,183,695		52,281,002		27,350,986		4,352,972		8,026,105		7,631		7,253,341		25,173,859		8,436,317		607,820		9,616,633		1,623,556		856,897		6,700,554		8,727,000		8,496,375		245,195		503,740		1,332,208,497																								344		171,676,249		1,332,337,410

				【入力比率集計】 ニュウリョクヒリツ

		締め年月		3/31/20

				入力件数 ニュウリョクケンスウ																																																																						344

				入力比率 ニュウリョクヒリツ																																																																		0.0%		0.0%		99.4%

				【増減事業者数】 ゾウゲンジギョウシャスウ

						対前年増 タイゼンエンゾウ		>0

						増減無し（入力無し含む） ゾウゲンナニュウリョクナフク		0

						対前年減 タイゼンネンゲン		<0

						合計 ゴウケイ

		締め年月		3/31/20

		県別分解 ケンベツブンカイ		定例報告202003(202010011640)県別

		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		アナログ多CH世帯数		有料衛星放送契約世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日		県別入力有無		エリア都道府県

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		747		156		2,835,226		2,835,226		1,668,093		5,152		579,850				579,850		1,668,093		579,850		90,180		515,809		144,207		11,367		360,235		513,638		513,638		0		45,642		73,057,745		28,138,471		29,342,333		15,576,940		3/31/20		＊		(株)ジュピターテレコム		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,835,226		2,835,226		1,668,093		248,347		579,850		579,850		515,809		513,638						1		全社合計(埼玉県)

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		747		156		2,373,254		2,373,254		1,423,632		5,152		499,962				499,962		1,423,632		499,962		79,000		439,854		122,595		9,102		308,157		446,330		446,330		0		38,951		64,509,989		24,846,270		25,909,280		13,754,438						(株)ジュピターテレコム		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,835,226		2,835,226		1,668,093		248,347		579,850		579,850		515,809		513,638						1		埼玉県

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		747		156		285,571		285,571		170,575		0		58,250				58,250		170,575		58,250		8,571		53,422		15,641		1,597		36,184		45,392		45,392		0		4,521		5,946,900		2,290,471		2,388,466		1,267,963						(株)ジュピターテレコム		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,835,226		2,835,226		1,668,093		248,347		579,850		579,850		515,809		513,638						1		宮城県

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		747		156		176,401		176,401		73,886		0		21,638				21,638		73,886		21,638		2,609		22,533		5,971		668		15,894		21,916		21,916		0		2,170		2,600,856		1,001,730		1,044,587		554,539						(株)ジュピターテレコム		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,835,226		2,835,226		1,668,093		248,347		579,850		579,850		515,809		513,638						1		群馬県

		SmileDBデータ精査　対象：201903時点
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★データ今回年度末退会事業者20210331

		定例報告201903(20191120)				総計 ソウケイ		363		11,271		4,924		57,307,165		51,407,550		26,952,476		3,665,384		7,965,997		7,631		7,105,908		24,460,487		8,451,377		38,650		9,235,154		1,696,850		877,296		6,226,941		8,579,708		8,343,006		250,028		469,287		1,273,203,320		486,729,931		611,898,277		174,572,645																																2,994,474		784,385

						小計 ショウケイ		440		50,720		6,810		67,227,403		60,386,876		32,919,300		3,665,384		9,473,686		183,092		7,525,761		26,036,668		9,740,681		38,848		10,103,874		1,958,126		926,260		6,335,818		9,343,816		8,632,295		251,403		474,661		1,408,473,236		524,804,797		628,981,225		178,351,988																																3,153,936		3,885,741

						入力数(空白で無い） ニュウリョクスウクウハクナ

		締め年月		3/31/19		入力率（入力数/入力依頼数） ニュウリョクリツニュウリョクスウニュウリョクイライスウ

						率（小計/総計） リツ				450.0%		138.3%		117.3%		117.5%		122.138%		100.0%		118.9%		2399.3%		105.9%		106.4%		115.3%		100.5%		109.4%		115.4%		105.6%		101.7%		108.9%		103.5%		100.5%		101.1%		110.6%		107.8%		102.8%		1																																105.3%		495.4%

		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		アナログ多CH世帯数		BS/CS有料CH加入世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日																チェック																																				チェック						チェック								チェック																								2017/03精算 セイサン

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43																				電話 デンワ		事業状況前回比較（今回-前年） ジギョウジョウキョウゼンカイヒカクコンカイゼンネン																								会費項目差異（1803-会費） カイヒコウモクサイカイヒ										今年度売上 コンネンドウリアゲ						売上前年比較（今回-前年） ウリアゲゼンネンヒカクコンカイゼンネン										売上精査 ウリアゲセイサ								電話精査 デンワセイサ								全体処置 ゼンタイショチ						売上精査 ウリアゲセイサ						電話精査 デンワセイサ						全体処置 ゼンタイショチ

		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		アナログ多CH世帯数		BS/CS有料CH加入世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日		県別入力有無		エリア都道府県		支部CD シブ		県CD ケン		総接続世帯数ランク ソウセツゾクセタイスウ		集計対象 シュウケイタイショウ		確定有無 カクテイウム		電話合計差異 デンワゴウケイサイ		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		多CH加入世帯数		アナログ多CH世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		前年総接続ランク ゼンネンソウセツゾク		ランク差異 サイ		総接続 ソウセツゾク		多CH タ		STB		インターネット		電話 デンワ		売上合計差異 ウリアゲゴウケイサイ		その他比率 タヒリツ		売上/総接続 ウリアゲソウセツゾク		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		精査コメント セイサ		分析 ブンセキ		売上修正 ウリアゲシュウセイ		完了年月 カンリョウネンゲツ		精査コメント セイサ		分析 ブンセキ		電話処置 デンワショチ		完了年月 カンリョウネンゲツ		全体処置 ゼンタイショチ		contact履歴 リレキ		完了月日 カンリョウガッピ		精査コメント セイサ		分析 ブンセキ		売上修正 ウリアゲシュウセイ		精査コメント セイサ		分析 ブンセキ		電話処置 デンワショチ		全体処置 ゼンタイショチ		contact履歴 リレキ		完了月日 カンリョウガッピ

		10110002		旭川ケーブルテレビ(株)		北海道		北海道		32				108,110		108,110		22,795		1,970		7,217		0		7,217		22,795		7,217		75		9,932		772		4,174		9,243		6,142		6,123		19		954		1,065,197		483,480		581,717		0		3/31/19						齋藤　裕一		常務取締役　		0166-22-0707		saitou@catv-potato.co.jp		108,110		108,110		22,795		13		7,217		7,217		9,932		6,142						0		北海道		1		1		10,000		1		済		0		108,110		108,110		22,795		7,217		0		7,217		9,932		6,142		6,123		19		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,894		1,065,197		483,480		581717		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110004		(株)帯広シティーケーブル		北海道		北海道		40		4		81,700		81,700		27,173		0		10,201						27,173		11,859		0		11,496		9,523				1,731		8,119		8,119				848		1,260,489		657,268		603,221		0		3/31/19						松浦　俊光		業務部長		0155-23-1511		t.matsuura@g.octv.ne.jp		81,700		81,700		27,173		82		10,201		11,859		11,496		8,119						0		北海道		1		1		10,000		1		済		0		81,700		81,700		27,173		10,201		0		11,859		11,496		8,119		8,119		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,866		1,260,489		657,268		603221		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43759

		10110006		(株)ジェイコム札幌		北海道		北海道		0		48		835,930		835,930		537,862				121,699				121,699		537,862		121,699		279		108,632		17,399		5,037		86,196		105,798		105,798				11,147		15,663,542		6,181,166		6,136,170		3,346,206		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		國木　典昭		管理部　リーダー		011-857-2890		kunikin@jupiter.jcom.co.jp		835,930		835,930		537,862		19,537		121,699		121,699		108,632		195,798						0		北海道		1		1		500,000		1		済		0		835,930		835,930		537,862		121,699		0		121,699		108,632		105,798		105,798		0		0		0		0		0		0		0%		(90,000)		0		0		2,427		15,663,542		6,181,166		6136170		3346206		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		前年度増加数が8万 ゼンネンドゾウカスウマン		入力値エラー ニュウリョクチ		10/23Tel		43,763														電話世帯数＜＞プライマリ デンワセタイスウ				事務局修正 ジムキョクシュウセイ						43306

		10110007		伊達市		北海道		北海道		1				726		726		413		0		0						413		0				186		186						0						0		11,107		11,107						3/31/19						大宮　富美夫				0142-68-6111		chiikijumin@city.date.hokkaido.jp		726		726		413		413		0		0		186		0						0		北海道		1		1		0		1		済		0		726		726		413		0		0		0		186		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,241		11,107		11,107		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110010		青森ケーブルテレビ(株)		東北		青森県		24		4		79,140		79,140		32,358		702		17,198		0		17,198		32,358		17,042		10		7,348		6,506		0		842		1,496		1,413		83		66		1,196,345		910,913		285,432		0		3/31/19		※20190920 決算年月日修正				工藤　哲		常務取締役		017-773-4422		s-kudo@actv.ne.jp		79,140		79,140		32,358		2,194		17,198		17,042		7,348		1,496						0		青森県		2		2		30,000		1		済		0		79,140		79,140		32,358		17,198		0		17,042		7,348		1,496		1,413		83		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,081		1,196,345		910,913		285432		0		43555		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110011		三沢市ケーブルテレビジョン		東北		青森県		4		11		18,992		17,121		17,121				0						17,121		0				0								0								5,243		1,361		0		3,882		3/31/19		総務省に報告済みの平成30年度決算見込額である 決算年月日については2019年9月議会にて承認予定				下道　裕太		三沢市政策部広報広聴課CATV情報室　放送サービス係　主事		0176-51-1349		mctv-no.3@mctvnet.ne.jp		18,992		17,121		17,121		16,414		0		0		0		0						0		青森県		2		2		10,000		1		済		0		18,992		17,121		17,121		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		1		26		5,243		1,361		0		3882		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110012		(株)八戸テレビ放送		東北		青森県		23		3		73,600		58,800		24,223		0		10,593								10,593		490		5,263		4,790		473				4,645		4,645		0		501		840,163		541,004		183,215		115,944		3/31/19		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				上野　由美子		総務部総務課　課長		0178-24-1111		soumu@htv-catv.co.jp		73,600		58,800		24,223		9,146		10,593		10,593		5,263		4,645						0		青森県		2		2		10,000		1		済		0		73,600		58,800		24,223		10,593		0		10,593		5,263		4,645		4,645		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,890		840,163		541,004		183215		115944		43555		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110015		(株)一関ケーブルネットワーク		東北		岩手県						14,400		13,997		7,270		0		1,976				2,024		7,270		3,147		14		1,406		756		634		16		929		929						307,289		191,625		73,165		42,499		6/30/19		20190911 内訳値を入手し、連盟本部で登録				清水　祐喜		局長		0191-21-1256		icn-simizu_yu@icn-net.ne.jp		14,400		13,997		7,270		0		1,976		3,147		1,406		929						0		岩手県		2		3		3,000		1		済		0		14,400		13,997		7,270		1,976		0		3,147		1,406		929		929		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,522		307,289		191,625		73165		42499		43646		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		内訳入力漏れ ウチワケニュウリョクモ		TEL　メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718

		10110016		岩手ケーブルテレビジョン(株)		東北		岩手県		13		0		93,450		79,432		33,436		0		3,835		0		3,835		33,436		3,835		52		1,698		1,642		56				0						0		424,722		285,074		64,715		74,933		9/30/18						千葉　真澄		経理課		019-654-7711		soumu@ictnet.co.jp		93,450		79,432		33,436		28,924		3,835		3,835		1,698		0						0		岩手県		2		3		30,000		1		済		0		93,450		79,432		33,436		3,835		0		3,835		1,698		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,059		424,722		285,074		64715		74933		43373		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																9月決算 ガツケッサン				不要 フヨウ

		10110017		三陸ブロードネット(株)		東北		岩手県		11		0		16,131		11,286		3,828		1,198		374		55		331		3,828		331		0		0		0		0		0		0		0		0		0		111,302		107,160		0		4,141		3/31/19						坂本　由加		業務部　部長		0193-24-2600		catvmaster@sanriku-broadnet.co.jp		16,131		11,286		3,828		1,198		374		331		0		0						0		岩手県		2		3		3,000		1		済		0		16,131		11,286		3,828		374		55		331		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		2,423		111,302		107,160		0		4141		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110018		北上ケーブルテレビ(株)		東北		岩手県		15		0		25,766		25,766		7,335		0		4,881		0						4,881		0		1,068								0						51		363,965		290,913		66,977		6,075		3/31/19						菊池　充		総務部課長		0197-64-5111		kctv@ginga-net.ne.jp		25,766		25,766		7,335		0		4,881		4,881		1,068		0						0		岩手県		2		3		3,000		1		済		0		25,766		25,766		7,335		4,881		0		4,881		1,068		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,135		363,965		290,913		66977		6075		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110019		(株)遠野テレビ		東北		岩手県		15		3		10,700		10,700		7,509		1,842		6,287		0		6,287		7,509		6,287		109		3,505		3,103		402				0								270,787						270787		3/31/19		(年度総売上備考：行政からの委託業務等により運営）				佐々木　浩章		統括マネージャー		0198-63-1711		hiro-ssk@tonotv.com		10,700		10,700		7,509		1,179		6,287		6,287		3,505		0						0		岩手県		2		3		3,000		1		済		0		10,700		10,700		7,509		6,287		0		6,287		3,505		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		1		3,005		270,787		0		0		270787		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110020		ニューデジタルケーブル(株)		東北		岩手県		72		1		115,000		88,500		21,874		19,009		4,322				18,770		18,770		4,322				12,994		6,826		1,833		4,335		7,872		7,725		147		1,397		974,106		396,461		577,645				3/31/19						洲脇　唯宏				0198-26-5110		jcta-smile@newdc.co.jp		115,000		88,500		21,874		0		4,322		4,322		12,994		7,872						1		北海道		2		3		10,000		1		済		0		115,000		88,500		21,874		4,322		0		4,322		12,994		7,872		7,725		147		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,711		974,106		396,461		577645		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110021		水沢テレビ(株)		東北		岩手県		11		0		21,000		21,000		4,665		0		2,302		0		2,302				2,302		0		753		625		128				0						0		168,000		127,000		41,000		0		8/31/18						伊藤　泰司		代表取締役社長		0197-22-6060		t-ito@catv-mic.ne.jp		21,000		21,000		4,665		2,363		2,302		2,302		753		0						0		岩手県		2		3		3,000		1		済		0		21,000		21,000		4,665		2,302		0		2,302		753		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,001		168,000		127,000		41000		0		43343		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110030		気仙沼ケーブルネットワーク(株)		東北		宮城県		10				22,796		18,109		3,614		133		1,802				1,802		3,614		1,802				1,174		1,174						0								272,816		105,741		29,718		137,357		3/31/19						小松　厚		総務部長		0226-23-3131		a-komatu@k-macs.ne.jp		22,796		18,109		3,614		74		1,802		1,802		1,174		0						0		宮城県		2		4		3,000		1		済		0		22,796		18,109		3,614		1,802		0		1,802		1,174		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		1		6,291		272,816		105,741		29718		137357		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110031		宮城ケーブルテレビ(株)		東北		宮城県		14		3		390,000		390,000		14,570		0		4,290		0		4,290		14,570		4,290		0		1,116		1,011		0		105		901		901				89		463,007		321,172		75,235		66,600		3/31/19		その他売り上げ増加理由：平成29年10月よりケーブルプラスでんき販売開始 ※20180730 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正				八木　伸太郎		事業統括部長代理		022-367-7711		s-yagi@c-marinet.ne.jp		390,000		390,000		14,570		3,767		4,290		4,290		1,116		901						0		宮城県		2		4		10,000		1		済		0		390,000		390,000		14,570		4,290		0		4,290		1,116		901		901		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,648		463,007		321,172		75235		66600		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110032		仙台ＣＡＴＶ(株)		東北		宮城県		26		3		120,000		120,000		56,795		1,227		8,982		0		8,982		56,795		8,982		89		5,671		3,627		1,629		415		5,555		5,555				0		1,037,393		478,439		510,219		48,735		3/31/19						日高　邦明		常務取締役		022-225-2211		hidaka@cat-v.co.jp		120,000		120,000		56,795		28,962		8,982		8,982		5,671		5,555						0		宮城県		2		4		50,000		1		済		0		120,000		120,000		56,795		8,982		0		8,982		5,671		5,555		5,555		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,522		1,037,393		478,439		510219		48735		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110033		宮城ネットワーク(株)		東北		宮城県		39		58		243,100		243,100		129,600		0		33,500		0		26,000		109,000		33,500		0		29,900		25,900		2,400		0		7,700		0		180		0		2,918,648												(株)ジュピターテレコム		削除済		業務本部　副本部長						190,400		190,400		128,300		41,937		33,000		28,900		29,500		1,200				10/1/11		0		北海道		2		4		100,000		0				7,520		243,100		243,100		129,600		33,500		0		33,500		29,900		7,700		0		180		0		0		1,300		500		4,600		40000%		6,500		2,918,648		0		1,877		2,918,648		0		0		0		0

		10110040		(株)秋田ケーブルテレビ		東北		秋田県		78		3		120,000		95,000		58,430		14,902		27,623		0		1,486		58,430		27,623		389		22,514		7,585		615		14,314		21,900		21,900				414		3,716,428		1,553,163		1,012,881		1,150,384		3/31/19		※20190920 決算年月日修正				飯塚　雅子		コーポレート本部　本部長		018-865-5141		cna-jcta@cna-catv.co.jp		120,000		95,000		58,430		6,198		27,623		27,623		22,514		21,900						0		秋田県		2		5		50,000		1		済		0		120,000		95,000		58,430		27,623		0		27,623		22,514		21,900		21,900		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		5,300		3,716,428		1,553,163		1012881		1150384		43555		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110045		(株)ダイバーシティメディア		東北		山形県		34		0		88,624		44,332		30,840		0		5,222								5,222		0		4,421		2,244				2,177		858		858		0		0		723,865		365,479		191,114		167,272		3/31/19						奥出　潔		総務局長		023-624-5000		kikaku@ma.catvy.ne.jp		88,624		44,332		30,840		0		5,222		5,222		4,421		858						0		山形県		2		6		30,000		1		済		0		88,624		44,332		30,840		5,222		0		5,222		4,421		858		858		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,956		723,865		365,479		191114		167272		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110046		(株)庄内社会教育事業センター		東北		山形県						499		499		100		0		0								0		0		0								0						0												※20160812　0円更新				吉田　雅樹		代表取締役		0234-26-2824		stv-shonai@ic-net.or.jp		499		499		100		0		0		0		0		0				3/31/16		0		山形県		2		6		0		0				0		499		499		100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0

		10110047		(株)ニューメディア		東北		山形県		55		11		443,033		443,033		153,642		40,182		29,018		0		29,018		129,663		39,191		0		82,243		45,027		0		37,216		46,260		46,195		65		1,732		6,960,109		1,987,775		3,011,836		1,960,497		3/31/19		※20190920 決算年月日修正				安部　和樹		本社総務統括本部課長		0238-24-2525		abe.kazuki@ncv.co.jp		443,033		443,033		153,642		17,787		29,018		39,191		82,243		46,260						1		山形県		2		6		100,000		1		済		0		443,033		443,033		153,642		29,018		0		39,191		82,243		46,260		46,195		65		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		3,775		6,960,109		1,987,775		3011836		1960497		43555		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110051		(一財)研究学園都市コミュニティケーブルサービス		北関東		茨城県		28		9		72,945		72,198		68,242		4,268		9,735		0		10,449		68,242		9,735		22		8,827		1,729		1,951		5,147		6,939		6,939		0		0		1,610,083		770,154		687,975		151,954		3/31/19						渡辺　行芳		放送部　次長兼放送課長		029-852-6111		watanabe@accs.or.jp		72,945		72,198		68,242		43,128		9,735		9,735		8,827		6,939						0		茨城県		3		8		50,000		1		済		0		72,945		72,198		68,242		9,735		0		9,735		8,827		6,939		6,939		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,966		1,610,083		770,154		687975		151954		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110052		土浦ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県				11		250,098		250,098		125,785		198		62,494				62,451		126,110		62,494		54		46,195		10,187		1,915		34,268		51,585		51,585				3,146		7,511,934		3,281,941		3,081,916		1,148,078		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		深澤　進		株式会社ジェイコム千葉　人事・管理統括部		047-315-9081		sfukasawa@jupiter.jcom.co.jp		250,098		250,098		125,785		14,515		62,494		62,494		46,195		51,585						0		茨城県		3		8		100,000		1		済		0		250,098		250,098		125,785		62,494		0		62,494		46,195		51,585		51,585		0		0		0		0		0		0		0%		0		(1)		0		4,977		7,511,934		3,281,941		3081916		1148078		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43,759								内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42957

		10110053		日本通信放送網(株)		北関東		茨城県		9		0		65,000		45,000		861		0		298		298				480		298		0		720		0		0		720		0		0		0		0																椎名　浩美		総務課		0292-202-6058		info@jctv.jp		65,000		45,000		861		0		298		298		720		0				3/31/14		0		茨城県		3		8		0		0				0		65,000		45,000		861		298		298		298		720		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0

		10110054		(株)ＪＷＡＹ		北関東		茨城県		35		31		87,388		87,388		28,699		538		10,937		0		10,937		28,699		12,162		38		14,985		4,883		7,237		2,865		12,162		12,051		111		0		1,603,730		853,052		750,678				3/31/19						清水　治		総務部　担当課長		0294-22-3080		osamu.shimizu@jway.co.jp		87,388		87,388		28,699		547		10,937		12,162		14,985		12,162						0		茨城県		3		8		10,000		1		済		0		87,388		87,388		28,699		10,937		0		12,162		14,985		12,162		12,051		111		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,657		1,603,730		853,052		750678		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110055		宇都宮ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		43		3		100,592		100,592		36,316		6,808		10,082		0		1,523		36,316		10,082		0		12,727		4,709		669		7,349		8,300		8,300		0		0		1,523,955		600,812		914,107		9,036		3/31/19						加藤　靖		取締役総務部長		028-638-8090		ykato@ucatv.ne.jp		100,592		100,592		36,316		26,225		10,082		10,082		12,727		8,300						0		栃木県		3		9		30,000		1		済		0		100,592		100,592		36,316		10,082		0		10,082		12,727		8,300		8,300		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,497		1,523,955		600,812		914107		9036		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110056		鹿沼ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		25		4		36,000		36,000		12,400		7,900		5,900				5,900		12,400		6,800		16		12,300		0		4,700		7,600		9,500		9,500		0		1,500		1,407,475		495,693		911,782				3/31/19						川口　信二		企画室　企画室長		0289-63-0005		kawaguti@bc9.ne.jp		36,000		36,000		12,400		100		5,900		6,800		12,300		9,500						0		栃木県		3		9		10,000		1		済		0		36,000		36,000		12,400		5,900		0		6,800		12,300		9,500		9,500		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		9,459		1,407,475		495,693		911782		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110057		佐野ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		15		18		41,900		41,900		18,176		4,066		5,420		0		7,601		18,176		7,601		34		8,748		4,682		2,322		1,744		7,990		7,943		47				1,031,346		467,648		563,698		0		3/31/19						成瀬　正彦　		経営企画開発室長		0283-21-2121		naruse@mirun.sctv.jp		41,900		41,900		18,176		0		5,420		7,601		8,748		7,990						0		栃木県		3		9		10,000		1		済		0		41,900		41,900		18,176		5,420		0		7,601		8,748		7,990		7,943		47		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,729		1,031,346		467,648		563698		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110058		塩原ケーブルテレビ協同組合		北関東		栃木県						1,269		877		877		0		0		0		0		877		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16,558		16,406				152		3/31/19		(年度総売上備考：組合費、施設使用料）				君島　一文		事務局		0287-32-3275		stv5@nasuinfo.or.jp		1,269		877		877		877		0		0		0		0						0		栃木県		3		9		0		1		済		0		1,269		877		877		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,573		16,558		16,406		0		152		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110059		ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		146		9		216,408		216,408		51,019		46,355		41,917		0		41,917		51,019		41,917		5,219		48,427		5,351		1,412		41,484		40,002		39,740		262		1,085		4,782,373		2,044,763		1,826,618		910,930		3/31/19						家住　好寿		管理部　主任		0282-25-1811		iezumi@cc9.co.jp		216,408		216,408		51,019		2,583		41,917		41,917		48,427		40,002						1		茨城県		3		9		50,000		1		済		0		216,408		216,408		51,019		41,917		0		41,917		48,427		40,002		39,740		262		0		0		0		0		0		0%		0		62		0		7,811		4,782,373		2,044,763		1826618		910930		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110060		テレビ小山放送(株)		北関東		栃木県		48		6		72,085		72,085		34,134		2,903		5,765		0				34,134		7,572		112		5,218		4,410		319		489		3,919		3,785		134		394		863,363		558,439		269,603		35,321		9/30/18						宇和嶋　則夫		事業部　部長		0285-23-2220		uwajima@tvoyama.ne.jp		72,085		72,085		34,134		32		5,765		7,572		5,218		3,919						0		栃木県		3		9		30,000		1		済		0		72,085		72,085		34,134		5,765		0		7,572		5,218		3,919		3,785		134		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,108		863,363		558,439		269603		35321		43373		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110061		光ケーブルネット(株)		北関東		群馬県		40				31,600		31,600		6,766		0		6,681		6,837						1,681		0		3,524														0																削除済		放送部						31,600		31,600		6,766		234		6,681		1,681		3,524		0				6/18/13		0		群馬県		3		10		3,000		0				0		31,600		31,600		6,766		6,681		6,837		1,681		3,524		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0

		10110063		真岡ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		11		1		27,248		23,386		3,700		0		1,637		0		1,955		3,527		1,955		0		1,303		1,062		183		88		3						0		237,923														野澤　友和		企画部　課長		0285-83-5001		t_nozawa@mcatv.co.jp		27,248		23,386		3,700		5		1,637		1,955		1,303		3				9/18/14		0		栃木県		3		9		3,000		0				3		27,248		23,386		3,700		1,637		0		1,955		1,303		3		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		237,923		0		5,359		237,923		0		0		0		0

		10110065		入間ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		54		0		80,489		76,928		38,408		14,205		16,132		0		16,132		16,132		16,132		126		13,076		3,649		6,071		3,356		13,778		13,742		36		1,015		1,772,456		996,198		753,597		22,661		3/31/19						對馬　央大		管理部総務課　課長		04-2965-0550		a-tsushima@ictv-g.co.jp		80,489		76,928		38,408		0		16,132		16,132		13,076		13,778						1		埼玉県		3		11		30,000		1		済		0		80,489		76,928		38,408		16,132		0		16,132		13,076		13,778		13,742		36		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,846		1,772,456		996,198		753597		22661		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		228		57		995,656		995,656		694,586		0		244,598				244,598		694,586		244,598		332		211,110		50,184		8,483		152,443		215,735		215,735		0		36,922		30,806,172		12,591,081		12,930,817		5,284,274		3/31/19		＊		(株)ジュピターテレコム		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,060,650		2,060,650		1,269,086		198,472		442,564		442,564		381,369		392,897						0		埼玉県		3		11		500,000		1		済		0		995,656		995,656		694,586		244,598		0		244,598		211,110		215,735		215,735		0		0		0		-574,500		-197,966		-197,966		-17025900%		(177,162)		0		0		3,696		30,806,172		12,591,081		12930817		5284274		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																						電話世帯数＜＞プライマリ デンワセタイスウ				事務局修正 ジムキョクシュウセイ						43306

		10110067		川越ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		30		32		111,600		111,600		82,957		0		23,275		0		23,275				23,275		0		12,915		10,906		608		1,401		5,276		5,276				0		1,870,376		1,111,425		463,622		76023						ジャパンケーブルネット(株)		削除済		総務部　人事・総務課長						111,600		111,600		80,082		5,800		22,576		24,640		11,935		0				3/31/11		0				3		11		50,000		0				0		111,600		111,600		82,957		23,275		0		23,275		12,915		5,276		5,276		0		0		0		2,875		699		-1,365		98000%		5,276		219,306		0		1,879		1,870,376		1,111,425		463622		76023		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110068		行田ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		9		1		34,000		34,000		5,508		182		2,985		0				5,508		2,985		5		1,411		294		594		523		50		50				0		246,660		176,140		70,520				3/31/19						横須賀　公司　		取締役　放送局長		048-553-2122		yokosuka@tvg.ne.jp		34,000		34,000		5,508		13		2,985		2,985		1,411		50						0		埼玉県		3		11		3,000		1		済		0		34,000		34,000		5,508		2,985		0		2,985		1,411		50		50		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,732		246,660		176,140		70520		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110069		(株)ジェイコム熊谷		北関東		埼玉県		0		31		52,217		52,217		24,126		0		9,370				9,370		24,126		9,370		0		6,045		3,625		372		2,048		4,365		4,365				0		879,371		518,785		253,605		106981		41729				(株)ジュピターテレコム		横町　健治		取締役　管理部長		048-526-5213		YokomachiK@jupiter.jcom.co.jp		52,217		52,217		24,845		570		9,193		9,193		5,740		3,764				12/31/14		0		埼玉県		3		11		10,000		0				0		52,217		52,217		24,126		9,370		0		9,370		6,045		4,365		4,365		0		0		0		-719		177		177		30500%		601		0		0		3,037		879,371		518,785		253605		106981		41729														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110070		(株)ジェイコム川口戸田		北関東		埼玉県		54		14		235,215		235,215		185,869		0		46,052				46,052		185,869		46,052		31		41,529		13,331		1,440		26,758		38,186		38,186		0		5,394		5,570,027		2,319,896		2,164,430		1,085,701		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		新村 幸宏		管理統括部		048-705-7800				232,688		232,688		182,709		44,324		45,041		45,041		39,230		37,854				3/31/19		0		埼玉県		3		11		100,000		1				0		235,215		235,215		185,869		46,052		0		46,052		41,529		38,186		38,186		0		0		0		3,160		1,011		1,011		229900%		332		0		0		2,497		5,570,027		2,319,896		2164430		1085701		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43,759														電話世帯数＜＞プライマリ デンワセタイスウ				事務局修正 ジムキョクシュウセイ						43306

		10110071		狭山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		29		9		68,000		53,000		40,205		2,696		7,628		0		8,746		40,205		7,628		0		5,793		2,214		883		2,696		6,559		6,559		0		0		1,080,944		558,297		363,789		158,858		3/31/19						清水　信之		代表取締役専務		04-2907-9246		ns-shimizu@staff.s-cat.ne.jp		68,000		53,000		40,205		15,259		7,628		7,628		5,793		6,559						0		埼玉県		3		11		30,000		1		済		0		68,000		53,000		40,205		7,628		0		7,628		5,793		6,559		6,559		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,240		1,080,944		558,297		363789		158858		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110072		(株)シティケーブルネット		北関東		埼玉県		29		51		146,107		146,107		93,427		0		30,712		536						30,176		0		19,670		10,868		6,086		2,716		6,741		6,741				0		3,009,883		1,815,457		727,640		6037						(株)ジュピターテレコム		削除済		管理部						143,000		143,000		93,000		11,247		28,400		24,800		18,000		2,100				3/1/11		0				3		11		50,000		0				0		146,107		146,107		93,427		30,712		536		30,176		19,670		6,741		6,741		0		0		0		427		2,312		5,376		167000%		4,641		460,749		0		2,685		3,009,883		1,815,457		727640		6037		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110074		(株)ジェイコム東上		北関東		埼玉県		16		49		177,800		172,143		101,504		0		24,453		356		16,000		16,000		24,097		0		14,099		9,752		2,573		1,774		7,392		7,392				0		2,130,551		1,154,231		386,427		168578						(株)ジュピターテレコム		削除済		業務管理部　部長						177,800		177,800		99,400		59,000		22,200		19,000		12,400		0				3/1/11		0				3		11		100,000		0				0		177,800		172,143		101,504		24,453		356		24,097		14,099		7,392		7,392		0		0		0		2,104		2,253		5,097		169900%		7,392		421,315		0		1,749		2,130,551		1,154,231		386427		168578		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110075		飯能ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		19		18		54,000		50,000		21,338				1,008		0		1,008		21,338		2,937		0		4,149		3,282		0		867		1,068		1,068				71		496,465		321,076		145,455		29,934		3/31/19		※20190924 総売上訂正				小清水　豊		企画開発室　室長		042-974-3611		kosimizu@tv-hanno.co.jp		54,000		50,000		21,338		0		1,008		2,937		4,149		1,068						0		埼玉県		3		11		10,000		1		済		0		54,000		50,000		21,338		1,008		0		2,937		4,149		1,068		1,068		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,939		496,465		321,076		145455		29934		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110076		本庄ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		17		0		27,000		26,000		4,360		320		3,910		0		4,010		4,010		4,010		0		2,135		0		1,516		619		128		19		109		79		429,942		312,908		117,034		0		3/31/19						山下　美由紀		管理本部　課長		0495-23-0001		toya-catv@catnet.jp		27,000		26,000		4,360		300		3,910		4,010		2,135		128						0		埼玉県		3		11		3,000		1		済		0		27,000		26,000		4,360		3,910		0		4,010		2,135		128		19		109		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		8,218		429,942		312,908		117034		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110078		蕨ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		18		2		36,000		30,000		25,650		2,119		4,640				1,260		25,650		6,003		23		5,488		2,885		1,283		1,320		3,421		3,352		69		0		800,282		407,569		199,814		192,898		3/31/19						高田　修介		総務部		048-444-3333		shusuke@warabi.ne.jp		36,000		30,000		25,650		7,045		4,640		6,003		5,488		3,421						0		埼玉県		3		11		10,000		1		済		0		36,000		30,000		25,650		4,640		0		6,003		5,488		3,421		3,352		69		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		2,600		800,282		407,569		199814		192898		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110079		東松山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		8		0		55,791		39,430		6,767		1,147		3,180				1,715		3,180		3,180		0		3,776		650		2,486		640		3,956		3,949		7		449		407,311		178,759		227,539		1,013		3/31/19						吉原　勲		総務課		0493-27-8200		i-yoshihara@ictv-g.co.jp		55,791		39,430		6,767		51		3,180		3,180		3,776		3,956						0		埼玉県		3		11		3,000		1		済		0		55,791		39,430		6,767		3,180		0		3,180		3,776		3,956		3,949		7		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		5,016		407,311		178,759		227539		1013		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110080		江戸川ケーブルテレビ(株)		東京		東京都		33		68		292,400		292,400		159,498		0		40,979		0		0		25,868		40,979		0		15,757		8,408		4,285		3,064		8,789		8,789				0		3,979,973		2,471,445		481,104								(株)ジュピターテレコム		削除済		業務管理部　部長						292,400		292,400		159,498		10,534		40,979		40,979		15,757		8,789				6/30/11		0				4		13		100,000		0				0		292,400		292,400		159,498		40,979		0		40,979		15,757		8,789		8,789		0		0		0		0		0		0		0%		0		1,027,424		0		2,079		3,979,973		2,471,445		481104		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110081		(株)ジェイコム大田		南関東		東京都		0		27		274,700		274,700		181,300		15,377		39,551				39,551		181,300		39,551		25		35,252		9,820		996		24,436		34,314		34,314		0		2,661		4,658,489		2,001,064		1,932,531		724,894		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		千葉　奈保美		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー		03-5932-8100				274,874		274,874		180,385		44,034		38,785		38,785		33,446		34,570				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		1				0		274,700		274,700		181,300		39,551		0		39,551		35,252		34,314		34,314		0		0		0		915		766		766		180600%		(256)		0		0		2,141		4,658,489		2,001,064		1932531		724894		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43759

		10110082		(株)ジェイコムせたまち		南関東		神奈川県				62		436,265		436,265		151,318		0		56,199								42,674		0		26,518								9,024						0																								436,265		436,265		151,318		36,678		56,199		42,674		26,518		9,024				10/17/07		0				5		14		100,000		0				9,024		436,265		436,265		151,318		56,199		0		42,674		26,518		9,024		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110084		(株)ジェイコム東京北		南関東		東京都		0		31		204,552		204,552		149,238				32,004				32,004		149,238		32,004		52		30,118		10,168		1,155		18,795		30,085		30,085				1,713		3,727,695		1,631,905		1,626,363		469,427		3/31/18				(株)ジュピターテレコム		退会								204,552		204,552		149,238		26,478		32,004		32,004		30,118		30,085				6/30/18		0		東京都		5		13		100,000		0				0		204,552		204,552		149,238		32,004		0		32,004		30,118		30,085		30,085		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,082		3,727,695		1,631,905		1626363		469427		43190

		10110085		(株)ジェイコム足立		南関東		東京都		0		22		333,200		333,200		189,100		0		53,838		0		53,838		189,100		53,838		33		44,456		14,795		484		29,177		42,261		42,261		0		3,045		6,168,388		2,798,368		2,382,260		987,761		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		龍瀧　由佳利		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー		047-309-5004				331,389		331,389		186,281		2,931		53,017		53,017		42,738		42,603				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		1				0		333,200		333,200		189,100		53,838		0		53,838		44,456		42,261		42,261		0		0		0		2,819		821		821		171800%		(342)		(1)		0		2,718		6,168,388		2,798,368		2382260		987761		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43759

		10110086		(株)ジェイコム港新宿		南関東		東京都		0		33		401,988		401,988		248,129				35,669				35,669		248,129		35,669		73		25,250		7,349		635		17,266		21,716		21,716				1,481		4,805,713		2,890,780		1,409,607		505,326		3/31/18				(株)ジュピターテレコム		千葉　奈保美		株式会社ジュピターテレコム　東東京第一ブロック　アシスタントマネージャー		03-5932-8100		ChibaNah@jupiter.jcom.co.jp		401,988		401,988		248,129		51,932		35,669		35,669		25,250		21,716				12/31/18		0		東京都		5		13		200,000		0				0		401,988		401,988		248,129		35,669		0		35,669		25,250		21,716		21,716		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,614		4,805,713		2,890,780		1409607		505326		43190

		10110087		さくらケーブルテレビ(株)		東京		東京都						126,370		119,291		79,000		0		15,000								10,649		0		5,753								4,000						0														(株)ジュピターテレコム		削除済		人事管理本部　管理部長						126,370		119,291		79,000		38,610		15,000		10,649		5,753		4,000				10/22/08		0				4		13		50,000		0				4,000		126,370		119,291		79,000		15,000		0		10,649		5,753		4,000		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110088		(株)ジェイコム中野		南関東		東京都		0		25		218,700		218,700		155,300		0		37,248				37,248		155,300		37,248		32		32,196		11,101		487		20,608		25,008		25,008		0		2,308		4,272,742		2,016,421		1,660,844		595,477		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		千葉　奈保美		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー		03-5932-8100				217,219		217,219		149,918		42,432		36,158		36,158		30,043		25,300				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		1				0		218,700		218,700		155,300		37,248		0		37,248		32,196		25,008		25,008		0		0		0		5,382		1,090		1,090		215300%		(292)		0		0		2,293		4,272,742		2,016,421		1660844		595477		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43759

		10110089		(株)ジェイコム東京		南関東		東京都		0		161		1,989,300		1,989,300		1,455,800		0		411,374				411,374		1,455,800		411,374		1,346		349,139		80,679		15,499		252,961		332,614		332,614		0		29,443		46,028,201		19,906,073		19,295,384		6,826,745		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		千葉　奈保美		株式会社ジェイコム東京　人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		03-4521-5100		ChibaNah@jupiter.jcom.co.jp		1,989,300		1,989,300		1,455,800		298,063		411,374		411,374		349,139		332,614						1		東京都		5		13		1,000,000		1		0		0		1,989,300		1,989,300		1,455,800		411,374		0		411,374		349,139		332,614		332,614		0		0		0		0		0		0		0%		0		(1)		0		2,635		46,028,201		19,906,073		19295384		6826745		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110090		(株)城北ニューメディア		東京		東京都		11		34		104,600		104,600		104,600		0		14,016		1,976						12,040		0		5,872		2,705		2,408		759		3,485		3,485		0		0		1,050,585		866,796		237,867		158563						(株)ジュピターテレコム		削除済		総務部　次長						93,200		81,600		80,900		43,274		13,100		9,400		5,100		1,800				10/31/10		0		北海道		4		13		100,000		0				0		104,600		104,600		104,600		14,016		1,976		12,040		5,872		3,485		3,485		0		0		0		23,700		916		2,640		77200%		1,685		(212,641)		0		837		1,050,585		866,796		237867		158563		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110092		(株)ジェイコムイースト		南関東		東京都		0		245		3,705,700		3,705,700		2,423,900		740		830,813				830,813		2,423,900		830,813		1,266		708,967		177,429		24,215		507,323		704,853		704,853		0		60,142		104,949,238		42,491,346		42,959,697		19,498,194		3/31/19		千円未満切り捨てのため、県別合計と差異が生じています。		(株)ジュピターテレコム		山添　達也		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第二ブロック		044-959-5101				3,705,700		3,705,700		2,423,900		381,631		830,813		830,813		708,967		704,853				5/31/19		1		東京都		5		13		1,000,000		1		0		0		3,705,700		3,705,700		2,423,900		830,813		0		830,813		708,967		704,853		704,853		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		3,608		104,949,238		42,491,346		42959697		19498194		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43,759														電話世帯数＜＞プライマリ デンワセタイスウ				事務局修正 ジムキョクシュウセイ						43306

		10110093		多摩ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		26		5		107,100		107,100		59,126		243		24,003		0		24,003		59,126		24,003		0		17,896		2		5,214		12,680		17,557		17,518		39		106		2,644,928		1,538,382		1,106,546		0		3/31/19						宮寺　光久		取締役　技術部長		0428-32-1351		miyadera@tcnnet.co.jp		107,100		107,100		59,126		7,211		24,003		24,003		17,896		17,557						0		東京都		5		13		50,000		1		済		0		107,100		107,100		59,126		24,003		0		24,003		17,896		17,557		17,518		39		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,728		2,644,928		1,538,382		1106546		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110094		(株)多摩テレビ		南関東		東京都		27		13		150,646		73,182		66,782		0		3,646				6,089				6,089		121		4,547		1,837		137		2,573		3,823		3,823				0		1,112,816		824,816		242,838		45,162		3/31/19		特になし。				三宅　徹平		総務経理課		042-339-5519		webmaster@ttv.co.jp		150,646		73,182		66,782		1,149		3,646		6,089		4,547		3,823						0		東京都		5		13		50,000		1		済		0		150,646		73,182		66,782		3,646		0		6,089		4,547		3,823		3,823		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,389		1,112,816		824,816		242838		45162		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110095		調布ケーブルテレビジョン(株)		東京		東京都						190,000		190,000		135,000		0		36,000								14,700		0		14,600								800						0																								190,000		190,000		135,000		24,800		36,000		14,700		14,600		800				10/17/07		0				4		13		100,000		0				800		190,000		190,000		135,000		36,000		0		14,700		14,600		800		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110096		(財)東京ケーブルビジョン		東京		東京都		30		6		170,000		170,000		69,758		0		6,104		0						6,104		0		2,910		1,023		1,236		651		3,159		3,159		0		0		708,608														鳥居　昌史		総務部　課長補佐		03-5155-1364		torii@tcv.or.jp		170,000		170,000		73,771		0		6,316		6,126		3,000		3,239				10/31/13		0		東京都		4		13		50,000		0				0		170,000		170,000		69,758		6,104		0		6,104		2,910		3,159		3,159		0		0		0		-4,013		-212		-22		-9000%		(80)		708,608		0		847		708,608		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110097		東京ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		74		22		274,000		274,000		180,900		8,700		25,100		0		25,100				25,100		0		12,300		1,400		1,900		9,000		10,700		10,700				0		5,172,944		2,143,740		1,306,010		1,723,194		3/31/19						井坪　智司		企画調整室長		03-3814-2879		s_itsubo@tcn-catv.co.jp		274,000		274,000		180,900		118,000		25,100		25,100		12,300		10,700						0		東京都		5		13		100,000		1		済		0		274,000		274,000		180,900		25,100		0		25,100		12,300		10,700		10,700		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,383		5,172,944		2,143,740		1306010		1723194		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110098		(株)東京テレポートセンター		東京		東京都		14		14		3,301		3,301		3,245		0		0		0						0		0		0								0						0																削除済		管理部　事業課						3,301		3,301		3,245		3,245		0		0		0		0				3/31/11		0				4		13		3,000		0				0		3,301		3,301		3,245		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110100		東京電力(株)		東京		東京都		38,227				6,512		6,512		6,512		0												0																0																削除済		グループ事業推進部　グループ経営企画第二グループ　副長						3,239		3,239		3,239		3,239		0		0		0		0				3/31/11		0				4		13		3,000		0				0		6,512		6,512		6,512		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,273		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110101		東京ベイネットワーク(株)		南関東		東京都		70		32		363,531		340,113		258,377		0		19,978								19,978		0		17,529								20,277		20,277				0		3,089,971		1,400,451		1,168,259		521,261		3/31/19		放送と通信の区分は、株主総会資料（事業報告）で掲載している基準で計算しています。		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		山路　広志		管理部		03-6811-6011		h.yamaji@tokyobaynet.co.jp		363,531		340,113		258,377		0		19,978		19,978		17,529		20,277						0		東京都		5		13		200,000		1		済		0		363,531		340,113		258,377		19,978		0		19,978		17,529		20,277		20,277		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		997		3,089,971		1,400,451		1168259		521261		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43,759

		10110103		豊島ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		39		25		180,834		140,000		134,989		0		10,315		0						21,036		100		16,970		6,325		2,235		8,410		10,721		10,721				0		1,751,123		890,961		536,018		324,144		8/31/18		※20180730 決算期変更（3月→8月）。12ヵ月売上値として、2017/8決算数値に2017/9～2018/3通知を加算修正。なお決算年月日は修正していない。 ※20190924 総売上/内訳/決算年月日訂正				内田　洋		営業部　部長		03-5951-4400		uchida@toshima.co.jp		180,834		140,000		134,989		0		10,315		21,036		16,970		10,721						0		東京都		5		13		100,000		1		済		0		180,834		140,000		134,989		10,315		0		21,036		16,970		10,721		10,721		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,081		1,751,123		890,961		536018		324144		43343		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110104		(株)日本ケーブルテレビジョン		南関東		東京都		70		0		11		11		11		0		0								0		0		0								0						0												※20160812　0円更新→未確定に変更				黒川　正明		放送事業局　第2営業部　企画担当部長		03-3568-8224		kurokawa@jctv.co.jp		11		11		11		0		0		0		0		0						0		東京都		5		13		0		1		済		0		11		11		11		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0		売上空白 ウリアゲクウハク		2016更新拒否 コウシンキョヒ		依頼せず イライ		43,727										依頼せず イライ						入力無し ニュウリョクナ		2016更新拒否 コウシンキョヒ		依頼せず イライ

		10110105		(株)ニューメディア総研		東京		東京都		302		268								0		0										0										0						0		5,149,294														削除済		開発第４部　部長						0		0		0		0		0		0		0		0				5/21/08		0				4		13		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		5,149,294		0				5,149,294		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110107		(株)ジェイコム八王子		南関東		東京都		0		20		243,000		243,000		145,600		1,538		47,048				47,048		145,600		47,048		68		39,694		15,222		479		23,993		38,400		38,400		0		3,506		5,690,914		2,415,017		2,237,176		1,038,721		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		多賀　眞志（タガ　マサシ）		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー		042-657-2061				241,062		241,062		143,685		18,533		46,878		46,878		38,362		38,237				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		1				0		243,000		243,000		145,600		47,048		0		47,048		39,694		38,400		38,400		0		0		0		1,915		170		170		133200%		163		0		0		3,257		5,690,914		2,415,017		2237176		1038721		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43759

		10110108		(株)ジェイコム日野		南関東		東京都		0		10		96,700		96,700		71,700		0		23,402				23,402		71,700		23,402		28		20,998		7,465		317		13,216		19,009		19,009		0		1,504		2,866,404		1,174,223		1,161,788		530,393		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		多賀　眞志（タガ　マサシ）		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー		042-657-2061				96,503		96,503		72,158		11,612		23,232		23,232		20,240		18,966				3/31/19		0		東京都		5		13		50,000		1				0		96,700		96,700		71,700		23,402		0		23,402		20,998		19,009		19,009		0		0		0		-458		170		170		75800%		43		0		0		3,331		2,866,404		1,174,223		1161788		530393		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43759

		10110109		(株)ジェイコム多摩		南関東		東京都		0		19		260,900		260,900		170,000		0		48,967				48,967		170,000		48,967		47		41,424		14,015		1,366		26,043		43,815		43,815		0		3,059		6,047,366		2,559,475		2,437,278		1,050,614		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		多賀　眞志（タガ　マサシ）		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー		042-657-2061				254,200		254,200		168,263		12,964		48,507		48,507		40,113		43,810				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		1				0		260,900		260,900		170,000		48,967		0		48,967		41,424		43,815		43,815		0		0		0		1,737		460		460		131100%		5		(1)		0		2,964		6,047,366		2,559,475		2437278		1050614		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43759

		10110110		(株)ケーブルテレビ品川		南関東		東京都		1		0		214,029		210,000		181,246		1,279		12,954		0		26,297		181,246		26,297		0		30,705		6,011		18,423		6,271		26,922		26,922				49		3,090,264		1,747,373		1,342,891		0		3/31/19		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				糸田　純一		イッツ・コミュニケーションズ（株）経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		214,029		210,000		181,246		56,935		12,954		26,297		30,705		26,922						0		東京都		5		13		100,000		1		済		0		214,029		210,000		181,246		12,954		0		26,297		30,705		26,922		26,922		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,421		3,090,264		1,747,373		1342891		0		43555		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110111		(株)ジェイコム武蔵野三鷹		南関東		東京都		0		13		180,900		180,900		120,100		0		39,008				39,008		120,100		39,008		36		34,292		11,495		703		22,094		29,579		29,579		0		2,137		4,702,601		2,075,147		1,846,585		780,869		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		多賀　眞志（タガ　マサシ）		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー		042-657-2061				180,386		180,386		119,636		7,873		38,627		38,627		32,917		29,729				3/31/19		0		東京都		5		13		100,000		1				0		180,900		180,900		120,100		39,008		0		39,008		34,292		29,579		29,579		0		0		0		464		381		381		137500%		(150)		0		0		3,263		4,702,601		2,075,147		1846585		780869		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43759

		10110115		(株)イースト・コミュニケーションズ		南関東		千葉県		0		2		7,650		7,650		6,737		926		923				923		6,737		1,860		0		2,597		0		0		2,597		2,318		2,318				0		284,886		146,018		138,868				3/31/19				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		五島　隆之		課長		043-205-8681		goto@eastcom.co.jp		7,650		7,650		6,737		0		923		1,860		2,597		2,318						0		千葉県		5		12		3,000		1		済		0		7,650		7,650		6,737		923		0		1,860		2,597		2,318		2,318		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,524		284,886		146,018		138868		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110116		(株)ジェイコム市川		南関東		千葉県		0		26		249,708		249,708		166,822		0		47,500				47,500		166,822		47,500		115		42,521		13,406		646		28,469		35,343		35,343				3,061		5,788,934		2,346,827		2,247,253		1,194,855		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		深澤　進		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部		047-723-1111				249,708		249,708		166,822		8,405		47,500		47,500		42,521		35,343				3/31/19		0		千葉県		5		12		100,000		1				0		249,708		249,708		166,822		47,500		0		47,500		42,521		35,343		35,343		0		0		0		0		0		0		0%		0		(1)		0		2,892		5,788,934		2,346,827		2247253		1194855		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43,759														電話世帯数＜＞プライマリ デンワセタイスウ				事務局修正 ジムキョクシュウセイ				43306		43306

		10110117		(株)いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ		南関東		千葉県		9		5		126,694		60,282		30,077		7,684		6,180						30,077		9,450		12		11,719		1,120		3,675		6,924		8,457		8,457		0		0		1,224,873		617,634		607,239				3/31/19				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		西村　昌訓		総務部		0436-24-0009		nishimura_masanori@icntv.jp		126,694		60,282		30,077		158		6,180		9,450		11,719		8,457						0		千葉県		5		12		30,000		1		済		0		126,694		60,282		30,077		6,180		0		9,450		11,719		8,457		8,457		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,394		1,224,873		617,634		607239		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110119		(株)ジェイコム千葉セントラル		南関東		千葉県		0		18		419,322		419,322		267,543		0		64,011				64,011		267,543		64,011		50		55,879		18,612		482		36,785		57,685		57,685				3,728		7,806,739		3,304,121		3,039,753		1,462,866		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		深澤　進		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部		047-723-1111				419,322		419,322		267,543		13,912		64,011		64,011		55,879		57,685				3/31/19		0		千葉県		5		12		200,000		1				0		419,322		419,322		267,543		64,011		0		64,011		55,879		57,685		57,685		0		0		0		0		0		0		0%		0		(1)		0		2,432		7,806,739		3,304,121		3039753		1462866		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43,759														電話世帯数＜＞プライマリ デンワセタイスウ				事務局修正 ジムキョクシュウセイ				43306		43306

		10110121		(株)ジェイコム東葛葛飾		南関東		千葉県		0		58		571,053		571,053		341,386		0		101,674		0		101,674		341,386		101,674		87		82,397		24,080		2,757		55,560		86,236		86,236		0		5,246		11,874,736		5,047,240		4,813,059		2,014,438		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		龍瀧　由佳利		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー		047-309-5004				568,269		568,269		336,938		28,502		101,119		101,119		79,242		87,020				3/31/19		1		千葉県		5		12		200,000		1				0		571,053		571,053		341,386		101,674		0		101,674		82,397		86,236		86,236		0		0		0		4,448		555		555		315500%		(784)		(1)		0		2,899		11,874,736		5,047,240		4813059		2014438		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43,759														電話世帯数＜＞プライマリ デンワセタイスウ				事務局修正 ジムキョクシュウセイ						43306

		10110122		(株)ジェイコム千葉		南関東		千葉県		0		43		669,298		669,298		445,765		0		167,620				167,620		380,095		167,620		240		133,627		35,047		3,747		94,833		141,185		141,185		0		11,887		20,492,373		8,726,565		8,216,839		3,548,968		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		深澤　進		人事・管理統括部		047-315-9081		sfukasawa@jupiter.jcom.co.jp		1,909,381		1,909,381		1,221,516		90,317		380,805		380,805		314,424		320,449						0		千葉県		5		12		200,000		1		済		0		669,298		669,298		445,765		167,620		0		167,620		133,627		141,185		141,185		0		0		0		-775,751		-213,185		-213,185		-18079700%		(179,264)		1		0		3,831		20,492,373		8,726,565		8216839		3548968		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																						電話世帯数＜＞プライマリ デンワセタイスウ				事務局修正 ジムキョクシュウセイ				43306		43306

		10110124		(株)千葉ニュータウンセンター		南関東		千葉県		46				27,269		20,068		11,459		248		3,053						11,442		3,443		94		1,526		960		140		442		1,159		1,159				0		264,245		198,251		55,080		10,914		3/31/19		(年度総売上備考：他事業との複合会社のため、暫定売上高を掲載） 設備投資は、工事負担金を利用				寺田  純一		ケーブルテレビ部　業務課長代理		0476-46-5836		terada@rurbannet.ne.jp		27,269		20,068		11,459		0		3,053		3,443		1,526		1,159						0		千葉県		5		12		10,000		1		済		0		27,269		20,068		11,459		3,053		0		3,443		1,526		1,159		1,159		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,922		264,245		198,251		55080		10914		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42957

		10110125		銚子テレビ放送(株)		南関東		千葉県		8		0		15,444		10,220		1,468		0		1,468		0		1,468		1,468		1,468		0		1,475								1,825		1,825				0		173,822		39,425		134,397		0		3/31/19						平津　清美		総務部　マネージャー		0479-25-1001		hiratsu@catv9.ne.jp		15,444		10,220		1,468		0		1,468		1,468		1,475		1,825						0		千葉県		5		12		0		1		0		0		15,444		10,220		1,468		1,468		0		1,468		1,475		1,825		1,825		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		9,867		173,822		39,425		134397		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110126		成田ケーブルテレビ(株)		南関東		千葉県		4		11		61,520		53,445		22,537		375		3,408		0		3,400		22,964		7,428		4		2,725		1,626		84		698		0						0		494,482		380,282		114,200				3/31/19		/				齊藤　雅美		局長		0476-22-1001		soumu@nctv.co.jp		61,520		53,445		22,537		1,055		3,408		7,428		2,725		0						0		千葉県		5		12		10,000		1		済		0		61,520		53,445		22,537		3,408		0		7,428		2,725		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,828		494,482		380,282		114200		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110127		(株)広域高速ネット二九六		南関東		千葉県		127		40		246,089		202,721		83,152		46,405		49,820		0		21,003		83,152		44,578		204		40,404		22,097		3,088		15,129		42,178		42,147		31		2,482		5,279,021		2,267,295		2,942,736		68,990		12/31/18						木場　秀晃		管理本部総務部		043-497-0296		league_info@catv296.co.jp		246,089		202,721		83,152		389		49,820		44,578		40,404		42,178						0		千葉県		5		12		50,000		1		済		0		246,089		202,721		83,152		49,820		0		44,578		40,404		42,178		42,147		31		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		5,291		5,279,021		2,267,295		2942736		68990		43465		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110128		(株)ジェイコム船橋習志野		南関東		千葉県		2		17		369,757		369,757		225,541		0		66,387				66,387		225,541		66,387		73		50,202		18,514		1,641		30,047		58,559		58,559				2,180		7,119,000		3,673,000		3,032,000		414,000		3/31/17		なし		(株)ジュピターテレコム		深澤　進		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部		047-723-1111		sfukasawa@jupiter.jcom.co.jp		369,757		369,757		225,541		29,111		66,387		66,387		50,202		58,559				12/31/17		0		千葉県		5		12		200,000		0				0		369,757		369,757		225,541		66,387		0		66,387		50,202		58,559		58,559		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,630		7,119,000		3,673,000		3032000		414000		42825														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110130		厚木伊勢原ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		10		8		99,669		96,835		48,860		1,711		13,348		0						13,348		0		13,598								9,172		9,172				7		1,476,346		785,965		667,631		22,750		3/31/19				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		村井　匡		総務部		046-220-2018		murai_masashi@s.ayu.ne.jp		99,669		96,835		48,860		7,923		13,348		13,348		13,598		9,172						0		神奈川県		5		14		30,000		1		済		0		99,669		96,835		48,860		13,348		0		13,348		13,598		9,172		9,172		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,518		1,476,346		785,965		667631		22750		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110131		(株)ジェイコム小田原		南関東		神奈川県		0		8		92,381		92,381		52,900		0		21,121		0		21,109		52,700		21,121		0		15,869		9,716		1,197		4,715		18,661		18,661		0		0		2,237,519		1,292,856		284,162		660502		3/31/15				(株)ジュピターテレコム		佐々木　聰		株式会社ジュピターテレコム 関東南ブロック　マネージャー		0466-60-7500		SasakiSat@jupiter.jcom.co.jp		92,381		92,381		52,900		0		21,121		21,121		15,869		18,661				3/31/16		0		神奈川県		5		14		50,000		0				0		92,381		92,381		52,900		21,121		0		21,121		15,869		18,661		18,661		0		0		0		0		0		0		0%		0		(1)		0		3,525		2,237,519		1,292,856		284162		660502		42094														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110132		(株)ジェイコム鎌倉		南関東		神奈川県		21		17		85,185		85,185		61,761		0		33,551		0		30,766		61,761		33,551		0		18,407		11,219		945		6,243		20,042		20,042				0		3,101,621		2,130,346		971,275		0		41729				(株)ジュピターテレコム		長山　元彦		管理部		0467-44-9035		NagayamaMo@jupiter.jcom.co.jp		85,185		85,185		61,764		7,000		32,503		32,503		17,105		18,812				3/31/15		0		神奈川県		5		14		50,000		0				0		85,185		85,185		61,761		33,551		0		33,551		18,407		20,042		20,042		0		0		0		-3		1,048		1,048		130200%		1,230		0		0		4,185		3,101,621		2,130,346		971275		0		41729														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110133		(一財)ケーブルシティ横浜		南関東		神奈川県		8		2		5,689		5,689		4,850		0		0						4,850				0		0														0		73,510		6,556		1,060		1800								鈴木　克巳		事業推進課		045-682-5370		k-suzuki@ccy.or.jp		5,689		5,689		5,689		5,689		0		0		0		0				7/1/14		0		神奈川県		5		14		3,000		0				0		5,689		5,689		4,850		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-839		0		0		0%		0		64,094		0		1,263		73,510		6,556		1060		1800		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110134		(株)横浜都市みらい		南関東		神奈川県		18		17		77,505		55,412		36,837		0		5,892		0		6,131		36,524		5,688		0		3,346		3,346		469		0		55		0		55		0												決算等は全社ベースで行うため、ケーブル事業単体の数字のみの抽出が困難なものは、「非管理項目」で入力。				削除済		放送通信部　事業課長代理						75,966		54,235		36,524		1,746		6,131		5,933		3,577		57				3/31/10		0				5		14		30,000		0				0		77,505		55,412		36,837		5,892		0		5,688		3,346		55		0		55		0		0		313		-239		-245		-23100%		(2)		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110135		(株)ジェイコム南横浜		南関東		神奈川県		0		51		361,485		361,485		246,349		0		82,807				82,807		246,349		82,807		77		61,735		20,722		1,079		39,934		71,080		71,080		0		5,009		9,502,000		4,163,000		3,539,000		1,800,000		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		荻島　賢一		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第一ブロック		0466-60-7500				360,757		360,757		245,758		42,696		82,100		82,100		59,544		70,509				3/31/19		0		神奈川県		5		14		200,000		1				0		361,485		361,485		246,349		82,807		0		82,807		61,735		71,080		71,080		0		0		0		591		707		707		219100%		571		0		0		3,214		9,502,000		4,163,000		3539000		1800000		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43,759														電話世帯数＜＞プライマリ デンワセタイスウ				事務局修正 ジムキョクシュウセイ						43306

		10110137		(株)シティテレコムかながわ		南関東		神奈川県		20		77		223,400		223,400		113,820		0		44,067		0				39,900		44,067		0		31,124		21,636		5,172		4,316		23,352		23,352				0		4,519,951		2,848,284		1,161,061		28887		２００９年１２月本決算				(株)ジュピターテレコム		削除済		業務管理部長						223,400		223,400		113,820		10,614		44,067		44,067		31,124		23,352				6/30/11		0				5		14		100,000		0				0		223,400		223,400		113,820		44,067		0		44,067		31,124		23,352		23,352		0		0		0		0		0		0		0%		0		481,719		0		3,309		4,519,951		2,848,284		1161061		28887																事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110139		湘南ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		39		32		147,981		147,981		75,094		45,024		36,411		0		0		36,411		36,411		7		35,567		29,890		3,080		2,597		31,494		31,494				0		3,399,557		1,942,801		1,434,423		22,330		3/31/19						高木　裕		営業本部　総務部　総務部長代理		0463-22-0419		takagi88@mx.scn-net.ne.jp		147,981		147,981		75,094		31,305		36,411		36,411		35,567		31,494						0		神奈川県		5		14		50,000		1		済		0		147,981		147,981		75,094		36,411		0		36,411		35,567		31,494		31,494		0		0		0		0		0		0		0%		0		3		0		3,773		3,399,557		1,942,801		1434423		22330		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110141		イッツ・コミュニケーションズ(株)		南関東		東京都		492		744		1,364,439		1,094,319		931,781		73,215		86,897				86,897		931,781		155,634		196		270,937		56,314		90,469		85,699		198,167		198,167		0		3,314		31,239,000		11,307,000		11,971,000		7,961,000		3/31/19		※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正/株主名称変更				糸田　純一		経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		1,364,439		1,094,319		931,781		2,843		86,897		155,634		270,937		198,167						1		神奈川県		5		13		500,000		1		済		0		1,364,439		1,094,319		931,781		86,897		0		155,634		270,937		198,167		198,167		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,794		31,239,000		11,307,000		11971000		7961000		43555		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,759

		10110142		(株)ジェイコム湘南・神奈川		南関東		神奈川県		0		72		672,536		672,536		456,900		0		235,751				235,751		456,900		235,751		353		163,191		41,337		5,570		116,284		189,398		189,398		0		15,968		27,976,000		13,148,720		10,910,640		3,916,640		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		近藤　仁		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第一ブロック　マネージャー		045-514-2800		KondoHi@jupiter.jcom.co.jp		1,034,021		1,034,021		703,249		82,923		318,558		318,558		224,926		260,478						0		神奈川県		5		14		200,000		1		済		0		672,536		672,536		456,900		235,751		0		235,751		163,191		189,398		189,398		0		0		0		-246,349		-82,807		-82,807		-6173500%		(71,080)		0		0		5,103		27,976,000		13,148,720		10910640		3916640		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																						電話世帯数＜＞プライマリ デンワセタイスウ				事務局修正 ジムキョクシュウセイ						43306

		10110143		ＹＯＵテレビ(株)		南関東		神奈川県		86		37		571,955		450,015		272,838		2		45,222				45,222		272,838		45,222		8		42,920		10,195		9,793		22,932		39,617		39,617		0		306		4,392,953		2,764,516		1,580,694		47,743		3/31/19						梅田　穣		メディアサービス本部　副本部長		045-503-0005		ml-jcta@youtv.co.jp		571,955		450,015		272,838		37,195		45,222		45,222		42,920		39,617						0		神奈川県		5		14		200,000		1		済		0		571,955		450,015		272,838		45,222		0		45,222		42,920		39,617		39,617		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,342		4,392,953		2,764,516		1580694		47743		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110144		横浜ケーブルビジョン(株)		南関東		神奈川県		35		41		317,122		274,285		164,434				50,270				50,270		164,434		50,270		199		36,446		14,246		1,403		20,797		41,322		41,322				576		5,203,243		3,315,273		1,749,530		138,439		3/31/19		2018年度は基幹システム入れ替えで赤字化。当期純損失179,004 千円。2019年度は黒字化する見込み。累積は黒字。繰越利益剰余金1,323,230千円。				勝又　茂成		経営管理部長		045-567-1808		s-katsumata@ycv.jp		317,122		274,285		164,434		11,124		50,270		50,270		36,446		41,322						0		神奈川県		5		14		100,000		1		済		0		317,122		274,285		164,434		50,270		0		50,270		36,446		41,322		41,322		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		2,637		5,203,243		3,315,273		1749530		138439		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110145		横浜テレビ共同聴視(株)		南関東		神奈川県						290		290		290		0		0										0										0						0																削除済		代表取締役						290		290		290		290		0		0		0		0				7/2/08		0				5		14		0		0				0		290		290		290		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110146		(株)横浜テレビ局		南関東		神奈川県		45		76		256,100		256,100		213,000		0		41,181		0		29,000		29,000		41,181		0		16,910		8,509		5,769		2,632		16,973		15,878		95		0		3,961,964		2,169,700		582,804		412706						(株)ジュピターテレコム		削除済		顧問						256,100		256,100		213,000		66,400		41,181		41,181		16,910		16,973				6/30/11		0				5		14		200,000		0				1,000		256,100		256,100		213,000		41,181		0		41,181		16,910		16,973		15,878		95		0		0		0		0		0		0%		0		796,754		0		1,550		3,961,964		2,169,700		582804		412706		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110150		河口湖有線テレビ放送(有)		南関東		山梨県		22				10,319		9,381		9,381		6,340		305						9,381		607				3,000								2,100		2,100						420,000		260,000		160,000				3/31/19						結城　聡		ネットワーク部　部長		0555-72-1931		satoshi_yuuki@lcnet.jp		10,319		9,381		9,381		72		305		607		3,000		2,100						0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		10,319		9,381		9,381		305		0		607		3,000		2,100		2,100		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,731		420,000		260,000		160000		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110151		北富士有線テレビ放送(株)		南関東		山梨県		4		0		3,800		3,030		2,067		0		2,067		0		161		2,067		540		0		0								0						0		56,625		55,949		0		676		6/30/19		※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正				渡辺 みゆき				0555-85-2331		kftv@fgo.jp		3,800		3,030		2,067		0		2,067		540		0		0						0		山梨県		5		19		0		1		済		0		3,800		3,030		2,067		2,067		0		540		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,283		56,625		55,949		0		676		43646		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,759

		10110152		(有)峡西シーエーテーブイ		南関東		山梨県		29				11,700		11,700		8,914		8,914		222		0		222				375		0		444		444		0		0		0		0		0		0		481,586		201,199		12,348		268,039		3/31/19		年度総売上実績内訳・その他の収入は、電気通信工事業の売上です。				小松　和枝		専務取締役		055-283-8383		info@cvk.ne.jp		11,700		11,700		8,914		12		222		375		444		0						0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		11,700		11,700		8,914		222		0		375		444		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		1		4,502		481,586		201,199		12348		268039		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42957

		10110153		峡東ケーブルネット(株)		南関東		山梨県		10		0		9,942		9,942		8,943		2,500		159		0		171		8,951		524		0		1,654		1,425		156		24		25		0		25		0		285,000		214,000		70,000		1,000		3/31/19		特になし ※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				小澤　健太郎		代表取締役社長		0553-33-2252		k-ozawa@kcnet.ne.jp		9,942		9,942		8,943		20		159		524		1,654		25						0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		9,942		9,942		8,943		159		0		524		1,654		25		0		25		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,656		285,000		214,000		70000		1000		43555		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110154		(株)ケーブルテレビ富士		南関東		山梨県		3		1		3,420		3,242		2,226		1,208		159		0				2,226		159		0		36		14		22				0						0		85,097		85,097		0		0		3/31/19						流石　洋一		取締役社長		0555-62-5951		catv-fuji@luck.ocn.ne.jp		3,420		3,242		2,226		0		159		159		36		0						0		山梨県		5		19		0		1		済		0		3,420		3,242		2,226		159		0		159		36		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,186		85,097		85,097		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110155		(株)ＣＡＴＶ富士五湖		南関東		山梨県		33				19,727		19,687		18,426				552		0		216		18,442		1,413		38		1,978		1,944				34		0								758,274		440,800		80,682		236,792		8/31/18		※20190920 決算年月日修正				宮下　睦		業務部情報通信課		0555-22-1714		miya@fgo.jp		19,727		19,687		18,426		0		552		1,413		1,978		0						0		山梨県		5		19		10,000		1		済		0		19,727		19,687		18,426		552		0		1,413		1,978		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,429		758,274		440,800		80682		236792		43343		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110156		富沢テレビ共聴組合		南関東		山梨県		1				750		750		648				648								0				0								0								17,115		15,752				949		3/31/19						稲葉　奈津美				05566-6-2312		kaori@inaba.ecnet.jp		750		750		648		648		648		0		0		0						0		山梨県		5		19		0		1		済		0		750		750		648		648		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		414		0		2,201		17,115		15,752		0		949		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110157		(株)日本ネットワークサービス		南関東		山梨県		122		23		217,321		217,321		180,673		40,239		7,340				19,222		180,673		22,395		10		21,682		19,004		0		2,678		8,109		7,985		124		2		6,396,409		5,313,705		830,359		252,344		3/31/19						長田　憲		総務局経営企画室		055-251-7110		a-osada@nns-catv.co.jp		217,321		217,321		180,673		0		7,340		22,395		21,682		8,109						0		山梨県		5		19		100,000		1		済		0		217,321		217,321		180,673		7,340		0		22,395		21,682		8,109		7,985		124		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		2,950		6,396,409		5,313,705		830359		252344		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110158		富士川シーエーティーヴィ(株)		南関東		山梨県		7				11,293		11,140		8,924		144		681				824		8,924		674				267		252		151				0								257,415		248,442		7,384		1,589		5/31/18						櫻井　育也		局長		0556-22-1777		i-sakurai@fujikawa-net.co.jp		11,293		11,140		8,924		0		681		674		267		0						0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		11,293		11,140		8,924		681		0		674		267		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,404		257,415		248,442		7384		1589		43251		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727																5月決算 ガツケッサン				不要 フヨウ

		10110159		山梨ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		28		0		14,679		14,677		11,036		10,263		564		0		564		11,036		1,167		0		2,853		1,110		690		1,053		1,858		1,823		35		298		496,315		254,623		229,949		11,743		3/31/19		※20190924 内訳訂正				望月　茜		技術管理部		0553-22-6822		gikan@fruits.ne.jp		14,679		14,677		11,036		0		564		1,167		2,853		1,858						0		山梨県		5		19		10,000		1		済		0		14,679		14,677		11,036		564		0		1,167		2,853		1,858		1,823		35		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,748		496,315		254,623		229949		11743		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110160		(株)上野原ブロードバンドコミュニケーションズ		南関東		山梨県		6		1		9,937		8,445		4,250		4,250		372				372		4,250		372		0		1,420						1,420		346				346				253,630		105,349		81,185		67,094		3/31/19						石井　夏希		総務部		0554-62-5504		ishii@u-bc.net		9,937		8,445		4,250		0		372		372		1,420		346						0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		9,937		8,445		4,250		372		0		372		1,420		346		0		346		0		0		0		0		0		0%		0		2		0		4,973		253,630		105,349		81185		67094		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110165		あづみ野テレビ(株)		信越		長野県		17		5		52,258		32,382		11,213		296		5,330		0						6,691		0		3,592		879		216		2,235		3,817		3,817				0		626,083		396,778		214,258		15,047		3/31/19						畠山　由美		総務部　部長		0263-82-7860		hatakeyama.yumi@anc-tv.co.jp		52,258		32,382		11,213		0		5,330		6,691		3,592		3,817						0		長野県		6		20		10,000		1		済		0		52,258		32,382		11,213		5,330		0		6,691		3,592		3,817		3,817		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,653		626,083		396,778		214258		15047		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110166		アルプスケーブルビジョン(株)		信越		長野県		2		3		14,888		10,169		2,850		0		2,466		2,466								0		0														0		129,986		129,986		0										削除済		総務部　経理担当						14,888		10,169		3,274		0		2,890		0		0		0				3/31/11		0				6		20		0		0				0		14,888		10,169		2,850		2,466		2,466		0		0		0		0		0		0		0		-424		-424		0		0%		0		0		0		3,801		129,986		129,986		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110167		(株)飯田ケーブルテレビ		信越		長野県		34		5		38,569		33,050		16,866		5,501		10,889						16,866		9,168		134		9,941		983		921		8,037		7,139		7,004		135		440		1,693,338		744,220		584,589		364,529		4/30/19		20190910　数値入手し連盟で登録				吉川　治司		常務取締役		0265-52-5406		ha-yoshikawa@iidacable.tv		38,569		33,050		16,866		708		10,889		9,168		9,941		7,139						0		長野県		6		20		10,000		1		済		0		38,569		33,050		16,866		10,889		0		9,168		9,941		7,139		7,004		135		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		8,367		1,693,338		744,220		584589		364529		43585		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ				メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM,17Tel		42954

		10110168		飯山市		信越		長野県		7		2		8,093		8,093		4,773		0		4,049				137		4,773		4,049		0		1,269		363		431		475		41		0		41		0		223,278		162,969		60,309		0		3/31/19						宮澤　千早		総務部事業戦略室　情報政策係長		0269-62-3111		senryaku@city.iiyama.nagano.jp		8,093		8,093		4,773		0		4,049		4,049		1,269		41						1		長野県		6		20		3,000		1		済		0		8,093		8,093		4,773		4,049		0		4,049		1,269		41		0		41		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,898		223,278		162,969		60309		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110169		伊那ケーブルテレビジョン(株)		信越		長野県		36		1		43,488		26,825		25,600		12,582		12,489		0		25,600		25,600		20,271		13		6,633		2,549		0		4,084		7,563		7,563				1,684		1,489,766		946,534		541,979		1,253		3/31/19						濱　康司		総務課		0265-73-2020		hama@inacatv.ne.jp		43,488		26,825		25,600		0		12,489		20,271		6,633		7,563						0		長野県		6		20		10,000		1		済		0		43,488		26,825		25,600		12,489		0		20,271		6,633		7,563		7,563		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,849		1,489,766		946,534		541979		1253		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110170		(株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ		信越		長野県		35		14		168,500		155,905		42,662		1,432		16,626		0		16,626		42,662		23,792				15,386		2,102		5,530		7,754		14,976		14,976		0		3,699		1,777,260		1,125,993		577,545		73,722		3/31/19						市川　岳人		総務部　部長		026-233-1713		info@nagano-inc.co.jp		168,500		155,905		42,662		379		16,626		23,792		15,386		14,976						0		長野県		6		20		30,000		1		済		0		168,500		155,905		42,662		16,626		0		23,792		15,386		14,976		14,976		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,472		1,777,260		1,125,993		577545		73722		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110171		(株)上田ケーブルビジョン		信越		長野県		54		0		75,289		73,366		38,367		17,371		11,826				11,826		38,367		28,271		85		10,146		4,106		3,568		2,472		1,971		1,971		0		0		1,624,848		1,077,029		547,819				3/31/19						中村　高章		営業部お客様担当　担当部長		0268-23-1600		taka@ucv.co.jp		75,289		73,366		38,367		164		11,826		28,271		10,146		1,971						0		長野県		6		20		30,000		1		済		0		75,289		73,366		38,367		11,826		0		28,271		10,146		1,971		1,971		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,529		1,624,848		1,077,029		547819		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110172		(株)エコーシティー・駒ヶ岳		信越		長野県		23		0		21,339		21,712		15,153		15,153		2,290		0		504		14,889		13,867		24		5,549		4,872		0		677		5,768		5,768		16		0		730,104		380,849		323,166		26,089		3/31/19						佐藤　幸宏		総務課		0265-82-4000		satoh@cek.co.jp		21,339		21,712		15,153		0		2,290		13,867		5,549		5,768						0		長野県		6		20		10,000		1		済		-16		21,339		21,712		15,153		2,290		0		13,867		5,549		5,768		5,768		16		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,015		730,104		380,849		323166		26089		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		電話世帯数＝P		P世帯にSも設置と想定 セタイセッチソウテイ		対応不要 タイオウフヨウ		43726

		10110173		エルシーブイ(株)		信越		長野県		133		35		94,291				96,023		0		20,504								11,457		0		24,792								704						0																削除済		取締役総務部長						93,695		0		94,839		0		20,504		5,397		24,767		704				3/31/09		0				6		20		50,000		0				704		94,291		0		96,023		20,504		0		11,457		24,792		704		0		0		0		0		1,184		0		6,060		2500%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110174		(有)木曽駒ケーブルネット		信越		長野県						121		121		21		0		0										0										0						0																								121		121		21		21		0		0		0		0				10/17/07		0				6		20		0		0				0		121		121		21		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110175		(株)木曽福島ケーブルテレビ		信越		長野県		6				2,373		1,823		1,823		0		438		1,823						0		0		0								0						0		52,000														削除済		総務部						2,373		1,823		1,823		0		438		0		0		0				3/31/09		0				6		20		0		0				0		2,373		1,823		1,823		438		1,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		52,000		0		2,377		52,000		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110176		(株)信州ケーブルテレビジョン		信越		長野県		12				22,074		17,000		7,978				3,696				341		7,978		3,696				683		34		493		156		0								295,372		256,688		37,987		698		9/30/18						山浦　宏一		取締役		026-272-1660		k-yamaura@chikuma-catv.co.jp		22,074		17,000		7,978		157		3,696		3,696		683		0						0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		22,074		17,000		7,978		3,696		0		3,696		683		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		(1)		0		3,085		295,372		256,688		37987		698		43373		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110177		(株)Ｇｏｏｌｉｇｈｔ		信越		長野県		23		7		25,437		24,000		11,919		2,598		11,230		0		6,724		11,919		11,230		245		5,993		3,191		1,904		898		3,875		3,762		113		202		880,196		443,955		405,081		31,160		3/31/19		その他項目には、須坂市委託事業・その他委託事業収入・放送コンテンツ海外展開事業収入を含んでいます。				岩下　正志		総務財務課		026-246-1222		iwashita@stvnet.co.jp		25,437		24,000		11,919		103		11,230		11,230		5,993		3,875						0		長野県		6		20		10,000		1		済		0		25,437		24,000		11,919		11,230		0		11,230		5,993		3,875		3,762		113		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		6,154		880,196		443,955		405081		31160		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110178		蓼科ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		6		0		3,500		3,306		2,307		223		841		0		841		2,307		1,408		6		825		205		464		156		42		18		24		0		135,255		81,641		38,408		15,206		1/31/19						関　俊之		代表取締役		0267-56-3101		toshi@tcv21.co.jp		3,500		3,306		2,307		3		841		1,408		825		42						0		長野県		6		20		0		1		済		0		3,500		3,306		2,307		841		0		1,408		825		42		18		24		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,886		135,255		81,641		38408		15206		43496		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110179		テレビ北信ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		6		0		18,122		15,050		3,760		0		2,130		1,386		1,657		3,760		2,130		0		544		408		136		0		14		0		14		0		177,321		119,954		15,291		42,076		3/31/19						池田　清二		統括部長		0269-26-0202		ikeda@thvnet.tv		18,122		15,050		3,760		258		2,130		2,130		544		14						0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		18,122		15,050		3,760		2,130		1,386		2,130		544		14		0		14		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,930		177,321		119,954		15291		42076		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110180		(株)テレビ松本ケーブルビジョン		信越		長野県		47		7		132,500		124,146		61,927		8,332		29,969						61,927		29,969		250		14,761		5,034		3,265		5,567		14,265		14,192		73		0		2,532,838		1,630,180		902,657		0		5/31/17						白鳥　忠夫		技術部　取締役技術部長		0263-35-1298		0005-shiratori@tvm.co.jp		132,500		124,146		61,927		3,426		29,969		29,969		14,761		14,265						0		長野県		6		20		50,000		1		済		0		132,500		124,146		61,927		29,969		0		29,969		14,761		14,265		14,192		73		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		3,408		2,532,838		1,630,180		902657		0		42886		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ																		5月決算 ガツケッサン				不要 フヨウ

		10110181		丸子テレビ放送(株)		信越		長野県		11		0		10,597		10,332		7,697		1,097		1,064		0		130		7,697		1,804		0		792		382		192		218		134		134		3		0		236,110		215,909		20,201		0		3/31/19		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190920 決算年月日修正				池田　宏		代表取締役社長		0268-43-2111		info@marukotv.jp		10,597		10,332		7,697		0		1,064		1,804		792		134						0		長野県		6		20		3,000		1		済		-3		10,597		10,332		7,697		1,064		0		1,804		792		134		134		3		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,556		236,110		215,909		20201		0		43555		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728		電話世帯数＝P		P世帯にSも設置と想定 セタイセッチソウテイ		対応不要 タイオウフヨウ		43726

		10110182		大町市		信越		長野県		1				11,844		11,844		3,100		2,173		730						3,151		1,266		0		0								0								73,781		73,781						3/31/18						倉科　太		大町市役所　総務部情報交通課　ケーブルテレビ係　係長		0261-21-3805		catv@city.omachi.nagano.jp		11,844		11,844		3,100		749		730		1,266		0		0						0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		11,844		11,844		3,100		730		0		1,266		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,983		73,781		73,781		0		0		43190		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ

		10110183		東御市		信越		長野県		3		1		1,903		1,903		1,458		1,458		454				454		1,270		1,270		4		0								0								38,929		38,929						3/31/19						瀧澤　孝夫		指定管理者　(株)上田ケーブルビジョン		0268-61-6155		catv@city.tomi.nagano.jp		1,903		1,903		1,458		0		454		1,270		0		0						0		長野県		6		20		0		1		済		0		1,903		1,903		1,458		454		0		1,270		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,225		38,929		38,929		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110184		長野市		信越		長野県						4,882		4,882		3,885		2,056		912		0		940		3,993		912		0		0								0						0		88,419		71,096		4,180		13,143		3/31/19						関　信一郎		指定管理担当部長		026-233-1713		sekishin@nagano-inc.co.jp		4,882		4,882		3,885		3,550		912		912		0		0						0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		4,882		4,882		3,885		912		0		912		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,897		88,419		71,096		4180		13143		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110185		(株)ケーブルネット新潟		信越		新潟県		24		20		200,477		108,520		40,179		0		14,959		5,025				9,635		9,635		0		5,361		5,361						0						0		696,781		550,670		146,111		27845		決算期変更２００７／４～１２月の９ヶ月						削除済		総務部長						200,477		108,520		37,953		10,259		14,959		9,122		5,039		0				3/31/09		0				6		15		30,000		0				0		200,477		108,520		40,179		14,959		5,025		9,635		5,361		0		0		0		0		0		2,226		0		513		32200%		0		(27,845)		0		1,445		696,781		550,670		146111		27845																事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110186		(株)佐渡テレビジョン		信越		新潟県		17		5		15,826		15,826		5,709		0		2,130				225		5,709		2,130		0		2,326		2,024				302		242				242		0		414,956		162,689		102,287		149,980		12/31/18						學之　基		営業部　取締役営業部長		0259-61-1212		netsell@e-sadonet.tv		15,826		15,826		5,709		0		2,130		2,130		2,326		242						0		新潟県		6		15		3,000		1		済		0		15,826		15,826		5,709		2,130		0		2,130		2,326		242		0		242		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		6,057		414,956		162,689		102287		149980		43465		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110187		上越ケーブルビジョン(株)		信越		新潟県		55		12		87,084		78,497		46,619		34,366		1,486				45,432		45,432		4,565		0		27,307		15,733		75		11,499		26,136		26,136		0		0		2,487,233		1,449,284		831,999		205,950		3/31/19				(株)ＣＣＪ		池端　芳江		営業部　部長		025-526-2111		ikehata@jcv.co.jp		87,084		78,497		46,619		0		1,486		4,565		27,307		26,136						0		新潟県		6		15		30,000		1		済		0		87,084		78,497		46,619		1,486		0		4,565		27,307		26,136		26,136		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,446		2,487,233		1,449,284		831999		205950		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110188		(株)エヌ・シィ・ティ		信越		新潟県		79		30		171,147		160,742		43,220				20,973		0		20,973		43,220		22,753		0		31,900		9,230		8,637		14,033		29,774		29,774		0		662		2,988,187		1,377,769		1,271,967		338,451		3/31/19				(株)ＣＣＪ		河内　直之		総務部		0258-77-0337		kawauchi-n06@nct9.co.jp		171,147		160,742		43,220		3,870		20,973		22,753		31,900		29,774						0		新潟県		6		15		30,000		1		済		0		171,147		160,742		43,220		20,973		0		22,753		31,900		29,774		29,774		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		5,762		2,988,187		1,377,769		1271967		338451		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110189		糸魚川市		信越		新潟県		4				5,646		5,646		5,646		5,646		0						3,272		0				0								0								62,397		62,397						3/31/19		(年度総売上備考：民間事業者ではないため、実際の売上実績とは相違があります。） 行政が運営しているため、適切な回答ができるような項目がありませんので、記載した金額に相違があります。				池亀 正樹		能生事務所　有線テレビ係　主査		025-566-3111		nou@city.itoigawa.lg.jp		5,646		5,646		5,646		5,646		0		0		0		0						0		新潟県		6		15		3,000		1		済		0		5,646		5,646		5,646		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		921		62,397		62,397		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110190		コミュニティネットワーク佐渡		信越		新潟県		2				12,782		12,782		5,728		0		170		0		0		5,728		170		0		0		0		0		0		0		0		0		0		108,991		108,991		0		0		3/31/19		平成30年度売上高				本間　義也		佐渡市　総務課　広報戦略室　情報政策係　主任		0259-63-5139		k-jyoho@city.sado.niigata.jp		12,782		12,782		5,728		4,500		170		170		0		0						0		新潟県		6		15		3,000		1		済		0		12,782		12,782		5,728		170		0		170		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,586		108,991		108,991		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110191		長和町		信越		長野県		0		0		2,650		4,606		2,401		0		0				73		2,481		181		0		695		657				26		34		0		30		0		62,404		43,138		18,872		394		3/31/19						羽毛田　健次		情報広報課　ケーブルテレビ専門幹		0268-75-2043		catv@town.nagawa.nagano.jp		2,650		4,606		2,401		0		0		181		695		34						0		長野県		6		20		0		1		済		4		2,650		4,606		2,401		0		0		181		695		34		0		30		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,166		62,404		43,138		18872		394		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		世帯数前回同値 セタイスウゼンカイドウチ		世帯数入力漏れ セタイスウニュウリョクモ		差微小につき処置せず サビショウショチ		43761

		10110192		(株)コミュニティテレビこもろ		信越		長野県		24		1		16,575		16,221		6,202		0		6,202		0		0		6,202		5,090		0		4,027		3,367		425		235		1,914		1,914				0		543,992		246,174		244,115		53,614		6/30/18		弊社決算月が６月のため、本年度決算はまだ確定しておりません。 上記数値は昨年度の数値です。				荻原　守		専務取締役		0267-22-9911		ogihara@ctk23.ne.jp		16,575		16,221		6,202		1		6,202		5,090		4,027		1,914						0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		16,575		16,221		6,202		6,202		0		5,090		4,027		1,914		1,914		0		0		0		0		0		0		0%		0		89		0		7,309		543,992		246,174		244115		53614		43281		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727		P前回同値 ゼンカイドウチ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43761

		10110200		(株)インフォメーションネットワーク郡上八幡		東海		岐阜県		6		0		4,720		4,000		2,898		0		2,640		2,718				2,898		0		0		668		268		243		157		0						22		117,594		75,822		35,094		6,678		2/28/19						二村　美賀子		代表取締役社長		0575-65-6288		ing@gujocity.net		4,720		4,000		2,898		258		2,640		0		668		0						0		岐阜県		7		21		0		1		済		0		4,720		4,000		2,898		2,640		2,718		0		668		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,381		117,594		75,822		35094		6678		43524		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42963

		10110201		(株)大垣ケーブルテレビ		東海		岐阜県		78				106,881		106,881		53,356		25,405		14,408		0						14,408				29,245		4,158		10,083		15,004		22,374		22,374						2,420,453		1,098,208		1,225,623		96,622		3/31/19		平成31年3月末決算実績				安田 正治		シニアマネージャー		0584-82-1200		yasuda@ogaki-tv.co.jp		106,881		106,881		53,356		663		14,408		14,408		29,245		22,374						0		岐阜県		7		21		50,000		1		済		0		106,881		106,881		53,356		14,408		0		14,408		29,245		22,374		22,374		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,780		2,420,453		1,098,208		1225623		96622		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110202		おりべネットワーク(株)		東海		岐阜県		30		11		77,039		77,039		24,516		6,840		7,455		0		7,455		24,516		7,455		0		16,464		6,684		5,268		11,196		14,370		14,370		0		0		1,209,230		662,216		547,014		0		3/31/19		20190912 売上合計値を入手し連盟本部にて登録		(株)コミュニティネットワークセンター		福富　正浩		総務・技術部　部長		0572-24-7733		fukutomi@oribe-net.co.jp		77,039		77,039		24,516		59		7,455		7,455		16,464		14,370						0		岐阜県		7		21		10,000		1		済		0		77,039		77,039		24,516		7,455		0		7,455		16,464		14,370		14,370		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,110		1,209,230		662,216		547014		0		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		合計更新漏れ ゴウケイコウシンモ		メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718

		10110203		(株)ケーブルテレビ可児		東海		岐阜県		25		22		49,778		49,778		24,032		4,675		10,912				10,912		24,032		10,912		0		10,196		3,766		2,835		3,595		10,585		10,585		0		0		1,283,074		628,028		646,221		8,825		3/31/19				(株)コミュニティネットワークセンター		奥村　俊彦		企画部総務グループ　グループ長		0574-63-7955		okumura@tv.ctk.ne.jp		49,778		49,778		24,032		47		10,912		10,912		10,196		10,585						0		岐阜県		7		21		10,000		1		済		0		49,778		49,778		24,032		10,912		0		10,912		10,196		10,585		10,585		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,449		1,283,074		628,028		646221		8825		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110204		シーシーエヌ(株)		東海		岐阜県		65		58		248,517		248,517		82,712		34,855		20,744		0		23,837		82,421		20,744		4		41,779		2,831		2,510		31,669		40,620		40,620		0		734		4,555,595		1,977,414		2,487,158		91,023		3/31/19				(株)コミュニティネットワークセンター		西村　美紀		総務部		058-268-2305		m-nishimura@ccn-catv.co.jp		248,517		248,517		82,712		2,487		20,744		20,744		41,779		40,620						0		岐阜県		7		21		50,000		1		済		0		248,517		248,517		82,712		20,744		0		20,744		41,779		40,620		40,620		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,590		4,555,595		1,977,414		2487158		91023		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42957

		10110205		山県市有線テレビ		東海		岐阜県						10,054		10,054		8,288		0		44		36						9		0		2,910		2,910						0						0																								10,013		10,013		8,237		0		44		11		2,756		0				12/19/07		0				7		21		3,000		0				0		10,054		10,054		8,288		44		36		9		2,910		0		0		0		0		0		51		0		-2		15400%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110206		郡上ケーブルテレビ放送センター		東海		岐阜県		10				10,326		9,623		9,428		0		485								485		0		4,488		4,160		328				0								413,461		244,544		168,917				3/31/19						原　喜与朗		指定管理者　総務部		0575-67-2787		info@gujo-tv.ne.jp		10,326		9,623		9,428		5,381		485		485		4,488		0						0		岐阜県		7		21		3,000		1		済		0		10,326		9,623		9,428		485		0		485		4,488		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,655		413,461		244,544		168917		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110207		(株)アミックスコム		東海		岐阜県		15				23,119		23,119		13,990		13,975		3,429						13,975		0		0		8,895		0		6,839		2,056		4,730		4,730		4,730				624,715		187,167		364,695		72,853		3/20/19						松井　勇樹		技術チーム		0573-20-3252		jcta@amixcom.jp		23,119		23,119		13,990		0		3,429		0		8,895		4,730						0		岐阜県		7		21		10,000		1		済		-4,730		23,119		23,119		13,990		3,429		0		0		8,895		4,730		4,730		4,730		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,721		624,715		187,167		364695		72853		43544		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		電話世帯数＝P		P世帯にSも設置と想定 セタイセッチソウテイ		対応不要 タイオウフヨウ		43,726

		10110210		(株)伊豆急ケーブルネットワーク		東海		静岡県		31		6		49,975		38,000		27,011		0		8,651		0		5,927		26,939		8,651		0		5,182		628		142		4,409		6,999		6,999		0		0		1,340,253		661,926		469,954		208,373		3/31/19		※20190920 総売上/内訳訂正				小川　幸人		経営企画部　総務課　課長		0557-81-3346		ogawa.y.041@ikctv.com		49,975		38,000		27,011		275		8,651		8,651		5,182		6,999						1		静岡県		7		22		10,000		1		済		0		49,975		38,000		27,011		8,651		0		8,651		5,182		6,999		6,999		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,135		1,340,253		661,926		469954		208373		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110211		伊豆太陽農業協同組合		東海		静岡県		0		0		2,815		2,805		1,989		0		0						2,021		0		0		0								0						0		43,917		43,917		0		0		3/31/19		（２０１５０８１８　　内訳：その他　修正　２０００→３３２０）				佐藤　幸彦		有放主任		0558-32-1747		YKHK-SATOU@taiyo.ja-shizuoka.or.jp		2,815		2,805		1,989		476		0		0		0		0						0		静岡県		7		22		0		1		済		0		2,815		2,805		1,989		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,840		43,917		43,917		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																確定前年同値 カクテイゼンネンドウチ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42957

		10110212		(有)伊東テレビクラブ		東海		静岡県		5				8,800		8,534		4,783		0		517				134		4,783		517		0		0								0						0		123,565		123,565						8/31/18		※20190920 決算年月日修正				堀江　稔		技術部所属　取締役統括部長		0557-37-4903		itotv325@quartz.ocn.ne.jp		8,800		8,534		4,783		172		517		517		0		0						0		静岡県		7		22		3,000		1		済		0		8,800		8,534		4,783		517		0		517		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,153		123,565		123,565		0		0		43343		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110213		小山町テレビ共聴組合		東海		静岡県		5		1		5,000		3,100		2,547		0		0		0				2,547		0		0		0								0								51,407		51,407						3/31/19						青木　直也		制作部		0550-76-4832		otk@oyama-tv.jp		5,000		3,100		2,547		2,490		0		0		0		0						0		静岡県		7		22		0		1		済		0		5,000		3,100		2,547		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,682		51,407		51,407		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110214		小林テレビ設備(有)		東海		静岡県		6		2		5,500		5,500		4,202		0		0		0		0		4,267		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		106,180		106,180		0		0		6/30/18		(年度総売上備考：30年６月末決算実績）				渡邊　良平		代表取締役		0558-22-5232		kobayashi-tv@cy.tnc.ne.jp		5,500		5,500		4,202		2,062		0		0		0		0						0		静岡県		7		22		3,000		1		済		0		5,500		5,500		4,202		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,106		106,180		106,180		0		0		43281		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727

		10110215		(有)シオヤ		東海		静岡県		5		0		8,650		5,888		2,913				0		0						0				0								0								58,985		58,985						9/30/18		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				堀江　吉昭				055-979-1408		sioyadenki@thn.ne.jp		8,650		5,888		2,913		0		0		0		0		0				9/30/19		0		静岡県		7		22		0		1		済		0		8,650		5,888		2,913		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,687		58,985		58,985		0		0		43373		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742																確定せず カクテイ				依頼せず イライ

		10110216		(株)トコちゃんねる静岡		東海		静岡県		20		19		188,893		188,893		52,622		26,616		11,542				11,541		52,622		11,542		4		32,037		511		58		31,468		31,130		31,130						2,865,522		929,885		1,935,636		0		3/31/19		※20190920 決算年月日修正		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		鈴岡　靖章		技術部ＩＳＰ課　課長		054-347-9811		suzuoka_yasuaki@tocochannel.co.jp		188,893		188,893		52,622		10,818		11,542		11,542		32,037		31,130						0		静岡県		7		22		50,000		1		済		0		188,893		188,893		52,622		11,542		0		11,542		32,037		31,130		31,130		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		4,538		2,865,522		929,885		1935636		0		43555		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110217		下田有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		8		0		7,000		7,000		4,829		2		127		0		0		4,829		127		0		0								0						0		91,530		91,530		0		0		3/31/19						松本　邦久		代表取締役社長		0558-22-2443		matsumoto@shimoda-catv.co.jp		7,000		7,000		4,829		3,092		127		127		0		0						0		静岡県		7		22		3,000		1		済		0		7,000		7,000		4,829		127		0		127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,580		91,530		91,530		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110219		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		東海		静岡県		220		145		420,117		420,117		211,864		46,640		76,704		0		108,485		211,864		108,533		49		131,709		10,017		31,546		90,146		115,767		110,591		5,176		354		13,414,796		5,567,975		7,846,821				3/31/19						斉藤　勝		総務部　事務局担当		054-253-2400		saitou_masaru@tokai-grp.co.jp		420,117		420,117		211,864		4,280		76,704		108,533		131,709		115,767						0		静岡県		7		22		200,000		1		済		0		420,117		420,117		211,864		76,704		0		108,533		131,709		115,767		110,591		5,176		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		5,276		13,414,796		5,567,975		7846821		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110220		(株)東豆有線		東海		静岡県		3				4,330		4,100		3,229				672								0				0								0								72,938		72,938						9/30/18		※20161012 決算年月日修正（2014→2015） 売上は前年とは異なっていたので、修正漏れ。				水野　次男		取締役		0557-47-1728		touzu-u@giga.ocn.ne.jp		4,330		4,100		3,229		0		672		0		0		0						0		静岡県		7		22		3,000		1		済		0		4,330		4,100		3,229		672		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,882		72,938		72,938		0		0		43373		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110222		(株)御前崎ケーブルテレビ		東海		静岡県		11		4		13,931		13,931		11,924		449		6,725				5,604		11,924		6,725		0		1,382		273		774		335		118		118		0				394,273		290,102		47,071		57,100		3/31/19						山下　優孝		統括部　部長		0537-85-8700		tv-yamashita@maotv.ne.jp		13,931		13,931		11,924		0		6,725		6,725		1,382		118						0		静岡県		7		22		10,000		1		済		0		13,931		13,931		11,924		6,725		0		6,725		1,382		118		118		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,755		394,273		290,102		47071		57100		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110223		浜松ケーブルテレビ(株)		東海		静岡県		50		5		218,650		218,650		57,822		0		19,277		0		19,277		57,822		19,277		0		13,524		3,000		9,862		662		11,584		11,584		0		0		1,693,961		1,006,204		687,757		0		3/31/19						野田　敬司		コンテンツ部　部長		053-445-2878		kn00002@sf.winde.jp		218,650		218,650		57,822		1,918		19,277		19,277		13,524		11,584						0		静岡県		7		22		50,000		1		済		0		218,650		218,650		57,822		19,277		0		19,277		13,524		11,584		11,584		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,441		1,693,961		1,006,204		687757		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110224		東伊豆有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		5		0		3,300		2,900		2,307				622						2,552		0				0								0								56,427		49,626				6,801		9/30/18		(年度総売上備考：特になし）				奈良 有起		局長代理		0557-95-2200		nara@hicat.co.jp		3,300		2,900		2,307		0		622		0		0		0						0		静岡県		7		22		0		1		済		0		3,300		2,900		2,307		622		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,038		56,427		49,626		0		6801		43373		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110225		(株)御殿場ケーブルメディア		東海		静岡県		0		0		26,937		22,635		13,725		0		3,314		1,803						1,511		0		1,287		431		0		856		294		294		0		0		245,778		220,609		25,636										削除済		代表取締役専務						26,937		22,635		13,591		0		3,326		1,485		1,048		250				3/31/10		0				7		22		10,000		0				0		26,937		22,635		13,725		3,314		1,803		1,511		1,287		294		294		0		0		0		134		-12		26		23900%		44		(467)		0		1,492		245,778		220,609		25636		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110230		(株)アイ・シー・シー		東海		愛知県		42		5		160,426		128,800		54,302		1,586		12,564				12,598		54,302		12,598		0		16,513		1,635				14,878		18,739		18,739				547		1,850,615		826,201		1,024,414		0		3/31/19		(年度総売上備考：上記売上実績はＨ３１年３月期の数字です。）				加藤　寿		営業推進部　兼　技術部　部長		0586-26-2766		katoh@icc-media.co.jp		160,426		128,800		54,302		4,457		12,564		12,598		16,513		18,739						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		160,426		128,800		54,302		12,564		0		12,598		16,513		18,739		18,739		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,840		1,850,615		826,201		1024414		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110231		稲沢シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		9		1		36,000		23,000		9,043		0		2,174		0		2,244		9,043		2,174		0		1,203		729		292		182		1,078		1,078		0		0		263,589		191,921		71,412		256		3/31/19		※20190920 決算年月日修正				枡本　誠一		統括部　係長		0587-24-1234		masumoto@toptower.co.jp		36,000		23,000		9,043		735		2,174		2,174		1,203		1,078						0		愛知県		7		23		3,000		1		済		0		36,000		23,000		9,043		2,174		0		2,174		1,203		1,078		1,078		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,429		263,589		191,921		71412		256		43555		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43728

		10110232		(株)キャッチネットワーク		東海		愛知県		142		112		280,466		272,051		175,301		117,022		53,687						175,301		53,687		5		86,944		4,390		41,989		40,565		76,706		76,706		0		672		7,593,512		2,818,161		3,686,194		1,089,157		3/31/19				(株)コミュニティネットワークセンター		山田　耕嗣		コーポレート本部　総務課　課長		0566-27-2272		koji-y@katch.co.jp		280,466		272,051		175,301		116		53,687		53,687		86,944		76,706						0		愛知県		7		23		100,000		1		0		0		280,466		272,051		175,301		53,687		0		53,687		86,944		76,706		76,706		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,610		7,593,512		2,818,161		3686194		1089157		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110233		グリーンシティケーブルテレビ(株)		東海		愛知県		53		26		165,628		160,234		61,154		19,085		17,580				17,580		30,396		17,580		3		26,349		3,543		4,707		18,099		25,393		25,393				6		2,495,702		1,021,525		1,454,572		19,606		3/31/19				(株)コミュニティネットワークセンター		山田　浩平		経営管理本部　経営企画部　業務グループ　業務チーム　チームリーダー		0561-57-0192		yamada-k@gctv.co.jp		165,628		160,234		61,154		65		17,580		17,580		26,349		25,393						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		165,628		160,234		61,154		17,580		0		17,580		26,349		25,393		25,393		0		0		0		0		0		0		0%		0		(1)		0		3,401		2,495,702		1,021,525		1454572		19606		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110234		(株)ＣＡＣ		東海		愛知県		40		14		61,878		61,878		28,536		19,276		4,851				4,485		28,536		4,851		1		5,615		275		4,129		1,211		6,672		6,672				184		979,932		584,725		358,667		36,540		3/31/19						浅田　昂洋		総務部　主任		0569-26-0606		asada@cac12.jp		61,878		61,878		28,536		0		4,851		4,851		5,615		6,672						0		愛知県		7		23		10,000		1		済		0		61,878		61,878		28,536		4,851		0		4,851		5,615		6,672		6,672		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,862		979,932		584,725		358667		36540		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110236		スターキャット・ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		152		111		1,043,607		1,043,607		533,391		45,003		92,881		0				533,319		92,881		9,496		110,438		1,889		37,026		71,523		78,816		78,816				295		10,749,072		6,225,078		4,025,092		498,902		3/31/19				(株)コミュニティネットワークセンター		吉田　勝好		企画管理本部　企画部　企画グループ長		052-231-2390		k-yoshida@starcat.co.jp		1,043,607		1,043,607		533,391		19,978		92,881		92,881		110,438		78,816						0		愛知県		7		23		500,000		1		済		0		1,043,607		1,043,607		533,391		92,881		0		92,881		110,438		78,816		78,816		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,679		10,749,072		6,225,078		4025092		498902		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110237		四国中央市		四国		愛媛県						4,000		4,000		2,602		0		413		0		413		2,602		413		0		1,157		767		304		86		1,431		1,431		0		0		126,311		59,013		62,205		5,093		3/31/19						冨原　英友		情報政策課　情報政策係　係長		0896-28-6204		h.tomihara@city.shikokuchuo.ehime.jp		4,000		4,000		2,602		0		413		413		1,157		1,431						0		愛媛県		11		38		0		1		済		0		4,000		4,000		2,602		413		0		413		1,157		1,431		1,431		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,045		126,311		59,013		62205		5093		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																確定せず カクテイ				依頼せず イライ

		10110238		知多メディアスネットワーク(株)		東海		愛知県		73		11		146,273		146,273		89,175		81,205		29,335		0		29,335		89,175		29,522		5		37,187		3,649		16,753		16,786		37,803		37,803		0		283		3,629,307		1,631,647		1,855,632		142,028		3/31/19				(株)コミュニティネットワークセンター		松山　崇臣		経営企画部　経営戦略グループ　グループリーダー		0562-33-7101		matsuyama@medias.co.jp		146,273		146,273		89,175		9,873		29,335		29,522		37,187		37,803						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		146,273		146,273		89,175		29,335		0		29,522		37,187		37,803		37,803		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,392		3,629,307		1,631,647		1855632		142028		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110239		中部ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		183		79		632,690		583,052		247,207		99,224		67,076		0		67,076		247,207		134,499		0		101,190		21,452		36,755		42,983		98,435		98,435		0		68		9,455,838		3,780,201		4,573,842		1,101,795		3/31/19		｢電気通信事業損益報告」 〈電気通信事業〉5,673,686（単位：千円） 〈電気通信事業以外の事業〉3,782,152（単位：千円）		(株)コミュニティネットワークセンター		安達　剛志		企画・営業本部　経営企画部長		052-339-2304		adachi@ccnw.co.jp		632,690		583,052		247,207		1,221		67,076		134,499		101,190		98,435						1		愛知県		7		23		200,000		1		済		0		632,690		583,052		247,207		67,076		0		134,499		101,190		98,435		98,435		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,188		9,455,838		3,780,201		4573842		1101795		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110240		知多半島ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		40		4		56,975		56,700		31,046		1,501		11,368				11,368		30,182		11,368		0		7,297		1,645		4,158		1,494		9,538		9,538				11		1,306,909		832,947		454,699		19,263		3/31/19				(株)コミュニティネットワークセンター		木学　洋和		企画管理部　次長		0569-34-8041		kigaku@tac-net.co.jp		56,975		56,700		31,046		63		11,368		11,368		7,297		9,538						0		愛知県		7		23		30,000		1		済		0		56,975		56,700		31,046		11,368		0		11,368		7,297		9,538		9,538		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,508		1,306,909		832,947		454699		19263		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110241		豊橋ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		59		12		193,982		167,800		80,016		40,910		18,886				18,886		69,308		18,886				38,423								28,384		28,384		0				2,928,504		1,185,979		1,742,524				3/31/19						河辺　智勇		取締役		0532-56-1231		kawabe-t@sf.tees.ne.jp		193,982		167,800		80,016		12,315		18,886		18,886		38,423		28,384						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		193,982		167,800		80,016		18,886		0		18,886		38,423		28,384		28,384		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		3,050		2,928,504		1,185,979		1742524		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110242		(公財)名古屋ケーブルビジョン		東海		愛知県		12		1		12,390		12,390		7,153		0		0								0		0		0								0						0		600,072		233,027		0		367,045		3/31/16		エリア都道府県の入力について ・年度総売上実績、年度総売上実績内訳・放送、年度総売上実績内訳・その他 愛知県と岐阜県を世帯別に按分して入力済 愛知県（８０％）、岐阜県（２０％）				鈴木　克昌		総務管理部　部長		052-917-2900		y.suzuki@f-ncv.org		12,390		12,390		7,153		7,153		0		0		0		0				3/31/17		1		愛知県		7		23		3,000		0				0		12,390		12,390		7,153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		1		6,991		600,072		233,027		0		367045		42460														事務局修正 ジムキョクシュウセイ										退会 タイカイ				保留 ホリュウ						事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110243		西尾張シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		43		36		151,568		151,568		79,720		0		18,634		0		12,265		48,565		18,634		0		19,016		9,395		0		9,621		22,319		22,319		0		213		2,596,462		1,322,604		1,273,858		0		3/31/19		※20190920 決算年月日修正				服部　吉貴		管理部　次長		0567-25-9350		soumu@clovernet.co.jp		151,568		151,568		79,720		3,073		18,634		18,634		19,016		22,319						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		151,568		151,568		79,720		18,634		0		18,634		19,016		22,319		22,319		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,714		2,596,462		1,322,604		1273858		0		43555		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42963

		10110244		ミクスネットワーク(株)		東海		愛知県		50		0		163,104		163,104		61,733		36,594		19,227		0		19,227		29,186		19,227		28		18,777		5,208		10,419		3,150		13,687		13,687				0		2,619,378		1,532,123		1,087,255		0		9/30/18						森崎　健吾		常務取締役		0564-25-5066		kengo@inc.catvmics.ne.jp		163,104		163,104		61,733		1,707		19,227		19,227		18,777		13,687						0		愛知県		7		23		50,000		1		済		0		163,104		163,104		61,733		19,227		0		19,227		18,777		13,687		13,687		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,536		2,619,378		1,532,123		1087255		0		43373		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110245		ひまわりネットワーク(株)		東海		愛知県		128		92		225,585		225,585		141,984		129,748		74,426		0		74,426		141,984		74,426		73		63,311		3,586		6,880		52,845		56,792		56,792		0		421		10,651,740		4,117,537		6,534,203		0		3/31/19				(株)コミュニティネットワークセンター		磯谷　由美子		総務部　係長		0565-35-3440		isogai@himawari.co.jp		225,585		225,585		141,984		99		74,426		74,426		63,311		56,792						0		愛知県		7		23		100,000		1		済		0		225,585		225,585		141,984		74,426		0		74,426		63,311		56,792		56,792		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		6,252		10,651,740		4,117,537		6534203		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110246		三河湾ネットワーク(株)		東海		愛知県		12		8		46,677		46,677		20,725		10,573		3,402		0		3,402		18,048		3,493		6		10,550		1,646		1,932		6,972		10,351		10,351		0		3		755,753		403,169		273,476		79,107		3/31/19		(年度総売上備考：通信部門はひまわりネットワークより販促手数料となる）		(株)コミュニティネットワークセンター		会場　啓悟		取締役		0533-69-7784		aiba@sky-1.co.jp		46,677		46,677		20,725		403		3,402		3,493		10,550		10,351						0		愛知県		7		23		10,000		1		済		0		46,677		46,677		20,725		3,402		0		3,493		10,550		10,351		10,351		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		3,039		755,753		403,169		273476		79107		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110255		伊賀上野ケーブルテレビ(株)		東海		三重県		44		7		36,339		36,339		24,251		20,188		13,245		0		1,376		13,245		13,245		61		14,637		1,333		7,702		5,602		12,420		12,395		25		0		1,971,033		931,738		983,489		55,805		3/31/19						伊室　晃治		総務・業務部		0595-24-2560		imuro@ict-tv.co.jp		36,339		36,339		24,251		551		13,245		13,245		14,637		12,420						0		三重県		7		24		10,000		1		済		0		36,339		36,339		24,251		13,245		0		13,245		14,637		12,420		12,395		25		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		6,773		1,971,033		931,738		983489		55805		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110256		(株)アイティービー		東海		三重県		43		0		80,676		80,676		55,369		0		17,017						52,458		17,017		0		18,626		15,162		2,532		932		609				609		0		2,441,058								≪平成２５年３月３１日≫						中川　和人				0596-27-0701		kazuhito.nakagawa@itv-mie.jp		80,058		80,058		55,341		0		11,184		17,326		19,532		678				3/31/14		0		三重県		7		24		50,000		0				0		80,676		80,676		55,369		17,017		0		17,017		18,626		609		0		609		0		0		28		5,833		-309		-90600%		(69)		2,441,058		0		3,674		2,441,058		0		0		0																事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110257		(株)ケーブルネット鈴鹿		東海		三重県		54		15		86,157		86,157		56,573		25,353		15,275		0		25,140		56,573		25,140		1,994		26,630		2,793		5,321		18,516		17,849		17,849		0		225		2,393,375		1,239,225		1,154,150				3/31/19				(株)ＣＣＪ		清水 雄介		技術部 課長		059-388-3415		gizyutsu-pc@cns-tv.co.jp		86,157		86,157		56,573		0		15,275		25,140		26,630		17,849						0		三重県		7		24		50,000		1		済		0		86,157		86,157		56,573		15,275		0		25,140		26,630		17,849		17,849		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,525		2,393,375		1,239,225		1154150		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110258		(株)シー・ティー・ワイ		東海		三重県		131		43		182,076		181,917		159,362		46,878		41,676								41,676		3,163		54,201		312		21,990		31,899		36,389		36,389				1,004		5,241,266		2,383,889		2,857,378				3/31/19				(株)ＣＣＪ		朝倉　広幸		総務部総務課		059-353-6505		h.asakura07@cty.co.jp		182,076		181,917		159,362		0		41,676		41,676		54,201		36,389						0		三重県		7		24		100,000		1		済		0		182,076		181,917		159,362		41,676		0		41,676		54,201		36,389		36,389		0		0		0		0		0		0		0%		0		(1)		0		2,741		5,241,266		2,383,889		2857378		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110259		(株)ラッキータウンテレビ		東海		三重県		16		0		58,027		50,761		14,798		0		1,690		0						1,701		0		4,115						0		1,794		1,794		0		0		730,124		330,955		220,374		178,795		3/31/19		※20180725 売上円単位で誤入力⇒千単位に修正 ※20180725 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正				近藤　均		取締役		0594-24-0001		kondo@lucky-towntv.co.jp		58,027		50,761		14,798		0		1,690		1,701		4,115		1,794						0		三重県		7		24		10,000		1		済		0		58,027		50,761		14,798		1,690		0		1,701		4,115		1,794		1,794		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,112		730,124		330,955		220374		178795		43555		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110260		(株)ＺＴＶ		東海		三重県		250				542,990		542,990		297,258		146,444		114,495				114,495		282,364		114,495		169		114,127								92,429		91,490		939		2,224		15,817,942		6,378,569		9,331,521		107,851		6/30/18		※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正				山本　二朗		取締役総務部長		059-236-5111		j-yama@ztv.co.jp		542,990		542,990		297,258		20,916		114,495		114,495		114,127		92,429						1		滋賀県		7		24		200,000		1		済		0		542,990		542,990		297,258		114,495		0		114,495		114,127		92,429		91,490		939		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		4,434		15,817,942		6,378,569		9331521		107851		43281		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110261		(株)アドバンスコープ		東海		三重県		68		19		37,368		37,368		19,470				17,604		0				17,604		17,604		0		12,954		1,070		2,608		9,276		10,623		10,623		0		776		1,889,645		819,234		1,013,874		56,357		3/31/19						松鹿　友子		総務部　サブマネージャ		0595-62-1881		matsushika@advanscope.jp		37,368		37,368		19,470		1,940		17,604		17,604		12,954		10,623						0		三重県		7		24		10,000		1		済		0		37,368		37,368		19,470		17,604		0		17,604		12,954		10,623		10,623		0		0		0		0		0		0		0%		0		180		0		8,088		1,889,645		819,234		1013874		56357		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110262		松阪ケーブルテレビ・ステーション(株)		東海		三重県		70		16		107,257		107,257		69,537				17,832		0						17,832		32		31,235		16,760		7,001		7,430		22,658		22,658		0		1,208		3,429,381		1,642,829		1,786,552		0		3/31/19						掛橋　直也		総務部　総務課長		0598-50-2244		info@mctv.jp		107,257		107,257		69,537		533		17,832		17,832		31,235		22,658						0		三重県		7		24		50,000		1		済		0		107,257		107,257		69,537		17,832		0		17,832		31,235		22,658		22,658		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,110		3,429,381		1,642,829		1786552		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110263		下呂市		東海		岐阜県		5		0		12,144		8,279		7,296		6,992		0						6,992		0				1,039		7		1,032				0								415,841		181,983		233,857				3/31/19						長尾　飛鳥		下呂市役所 生活部生活課		0576-24-2222		asuka-n@city.gero.lg.jp		12,144		8,279		7,296		5,717		0		0		1,039		0						0		岐阜県		7		21		3,000		1		済		0		12,144		8,279		7,296		0		0		0		1,039		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		4,750		415,841		181,983		233857		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110270		上婦負ケーブルテレビ(株)		北陸		富山県		11				15,963		10,485		6,697		6,291		4,711		0		4,711		6,697		4,282		0		2,114		1,180		202		732		198		0		198		0		372,860		289,528		83,332		0		3/31/19						燒田　賢一		常務取締役		076-469-6661		kyakita@kami-nei.ne.jp		15,963		10,485		6,697		16		4,711		4,282		2,114		198						0		富山県		8		16		3,000		1		済		0		15,963		10,485		6,697		4,711		0		4,282		2,114		198		0		198		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,640		372,860		289,528		83332		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																確定せず カクテイ				依頼せず イライ

		10110271		(株)ケーブルテレビ富山		北陸		富山県		79		30		162,050		162,050		109,845		69,376		41,911		0				109,845		68,937		197		35,685		4,014		1,360		30,309		35,353		35,353		0		4,302		5,195,963		2,686,151		2,241,492		268,320		3/31/19						島崎　正樹		経営管理部長		076-444-5952		shimasak@cttnet.co.jp		162,050		162,050		109,845		966		41,911		68,937		35,685		35,353						0		富山県		8		16		100,000		1		済		0		162,050		162,050		109,845		41,911		0		68,937		35,685		35,353		35,353		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,942		5,195,963		2,686,151		2241492		268320		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110272		富山市（ケーブルテレビ八尾センター）		北陸		富山県		0		10		6,537		6,537		6,423		0		4,123		3,923						200		0		2,689		2,689						60		60				0		175,261																						6,483		6,483		6,423		829		4,123		200		2,689		60				2/20/08		0				8		16		3,000		0				0		6,537		6,537		6,423		4,123		3,923		200		2,689		60		60		0		0		0		0		0		0		0%		0		175,261		0		2,274		175,261		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110273		能越ケーブルネット(株)		北陸		富山県		39		0		36,185		36,185		19,418		1,873		5,792		0		5,626		19,418		8,234		22		5,426		3,216		640		1,570		1,496		1,474		22		318		1,068,926		581,769		282,076		205,081		3/31/19		※20190920 決算年月日修正				作道　実		総務部		0766-74-1166		tsukuri@cnethimi.co.jp		36,185		36,185		19,418		0		5,792		8,234		5,426		1,496						0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		36,185		36,185		19,418		5,792		0		8,234		5,426		1,496		1,474		22		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,587		1,068,926		581,769		282076		205081		43555		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110274		射水ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		29		3		38,436		38,436		25,800		16,339		11,551		0		15,101		26,729		12,269		78		11,678		4,087		261		7,064		13,091		13,091		0		563		1,742,805		808,738		864,206		69,861		3/31/19						高山　一登		総務部　取締役　総務部長		0766-82-7320		takayama@catvnet.co.jp		38,436		38,436		25,800		929		11,551		12,269		11,678		13,091						0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		38,436		38,436		25,800		11,551		0		12,269		11,678		13,091		13,091		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		5,629		1,742,805		808,738		864206		69861		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110275		高岡ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		36		0		64,891		64,891		45,464		14,405		12,991				12,991		45,464		18,269		0		14,992		4,229		8,760		2,003		13,235		13,235		0		911		2,094,215		1,364,657		729,557				3/31/19		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正				笠井　克祐		事業本部　執行役員事業本部長		0766-26-6900		kasai@takaoka-catv.jp		64,891		64,891		45,464		0		12,991		18,269		14,992		13,235						0		富山県		8		16		30,000		1		済		0		64,891		64,891		45,464		12,991		0		18,269		14,992		13,235		13,235		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		3,839		2,094,215		1,364,657		729557		0		43555		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110276		となみ衛星通信テレビ(株)		北陸		富山県		36		0		18,305		18,305		12,226		3,003		6,522		0		6,522		11,868		11,868		94		10,961		3,012		3,917		4,032		9,221		9,221		0		457		1,734,500		1,049,207		685,293		0		3/31/19						米澤　辰彦		執行役員総務部長		0763-22-7600		yonezawa@tst-tv.jp		18,305		18,305		12,226		0		6,522		11,868		10,961		9,221						0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		18,305		18,305		12,226		6,522		0		11,868		10,961		9,221		9,221		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		11,822		1,734,500		1,049,207		685293		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110277		(株)新川インフォメーションセンター		北陸		富山県		21		3		15,856		15,856		10,854		0		4,491		0						6,006		0		4,354		3,082		975		297		4,021		4,021		0		0		852,966		332,956		224,813		295,195		3/31/19						松岡　千穂		執行役員総務部長		0765-23-6110		matsuoka@nice-tv.jp		15,856		15,856		10,854		12		4,491		6,006		4,354		4,021						0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		15,856		15,856		10,854		4,491		0		6,006		4,354		4,021		4,021		0		0		0		0		0		0		0%		0		2		0		6,549		852,966		332,956		224813		295195		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110278		新川広域圏事務組合		北陸		富山県		0		4		28,004		28,004		22,495		0		4,614				4,614		22,495		5,388		0		8,305		7,957				707		0						0		531,594		438,821		51,278		41495		3/31/15						福島 正明				0765-74-9321		fukusima@niikawa-kouiki.jp		28,004		28,004		22,542		1,012		4,685		5,229		8,664		0				3/31/16		0		富山県		8		16		10,000		0				0		28,004		28,004		22,495		4,614		0		5,388		8,305		0		0		0		0		0		-47		-71		159		-35900%		0		0		0		1,969		531,594		438,821		51278		41495		42094														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110279		滑川中新川地区広域情報事務組合		北陸		富山県		0		11		29,755		29,755		15,744		0		8,769		0						15,259		0		6,158								0						245		601,600		564,528		37,072				3/31/19						竹山　雅信		総務課　係長		076-474-9211		takeyama@net3-tv.jp		29,755		29,755		15,744		394		8,769		15,259		6,158		0						0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		29,755		29,755		15,744		8,769		0		15,259		6,158		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,184		601,600		564,528		37072		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110280		加賀ケーブル(株)		北陸		石川県						29,163		29,163		7,965		0		7,965				7,965		7,965		7,965		82		3,537		1,613		503		1,421		2,095		2,095		0		0		532,818		320,110		194,419		18,289		3/31/19						岩崎　剛		代表取締役社長		0761-72-8181		iwasaki@kagacable.jp		29,163		29,163		7,965		420		7,965		7,965		3,537		2,095						0		石川県		8		17		3,000		1		済		0		29,163		29,163		7,965		7,965		0		7,965		3,537		2,095		2,095		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		5,575		532,818		320,110		194419		18289		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110281		金沢ケーブル(株)		北陸		石川県		31		41		255,815		255,815		103,624		1,697		24,495				42,659		103,624		42,659		663		34,482		12,685		3,614		21,797		25,106		24,769		337		3,067		4,665,569		2,600,241		2,065,328		0		3/31/19						多賀　陽市		営業部		076-224-1140		y-taga@kanazawacatv.jp		255,815		255,815		103,624		8,131		24,495		42,659		34,482		25,106						0		石川県		8		17		100,000		1		済		0		255,815		255,815		103,624		24,495		0		42,659		34,482		25,106		24,769		337		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,752		4,665,569		2,600,241		2065328		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110282		(株)テレビ小松		北陸		石川県		19		0		55,808		30,300		18,195		11,176		7,061				928		17,194		10,932		449		8,411		1,504		2,023		4,884		8,065		8,065						1,086,610		523,335		482,658		80,617		3/31/19		※20190910 放送内訳修正値入手し連盟が登録 決算年月日更新漏れ⇒2019/03/31に修正				縄　洋平		代表取締役専務		0761-23-3911		y-nawa@tvk.ne.jp		55,808		30,300		18,195		2,600		7,061		10,932		8,411		8,065						0		石川県		8		17		10,000		1		済		0		55,808		30,300		18,195		7,061		0		10,932		8,411		8,065		8,065		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,977		1,086,610		523,335		482658		80617		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ				メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718

		10110283		(株)あさがおテレビ		北陸		石川県		20		2		39,473		39,473		25,669		9,177		9,539		0		5,631		19,854		8,212		100		6,231		1,868		1,167		3,196		6,490		6,490						1,129,787		672,445		446,292		11,050		3/31/19		※20190920 決算年月日修正				森　謙一		取締役（事業推進担当）		076-274-3333		mori@asagaotv.ne.jp		39,473		39,473		25,669		62		9,539		8,212		6,231		6,490						0		石川県		8		17		10,000		1		済		0		39,473		39,473		25,669		9,539		0		8,212		6,231		6,490		6,490		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,668		1,129,787		672,445		446292		11050		43555		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110287		織田中央テレビ共同受信施設組合		北陸		福井県		0		1		1,370		1,370		1,370		0		0		1,370						0		0										0						0																								1,370		1,370		1,370		1,370		0		0		0		0				12/19/07		0				8		18		0		0				0		1,370		1,370		1,370		0		1,370		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110288		丹南ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		24		2		59,011		59,011		41,780		21,000		26,319		0		26,319		41,780		26,319		0		17,203		3,311		3,342		10,550		13,527		13,527		0		592		2,188,745		1,374,762		813,983		0		3/31/19						石塚　喜章		技術部　部長		0778-21-5040		ishiduka@t-catv.co.jp		59,011		59,011		41,780		5,150		26,319		26,319		17,203		13,527						0		福井県		8		18		30,000		1		済		0		59,011		59,011		41,780		26,319		0		26,319		17,203		13,527		13,527		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,366		2,188,745		1,374,762		813983		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110289		福井ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		42		39		114,131		103,200		87,791		10,535		80,302		0		79,946		87,791		79,946		1,193		32,126		10,073		14,781		7,272		29,389		29,389				836		5,173,461		2,828,920		2,344,541		0		3/31/19						宮地　俊秀		システム室長		0776-20-3651		tmiyachi@fctv.co.jp		114,131		103,200		87,791		111		80,302		79,946		32,126		29,389						0		福井県		8		18		50,000		1		済		0		114,131		103,200		87,791		80,302		0		79,946		32,126		29,389		29,389		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,911		5,173,461		2,828,920		2344541		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110290		美方ケーブルネットワーク(株)		北陸		福井県		4		4		8,651		8,651		7,470		2,355		5,099				3,738		7,470		5,099		0		2,545		401		2,144				83				83		33		276,053		160,783		95,904		19,356		3/31/19						真田　邦彦		事業局長兼サービス課 課長　		0770-32-3400		k-sanada@mmnet-ai.ne.jp		8,651		8,651		7,470		0		5,099		5,099		2,545		83						0		福井県		8		18		3,000		1		済		0		8,651		8,651		7,470		5,099		0		5,099		2,545		83		0		83		0		0		0		0		0		0%		0		10		0		3,080		276,053		160,783		95904		19356		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110292		(株)嶺南ケーブルネットワーク		北陸		福井県		28		10		28,494		28,494		26,258		0		22,138		0		22,138		22,138		22,138		0		10,673								6,983		6,983		107		579		1,411,782		787,941		563,740		60,101		3/31/19						吉沢　郁夫		経営管理部　部長（事業担当）		0770-24-4103		yoshizawa@rcn.ne.jp		28,494		28,494		26,258		0		22,138		22,138		10,673		6,983						0		福井県		8		18		10,000		1		済		-107		28,494		28,494		26,258		22,138		0		22,138		10,673		6,983		6,983		107		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,480		1,411,782		787,941		563740		60101		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		電話世帯数＝P		P世帯にSも設置と想定 セタイセッチソウテイ		対応不要 タイオウフヨウ		43726

		10110293		(株)ケーブルテレビ若狭小浜		北陸		福井県		14		4		11,997		11,997		10,930				2,457				2,457		10,930		2,457		57		873						873		0								376,779		330,669		37,599		8,511		3/31/19						津田　達男		専務取締役		0770-52-7201		tsuda@channel-oh.jp		11,997		11,997		10,930		0		2,457		2,457		873		0						0		福井県		8		18		10,000		1		済		0		11,997		11,997		10,930		2,457		0		2,457		873		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,873		376,779		330,669		37599		8511		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM,17Tel		42964

		10110294		おおい町		北陸		福井県		5				3,216		3,216		3,216		0		762		0		2,378		3,216		2,378		0		0								0						0		13,358		13,358						3/31/19						濱田　知		電子情報課　主事		0770-77-9030		tohamada@town.ohi.lg.jp		3,216		3,216		3,216		0		762		2,378		0		0						0		福井県		8		18		3,000		1		済		0		3,216		3,216		3,216		762		0		2,378		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		346		13,358		13,358		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110300		環境エンジニアリング(株)		近畿		滋賀県						1,039		1,039		980		0		0								0		0		0								0						0																削除済		マネージャー						1,039		1,039		980		0		0		0		0		0				3/31/11		0				9		25		0		0				0		1,039		1,039		980		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110301		余呉町		近畿		滋賀県		3				1,255		1,255		1,255		0		80								0		0		540		540						1,243						0																削除済		総務課情報係　係長						1,243		1,243		1,243		1,243		80		0		562		1,243				2/18/09		0				9		25		0		0				1,243		1,255		1,255		1,255		80		0		0		540		1,243		0		0		0		0		12		0		0		-2200%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110302		(株)甲賀ケーブルネットワーク		近畿		滋賀県		7		3		18,403		9,925		2,055		0		2,055		2,055								0		271		271												0		105,943		99,195		5,310		1437								削除済		営業部　主任						18,403		9,925		2,055		0		2,055		0		271		0				9/19/12		0				9		25		0		0				0		18,403		9,925		2,055		2,055		2,055		0		271		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		4,296		105,943		99,195		5310		1437		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110303		滋賀ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		43		11		265,279		119,702		44,704		0		28,648		23,928						5,100		0		10,273								341		373				0		1,609,352																						118,363		118,363		42,104		0		28,648		4,382		9,640		341				12/19/07		0				9		25		30,000		0				-32		265,279		119,702		44,704		28,648		23,928		5,100		10,273		341		373		0		0		0		2,600		0		718		63300%		0		1,609,352		0		3,000		1,609,352		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110304		近江八幡ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県						29,557		29,557		13,368		0		9,684								0		0		2,529		2,529						72				72		0																削除済		技術部インターネット課						29,557		29,557		13,368		1,744		9,684		0		2,529		72				7/2/08		0				9		25		10,000		0				0		29,557		29,557		13,368		9,684		0		0		2,529		72		0		72		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110310		(株)ＫＣＮ京都		近畿		京都府		28		14		184,026		71,979		35,744		0		23,342		0				21,964		13,717		0		30,718		251		170		30,297		28,804		28,742		62		0		2,249,897		620,659		1,203,296		425,941		12/31/18						岡田　裕樹		総務部　部長		0774-95-0082		okada-h@kcn-kyoto.jp		184,026		71,979		35,744		3,305		23,342		13,717		30,718		28,804						0		京都府		9		26		30,000		1		済		0		184,026		71,979		35,744		23,342		0		13,717		30,718		28,804		28,742		62		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		5,245		2,249,897		620,659		1203296		425941		43465		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110311		(株)京都ケーブルコミュニケーションズ		近畿		京都府		37		30		686,500		313,000		136,000		0		34,000		0		12,970		0		12,970		0		10,300		10,300		0		0		0		0		0		0		2,924,000		1,243,000		490,000		0						(株)ジュピターテレコム		削除済		総務部　部長						686,500		313,000		136,000		0		34,000		8,850		10,300		0				10/22/08		0				9		26		100,000		0				0		686,500		313,000		136,000		34,000		0		12,970		10,300		0		0		0		0		0		0		0		4,120		0%		0		1,191,000		0		1,792		2,924,000		1,243,000		490000		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110313		洛西ケーブルビジョン(株)		近畿		京都府		6		5		16,900		16,580		13,509				2,487		0		1,012		13,509		1,511				1,252				737		515		1,890		1,890						328,558		259,526		50,604		18,428		3/31/19						新治　光子		総務部　取締役総務部長		075-331-1411		niiharu@rcv.co.jp		16,900		16,580		13,509		0		2,487		1,511		1,252		1,890						0		京都府		9		26		10,000		1		済		0		16,900		16,580		13,509		2,487		0		1,511		1,252		1,890		1,890		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,027		328,558		259,526		50604		18428		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110324		ケーブルウエスト(株)		近畿		大阪府		106		241		506,674		470,143		403,082		0		87,697		37,959						50,244		0		34,634								8,799		11,079				0														(株)ジュピターテレコム										506,674		470,143		382,205		277,051		87,697		49,806		33,083		8,799				2/20/08		0				9		27		200,000		0				-2,280		506,674		470,143		403,082		87,697		37,959		50,244		34,634		8,799		11,079		0		0		0		20,877		0		438		155100%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110326		(株)オプテージ		近畿		大阪府						8,547,305		7,575,371		878,933		878,933		316,642		0		316,642		878,933		316,642		0		1,541,890		0		0		1,541,890		1,645,945		1,469,977		175,968				224,358,000		29,439,000		155,125,000		39,793,000		3/31/19						管理者								8,547,305		7,575,371		878,933		31,282		316,642		316,642		1,541,890		1,645,945						1		大阪府		9		27		500,000		1		済		0		8,547,305		7,575,371		878,933		316,642		0		316,642		1,541,890		1,645,945		1,469,977		175,968		0		0		0		0		0		0%		0		1,000		0		21,272		224,358,000		29,439,000		155125000		39793000		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110327		(財)京阪神ケーブルビジョン		近畿		大阪府		44		9		283,193		283,193		283,193		0		8,061		1,613		6,448		157,083		6,448		0		3,134		2,558		576		0		364		0		364		0		744,083		560,826		106,854		1356								削除済		総務部長						280,550		280,550		280,550		234,567		6,918		5,659		3,218		356				3/31/10		0				9		27		200,000		0				0		283,193		283,193		283,193		8,061		1,613		6,448		3,134		364		0		364		0		0		2,643		1,143		789		-8400%		8		75,047		0		219		744,083		560,826		106854		1356		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110328		(株)ジェイコムウエスト		近畿		大阪府		0		215		5,583,732		5,583,732		3,750,457		0		1,005,609				1,005,609		3,750,457		1,005,609		781		917,449		109,319		54,779		753,351		974,901		974,901				79,852		125,077,016		52,261,770		52,660,730		20,154,516		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		石田　裕子		㈱ジェイコムウエスト 人事・管理統括部 管理グループ		06-7850-5010		jcw-corporate@jupiter.jcom.co.jp		5,583,732		5,583,732		3,750,457		901,274		1,005,609		1,005,609		917,449		974,901						1		大阪府		9		27		1,000,000		1		済		0		5,583,732		5,583,732		3,750,457		1,005,609		0		1,005,609		917,449		974,901		974,901		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,779		125,077,016		52,261,770		52660730		20154516		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																						電話世帯数＜＞プライマリ デンワセタイスウ				事務局修正 ジムキョクシュウセイ				43306		43306

		10110330		吹田ケーブルテレビジョン(株)		近畿		大阪府		2		46		179,200		179,200		152,500		0		40,500		0						40,500		0		25,900								27,800						0		3,778,432												(株)ジュピターテレコム		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						178,100		178,100		151,200		23,757		40,400		40,400		23,500		24,600				12/31/12		0				9		27		100,000		0				27,800		179,200		179,200		152,500		40,500		0		40,500		25,900		27,800		0		0		0		0		1,300		100		100		240000%		3,200		3,778,432		0		2,065		3,778,432		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110331		(株)全関西ケーブルテレビジョン		近畿		大阪府		9				79,042		26,270		19,672		19,672		0						14,977		0				0								0								410,962		332,294				78,668		3/31/19						山田　茂生		エリア事業部　エリア事業部長		06-6201-3388		yamada@ac-tv.co.jp		79,042		26,270		19,672		18,695		0		0		0		0						1		大阪府		9		27		10,000		1		済		0		79,042		26,270		19,672		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,741		410,962		332,294		0		78668		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110332		高槻ケーブルネットワーク(株)		近畿		大阪府		0		44		167,000		167,000		114,900		0		43,300		0						43,300		0		28,400								34,100				0		0		4,393,710												(株)ジュピターテレコム		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						166,500		166,500		114,100		25,400		43,800		43,800		27,100		31,400				12/31/12		0				9		27		100,000		0				34,100		167,000		167,000		114,900		43,300		0		43,300		28,400		34,100		0		0		0		0		800		-500		-500		130000%		2,700		4,393,710		0		3,187		4,393,710		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110333		(株)テレビ岸和田		近畿		大阪府		48		6		94,947		88,101		71,812		18,718		26,181				26,273		71,812		26,273				23,869		1,783		100		21,986		29,787		29,787						2,625,205		1,238,737		1,244,630		141,838		3/31/19						嶋崎　宏和		技術本部　本部長		072-436-3636		shima@tvk.co.jp		94,947		88,101		71,812		25,007		26,181		26,273		23,869		29,787						0		大阪府		9		27		50,000		1		済		0		94,947		88,101		71,812		26,181		0		26,273		23,869		29,787		29,787		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,046		2,625,205		1,238,737		1244630		141838		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110334		豊中・池田ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0		56		237,900		237,900		178,800		0		52,300		0						52,300		0		33,500								36,900						0		4,994,113		2,847,288		1,642,168								(株)ジュピターテレコム		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						235,800		235,800		177,600		29,600		53,100		53,100		30,900		33,200				12/31/12		0				9		27		100,000		0				36,900		237,900		237,900		178,800		52,300		0		52,300		33,500		36,900		0		0		0		0		1,200		-800		-800		260000%		3,700		504,657		0		2,328		4,994,113		2,847,288		1642168		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110337		東大阪ケーブルテレビ(株)		近畿		大阪府		0		49		246,100		246,100		155,700		0		57,200		0		37,200		95,907		57,200		0		31,900								41,000						0		5,469,225												(株)ジュピターテレコム		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部　管理統括部						244,200		244,200		154,200		27,600		57,200		57,200		30,600		37,600				12/31/12		0				9		27		100,000		0				41,000		246,100		246,100		155,700		57,200		0		57,200		31,900		41,000		0		0		0		0		1,500		0		0		130000%		3,400		5,469,225		0		2,927		5,469,225		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110338		北摂ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0				211,184		211,184		139,085		0		47,480		24,597						24,875		0										31,027						0		5,607,809												(株)ジュピターテレコム										211,184		211,184		139,085		9,954		47,480		24,875		30,721		31,027				2/20/08		0				9		27		100,000		0				31,027		211,184		211,184		139,085		47,480		24,597		24,875		0		31,027		0		0		0		0		0		0		0		-3072100%		0		5,607,809		0		3,360		5,607,809		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110339		北河内ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		33		120		320,076		320,076		174,720		0		62,869		7,422		55,447		174,720		55,447		0		32,568		25,319		5,498		1,751		30,606		23,372				0		5,903,437		3,648,607		1,459,003								(株)ジュピターテレコム		削除済		ＣＳ推進課　課長						320,076		320,076		174,720		16,456		62,869		55,447		32,568		30,606				5/20/09		0				9		27		100,000		0				7,234		320,076		320,076		174,720		62,869		7,422		55,447		32,568		30,606		23,372		0		0		0		0		0		0		0%		0		795,827		0		2,816		5,903,437		3,648,607		1459003		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110341		(株)明石ケーブルテレビ		近畿		兵庫県		22		11		135,993		95,690		51,339				9,277				15,761		15,761		15,538				7,489		5,488		0		2,189		9,490		9,490						1,149,326		656,672		346,641		146,013		3/31/19		※20190924 総売上/内訳/決算年月日訂正				松尾　明美		管理部　担当課長		078-911-7000		matsuo@actv.zaq.ne.jp		135,993		95,690		51,339		36,026		9,277		15,538		7,489		9,490						0		兵庫県		9		28		50,000		1		済		0		135,993		95,690		51,339		9,277		0		15,538		7,489		9,490		9,490		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,866		1,149,326		656,672		346641		146013		43555		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742		P前回同値 ゼンカイドウチ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43761

		10110343		(株)淡路島テレビジョン		近畿		兵庫県		17		0		16,496		16,496		12,867		0		1,701				0		0		1,701		0						0		0		0		0		0		0		130,000														削除済		取締役総務管理部長						16,496		16,496		12,867		0		1,701		1,701		0		0				5/21/08		0				9		28		10,000		0				0		16,496		16,496		12,867		1,701		0		1,701		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		130,000		0		842		130,000		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110344		ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス(株)		近畿		兵庫県		38		7		172,324		122,725		52,524		0		16,071		0		16,071		52,524		22,053				10,770		7,133		730		2,907		14,906		14,843		63				1,778,821		1,103,755		633,932		41,132		3/31/19						内山　正樹		ふれあい総務部　次長		079-420-2525		kanri@banban.co.jp		172,324		122,725		52,524		4,332		16,071		22,053		10,770		14,906						0		兵庫県		9		28		50,000		1		済		0		172,324		122,725		52,524		16,071		0		22,053		10,770		14,906		14,843		63		0		0		0		0		0		0%		0		2		0		2,822		1,778,821		1,103,755		633932		41132		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110345		神河町ケーブルテレビネットワーク		近畿		兵庫県		8		0		4,194		4,120		3,720		3,720		0		0		0		3,720		0		0		1,385		0				1,385		0						0		150,931		105,243		45,688		0		3/31/19						岡部　成幸		総務課　参事		0790-32-2752		okabe_shigeyuki@town.kamikawa.hyogo.jp		4,194		4,120		3,720		1,467		0		0		1,385		0						0		兵庫県		9		28		3,000		1		済		0		4,194		4,120		3,720		0		0		0		1,385		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,381		150,931		105,243		45688		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110347		(株)ケーブルネット神戸芦屋		近畿		兵庫県		0		198		812,500		812,500		615,700		0		159,700		0						159,700		0		109,600								143,100						0		17,917,000												(株)ジュピターテレコム		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部　兵庫ブロック管理チーム長						810,700		810,700		608,600		131,300		156,800		156,800		102,000		131,900				12/31/12		0				9		28		500,000		0				143,100		812,500		812,500		615,700		159,700		0		159,700		109,600		143,100		0		0		0		0		7,100		2,900		2,900		760000%		11,200		17,917,000		0		2,425		17,917,000		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110348		南あわじ市　ケーブルネットワーク淡路		近畿		兵庫県		7		7		19,373		19,373		3,731		0		61		0		61		15,834		98		0		299		299						0						0		452,398		430,896		21,502		0		3/31/19		市役所の特別会計のため、会計科目等当てはまるものがありませんので、非管理項目としています。				奥田 泰大				0799-43-2345		yasuhiro_okuda@city.minamiawaji.hyogo.jp		19,373		19,373		3,731		3,214		61		98		299		0						0		兵庫県		9		28		3,000		1		済		0		19,373		19,373		3,731		61		0		98		299		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		10,104		452,398		430,896		21502		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110349		(財)神戸市開発管理事業団		近畿		兵庫県		10		13		66,588		66,588		58,878		0		9,309		8,722		587		0		587		0		1,850		446		1,404		0		0						0		874,555		853,819		20,736				平成１８年度、金額はすべて税抜き額														66,588		66,588		58,878		0		9,309		587		1,850		0				2/20/08		0				9		28		50,000		0				0		66,588		66,588		58,878		9,309		8,722		587		1,850		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,238		874,555		853,819		20736		0																事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110350		(株)ベイ・コミュニケーションズ		近畿		大阪府		216		62		884,700		883,900		800,700		9,907		134,850		0		109,731		800,700		134,850		0		188,301		11,577		57,110		119,613		153,133		153,044		89		2,896		17,588,437		6,027,304		10,784,780		776,353		3/31/19		※20191119 修正依頼あり。『放送』事業売上に含まれていた電力売上を『その他』で登録。				森原　一彦		総務部　部長代理		06-6450-1179		shom@baycom.jp		884,700		883,900		800,700		664,681		134,850		134,850		188,301		153,133						1		大阪府		9		27		500,000		1		済		0		884,700		883,900		800,700		134,850		0		134,850		188,301		153,133		153,044		89		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,831		17,588,437		6,027,304		10784780		776353		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110351		姫路ケーブルテレビ(株)		近畿		兵庫県		41		25		248,600		248,600		120,755		27,473		37,235		0		22,487		120,755		37,235		0		36,249		7,852		11,863		16,534		38,877		38,798		79		0		4,259,054		2,176,905		2,082,149		0		3/31/19						松本　圭司		取締役総務部長兼企画部長		079-278-5070		k-matsumoto@winknet.ne.jp		248,600		248,600		120,755		42,575		37,235		37,235		36,249		38,877						0		兵庫県		9		28		100,000		1		済		0		248,600		248,600		120,755		37,235		0		37,235		36,249		38,877		38,798		79		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,939		4,259,054		2,176,905		2082149		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110355		近鉄ケーブルネットワーク(株)		近畿		奈良県		197		133		558,663		392,713		188,334				60,440		0		60,440		188,334		70,987		0		129,645		21,178		1,160		107,307		130,458		126,862		3,596		1,883		12,526,206		4,223,170		8,303,035				12/31/18						金井　博美		監査役室・対外業務室		0743-75-5510		kanai@kcn.ad.jp		558,663		392,713		188,334		9,324		60,440		70,987		129,645		130,458						0		奈良県		9		29		100,000		1		済		0		558,663		392,713		188,334		60,440		0		70,987		129,645		130,458		126,862		3,596		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		5,543		12,526,206		4,223,170		8303035		0		43465		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110356		こまどりケーブル(株)		近畿		奈良県		6		2		38,582		38,582		32,215		21,150		4,065		0		10,742		32,215		10,742		2		0								0						0		1,336,005		713,220		0		622,783		12/31/18		特になし				山崎　理		常務取締役		0743-75-4744		yamasaki@kcn.ad.jp		38,582		38,582		32,215		25,772		4,065		10,742		0		0						0		奈良県		9		29		30,000		1		済		0		38,582		38,582		32,215		4,065		0		10,742		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		2		0		3,456		1,336,005		713,220		0		622783		43465		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																確定前年同値 カクテイゼンネンドウチ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM,17Tel		42964

		10110357		(株)サイバーリンクス		近畿		和歌山県		516				7,782		4,386		4,386		4,386		467						4,386		467				1,167						1,167		51				51				9,685,326		124,859		82,928		9,477,539		12/31/18						辻本　裕一		地域ネットワーク事業部　ＣＡＴＶ課　主任		0739-24-9500		y-tsujimoto@cyber-l.co.jp		7,782		4,386		4,386		4,386		467		467		1,167		51						0		和歌山県		9		30		3,000		1		済		0		7,782		4,386		4,386		467		0		467		1,167		51		0		51		0		0		0		0		0		0%		0		0		1		184,020		9,685,326		124,859		82928		9477539		43465		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110359		鹿足郡事務組合		中国		島根県		7		0		6,548		6,548		6,142		2,621		729				729		6,142		981		29		2,063		1,739		227		97		6,142		6,142		57		0		1,139,472		127,370		69,867		942,235		3/31/18		（２０１９．７．１６　鹿足郡事務組合） 売上実績等…監査終了後に入力予定 ※20191008 総売上/内訳入力(未登録だった為)				三宅　貴洋		主事		0856-74-2099		snn@tsuwano.net		6,548		6,548		6,142		2,830		729		981		2,063		6,142						0		島根県		10		32		3,000		1		済		-57		6,548		6,548		6,142		729		0		981		2,063		6,142		6,142		57		0		0		0		0		0		0%		0		0		1		15,460		1,139,472		127,370		69867		942235		43190		売上空白 ウリアゲクウハク		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,759		電話世帯数＝P		P世帯にSも設置と想定 セタイセッチソウテイ		対応不要 タイオウフヨウ		43,726

		10110361		(株)中海テレビ放送		中国		鳥取県		62		11		98,970		98,970		54,549		19,927		38,334		0		38,334		54,549		38,334		220		22,159		4,683		611		16,860		24,610		24,501		109		626		5,051,186		2,516,408		1,097,989		1,436,789		3/31/19						鎌田　靖史		総務部　課長補佐		0859-29-2211		catv@chukai.co.jp		98,970		98,970		54,549		2,966		38,334		38,334		22,159		24,610						0		鳥取県		10		31		50,000		1		済		0		98,970		98,970		54,549		38,334		0		38,334		22,159		24,610		24,501		109		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		7,717		5,051,186		2,516,408		1097989		1436789		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM,17Tel		42964

		10110362		鳥取中央有線放送(株)		中国		鳥取県		22		0		18,034		18,034		14,625		14,625		3,187				1,473		14,625		3,187		58		4,808		2,411		1,734		663		0						430		496,916		283,340		213,576		0		3/31/19						谷口　成樹		事業部事業1係・係長		0858-53-2565		info@torichu.co.jp		18,034		18,034		14,625		1		3,187		3,187		4,808		0						0		鳥取県		10		31		10,000		1		済		0		18,034		18,034		14,625		3,187		0		3,187		4,808		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,831		496,916		283,340		213576		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110363		(株)鳥取テレトピア		中国		鳥取県		15		0		14,004		12,935		9,415		0		6,293		0				9,415		6,293		25		1,769		1,256		397		116		0						0		477,783		374,515		99,715		3,553		3/31/19						奈良井　大輔				0857-22-6111		daisuke-narai@inabapyonpyon.net		14,004		12,935		9,415		0		6,293		6,293		1,769		0						0		鳥取県		10		31		3,000		1		済		0		14,004		12,935		9,415		6,293		0		6,293		1,769		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,229		477,783		374,515		99715		3553		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110364		日本海ケーブルネットワーク(株)		中国		鳥取県		62		3		91,547		91,547		63,215		4,487		39,727		0				62,915		39,727		13		14,833		11,527		1,780		1,526		17,533		17,533		0		2,044		2,918,560		2,015,923		902,637				7/31/18						山尾　修丈		総務部　総務課　係長		0857-21-3202		catv@ncn-t.net		91,547		91,547		63,215		5,154		39,727		39,727		14,833		17,533						0		鳥取県		10		31		50,000		1		済		0		91,547		91,547		63,215		39,727		0		39,727		14,833		17,533		17,533		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,847		2,918,560		2,015,923		902637		0		43312		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110365		出雲ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		33		2		42,568		42,568		28,639		1,275		10,196		0		24,270		28,639		24,270		37		7,690		2,629		3,295		1,766		9,728		9,728						1,632,839		1,065,642		567,197		0		3/31/19		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正				北脇　厚		総務課　課長		0853-21-9811		kitawaki-atsushi@icv-izumo.ne.jp		42,568		42,568		28,639		0		10,196		24,270		7,690		9,728						0		島根県		10		32		10,000		1		済		0		42,568		42,568		28,639		10,196		0		24,270		7,690		9,728		9,728		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,751		1,632,839		1,065,642		567197		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110366		松江市		中国		島根県		0		3		3,320		2,508		2,272		0		633		615						37		0		347		347		0		0		0		11		0		0		57,795														削除済		鹿島ケーブルビジョン所長						3,320		2,508		2,291		0		665		38		335		0				3/31/11		0				10		32		0		0				-11		3,320		2,508		2,272		633		615		37		347		0		11		0		0		0		-19		-32		-1		1200%		0		57,795		0		2,120		57,795		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110367		山陰ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		56		1		103,323		103,323		55,141		10,528		5,195				5,195		15,605		15,605		141		13,041		6,142		4,095		2,804		4,540		3,217		1,323		1,288		2,248,532		1,344,262		472,053		432,217		3/31/19		(年度総売上備考：行政が設備した施設の運営管理あり）				上代　徹		総務部　総務課長		0852-23-2522		jyoudai@mable.ne.jp		103,323		103,323		55,141		726		5,195		15,605		13,041		4,540						0		島根県		10		32		50,000		1		済		0		103,323		103,323		55,141		5,195		0		15,605		13,041		4,540		3,217		1,323		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,398		2,248,532		1,344,262		472053		432217		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110368		石見ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		26				32,014		31,510		17,007				1,379				4,585		17,007		4,585		43		3,246		2,127		1,126		251		0								698,585		479,496		219,089				3/31/19						福浜　秀利		代表取締役社長		0855-23-4883		info@iwamicatv.jp		32,014		31,510		17,007		3,826		1,379		4,585		3,246		0						0		島根県		10		32		10,000		1		済		0		32,014		31,510		17,007		1,379		0		4,585		3,246		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,423		698,585		479,496		219089		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110369		井原放送(株)		中国		岡山県		23		1		17,395		17,395		13,147		11,076		697				692		13,147		697		4		6,277		4,002				2,238		3,079		3,079						729,004		345,505		330,572		52,927		3/31/19						原田　誠司		通信事業課		0866-62-8181		harada@icv.co.jp		17,395		17,395		13,147		7,880		697		697		6,277		3,079						1		岡山県		10		33		10,000		1		済		0		17,395		17,395		13,147		697		0		697		6,277		3,079		3,079		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,621		729,004		345,505		330572		52927		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110370		岡山ネットワーク(株)		中国		岡山県		31		6		283,008		190,811		62,206				20,058				20,058		62,206		20,058		120		14,859		11,123		40		3,696		11,340		11,340						1,814,514		1,049,609		741,357		23,548		3/31/19						瀧　哲郎		営業部　課長補佐		086-805-0202		taki@oni.co.jp		283,008		197,911		62,206		38,842		20,058		20,058		14,859		11,340						0		岡山県		10		33		50,000		1		済		0		283,008		190,811		62,206		20,058		0		20,058		14,859		11,340		11,340		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,431		1,814,514		1,049,609		741357		23548		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110371		(株)吉備ケーブルテレビ		中国		岡山県		30		2		29,503		29,503		22,076		0		15,067		0				22,076		15,067		0		5,129		4,371		0		758		0		0		0		0		1,067,574		843,977		223,597		0		3/31/19						三村　和正		総務部　経理課		0866-21-0123		mimura-k@kibi.ne.jp		29,503		29,503		22,076		0		15,067		15,067		5,129		0						0		岡山県		10		33		10,000		1		済		0		29,503		29,503		22,076		15,067		0		15,067		5,129		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,030		1,067,574		843,977		223597		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42957

		10110372		(株)倉敷ケーブルテレビ		中国		岡山県		88		28		241,710		195,113		86,760		0		51,475		0		51,475		83,483		51,475		0		28,110		7,563		5,008		15,539		30,463		30,429		34		12		4,032,879		2,103,956		1,928,923				3/31/19				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		小川　洋子		総務部　部長		086-466-1717		y.ogawa@kct.co.jp		241,710		195,113		86,760		808		51,475		51,475		28,110		30,463						0		岡山県		10		33		50,000		1		済		0		241,710		195,113		86,760		51,475		0		51,475		28,110		30,463		30,429		34		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,874		4,032,879		2,103,956		1928923		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110373		(株)ケーブルネットワーク金光		中国		岡山県		4		3		4,572		4,572		535		0		136				136		535		218		0																0		80,000		68,000		12,000		1500								宮永　基		常務取締役		0865-42-6880		cnk4@cnknet.jp		4,572		4,572		3,481		0		155		284		1,153		0				12/31/13		0		岡山県		10		33		0		0				0		4,572		4,572		535		136		0		218		0		0		0		0		0		0		-2,946		-19		-66		-115300%		0		(1,500)		0		12,461		80,000		68,000		12000		1500		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110374		玉島テレビ放送(株)		中国		岡山県		36		6		26,724		26,724		15,207		13,638		13,351				13,306		15,207		13,351		11		5,767		1,247		19		4,501		4,885		4,885				0		921,866		430,952		406,092		84,822		3/31/19						大島　清		統括部長		086-526-7075		o-shima@tamashima.tv		26,724		26,724		15,207		0		13,351		13,351		5,767		4,885						0		岡山県		10		33		10,000		1		済		0		26,724		26,724		15,207		13,351		0		13,351		5,767		4,885		4,885		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		5,052		921,866		430,952		406092		84822		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110375		(株)テレビ津山		中国		岡山県		14		3		43,730		43,730		10,734		557		8,837		0				10,734		8,837		0		3,034		3,034						539		539				0		437,564		266,960		170,604				3/31/19				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		劔持　成利		代表取締役社長		0868-24-4000		info@tvt.ne.jp		43,730		43,730		10,734		3		8,837		8,837		3,034		539						0		岡山県		10		33		10,000		1		済		0		43,730		43,730		10,734		8,837		0		8,837		3,034		539		539		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,397		437,564		266,960		170604		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P前回同値 ゼンカイドウチ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43761

		10110376		笠岡放送(株)		中国		岡山県		35		0		35,617		34,806		23,433		23,433		682		0		13,795		23,433		682		0		13,783		1,983		0		11,800		7,857		7,764		93		800		1,403,732		574,692		800,161		28,879		3/31/19						小寺　惣一		常務取締役		0865-63-6181		kodera@nsg.kcv.ne.jp		35,617		34,806		23,433		0		682		682		13,783		7,857						0		岡山県		10		33		10,000		1		済		0		35,617		34,806		23,433		682		0		682		13,783		7,857		7,764		93		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,992		1,403,732		574,692		800161		28879		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110377		矢掛放送(株)		中国		岡山県		7		0		4,875		4,875		4,107		0		0		0		1,065		4,107		1,065		0		706		615		91		0		0		0		0		14		119,558		88,024		28,981		2,553		3/31/19						水川　哲也		総務部　専務取締役		0866-84-8490		yct@yct.ne.jp		4,875		4,875		4,107		4,107		0		1,065		706		0						0		岡山県		10		33		3,000		1		済		0		4,875		4,875		4,107		0		0		1,065		706		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,426		119,558		88,024		28981		2553		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110378		島根県浜田市		中国		島根県		1		2		2,828		2,668		2,377		0		595				595		2,377		2,377		0		897		897						0								90,749		67,042		21,666		2,041		3/31/19		平成30年度　事業運営にかかる歳入決算額				三輪　祐二		浜田市　三隅支所　防災自治課　防災係　主任主事		0855-32-4444		miwa-yuuji@city.hamada.lg.jp		2,828		2,668		2,377		0		595		2,377		897		0						0		島根県		10		32		0		1		済		0		2,828		2,668		2,377		595		0		2,377		897		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,181		90,749		67,042		21666		2041		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110380		(株)ちゅピＣＯＭおのみち		中国		広島県		12		1		28,700		13,500		9,610		7,468		2,605		0		2,605		9,610		2,605		0		2,479		641		1,040		798		2,842		2,835		7		0		432,467		234,286		192,602		5,579		3/31/19						大池  茂文		営業課		0848-38-1881		oike@octv.co.jp		28,700		13,500		9,610		239		2,605		2,605		2,479		2,842						0		広島県		10		34		3,000		1		済		0		28,700		13,500		9,610		2,605		0		2,605		2,479		2,842		2,835		7		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,750		432,467		234,286		192602		5579		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110382		(株)ケーブル・ジョイ		中国		広島県		14		1		25,000		19,702		6,700		4,300		1,600		0		1,600		6,700		1,600		0		1,800		1,800		0		0		20		0		20		0		423,000		299,000		111,000		13,000		3/31/19						唐川　克秀		営業・総務統括部　部長		0847-45-0557		jokaraka@pear.ccjnet.ne.jp		25,000		19,702		6,700		4,000		1,600		1,600		1,800		20						0		広島県		10		34		3,000		1		済		0		25,000		19,702		6,700		1,600		0		1,600		1,800		20		0		20		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		5,261		423,000		299,000		111000		13000		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110383		(株)ちゅピＣＯＭふれあい		中国		広島県		72		12		389,041		389,041		159,186		3,885		40,179								40,179		379		26,679		6,710		437		19,417		24,790		24,675		115		235		3,960,679		2,356,302		1,604,377		0		3/31/19		20190911　内訳数値入手し、連盟本部で登録				藤田　直也		営業統括室　室長		082-296-5564		fujita@fureai-ch.co.jp		389,041		389,041		159,186		41,985		40,179		40,179		26,679		24,790						0		広島県		10		34		100,000		1		済		0		389,041		389,041		159,186		40,179		0		40,179		26,679		24,790		24,675		115		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,073		3,960,679		2,356,302		1604377		0		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		内訳更新もれ ウチワケコウシン		TEL　メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM,17Tel		42964

		10110384		(株)東広島ケーブルメディア		中国		広島県		9		3		38,868		31,305		10,969		3,704		2,920		0				10,996		2,920		50		561		95		62		404		0		0		0		0		267,334		240,498		26,836				3/31/18						徳永　功				082-424-8800		eigyo@kamon.ne.jp		38,868		31,305		10,969		0		2,920		2,920		561		0						0		広島県		10		34		10,000		1		済		0		38,868		31,305		10,969		2,920		0		2,920		561		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,031		267,334		240,498		26836		0		43190		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ

		10110386		(株)ちゅピＣＯＭひろしま		中国		広島県		40		11		597,300		597,300		121,494		8,924		23,804		0		24,134				28,413		160		13,297		2,558		3,462		7,277		11,444		11,444				208		2,275,579		1,630,490		645,089		0		3/31/19						稲田　悦子		総務部　主任		082-275-5217		inada@h.chupicom.co.jp		597,300		597,300		121,494		13,806		23,804		28,413		13,297		11,444						0		広島県		10		34		100,000		1		済		0		597,300		597,300		121,494		23,804		0		28,413		13,297		11,444		11,444		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,561		2,275,579		1,630,490		645089		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110388		三原テレビ放送(株)		中国		広島県		22		4		43,000		43,000		16,633		6,453		2,255		0		3,306		15,033		3,306		0		5,348				5,348				108				108		10		697,864		318,286		289,877		89,701		9/30/18		なし				勝村　祥治		統括部長		0848-63-8600		s-katsumura@g.mcat.co.jp		43,000		43,000		16,633		300		2,255		3,306		5,348		108						0		広島県		10		34		10,000		1		済		0		43,000		43,000		16,633		2,255		0		3,306		5,348		108		0		108		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,496		697,864		318,286		289877		89701		43373		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42957

		10110391		(株)アイ・キャン		中国		山口県		41		4		77,207		96,658		36,897		11,994		7,084		0		1,002		36,897		9,285		77		8,486		5,777		1,753		956		5,846		5,846		0		0		1,299,693		563,629		487,371		248,692		3/31/19						吉村　満則		総務技術部　部長		0827-22-5678		icn@icntv.co.jp		77,207		96,658		36,897		11,614		7,084		9,285		8,486		5,846						0		山口県		10		35		30,000		1		済		0		77,207		96,658		36,897		7,084		0		9,285		8,486		5,846		5,846		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		2,935		1,299,693		563,629		487371		248692		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110392		Ｋビジョン(株)		中国		山口県		30		3		63,184		61,503		40,381		0		19,360				19,360		40,381		19,360		82		9,150		4,614		1,525		3,011		6,686		6,686				0		1,390,417		980,708		409,709				3/31/19						山田　高徳		業務部　部長		0833-44-4936		takanori-yamada@kvision.ne.jp		63,184		61,503		40,381		363		19,360		19,360		9,150		6,686						0		山口県		10		35		30,000		1		済		0		63,184		61,503		40,381		19,360		0		19,360		9,150		6,686		6,686		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,869		1,390,417		980,708		409709		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110393		(株)ケーブルネット下関		中国		山口県		0		2		96,302		96,302		67,459		0		35,183		0		35,183		67,459		35,183		23		24,630		2,608		1,762		20,260		28,253		28,253		0		1,408		3,678,181		1,758,812		1,471,904		447,464		3/31/19		2014年以降は年度末（3月）決算に変更		(株)ジュピターテレコム		緒方　賢二郎		㈱ジュピターテレコム　九州山口ブロック　管理統括部 総務グループ　アシスタントマネージャー		092-201-1111		OgataK@jupiter.jcom.co.jp		96,302		96,302		67,459		1,202		35,183		35,183		24,630		28,253						0		山口県		10		35		50,000		1		済		0		96,302		96,302		67,459		35,183		0		35,183		24,630		28,253		28,253		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		4,544		3,678,181		1,758,812		1471904		447464		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																						電話世帯数＜＞プライマリ デンワセタイスウ				事務局修正 ジムキョクシュウセイ				2018/7/25休暇 キュウカ		43306

		10110394		(株)シティーケーブル周南		中国		山口県		28		0		61,366		55,909		40,319		17,437		5,813		0		14,522		14,522		14,522		71		9,480		1,741		3,965		3,774		11,720		11,720		0		0		1,720,910		984,097		731,394		5,419		8/31/18						佐々木　敏幸		総務計理部　課長		0834-21-3688		to.sasaki@ccsnet.ne.jp		61,366		55,909		40,319		2,745		5,813		14,522		9,480		11,720						0		山口県		10		35		30,000		1		済		0		61,366		55,909		40,319		5,813		0		14,522		9,480		11,720		11,720		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,557		1,720,910		984,097		731394		5419		43343		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110395		長門市		中国		山口県		0		15		16,124		16,124		14,420		0		1,269		0		2,202		14,420		2,202		0		2,741		1,984		0		757		0		0		0		0		377,482		246,535		113,796		17,151		3/31/19		※20190920 総売上/内訳訂正				西岡　達也		山口県長門市ケーブルテレビ　指定管理者　ながとてれび株式会社　センター長		0837-23-1541		tatsuya.nishioka@nagato-tv.com		16,124		16,124		14,420		0		1,269		2,202		2,741		0						0		山口県		10		35		10,000		1		済		0		16,124		16,124		14,420		1,269		0		2,202		2,741		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,181		377,482		246,535		113796		17151		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110396		萩ケーブルネットワーク(株)		中国		山口県		49		0		41,912		41,912		16,551		12,858		9,754								9,754				5,592		3,843		804		945		0								1,023,839		732,210		272,634		18,995		3/31/19		平成30年度決算より税抜としています。				井上　吉之		代表取締役社長		0838-25-7400		yoshiyuki-inoue@haginet.ne.jp		41,912		41,912		16,551		2,105		9,754		9,754		5,592		0				8/29/19		1		山口県		10		35		10,000		1		済		0		41,912		41,912		16,551		9,754		0		9,754		5,592		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		5,155		1,023,839		732,210		272634		18995		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110397		山口ケーブルビジョン(株)		中国		山口県		70		8		200,999		195,076		152,034		2,942		108,214		0		108,214		108,214		108,214		0		29,870		27,966		0		1,904		796		188		608		0		4,491,801		3,262,610		1,229,191		0		3/31/19						倉田　昌彦		技術局		083-934-1234		kurata@c-able.co.jp		200,999		195,076		152,034		0		108,214		108,214		29,870		796						0		山口県		10		35		100,000		1		済		0		200,999		195,076		152,034		108,214		0		108,214		29,870		796		188		608		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,462		4,491,801		3,262,610		1229191		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110399		ひらたＣＡＴＶ(株)		中国		島根県		12		3		8,220		7,204		6,516		0		936				936		6,516		6,334		0		2,130		34		1,375		721		734				734		593		322,905		199,289		120,243		3,373		3/31/19						金　忠宏		業務部長		0853-63-5539		kon@hit-5.net		8,220		7,204		6,516		0		936		6,334		2,130		734						0		島根県		10		32		3,000		1		済		0		8,220		7,204		6,516		936		0		6,334		2,130		734		0		734		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,130		322,905		199,289		120243		3373		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110400		(株)池田ケーブルネットワーク		四国		徳島県						4,735		4,735		4,083		4,083		152								152		0		514		356		139		19		0						0		473,298		118,923		38,240		316,135		3/31/19		※20190924 総売上/内訳訂正				中川　明恵		総務部　主任		0883-72-3399		nakagawa@awaikeda.net		4,735		4,735		4,083		0		152		152		514		0						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		4,735		4,735		4,083		152		0		152		514		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		1		9,660		473,298		118,923		38240		316135		43555		売上空白 ウリアゲクウハク		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110401		石井町有線放送農業協同組合		四国		徳島県		12		0		10,673		13,152		8,437		0		262						8,437		262		0		3,678		0				3,678		0						0		250,921		189,995		57,164		3,761		3/31/19		※20190920 決算年月日修正				吉田　章吾		参事		088-674-7667		yoshida@ihk.or.jp		10,673		13,152		8,437		0		262		262		3,678		0						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		10,673		13,152		8,437		262		0		262		3,678		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		2,478		250,921		189,995		57164		3761		43555		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110402		エーアイテレビ(株)		四国		徳島県		13		0		20,096		20,096		14,545		10,737		921		0		149		14,545		921		0		0								0								350,217		278,206		72,011		0		3/31/19						高堂　雅史		総務課　課長		088-692-8223		soumu@aitv.co.jp		20,096		20,096		14,545		0		921		921		0		0						0		徳島県		11		36		10,000		1		済		0		20,096		20,096		14,545		921		0		921		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,007		350,217		278,206		72011		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110403		ケーブルテレビ徳島(株)		四国		徳島県		33		6		133,342		133,342		124,872		124,872		23,402				23,402		124,872		23,402		0		2,983						2,983		2,983				2,983		1,613		3,432,387		2,534,797		856,366		41,222		3/31/19		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正				磨見　達彦		営業部		088-655-4000		mami@tcn.ne.jp		133,342		133,342		124,872		2,270		23,402		23,402		2,983		2,983						0		徳島県		11		36		100,000		1		済		0		133,342		133,342		124,872		23,402		0		23,402		2,983		2,983		0		2,983		0		0		0		0		0		0%		0		2		0		2,291		3,432,387		2,534,797		856366		41222		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110404		国府町農事放送農業協同組合		四国		徳島県		13				12,653		12,653		8,963		8,963		454		0				8,963		454		0		0								0						0		300,000		250,000		50,000		0		3/31/19		※20191004　前年と同様金額とのこと(メールにて確認)				森岡　篤				088-642-6050		info@kbctv.ne.jp		12,653		12,653		8,963		0		454		454		0		0						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		12,653		12,653		8,963		454		0		454		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,789		300,000		250,000		50000		0		43555		売上前年同値＆決算日のみ更新 ウリアゲゼンネンドウチケッサンビコウシン				9/19メール依頼 イライ		43,759																確定前年同値 カクテイゼンネンドウチ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM,17Tel		42964

		10110405		(株)テレビ鳴門		四国		徳島県		19		1		26,306		24,500		19,715		9,373		1,207		0		1,207		19,715		1,207		0		5,290		0		0		5,290		3,862		3,862		0		0		493,939		401,569		92,370		0		7/31/18						金重　智		業務部　総務部長		088-685-7101		heavy@tv-naruto.ne.jp		26,306		24,500		19,715		0		1,207		1,207		5,290		3,862						0		徳島県		11		36		10,000		1		済		0		26,306		24,500		19,715		1,207		0		1,207		5,290		3,862		3,862		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,088		493,939		401,569		92370		0		43312		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110406		日本中央テレビ(株)		四国		徳島県		9				22,300		22,300		5,830		0		2,006		0						2,006		0		821								452		452				0		172,310		172,310								20151118　放送売上のみ入力されていたので、合計に同値を入力。				松本 博毅		企画開発部　部長		0883-22-1501		h-matsumoto@jctv.ne.jp		22,300		22,300		5,830		0		2,006		2,006		821		452						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		22,300		22,300		5,830		2,006		0		2,006		821		452		452		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,463		172,310		172,310		0		0		0		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ																		前回同値確定 ゼンカイドウチカクテイ		更新していない コウシン		依頼せず イライ

		10110407		(株)ひのき		四国		徳島県		23		1		21,014		21,014		13,172		13,172		845		0				13,172		845		0		4,952								0						130		390,973		309,530		81,443		0		6/30/16						森田　貴		総務課		088-698-0811		core@cue.tv		21,014		21,014		13,172		0		845		845		4,952		0						0		徳島県		11		36		10,000		1		済		0		21,014		21,014		13,172		845		0		845		4,952		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,474		390,973		309,530		81443		0		42551		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ

		10110408		(株)東阿波ケーブルテレビ		四国		徳島県		8		1		16,000		12,000		5,303		2,000		1,175		0		1,175		5,207		1,175		0		2,608				0		2,608		2,000		2,000		3		0		237,843		180,571		57,272		0		3/31/19		特になし				合田　直人		総務部事務局長		08853-2-3336		goda@e-awa.tv		16,000		12,000		5,303		37		1,175		1,175		2,608		2,000						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		-3		16,000		12,000		5,303		1,175		0		1,175		2,608		2,000		2,000		3		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,738		237,843		180,571		57272		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		電話世帯数＝P		P世帯にSも設置と想定 セタイセッチソウテイ		対応不要 タイオウフヨウ		43726

		10110409		牟岐町中村テレビ共同受信組合		四国		徳島県						490		490		490		0		0								0		0		0								0						0																削除済		専務理事						490		490		490		0		0		0		0		0				3/31/10		0				11		36		0		0				0		490		490		490		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110410		香川テレビ放送網(株)		四国		香川県		16		2		29,703		23,731		16,275		1,600		4,645		0		4,770		15,333		5,026		70		4,190		740		925		2,385		4,300		4,215		0		19		650,952		389,638		261,314				6/30/18						松永　公伸		取締役営業部長		0877-46-5000		matsunaga@kbn.ne.jp		29,703		23,731		16,275		850		4,645		5,026		4,190		4,300						0		香川県		11		37		10,000		1		済		85		29,703		23,731		16,275		4,645		0		5,026		4,190		4,300		4,215		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,333		650,952		389,638		261314		0		43281		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727

		10110411		(株)ケーブルメディア四国		四国		香川県		27		16		230,201		220,283		67,963		0		20,035		0		15,927		67,963		20,035		0		0								0						0		1,900,367		1,783,003		117,364		0		3/31/19						亀島　知利		お客さまサービス部　部長		087-887-9756		kameshima@cavy.co.jp		230,201		220,283		67,963		1,034		20,035		20,035		0		0						0		香川県		11		37		50,000		1		済		0		230,201		220,283		67,963		20,035		0		20,035		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,330		1,900,367		1,783,003		117364		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																確定前年同値 カクテイゼンネンドウチ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42957

		10110412		中讃ケーブルビジョン(株)		四国		香川県		29		5		53,284		48,370		17,338				9,857		0		9,857		9,986		9,986		0		14,835		120				14,715		12,842		12,842				0		947,827		679,858		267,969		0		3/31/19						佐久間　知恵		企画室　係長		0877-24-6111		sakuma@cvc.co.jp		53,284		48,370		17,338		693		9,857		9,986		14,835		12,842						0		香川県		11		37		10,000		1		済		0		53,284		48,370		17,338		9,857		0		9,986		14,835		12,842		12,842		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,556		947,827		679,858		267969		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110413		三豊ケーブルテレビ放送(株)		四国		香川県		16		0		39,024		34,552		10,959		1,197		6,541		0		291		10,959		6,541		0		323		323						0						0		442,884		408,222		34,662				6/30/18						高谷　昌宏		技術課 通信係　係長		0875-24-1844		takaya-mcb@mc1.mcbnet.ne.jp		39,024		34,552		10,959		0		6,541		6,541		323		0						0		香川県		11		37		10,000		1		済		0		39,024		34,552		10,959		6,541		0		6,541		323		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,368		442,884		408,222		34662		0		43281		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727

		10110414		テレビ阿波(株)		四国		徳島県		6		1		3,792		3,792		1,306		1,306		203				203		1,306		203				465		209		256				440				440				66,787		23,612		20,017		23,157		6/30/18		(年度総売上備考：２９年６月決算） ２９年６月末決算分 ※20190924 総売上/内訳/決算年月日訂正				八坂　晴彦		営業		0883-55-0055		yasaka@awacco.net		3,792		3,792		1,306		0		203		203		465		440						0		徳島県		11		36		0		1		済		0		3,792		3,792		1,306		203		0		203		465		440		0		440		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		4,262		66,787		23,612		20017		23157		43281		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110415		上板町有線テレビ(株)		四国		徳島県		3		1		4,810		4,810		1,585		0		260		0		2		1,585		260		0		184		0		0		184		66		0		66		0		51,634		40,246		11,388				12/31/18						長谷川　功一郎		業務課　課長		088-694-7633		info@kamiita-catv.com		4,810		4,810		1,585		0		260		260		184		66						0		徳島県		11		36		0		1		済		0		4,810		4,810		1,585		260		0		260		184		66		0		66		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,715		51,634		40,246		11388		0		43465		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110416		(株)ケーブルネットおえ		四国		徳島県		14		0		15,784		15,784		8,202		8,202		0						8,202		0		0		3,372						3,372		3,159		3,159						203,721		148,676		53,698		1,347		3/31/19						片岡　和也		統括マネージャー		0883-26-9012		kataoka@cnet-oe.com		15,784		15,784		8,202		386		0		0		3,372		3,159						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		15,784		15,784		8,202		0		0		0		3,372		3,159		3,159		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,070		203,721		148,676		53698		1347		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110417		(株)四国中央テレビ		四国		愛媛県		18		23		29,000		29,000		13,483		0		2,760				2,760		13,483		2,760		135		6,670		4,714		1,667		289		6,776		6,776				2,331		906,467		359,237		478,904		68,326		3/31/19		(年度総売上備考：内、四国中央市からの指定管理料36，348千円を含む）				山下　博史		総務部兼システム部長		0896-24-0130		h.yamashita@s-tv.jp		29,000		29,000		13,483		624		2,760		2,760		6,670		6,776						0		愛媛県		11		38		10,000		1		済		0		29,000		29,000		13,483		2,760		0		2,760		6,670		6,776		6,776		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		5,603		906,467		359,237		478904		68326		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																確定せず カクテイ				依頼せず イライ

		10110418		今治シーエーティーブィ(株)		四国		愛媛県		18		1		69,567		56,000		17,586		9,113		8,617				7,050		17,586		8,617		116		3,260		1,300		1,960		1,837		1,250		1,128		122				707,277		596,670		110,607		0		3/31/19						門田　尚樹		総務部　部長		0898-22-0001		n-kadota@icknet.ne.jp		69,567		56,000		17,586		7,193		8,617		8,617		3,260		1,250						0		愛媛県		11		38		10,000		1		済		0		69,567		56,000		17,586		8,617		0		8,617		3,260		1,250		1,128		122		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,352		707,277		596,670		110607		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110419		宇和島ケーブルテレビ(株)		四国		愛媛県		19		0		24,860		24,860		9,661		9,301		3,924		0		3,924		9,661		3,924		67		0		0		0		0		0		0		0		0		582,764		394,457				188,307		3/31/19		(年度総売上備考：インターネットは、通信会社への回線貸与事業であり、売上はない。） 特記事項なし				伊藤　克将		総務部　部長		0895-24-3939		info@ucat.co.jp		24,860		24,860		9,661		4,020		3,924		3,924		0		0						0		愛媛県		11		38		3,000		1		済		0		24,860		24,860		9,661		3,924		0		3,924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		5,027		582,764		394,457		0		188307		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110421		(株)愛媛ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		74		118		292,212		272,178		160,407				47,927		0						47,927				76,348								50,412		49,538		874		18,429		7,580,316		2,918,231		4,607,025		55,060		3/31/19						西田 文明		総務部　部長		089-943-5001		nishida@e-catv.ne.jp		292,212		272,178		160,407		3,939		47,927		47,927		76,348		50,412						0		愛媛県		11		38		100,000		1		済		0		292,212		272,178		160,407		47,927		0		47,927		76,348		50,412		49,538		874		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,938		7,580,316		2,918,231		4607025		55060		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110422		(株)ケーブルネットワーク西瀬戸		四国		愛媛県		9		0		27,000		14,000		4,369		35		2,626		0		188		4,369		2,626		0		1,101		425		0		676		461		461		0		116		229,533		148,276		65,477		15,780		3/31/19						尾上　浩司		執行役員技術・営業部　部長		0893-25-0212		cnw-soumu@cnw.ne.jp		27,000		14,000		4,369		702		2,626		2,626		1,101		461						0		愛媛県		11		38		3,000		1		済		0		27,000		14,000		4,369		2,626		0		2,626		1,101		461		461		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,378		229,533		148,276		65477		15780		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110423		今治市波方シーエーティーブィ		四国		愛媛県						3,817		3,817		2,310		0		711				616		2,310		711		0		267		267												0		106,212		90,006		16,205		0		3/31/15						八木 直樹		今治市波方支所総務課　情報係		0898-41-7111		i2603@imabari-city.jp		3,817		3,817		2,310		2,310		711		711		267		0				3/31/16		0		愛媛県		11		38		0		0				0		3,817		3,817		2,310		711		0		711		267		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		3,832		106,212		90,006		16205		0		42094														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110424		(株)ハートネットワーク		四国		愛媛県		34		28		108,113		89,614		25,431		0		15,229				18,319		25,431		18,319		584		5,160		3,274		285		1,601		151				151		737		1,631,067		1,023,339		318,312		289,414		9/30/18		(年度総売上備考：２０１８．９末現在の数字になります。）				有田　早織		業務局　総務課		0897-32-7777		saori@heartnetwork.jp		108,113		89,614		25,431		0		15,229		18,319		5,160		151						0		愛媛県		11		38		10,000		1		済		0		108,113		89,614		25,431		15,229		0		18,319		5,160		151		0		151		0		0		0		0		0		0%		0		2		0		5,345		1,631,067		1,023,339		318312		289414		43373		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110425		西予ＣＡＴＶ(株)		四国		愛媛県		0		0		17,961		17,961		9,721		9,721		1,442		0		0		0		1,442		0		5,964		0		0		549		4,596		4,596		0		0		394,182		230,942		119,494		43,746		3/31/19						三瀬　春香		総務		0894-62-7811		haruka@seiyo-catv.co.jp		17,961		17,961		9,721		3,312		1,442		1,442		5,964		4,596						0		愛媛県		11		38		3,000		1		済		0		17,961		17,961		9,721		1,442		0		1,442		5,964		4,596		4,596		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,379		394,182		230,942		119494		43746		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110430		甲浦テレビ共同聴視施設組合		四国		高知県						700		633		633		0		0								0		0		0								0						0																削除済		組合長						700		633		633		633		0		0		0		0				9/19/12		0				11		39		0		0				0		700		633		633		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110431		高知ケーブルテレビ(株)		四国		高知県		43		4		157,203		157,203		51,589		51,589		20,171		0		16,550		51,589		20,171		196		0								0								1,652,707		1,484,381		168,326		0		3/31/19						近森　秀水		取締役　営業部長		088-880-1500		kcb-ekikaku-com@kcb.co.jp		157,203		157,203		51,589		113		20,171		20,171		0		0						0		高知県		11		39		50,000		1		済		0		157,203		157,203		51,589		20,171		0		20,171		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,670		1,652,707		1,484,381		168326		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110432		(一社)香南ケーブルテレビ		四国		高知県		11		0		14,882		9,145		5,929		5,375		290		0		5,929		5,929		664		0		3,871		18		237		3,616		3,099		3,079		20		0		465,774		183,643		282,131				3/31/19						國松 美紀		総務		0887-56-0102		kunimiki@kctv.or.jp		14,882		9,145		5,929		14		290		664		3,871		3,099						0		高知県		11		39		3,000		1		済		0		14,882		9,145		5,929		290		0		664		3,871		3,099		3,079		20		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		6,547		465,774		183,643		282131		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110433		よさこいケーブルネット(株)		四国		高知県		18		2		23,835		23,835		11,319		3,944		4,726		0		4,726		8,577		4,726		41		5,624		407		0		5,217		4,025		4,011		14		0		411,533		253,705		33,634		124,194		3/31/19						今村　勉		取締役営業部長		0889-43-0050		imamura@scatv.co.jp		23,835		23,835		11,319		57		4,726		4,726		5,624		4,025						0		高知県		11		39		10,000		1		済		0		23,835		23,835		11,319		4,726		0		4,726		5,624		4,025		4,011		14		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,030		411,533		253,705		33634		124194		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110434		西南地域ネットワーク(株)		四国		高知県		9		3		18,544		18,636		5,248		3,485		2,208		0		2,206		5,248		2,208		0		630		412		72		59		0		0		0		0		283,211		187,947		95,264		0		3/31/19						岡本　莉穂		総務部		0880-62-0888		okamoto@swantv.co.jp		18,544		18,636		5,248		0		2,208		2,208		630		0						0		高知県		11		39		3,000		1		済		0		18,544		18,636		5,248		2,208		0		2,208		630		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,497		283,211		187,947		95264		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110435		土佐有線テレビ施設組合		四国		高知県		1		1		4,944		705		705		0		705		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,790		8,790		0		0		3/31/19		20190910　放送内訳　桁補正				高橋　直人		組合長		0887-70-1315		laugh7010@icloud.com		4,944		705		705		705		705		0		0		0						0		高知県		11		39		0		1		済		0		4,944		705		705		705		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,039		8,790		8,790		0		0		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		放送内訳桁もれ ホウソウウチワケケタ		20190910　放送内訳　桁補正		43,718

		10110437		那賀町ケーブルテレビ		四国		徳島県		7		1		3,869		3,773		3,773		2,853		0		0				3,773		0				1,564		417				1,149		2,027		2,027						968,284		886,785		81,499		0		3/31/19						日下　拓		ケーブルテレビ課　課長補佐		0884-64-1123		taku-kusaka@naka.i-tokushima.jp		3,869		3,773		3,773		0		0		0		1,564		2,027						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		3,869		3,773		3,773		0		0		0		1,564		2,027		2,027		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		21,386		968,284		886,785		81499		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110438		徳島県南メディアネットワーク(株)		四国		徳島県		9		2		13,004		8,220		2,285		2,285		496				27		2,285		496				1,145						1,145		929		929		83				206,323		139,032		66,703		588		3/31/19						山本 篤司		工事部　グループリーダー		0884-22-1728		yamamoto@kennan.tv		13,004		8,220		2,285		1		496		496		1,145		929						0		徳島県		11		36		0		1		済		-83		13,004		8,220		2,285		496		0		496		1,145		929		929		83		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		7,525		206,323		139,032		66703		588		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		電話世帯数＝P		P世帯にSも設置と想定 セタイセッチソウテイ		対応不要 タイオウフヨウ		43726

		10110439		三好市		四国		徳島県						8,103		8,103		6,923		7,192		186		0				7,192		186				2,004		1,264		526		152		35				38		0		243,550		157,246		75,584		10,720		3/31/19						谷　直哉		総務課　情報政策担当		0883-72-7641		jyouhouseisaku@city.tokushima-miyoshi.lg.jp		8,103		8,103		6,923		0		186		186		2,004		35						0		徳島県		11		36		3,000		1		済		-3		8,103		8,103		6,923		186		0		186		2,004		35		0		38		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,932		243,550		157,246		75584		10720		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		S前回同値 ゼンカイドウチ		S入力漏れ ニュウリョクモ		Sに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43761

		10110440		(株)ケーブルネットワーク桂川		九州		福岡県						8,000		5,000		1,977		0		278		0		278		1,968		278		0		0								0						0		42,407		34,664		0		7,743		3/31/19						中嶋　浩仁		取締役		0948-65-0217		cnk@bronze.ocn.ne.jp		8,000		5,000		1,977		0		278		278		0		0						0		福岡県		12		40		0		1		済		0		8,000		5,000		1,977		278		0		278		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,788		42,407		34,664		0		7743		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42957

		10110441		(財)北九州ケーブルビジョン		九州		福岡県		4		0		7,341		5,575		1,832		0		106		101						0		0		0								0						0		31,119		15,768												削除済		事務局長						7,341		5,575		1,842		1,842		106		0		0		0				3/31/09		0				12		40		0		0				0		7,341		5,575		1,832		106		101		0		0		0		0		0		0		0		-10		0		0		0%		0		15,351		0		1,416		31,119		15,768		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110442		(株)ジェイコム九州		九州		福岡県		0		52		1,687,665		1,687,665		1,092,298		9,804		262,063		0		262,063		1,092,298		262,063		371		258,005		47,479		10,478		200,048		216,857		216,857		0		14,041		30,198,090		13,560,606		12,224,552		4,412,931		3/31/19		2014年以降は年度末（3月）決算に変更		(株)ジュピターテレコム		緒方　賢二郎		㈱ジュピターテレコム　九州山口ブロック　 管理統括部 総務グループ　アシスタントマネージャー		092-201-1111		OgataK@jupiter.jcom.co.jp		1,687,665		1,687,665		1,092,298		34,135		262,063		262,063		258,005		216,857						1		福岡県		12		40		1,000,000		1		済		0		1,687,665		1,687,665		1,092,298		262,063		0		262,063		258,005		216,857		216,857		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		2,304		30,198,090		13,560,606		12224552		4412931		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																						電話世帯数＜＞プライマリ デンワセタイスウ				事務局修正 ジムキョクシュウセイ				2018/7/25休暇 キュウカ		43306

		10110443		(株)ＣＲＣＣメディア		九州		福岡県		26		2		136,800		136,800		55,225		0		5,924				5,924		55,225		7,722		0		7,860		2,477		2,480		2,903		6,282		6,282		0		0		977,881		507,902		359,464		110,514		2/28/19		財務情報については弊社が2月末決算の為、2019年2月末現在の情報となります。				大曲　光邦		総務部		0942-37-6411		ohmagari@kumintv.co.jp		136,800		136,800		55,225		12,434		5,924		7,722		7,860		6,282						1		福岡県		12		40		50,000		1		済		0		136,800		136,800		55,225		5,924		0		7,722		7,860		6,282		6,282		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		1,476		977,881		507,902		359464		110514		43524		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110444		(株)ケーブルビジョン　２１		九州		福岡県								197,000		148,621		0		41,487		42,000						28,944		0		20,816								28,212						0		4,485,000												(株)ジュピターテレコム		削除済		総務部　プロジェクト企画室						0		197,000		148,621		512		41,487		28,944		20,816		28,212				10/22/08		0				12		40		100,000		0				28,212		0		197,000		148,621		41,487		42,000		28,944		20,816		28,212		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		4,485,000		0		2,515		4,485,000		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110445		(株)ジェイコム福岡		九州		福岡県						804,400		804,400		591,200		0		129,600		0						129,300		0		75,800								102,100						0		15,323,000												(株)ジュピターテレコム		削除済		九州山口ブロック総務チーム						801,900		801,900		582,900		0		128,300		119,100		72,000		97,800				12/31/10		0				12		40		500,000		0				102,100		804,400		804,400		591,200		129,600		0		129,300		75,800		102,100		0		0		0		0		8,300		1,300		10,200		380000%		4,300		15,323,000		0		2,160		15,323,000		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110446		(公財)福岡ケーブルビジョン		九州		福岡県		5		0		231,333		47,000		20,073		0		1,457		0		903		20,073		1,457		0		308		169		138		0		0		0		0		0		269,274		232,493		15,363		21,418		3/31/19						馬場　謙一		事務局長		092-724-2300		baba@fcv.ne.jp		231,333		47,000		20,073		20,073		1,457		1,457		308		0						0		福岡県		12		40		10,000		1		済		0		231,333		47,000		20,073		1,457		0		1,457		308		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,118		269,274		232,493		15363		21418		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110447		(株)メック		九州		福岡県		48		5		28,832		16,526		1,203		1,467		1,079		0		682		1,200		691		0		1,819		1,031		0		788		0		0		0		0		131,589		44,639		79,358		7,592		4/30/19						高木　利矩		総務部		0942-72-7266		takaki2@mecc.co.jp		28,832		16,526		1,203		124		1,079		691		1,819		0						0		福岡県		12		40		0		1		済		0		28,832		16,526		1,203		1,079		0		691		1,819		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		9,115		131,589		44,639		79358		7592		43585		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																確定前年同値 カクテイゼンネンドウチ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42957

		10110450		有田ケーブル・ネットワーク(株)		九州		佐賀県		11				8,600		8,200		6,541		5,312		243						6,541		368		0		1,099		601		498		73		593		593						242,234		187,452		54,783		0		5/31/18		令和元年7月10日現在で確認済み				原田　好弘		総務部総務課課長		0955-43-2500		acn-hard@po.aritanet.ne.jp		8,600		8,200		6,541		0		243		368		1,099		593						0		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		8,600		8,200		6,541		243		0		368		1,099		593		593		0		0		0		0		0		0		0%		0		(1)		0		3,086		242,234		187,452		54783		0		43251		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ						43,727

		10110451		伊万里ケーブルテレビジョン(株)		九州		佐賀県		24		0		18,613		21,186		15,967		5,998		1,704				15,967		15,967		4,262		0		4,569		2,049		1,954		504		1,502		1,457		45		0		747,161		539,823		207,338				3/31/19						川田　毅		総務部長		0955-22-3506		kawada@i-catv.co.jp		18,613		21,186		15,967		0		1,704		4,262		4,569		1,502						0		佐賀県		12		41		10,000		1		済		0		18,613		21,186		15,967		1,704		0		4,262		4,569		1,502		1,457		45		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,900		747,161		539,823		207338		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110452		鏡テレビ共同受信組合		九州		佐賀県				3				3,623		2,906		0		0								0		0		0								0						0																削除済		副組合長						0		3,623		2,906		0		0		0		0		0				3/31/10		0				12		41		0		0				0		0		3,623		2,906		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110453		(株)唐津ケーブルテレビジョン		九州		佐賀県		42		0		23,000		22,000		21,034		0		2,412		0				21,034		4,572		0		6,596		2,712		3,540		344		1,719		1,539		180		0		1,208,193		602,551		339,594		266,048		3/31/19						山下　善史郎		常務取締役		0955-73-5466		yamashita@k-people.jp		23,000		22,000		21,034		0		2,412		4,572		6,596		1,719						0		佐賀県		12		41		10,000		1		済		0		23,000		22,000		21,034		2,412		0		4,572		6,596		1,719		1,539		180		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,787		1,208,193		602,551		339594		266048		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42957

		10110454		(株)ケーブルワン		九州		佐賀県		31		14		28,935		28,935		20,380		2,064		4,712				4,712		20,380		4,712		8		7,375		1,484		2,526		3,365		8,626		8,599		27		820		1,087,598		636,221		451,376		0		7/31/18						山口　伸吾		総務部		0954-23-7511		yamaguchi@cableone.co.jp		28,935		28,935		20,380		0		4,712		4,712		7,375		8,626						0		佐賀県		12		41		10,000		1		済		0		28,935		28,935		20,380		4,712		0		4,712		7,375		8,626		8,599		27		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		4,447		1,087,598		636,221		451376		0		43312		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110455		西海テレビ(株)		九州		佐賀県		10		2		6,451		6,451		3,057		33		120				120		3,054		537				405		210		195				0								123,064		100,044		20,505		2,515		3/31/19						西山　真由美		総務部		0955-28-2466		sky-catv@po.chun2.ne.jp		6,451		6,451		3,057		11		120		537		405		0						1		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		6,451		6,451		3,057		120		0		537		405		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,355		123,064		100,044		20505		2515		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110456		佐賀シティビジョン(株)		九州		佐賀県		24		9		113,768		87,950		50,955		0		13,634				13,634		48,632		14,473		25		13,001		4,299		745		7,957		9,542		9,425		117		0		1,574,675		983,455		591,220		0		2/28/19						江口　義弘		総務部 次長		0952-24-3734		eguchi@bunbun.co.jp		113,768		87,950		50,955		984		13,634		14,473		13,001		9,542						0		佐賀県		12		41		50,000		1		済		0		113,768		87,950		50,955		13,634		0		14,473		13,001		9,542		9,425		117		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,575		1,574,675		983,455		591220		0		43524		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110457		(株)多久ケーブルメディア		九州		佐賀県		12				7,842		7,200		5,222		445		503		0				5,222		596		0		536		313		155		68		0								168,626		147,218		21,408		0		12/31/18						浦田　真治		常務取締役		0952-75-8585		taku@catv.taku.ne.jp		7,842		7,200		5,222		0		503		596		536		0						0		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		7,842		7,200		5,222		503		0		596		536		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,691		168,626		147,218		21408		0		43465		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110459		(株)テレビ九州		九州		佐賀県		16		0		7,500		7,500		6,133		153		598		0		598		6,133		598		0		1,315		603		596		116		0						0		320,132		210,291		65,692		44,148		4/30/19		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				白川　紀子		総務部		0954-20-2580		shirakawa@ktknet.jp		7,500		7,500		6,133		0		598		598		1,315		0						0		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		7,500		7,500		6,133		598		0		598		1,315		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		4,350		320,132		210,291		65692		44148		43585		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110460		(株)ネット鹿島		九州		佐賀県		14				14,947		14,947		7,256		3,621		271		0		906		7,256		906		0		2,144		1,190		860		94		1,262		1,250		12		0		291,744		172,098		119,646				4/30/19		※20180727 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20180725 売上　円単位で入力を千円単位に修正。				松浦　博彦		総務部		0954-63-1862		catv-ka@po.asunet.ne.jp		14,947		14,947		7,256		2,095		271		906		2,144		1,262						0		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		14,947		14,947		7,256		271		0		906		2,144		1,262		1,250		12		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,351		291,744		172,098		119646		0		43585		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110461		藤津ケーブルビジョン(株)		九州		佐賀県		9				11,607		10,211		4,858		3,301		300		0		34		0		525		0		1,559		875		598		86		686		686		0		0		205,625		126,765		72,817		6,133		4/30/19		特段報告義務がなされていない場合は、極力開示を控えています。 ※20160812　入力無しで確定→未確定に変更 　20161114映像実演使用料算定の為に管理部が「放送事業売上」データ収集。数値を登録。 ※20170809 売上実績に放送内訳値を転記 ※20190920 決算年月日修正				松尾　秀則		営業技術部　部長		0954-66-2657		fujippyhide@po.hagakure.ne.jp		11,607		10,211		4,858		0		300		525		1,559		686						0		佐賀県		12		41		3,000		1		済		0		11,607		10,211		4,858		300		0		525		1,559		686		686		0		0		0		0		0		0		0%		0		(90)		0		3,527		205,625		126,765		72817		6133		43585		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				合計値に複写 ゴウケイチフクシャ										NA		42957

		10110465		諫早ケーブルメディア(株)		九州		長崎県		40		9		48,000		41,200		18,600		430		7,610						18,600		15,100				5,445		4,799		646				4,057		4,057				126		870,181		591,144		247,100		31,937		3/31/19		※20190920 決算年月日修正				高巣　友裕		総務部 経理課　主任		0957-22-1193		t-takasu@icv-net.co.jp		48,000		41,200		18,600		75		7,610		15,100		5,445		4,057						0		長崎県		12		42		10,000		1		済		0		48,000		41,200		18,600		7,610		0		15,100		5,445		4,057		4,057		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,899		870,181		591,144		247100		31937		43555		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10110466		厳原有線テレビ利用共同組合		九州		長崎県		3		0		3,100		3,100		2,599		0		0		0						0		0		0								0						0		35,223														削除済		事務局長						3,100		3,100		2,599		27		0		0		0		0				2/18/09		0				12		42		0		0				0		3,100		3,100		2,599		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		35,223		0		1,129		35,223		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110467		おおむらケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		0		0		31,000		26,000		7,553		139		6,527		0		6,527		7,553		6,527		29		3,382		3,156		176		50		2,309		2,309		0		0		425,030		292,332		132,698		0		3/31/19		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				永田　雅彦		情報企画部　部長		0957-54-3811		octpulse@octp-net.ne.jp		31,000		26,000		7,553		1,026		6,527		6,527		3,382		2,309						0		長崎県		12		42		3,000		1		済		0		31,000		26,000		7,553		6,527		0		6,527		3,382		2,309		2,309		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,689		425,030		292,332		132698		0		43555		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110470		(株)ケーブルテレビジョン島原		九州		長崎県		16		1		21,056		20,510		7,286		0		5,028		0				7,286		5,028		0		1,578		1,230		291		57		0						243		343,956		208,866		76,400		58,690		9/30/18						佐々川　猛彦		営業部長		0957-63-3456		cabocha@shimabara.jp		21,056		20,510		7,286		187		5,028		5,028		1,578		0						0		長崎県		12		42		3,000		1		済		0		21,056		20,510		7,286		5,028		0		5,028		1,578		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,934		343,956		208,866		76400		58690		43373		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110471		九州テレ・コミュニケーションズ(株)		九州		長崎県		254				295,000		212,600		48,307		0		31,794		0		0		31,794		31,794		0		31,312						0		34,534		34,534		0		0		845,216		845,216						6/30/18		売り上げ情報は公開できません （20151119 放送内訳のみ連絡あり→総売上に同値を入力）				矢野　久仁男		総務部長		0956-25-6388		infome@tvs12.jp		295,000		212,600		48,307		0		31,794		31,794		31,312		34,534						1		福岡県		12		42		30,000		1		済		0		295,000		212,600		48,307		31,794		0		31,794		31,312		34,534		34,534		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,458		845,216		845,216		0		0		43281		売上前年同値＆決算日のみ更新 ウリアゲゼンネンドウチケッサンビコウシン				9/19メール依頼 イライ																		売上非公開 ウリアゲヒコウカイ				依頼せず イライ

		10110472		(株)西彼ケーブルネットワーク		九州		長崎県						4,000		2,000		1,750		0		450								0		0		0								0						0																安達　政幸		代表取締役		095-892-7690		adachi@seihi.co.jp		4,000		2,000		1,750		100		450		0		0		0						0		長崎県		12		42		0		1		0		0		4,000		2,000		1,750		450		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0		売上空白 ウリアゲクウハク		入力意思なし ニュウリョクイシ		依頼せず イライ												依頼せず イライ						入力無し ニュウリョクナ		入力意思なし ニュウリョクイシ		依頼せず イライ

		10110473		東彼ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県				4		2,600		2,600		900		0		74		76				900		0		0		0								0						0		26,881		25,040				1,841		7/31/18		なし				大屋　武広		代表取締役		0956-83-3141		tvt27@po.touhinet.ne.jp		2,600		2,600		900		0		74		0		0		0						0		長崎県		12		42		0		1		済		0		2,600		2,600		900		74		76		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,489		26,881		25,040		0		1841		43312		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110475		(株)長崎ケーブルメディア		九州		長崎県		74		4		108,352		108,352		84,302		16,392		24,742				45,038		84,302		45,038		950		28,854		19,770		6,031		3,053		14,832		14,550		282		2,238		3,831,642		2,004,260		1,827,381				3/31/19						青木　行久		常務取締役		095-828-3906		soumu@cncm.ne.jp		108,352		108,352		84,302		2,443		24,742		45,038		28,854		14,832						0		長崎県		12		42		50,000		1		済		0		108,352		108,352		84,302		24,742		0		45,038		28,854		14,832		14,550		282		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		3,788		3,831,642		2,004,260		1827381		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110476		(株)ひまわりてれび		九州		長崎県		64		0		0		0		22,522		986		11,915						22,522		16,384				7,802		2,178		4,592		1,032		6,883		6,883						1,060,396		631,685		371,822		56,889		9/30/18						宮崎　和久		業務部　部長		0957-37-6177		kazuhisa@himawarinet.ne.jp		0		0		22,522		0		11,915		16,384		7,802		6,883						0		長崎県		12		42		10,000		1		済		0		0		0		22,522		11,915		0		16,384		7,802		6,883		6,883		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,924		1,060,396		631,685		371822		56889		43373		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110478		福江ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		9				13,790		13,790		4,376		0		1,635		0		1,635		4,376		1,635		0		1,025		1,025						6				6		0		160,355		119,617		40,738				3/31/19						椿崎　幸平		総務課		0959-74-5775		k-tubakizaki@vc.fctv-net.jp		13,790		13,790		4,376		355		1,635		1,635		1,025		6						0		長崎県		12		42		3,000		1		済		0		13,790		13,790		4,376		1,635		0		1,635		1,025		6		0		6		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,054		160,355		119,617		40738		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110480		天草ケーブルネットワーク(株)		九州		熊本県		28		2		22,200		22,200		8,523		704		5,070						8,082		5,515				2,427		1,972		208		247		0								635,645		290,201		132,765		212,679		4/30/19						山田　由美子		総務課		0969-22-1311		yumiko.yamada@acn-tv.co.jp		22,200		22,200		8,523		441		5,070		5,515		2,427		0						0		熊本県		12		43		3,000		1		済		0		22,200		22,200		8,523		5,070		0		5,515		2,427		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		6,215		635,645		290,201		132765		212679		43585		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110481		(株)ジェイコム熊本		九州		熊本県		0		28		272,300		272,300		163,400		0		33,500		0						33,500		0		26,400		17,410		1,820		7,396		26,600		26,600				0		3,511,110		1,780,354		1,413,638		317118		3/31/15				(株)ジュピターテレコム		大岡　宏衣		(株)ジュピターテレコム　九州山口ブロック　管理統括グループ　アシスタントマネージャー		092-201-1111		oookah@jupiter.jcom.co.jp		272,300		272,300		163,400		12,284		33,500		33,500		26,400		26,600				3/31/16		0		熊本県		12		43		100,000		0				0		272,300		272,300		163,400		33,500		0		33,500		26,400		26,600		26,600		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,791		3,511,110		1,780,354		1413638		317118		42094														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110485		臼杵市		九州		大分県						15,361		15,361		12,096		0		3,815		0		3,815		12,096		3,815		0		0								0						0		302,020		302,020						5/31/15						嶺　周作		総務課　主任		0972-63-1111		s-mine@city.usuki.oita.jp		15,361		15,361		12,096		0		3,815		3,815		0		0				3/31/16		0		大分県		12		44		10,000		0				0		15,361		15,361		12,096		3,815		0		3,815		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,081		302,020		302,020		0		0		42155														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110486		大分ケーブルテレコム(株)		九州		大分県		132		62		217,000		217,000		170,000		65,000		73,500		0						73,500		1,700		72,200								50,700		50,700				2,100		8,001,873		3,722,465		3,723,964		555,442		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		久渡　真		管理本部副本部長		097-542-1121		KudoMak@jupiter.jcom.co.jp		217,000		217,000		170,000		20,500		73,500		73,500		72,200		50,700						0		大分県		12		44		100,000		1		済		0		217,000		217,000		170,000		73,500		0		73,500		72,200		50,700		50,700		0		0		0		0		0		0		0%		0		2		0		3,922		8,001,873		3,722,465		3723964		555442		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ				メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718

		10110487		大分ケーブルネットワーク(株)		九州		大分県						24,775		12,300		5,565		0		2,825		0						2,825		0		433		353		80				0						0		112,154		83,603		15,817		12,734		5/31/19						見越　俊介		情報通信営業部		097-558-3408		migoshi@ocn-catv.ne.jp		24,775		12,300		5,565		70		2,825		2,825		433		0						0		大分県		12		44		3,000		1		済		0		24,775		12,300		5,565		2,825		0		2,825		433		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,679		112,154		83,603		15817		12734		43616		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110488		ＫＣＶコミュニケーションズ(株)		九州		大分県		21				18,375		16,170		12,762		44		2,778		0				12,762		2,778				1,607		1,538				69		0								644,659		443,635		181,111		19,913		3/31/19		※20190920 総売上訂正				中島　靖和		専務取締役		0973-27-5001		nakashima@kcv.jp		18,375		16,170		12,762		0		2,778		2,778		1,607		0						0		大分県		12		44		10,000		1		済		0		18,375		16,170		12,762		2,778		0		2,778		1,607		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,209		644,659		443,635		181111		19913		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110489		(株)ケーブルテレビ佐伯		九州		大分県		37		21		32,000		31,708		31,708		8,706		7,228		0		7,228		0		7,228		0		7,050		6,003		0		1,047		5,384		5,364		15		5		1,208,587		450,029		480,911		277,647		3/31/19						川野　知治		総務部　部長		0972-22-9811		kawano@saiki.tv		32,000		31,708		31,708		0		7,228		7,228		7,050		5,384						0		大分県		12		44		30,000		1		済		5		32,000		31,708		31,708		7,228		0		7,228		7,050		5,384		5,364		15		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,176		1,208,587		450,029		480911		277647		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		電話世帯数＝P		P世帯にSも設置と想定 セタイセッチソウテイ		対応不要 タイオウフヨウ		43726

		10110490		ＣＴＢメディア(株)		九州		大分県		34		6		70,991		70,340		49,692		4,417		23,613		0		23,613		49,692		22,398				9,073		2,897				6,176		5,641		5,641		0		121		1,683,870		1,136,020		481,390		66,460		3/31/19		※20190924 内訳訂正				野上　徹順		専務取締役		0977-24-3553		nogami@t-ctb.co.jp		70,991		70,340		49,692		3,053		23,613		22,398		9,073		5,641						0		大分県		12		44		30,000		1		済		0		70,991		70,340		49,692		23,613		0		22,398		9,073		5,641		5,641		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,824		1,683,870		1,136,020		481390		66460		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/10メール依頼 イライ		43,742

		10110491		東大分システム(株)		九州		大分県		3				24,899		3,290		1,766		1,766		1,766						1,766		0				121		86				35		0								52,474		41,716		5,181		5,199		3/31/19						岡本　代一		代表取締役		097-575-2110		sekitv@luck.ocn.ne.jp		24,899		3,290		1,766		971		1,766		0		121		0						0		大分県		12		44		0		1		済		0		24,899		3,290		1,766		1,766		0		0		121		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		378		0		2,476		52,474		41,716		5181		5199		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110492		(株)北大ケーブル情報センター		九州		大分県						12,588		8,000		1,395		0		0								0		0		0								0						0		17,569		17,532		0		37		3/31/15		（２０１５０９０７　その他売上も損益計算書から転記）				武下　秀信		代表取締役社長		0979-24-1188				12,588		8,000		1,486		0		0		0		0		0						0		大分県		12		44		0		1		0		0		12,588		8,000		1,395		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-91		0		0		0%		0		0		0		1,050		17,569		17,532		0		37		42094		更新せず コウシン		入力意思なし ニュウリョクイシ		依頼せず イライ																		更新せず コウシン		入力意思なし ニュウリョクイシ		依頼せず イライ

		10110493		杵築市		九州		大分県		10		3		13,501		13,501		9,435		0		5,714		0		0		9,435		5,714		0		0		0		0		0		0		0		0		0		558,781		280,981		0		277,800		3/31/19		※20191008 内訳訂正				江藤　大輔		秘書広報課　ケーブルネットワーク係　主査		0978-64-0133		daisuke-eto@city.kitsuki.lg.jp		13,501		13,501		9,435		0		5,714		5,714		0		0						0		大分県		12		44		3,000		1		済		0		13,501		13,501		9,435		5,714		0		5,714		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,935		558,781		280,981		0		277800		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,759

		10110495		(株)ケーブルメディアワイワイ		九州		宮崎県		67		18		95,228		94,086		38,337		1,906		37,434				1,714		37,434		37,434		371		14,875		4,894		6,421		3,560		14,181		14,181		0		437		3,523,393		2,246,087		666,757		610,549		3/31/19						緒方　義信		企画室		0982-22-1500		waiowc01@ma.wainet.ne.jp		95,228		94,086		38,337		903		37,434		37,434		14,875		14,181						0		宮崎県		12		45		30,000		1		済		0		95,228		94,086		38,337		37,434		0		37,434		14,875		14,181		14,181		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		7,659		3,523,393		2,246,087		666757		610549		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110496		ＢＴＶ(株)		九州		宮崎県		91		38		219,358		219,358		65,364		6,559		45,289		0		52,175		65,254		52,096		0		34,384		4,375		376		26,866		34,393		34,393		0		1,217		4,419,863		2,751,118		1,506,669		162,076		3/31/19						福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@btvm.co.jp		219,358		219,358		65,364		1,124		45,289		52,096		34,384		34,393						1		宮崎県		12		45		50,000		1		済		0		219,358		219,358		65,364		45,289		0		52,096		34,384		34,393		34,393		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		5,635		4,419,863		2,751,118		1506669		162076		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P前回同値 ゼンカイドウチ		P世帯入力漏れ セタイニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43761

		10110497		宮崎ケーブルテレビ(株)		九州		宮崎県		59		29		188,867		188,867		121,510		12,746		55,905		0		55,905		121,510		55,905		19		37,842		14,979		11,864		10,999		22,042		22,042		0		691		5,068,548		3,354,535		1,708,644		5,369		3/31/19						稲葉　純一郎		総務局　総務部　総務課　部長		0985-32-8585		mcn-soumu@miyazaki-catv.ne.jp		188,867		188,867		121,510		813		55,905		55,905		37,842		22,042						0		宮崎県		12		45		100,000		1		済		0		188,867		188,867		121,510		55,905		0		55,905		37,842		22,042		22,042		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,476		5,068,548		3,354,535		1708644		5369		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110500		奄美テレビ放送(株)		九州		鹿児島県		7		1		21,750		21,750		1,700		210		1,680		1,120		1,700		1,700		659		0		0		0		0		0		0		0		0		0		96,808		81,622				15,186		8/31/18		（売上内訳分類していない。総務省報告も内訳報告していない）				暁　良太		技術部		0997-53-2368		gijutsu2@amami-tv.co.jp		21,750		21,750		1,700		0		1,680		659		0		0						0		鹿児島県		12		46		0		1		済		0		21,750		21,750		1,700		1,680		1,120		659		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,745		96,808		81,622		0		15186		43343		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110502		鹿児島光テレビ(株)		九州		鹿児島県						243,928		9,980		7,920		0		3,045								3,045		0																0																削除済		常務取締役						243,000		9,980		7,729		48		2,847		2,847		0		0				9/30/10		0				12		46		3,000		0				0		243,928		9,980		7,920		3,045		0		3,045		0		0		0		0		0		0		191		198		198		0%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110503		瀬戸内ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県						4,113		4,113		1,938		0		0								0		0		0								0						0																削除済		代表取締役						4,113		4,113		1,938		0		0		0		0		0				5/19/10		0				12		46		0		0				0		4,113		4,113		1,938		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10110504		皇徳寺ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県		1				5,084		3,713		3,695		0		366		0		366		3,328		3,086		7		1,076		22		45		1,009		1,151		1,151		0		2		102,511		59,794		41,573		1,144		9/30/18						福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@nils.ne.jp		5,084		3,713		3,695		0		366		3,086		1,076		1,151						0		鹿児島県		12		46		3,000		1		済		0		5,084		3,713		3,695		366		0		3,086		1,076		1,151		1,151		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,312		102,511		59,794		41573		1144		43373		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110505		南九州ケーブルテレビネット(株)		九州		鹿児島県		24		0		50,674		47,037		16,715		0		2,639				5,587		16,715		5,587		0		3,803		1,110		1,855		838		1,727		1,727		0		221		447,176		245,846		161,535		39,795		3/31/19		※20190924 総売上/内訳訂正				高山　美智子		総務部　課長		0995-43-0113		t-michiko@po.mct.ne.jp		50,674		47,037		16,715		281		2,639		5,587		3,803		1,727						0		鹿児島県		12		46		10,000		1		済		0		50,674		47,037		16,715		2,639		0		5,587		3,803		1,727		1,727		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,229		447,176		245,846		161535		39795		43555		売上前年同値＆決算日のみ更新 ウリアゲゼンネンドウチケッサンビコウシン				9/19メール依頼 イライ		43,742

		10110506		西之表テレビ共同聴視施設組合		九州		鹿児島県		4		1		2,830		2,100		1,180		0		0								1,068		0		0								0						0		25,610		20,332				5,278		3/31/19						中園　宗義		事務局長		0997-22-0195		ntk.catv@fuga.ocn.ne.jp		2,830		2,100		1,180		0		0		1,068		0		0						0		鹿児島県		12		46		0		1		済		0		2,830		2,100		1,180		0		0		1,068		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,809		25,610		20,332		0		5278		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110508		石垣ケーブルテレビ(株)		九州		沖縄県		12		3		22,718		4,990		4,070		310		1,164		0		1,164		4,070		1,890		0		362		362						0						0		142,832		126,950		14,512		1,370		3/31/19						太田　裕人		ソリューション技術営業本部　部長		0980-83-0033		ictota@ictweb.ne.jp		22,718		4,990		4,070		9		1,164		1,890		362		0						0		沖縄県		12		47		3,000		1		済		0		22,718		4,990		4,070		1,164		0		1,890		362		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,924		142,832		126,950		14512		1370		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42957

		10110509		沖縄ケーブルネットワーク(株)		九州		沖縄県		65		0		371,429		294,822		91,696				18,256		0						18,197		0		10,195		6,568		2,484		1,143		5,942		5,942		0				1,358,129		831,556		516,520		10,052		12/31/18		●＜平成30年10月＞ジャパンケーブルキャスト株式会社の100％子会社となる。 ●＜平成30年11月＞事業年度変更［（変更前）毎年4/1～翌年3/31→（変更後）毎年1/1～12/31］				比嘉　太一		総務部　主任		098-863-1115		taichi@nirai.ne.jp		371,429		294,822		91,696		4,293		18,256		18,197		10,195		5,942						0		沖縄県		12		47		50,000		1		済		0		371,429		294,822		91,696		18,256		0		18,197		10,195		5,942		5,942		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		1,234		1,358,129		831,556		516520		10052		43465		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110510		宮古テレビ(株)		九州		沖縄県		46		3		23,813		22,247		9,619				8,387		0		408		9,606		8,387				3,453		3,453						0						460		769,778		537,237		168,621		63,920		3/31/19						大窪　将介		総務部・取締役総務部長		0980-72-3859		mtv-soumu@miyakotv.co.jp		23,813		22,247		9,619		52		8,387		8,387		3,453		0						0		沖縄県		12		47		3,000		1		済		0		23,813		22,247		9,619		8,387		0		8,387		3,453		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		6,669		769,778		537,237		168621		63920		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10110511		(株)ＲＭＣ．ｔｖ		九州		沖縄県		2				50,757		2,632		695		0		156		0		0		0		156		0		136		136		0		0		0		0		0		0																削除済		ＣＡＴＶ・ＮＥＴお客様係り						50,757		2,632		687		296		161		175		146		0				3/31/10		0				12		47		0		0				0		50,757		2,632		695		156		0		156		136		0		0		0		0		0		8		-5		-19		-1000%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10112001		(株)時事タイムス放送社		北海道		北海道						52,583		15,500		3,360		0		1,872				354				354		0		496		496						0						0																削除済		営業部部長						52,583		15,500		3,390		1,518		1,872		0		502		0		7/4/07		2/18/09		0				1		1		3,000		0				0		52,583		15,500		3,360		1,872		0		354		496		0		0		0		0		0		-30		0		354		-600%		0		0				0		0		0		0		0		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10112002		飛騨高山ケーブルネットワーク(株)		東海		岐阜県		20		5		35,280		20,372		13,799		16,705		1,555				0		12,908		1,600		0		10,265		2,793		3,372		4,100		7,049		7,049				109		1,017,173		245,537		636,277		135,359		3/31/19						原　弘展		情報管理グループ　マネージャー		0577-33-7330		jcta@hidatakayama.tv		35,280		20,372		13,799		77		1,555		1,600		10,265		7,049		7/4/07				0		岐阜県		7		21		10,000		1		済		0		35,280		20,372		13,799		1,555		0		1,600		10,265		7,049		7,049		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		6,143		1,017,173		245,537		636277		135359		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112004		(株)三次ケーブルビジョン		中国		広島県		21		0		21,376		21,376		11,767		11,767		6,466		0		246		11,767		6,466		20		5,952		0		0		5,952		394		0		394		0		560,740		342,632		218,108				3/31/19						幸住　久美恵		管理課　管理課長		0824-65-2211		k.kousumi@pionet.jp		21,376		21,376		11,767		6,501		6,466		6,466		5,952		394						0		広島県		10		34		10,000		1		済		0		21,376		21,376		11,767		6,466		0		6,466		5,952		394		0		394		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,971		560,740		342,632		218108		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112005		輪島市ケーブルテレビ		北陸		石川県						12,912		12,912		6,676		0		963		0		421		6,676		963		0		1,407		1,407		0		0		1,407		0		1,407		0		251,259		143,918		54,132		53,209		6/28/19						平谷　健一		交流政策部　放送課　主幹		0768-42-1955		k-hiratani@city.wajima.lg.jp		12,912		12,912		6,676		4,357		963		963		1,407		1,407						0		石川県		8		17		3,000		1		済		0		12,912		12,912		6,676		963		0		963		1,407		1,407		0		1,407		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,136		251,259		143,918		54132		53209		43644		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112006		木曽広域連合		信越		長野県		4		1		13,700		13,562		13,422		0		0				0		13,416		745		0		4,322		4,335		0		0		210		0		210		0		327,670		175,664		143,974		8,032		6/30/19		地方公共団体による整備、運営のため、株式は該当なし。 ※20190924　総売上/内訳/決算年月日訂正				尾崎　逞		事業係長		0264-23-1050		ozaki@kisoji.com		13,700		13,562		13,422		13,422		0		745		4,322		210						0		長野県		6		20		10,000		1		0		0		13,700		13,562		13,422		0		0		745		4,322		210		0		210		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,034		327,670		175,664		143974		8032		43646		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM,17Tel		42964

		10112007		七尾市		北陸		石川県						22,083		22,083		7,233		6,371		1,490				1,519		7,233		1,490		0		1,364		838		526				47				47				231,107		231,107						3/31/19		H30年度決算				中橋　聖子		七尾市市民生活部　広報広聴課　広聴・ケーブルテレビ管理グループ		0767-53-8699		nakahashi-s@city.nanao.lg.jp		22,083		22,083		7,233		4,428		1,490		1,490		1,364		47						0		石川県		8		17		3,000		1		済		0		22,083		22,083		7,233		1,490		0		1,490		1,364		47		0		47		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,663		231,107		231,107		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112011		豊後高田市		九州		大分県						10,750		9,800		8,319		0		321		0		321		8,319		590		0		0								0								121,740		121,740						3/31/19						今仁　恵昭		企画情報課　情報推進係長		0978-25-6393		imani@city.bungotakada.lg.jp		10,750		9,800		8,319		0		321		590		0		0		12/19/07				0		大分県		12		44		3,000		1		済		0		10,750		9,800		8,319		321		0		590		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,219		121,740		121,740		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112012		笛吹きらめきテレビ(株)		南関東		山梨県		8				8,546		7,500		7,476		0		435						7,436		435		0		116														0		193,331		157,583				3118								望月　敏夫		放送課　放送技術係長		0553-47-2302		info2@ift-net.jp		8,512		7,500		7,439		0		134		427		123		0		12/19/07		3/31/14		0		山梨県		5		19		3,000		0				0		8,546		7,500		7,476		435		0		435		116		0		0		0		0		0		37		301		8		-700%		0		32,630		0		2,155		193,331		157,583		0		3118		0														事務局修正 ジムキョクシュウセイ																				事務局修正 ジムキョクシュウセイ

		10112017		(株)周防ケーブルネット		中国		山口県		7				13,134		11,584		3,735		3,735		436				639		3,735		639		0		768						768		0						0		125,120		68,387		33,683		23,050		3/31/19						廣茂　恵子		総務・経理担当		0820-22-6900		K-Hiroshige-023@snettv.co.jp		13,134		11,584		3,735		249		436		639		768		0		2/20/08				0		山口県		10		35		3,000		1		済		0		13,134		11,584		3,735		436		0		639		768		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,792		125,120		68,387		33683		23050		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112019		佐伯市		九州		大分県						16,407		16,407		15,477				0						15,717		0				0								0								178,294		172,943				5,351		3/31/19		※20190924 総売上/内訳/決算年月日訂正				戸高　真一		総務部 情報推進課　ケーブルテレビ係　総括主幹		0972-22-3645		shin-t@city.saiki.lg.jp		16,407		16,407		15,477		0		0		0		0		0		5/21/08				0		大分県		12		44		10,000		1		済		0		16,407		16,407		15,477		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		960		178,294		172,943		0		5351		43555		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10112023		那珂川町		北関東		栃木県				5		5,966		5,966		4,633				3,768				3,497		4,633		4,633				1,072		1,072						0								112,925		78,172		31,628		3,125		3/31/19						近部　哲		那珂川町ケーブルテレビ放送センター/センター長		0287-92-1121		konpe@jp.fujitsu.com		5,966		5,966		4,633		1,955		3,768		4,633		1,072		0		7/2/08				0		栃木県		3		9		3,000		1		済		0		5,966		5,966		4,633		3,768		0		4,633		1,072		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,031		112,925		78,172		31628		3125		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112025		わたらせテレビ(株)		北関東		栃木県		25		6		72,000		54,000		10,961		1,017		8,510		0						8,510		77		6,935		2,824		2,340		1,771		4,950		4,950		0		10		875,000		468,000		268,000		139,000		3/31/19						滝上　勇樹		通信部		0284-42-8111		net@ml.watv.ne.jp		72,000		54,000		10,961		174		8,510		8,510		6,935		4,950		10/22/08				0		栃木県		3		9		10,000		1		済		0		72,000		54,000		10,961		8,510		0		8,510		6,935		4,950		4,950		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		6,652		875,000		468,000		268000		139000		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112026		(株)五島テレビ		九州		長崎県		10		1		15,820		15,820		5,640		5,565		448		0		5,640		5,640		448		0		144		144		0		0		0		0		0		0		135,715		92,224		435		43,056		9/30/18		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正				古田　正孝		技術部		0959-86-1910		masataka@goto-tv.com		15,820		15,820		5,640		0		448		448		144		0		10/22/08				0		長崎県		12		42		3,000		1		済		0		15,820		15,820		5,640		448		0		448		144		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,005		135,715		92,224		435		43056		43373		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112027		(株)伊東アンテナ協会		東海		静岡県		2				3,514		2,321		1,575		0		85		0		50				85				0								0								46,423		45,212		0		1,211		8/31/18						井戸　孝一		代表取締役		0557-36-0608		antena@itoantena.co.jp		3,514		2,321		1,575		0		85		85		0		0		10/22/08				0		静岡県		7		22		0		1		済		0		3,514		2,321		1,575		85		0		85		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,456		46,423		45,212		0		1211		43343		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																内訳合計差異 ウチワケゴウケイサイ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42957

		10112030		石見銀山テレビ放送(株)		中国		島根県		21				13,613		13,613		9,444		0		727				727		9,444		916		8		3,197		2,468		729		0		570				570		701		454,912		293,700		161,212		0		3/31/19						米 卓哉		総務部　次長		0854-82-7755		soumu@ginzan-tv.ne.jp		13,613		13,613		9,444		2,276		727		916		3,197		570		12/17/08				0		島根県		10		32		3,000		1		済		0		13,613		13,613		9,444		727		0		916		3,197		570		0		570		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,014		454,912		293,700		161212		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112031		(株)ケーブルテレビあなん		四国		徳島県		17		1		22,739		12,384		9,045		9,045		7,065		2,276		0		12,384		0		0		4,884						4,884		3,980		3,980				0		1,014,598		284,026		591,782		138,789		10/31/18		(年度総売上備考：特になし）				勝瀬　稔		業務部　総務マネージャー		0884-23-0330		office-tvanan@mc.pikara.ne.jp		22,739		12,384		9,045		0		7,065		0		4,884		3,980		12/17/08				0		徳島県		11		36		3,000		1		済		0		22,739		12,384		9,045		7,065		2,276		0		4,884		3,980		3,980		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		9,348		1,014,598		284,026		591782		138789		43404		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112032		四万十町役場		四国		高知県						8,556		7,471		7,471		7,471		1,211		0		17		7,471		1,156		0		3,342		540		2,802		301		129		0		129		0		237,237		113,476		96,050		27,711		3/31/19		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20191007 総売上/内訳/決算年月日訂正				森下　克彦		公益財団法人四万十公社（四万十ケーブルテレビ）　チーフ		0880-22-1117		katsuhiko-morishita@shimanto.tv		8,556		7,471		7,471		3,666		1,211		1,156		3,342		129		12/17/08				0		高知県		11		39		3,000		1		0		0		8,556		7,471		7,471		1,211		0		1,156		3,342		129		0		129		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,646		237,237		113,476		96050		27711		43555		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,759																																42957

		10112033		(株)コミュニティメディア		九州		長崎県		30				15,006		15,006		13,262		13,262		0						13,262		0				5,052		4,450		602				0								377,384		157,983		165,526		53,875		3/31/19						中島　寛		部長		095-829-5525		jcta@communitymedia.co.jp		15,006		15,006		13,262		11,614		0		0		5,052		0		12/17/08				0		長崎県		12		42		10,000		1		済		0		15,006		15,006		13,262		0		0		0		5,052		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,371		377,384		157,983		165526		53875		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112034		北広島町		中国		広島県		7		0		7,695		7,695		5,820		0		370		0		0		5,820		370		0		2,759		1,966		547		246		5,567		0		5,567		0		288,187		134,958		136,222		17,007		3/31/19						道川　和樹		北広島町役場　総務課　情報電算係　主任		0826-72-2111		catv@town.kitahiroshima.lg.jp		7,695		7,695		5,820		2,678		370		370		2,759		5,567		12/17/08				0		広島県		10		34		3,000		1		済		0		7,695		7,695		5,820		370		0		370		2,759		5,567		0		5,567		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,126		288,187		134,958		136222		17007		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112035		朝来市		近畿		兵庫県		3		7		12,353		12,353		11,709		11,709		1,300		0		1,390		11,709		1,914		0		0		0						0						0		271,445		219,000				52,445		3/31/19		※20190920 内訳訂正				大東 宜仁		朝来市総務企画部情報政策課　主幹		079-677-1044		ohhigashi-yoshihito@city.asago.hyogo.jp		12,353		12,353		11,709		6,112		1,300		1,914		0		0		2/18/09				0		兵庫県		9		28		10,000		1		済		0		12,353		12,353		11,709		1,300		0		1,914		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,932		271,445		219,000		0		52445		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10112039		(株)ジェイコム北関東		北関東		埼玉県		240		94		829,779		829,779		388,631		0		151,914				151,914		388,631		151,914		114		128,730		48,862		1,307		78,561		138,976		138,976		0		21,748		24,597,877		9,695,003		10,155,705		4,747,168		3/31/19				(株)ジュピターテレコム		新村 幸宏		管理統括部		048-705-7800				1,110,125		1,110,125		512,631		23,466		197,668		197,668		167,556		185,431		5/20/09		3/31/19		0		埼玉県		3		11		200,000		1				0		829,779		829,779		388,631		151,914		0		151,914		128,730		138,976		138,976		0		0		0		-124,000		-45,754		-45,754		-3882600%		(46,455)		1		0		5,274		24,597,877		9,695,003		10155705		4747168		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		P値＝0 チ		P入力漏れ ニュウリョクモ		Pに世帯数入力 セタイスウニュウリョク		43,759														電話世帯数＜＞プライマリ デンワセタイスウ				事務局修正 ジムキョクシュウセイ				43306		43306

		10112040		美郷町ケーブルテレビジョン		九州		宮崎県				1		2,638		2,638		2,375		1,612		0		0				2,437		515				0								0								7,766		7,766						3/31/19						藤本　貴		美郷町役場　企画情報課　情報電算担当		0982-66-3603		t-fujimoto@town.miyazaki-misato.lg.jp		2,638		2,638		2,375		1,806		0		515		0		0		5/20/09				0		宮崎県		12		45		0		1		済		0		2,638		2,638		2,375		0		0		515		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		272		7,766		7,766		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112041		邑南町		中国		島根県		3				4,887		4,932		4,307		4,307		247						4,307		247				2,047		2,047						4,017				4,017		0		209,776		71,774		97,340		40,662		3/31/19		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				植田　啓司		総務課情報推進室　室長		0855-83-1125		ueda-keiji@town.ohnan.lg.jp		4,887		4,932		4,307		2,106		247		247		2,047		4,017		10/21/09				0		島根県		10		32		3,000		1		済		0		4,887		4,932		4,307		247		0		247		2,047		4,017		0		4,017		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,059		209,776		71,774		97340		40662		43555		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742																確定前年同値 カクテイゼンネンドウチ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42963

		10112042		山江村役場		九州		熊本県						1,221		1,221		992		992		992		0		0		992		992		0		279		0		272		0		0		0		0		0		25,351		16,979		7,916		456		3/31/19		※20190920 決算年月日修正				尾方　義和		企画調整課　主幹		0966-22-8808		ogata@yamae.kumamoto.jp		1,221		1,221		992		158		992		992		279		0		10/21/09				0		熊本県		12		43		0		1		済		0		1,221		1,221		992		992		0		992		279		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,130		25,351		16,979		7916		456		43555		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728																確定せず カクテイ				依頼せず イライ

		10112047		(有)韮崎電設		南関東		山梨県						2,000		2,000		1,514		1,514		0								0		0		0								0								44,412		44,412						3/31/19		設備利用料、電柱共架料他				藤巻　順子		ＣＡＴＶ事業部　総務課長		0551-27-2311		niraden@sweet.ocn.ne.jp		2,000		2,000		1,514		1,514		0		0		0		0		12/16/09				0		山梨県		5		19		0		1		済		0		2,000		2,000		1,514		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,445		44,412		44,412		0		0		43555		決算年月日前年同値＆売上更新あり ケッサンネンガッピゼンネンドウチウリアゲコウシン		決算年月日更新漏れ ケッサンネンガッピコウシンモ		決算年月日を＋1年に修正 ケッサンネンガッピネンシュウセイ		43,728

		10112049		東近江ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		33				44,057		44,184		18,493		18,493		8,157		0		5,557		18,493		8,157		13		10,214				7,405		2,809		17,239		9,047		17,239				1,100,861		495,422		360,365		245,074		3/31/19						堀口　浩敬		総務部　部長		050-5801-2525		horiguchi.hiroyuki@hcnet.tv		44,057		44,184		18,493		46		8,157		8,157		10,214		17,239		4/1/10				0		滋賀県		9		25		10,000		1		済		-9,047		44,057		44,184		18,493		8,157		0		8,157		10,214		17,239		9,047		17,239		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,961		1,100,861		495,422		360365		245074		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		電話世帯数＝S		加入世帯数＝S カニュウセタイスウ		対応不要 タイオウフヨウ		43726

		10112052		(株)たけはらケーブルネットワーク		中国		広島県		8		0		11,000		11,000		3,623		0		0				3,495		3,495		0		0		1,404		0		0		1,404		0		0		0		0		125,281		57,561		64,969		2,751		3/31/19						三國　はすみ		総務・係員		0846-23-5330		h.mikuni@tanet.co.jp		11,000		11,000		3,623		338		0		0		1,404		0		5/19/10				0		広島県		10		34		3,000		1		済		0		11,000		11,000		3,623		0		0		0		1,404		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,882		125,281		57,561		64969		2751		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112053		テレビやつしろ(株)		九州		熊本県		18				14,759		10,113		3,549				837		0		400		3,549		837				218		218						0								136,070		97,548		36,934		1,587		3/31/19						船木　昇		総務部		0965-30-7171		funaki@hikoichi-tv.com		14,759		10,113		3,549		0		837		837		218		0		5/19/10				0		熊本県		12		43		3,000		1		済		0		14,759		10,113		3,549		837		0		837		218		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		3,195		136,070		97,548		36934		1587		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112056		ゆずの里ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		5		1		16,688		16,688		4,443		4,443		1,691		0		1,691		1,691		1,691		0		1,340		73		1,084		183		1,394		1,394				154		148,738		68,644		79,812		282		3/31/19		※20190920 総売上訂正				小島　和喜		局次長		049-276-6300		k-kojima@ictv-g.co.jp		16,688		16,688		4,443		0		1,691		1,691		1,340		1,394		7/7/10				0		埼玉県		3		11		3,000		1		済		0		16,688		16,688		4,443		1,691		0		1,691		1,340		1,394		1,394		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,790		148,738		68,644		79812		282		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10112057		(株)ケーブルネットワーク大月		南関東		山梨県		5				6,300		6,300		5,797		0		55				7		5,797		55		0		0								0								139,640		139,640						3/31/19						岸野　真見		総務部　総務部長		0554-22-5772		ocatv@maple.ocn.ne.jp		6,300		6,300		5,797		892		55		55		0		0		10/20/10				0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		6,300		6,300		5,797		55		0		55		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,007		139,640		139,640		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112058		エルシーブイ(株)		信越		長野県		113		16		95,883		95,883		88,869		3,565		49,781		0		49,781		88,869		49,781		170		28,258		19,256				9,002		24,346		24,346				1,334		4,496,776		2,393,020		1,924,613		179,143		3/31/19				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		小口　徹也		営業部　営業二課		0266-53-3833		oguchi.tetsuya@lcv.co.jp		95,883		95,883		88,869		0		49,781		49,781		28,258		24,346		10/20/10				0		長野県		6		20		50,000		1		済		0		95,883		95,883		88,869		49,781		0		49,781		28,258		24,346		24,346		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,217		4,496,776		2,393,020		1924613		179143		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112059		小国町		九州		熊本県						3,074		3,250		3,296		3,296		1,015						3,296		1,015		0		1,156						1,156		0						0		52,022		45,476		6,456		90		5/31/19						佐々木　博隆		情報課　情報係長		0967-46-2111		sasaki@town.kumamoto-oguni.lg.jp		3,074		3,250		3,296		431		1,015		1,015		1,156		0		10/20/10				0		熊本県		12		43		3,000		1		済		0		3,074		3,250		3,296		1,015		0		1,015		1,156		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,315		52,022		45,476		6456		90		43616		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112060		(株)ＱＴｎｅｔ		九州		福岡県		635		347		2,591,962		109,150		71,595		65,975		34,957		0						34,957		36		406,784		0		0		406,784		351,936		334,339		17,597		51,100		57,480,000		2,090,000		52,000,000		3,390,000		3/31/19		200190910　提供された内訳値を連盟にて登録				小池　正朗		ＢＢＩＱ営業部業務運営グループ		092-981-7775		bbiqhikaritv@qtnet.co.jp		2,591,962		109,150		71,595		1,326		34,957		34,957		406,784		351,936		10/20/10				1		福岡県		12		40		50,000		1		済		0		2,591,962		109,150		71,595		34,957		0		34,957		406,784		351,936		334,339		17,597		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		66,904		57,480,000		2,090,000		52000000		3390000		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ				TEL　メールでデータ提供依頼 テイキョウイライ		43,718

		10112063		五木村		九州		熊本県						594		594		607		0		578						578		0		0		224				224				607		607				0		16,065		5,103		6,345		4,609		5/31/19						宮本　颯樹		総務課　主事		0966-37-2211		s-miyamoto@itsuki.kumamoto.jp		594		594		607		0		578		0		224		607		12/15/10				0		熊本県		12		43		0		1		済		0		594		594		607		578		0		0		224		607		607		0		0		0		0		0		0		0%		0		8		0		2,206		16,065		5,103		6345		4609		43616		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112065		豊後大野市		九州		大分県						16,500		14,100		12,523		12,523		0						12,523		0		0		0								0						0		341,013		341,013						3/31/19						赤嶺　浩二		総務課　情報推進室　ケーブルテレビ管理係　副主幹		0974-34-3334		ak1323@city.bungoono.lg.jp		16,500		14,100		12,523		0		0		0		0		0		4/1/11				0		大分県		12		44		10,000		1		済		0		16,500		14,100		12,523		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,269		341,013		341,013		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112066		枝幸町		北海道		北海道		7		0		4,343		4,350		4,341		0		4,101						4,345		0		0		0								0						0		0		0		0		0		3/31/17		町の直営事業であり、加入者から利用料を徴収しておらず、また広告収入等もない。				長野　哲也		枝幸町役場総務課情報広報室　主事		0163-69-9000		naganotetsuya@esashi.jp		4,343		4,350		4,341		520		4,101		0		0		0		4/1/11				0		北海道		1		1		3,000		1		済		0		4,343		4,350		4,341		4,101		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		42825		売上無し確認 ウリアゲナカクニン		売上なし ウリアゲ		対応不要 タイオウフヨウ		43,727																０売上 ウリアゲ				不要 フヨウ

		10112068		エフビットコミュニケーションズ(株)		四国		京都府		5		5		7,378		7,378		1,576		0		0						1,576		0		0		1,204		0		0		1,204		522		522		0		0		17,160		17,160						3/31/19						松澤 綾		室戸支店		0887-23-3111		muroto-shiten@fbit.co.jp		7,378		7,378		1,576		0		0		0		1,204		522		4/1/11				0		高知県		11		26		0		1		済		0		7,378		7,378		1,576		0		0		0		1,204		522		522		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		907		17,160		17,160		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112069		上島町ＣＡＴＶ		四国		愛媛県						3,279		3,279		2,690		0		2,690		0				2,690		0		0		33		0		0		33		0						0		145,680		33,526		1,461		110,692		3/31/19						青木　英和		上島町企画情報課CATV係　課長補佐		0897-77-3951		catv@town.kamijima.ehime.jp		3,279		3,279		2,690		2,690		2,690		0		33		0		4/1/11				0		愛媛県		11		38		0		1		済		0		3,279		3,279		2,690		2,690		0		0		33		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		1		4,513		145,680		33,526		1461		110692		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112075		阿波市ケーブルネットワーク		四国		徳島県						15,362		15,362		14,096		14,096		0						14,096		0				0								0								261,990		261,990						3/31/19						松田　健一		阿波市役所　企画総務部　秘書人事課　地域情報担当　主任		0883-36-8708		jyoho@awa.i-tokushima.jp		15,362		15,362		14,096		0		0		0		0		0		10/19/11				0		徳島県		11		36		10,000		1		済		0		15,362		15,362		14,096		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,549		261,990		261,990		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112078		嘉麻市		九州		福岡県						5,252		5,252		4,017		0		2,034						4,017		2,034		0		638		638						0						0		70,614		54,974		15,640				3/31/15						鎌田　一誠		地域情報課　ケーブル事業係		0948-53-1116		shinya-564@city.kama.lg.jp		5,252		5,252		4,017		0		2,034		2,034		638		0		4/1/12		3/31/16		0		福岡県		12		40		3,000		0				0		5,252		5,252		4,017		2,034		0		2,034		638		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,465		70,614		54,974		15640		0		42094

		10112079		竹田市		九州		大分県		4		6		10,653		7,848		7,848		7,848		0						7,848		468		0		0								0								111,447		111,447		0		0		3/31/19						堀　琢磨		竹田市役所企画情報課　情報化推進室内　たけたケーブルテレビ　主査		0974-76-1415		takuma-hori@city.taketa.lg.jp		10,653		7,848		7,848		0		0		468		0		0		5/16/12				0		大分県		12		44		3,000		1		済		0		10,653		7,848		7,848		0		0		468		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,183		111,447		111,447		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112080		奥出雲町		中国		島根県		8		2		4,753		4,753		4,542		4,542		0		0				4,542		0		0		2,012		309		1,703		0		0		0		0		0		243,674		70,901		172,773		0		3/31/19						恩田　梢		総務グループ		0854-54-2525		k-onda@okuizumo.ne.jp		4,753		4,753		4,542		1,830		0		0		2,012		0		5/16/12				0		島根県		10		32		3,000		1		済		0		4,753		4,753		4,542		0		0		0		2,012		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,471		243,674		70,901		172773		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112081		さぬき市		四国		香川県		4		2		20,851		20,851		14,860		14,860		0						14,860		1,833		0		0								0								2,964		2,964						3/31/19		平成30年度は使用料請求は無い。過年度分の納付額及びスポンサー料等を記載				塚本　浩之		地域情報課　副主幹		0879-43-2514		cable@city.sanuki.lg.jp		20,851		20,851		14,860		0		0		1,833		0		0		5/16/12				0		香川県		11		37		10,000		1		済		0		20,851		20,851		14,860		0		0		1,833		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		17		2,964		2,964		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112082		豊丘村		信越		長野県		3				2,156		1,881		1,881				1,612		0				1,881		1,612				0								0								44,106		44,106						5/31/19						竹村　久永		総務課広報係　係長		0265-35-9052		koho@vill.nagano-toyooka.lg.jp		2,156		1,881		1,881		282		1,612		1,612		0		0		6/16/12				0		長野県		6		20		0		1		済		0		2,156		1,881		1,881		1,612		0		1,612		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,954		44,106		44,106		0		0		43616		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112083		白馬村		信越		長野県						6,648		6,648		1,898		1,898		0						1,898		0				0								0								37,073		37,073						3/31/19						太田　直樹		コミュニケーション推進グループ　業務主任		0261-85-0074		n-oota@aicc.co.jp		6,648		6,648		1,898		0		0		0		0		0		5/16/12				0		長野県		6		20		0		1		済		0		6,648		6,648		1,898		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,628		37,073		37,073		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112084		東白川ＣＡＴＶ（東白川村）		東海		岐阜県						1,012		1,012		964		0		0		0		0		0		0		0		442		433						0						0		30,969		15,913		14,719		14		3/31/19		東白川村としての公開は９月以降となります				小池　健明		地域振興課　情報通信係		0574-78-3111		tateaki-koike@vill.higashishirakawa.gifu.jp		1,012		1,012		964		0		0		0		442		0		5/16/12				0		岐阜県		7		21		0		1		済		0		1,012		1,012		964		0		0		0		442		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		323		0		2,677		30,969		15,913		14719		14		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ

		10112087		(株)あいコムこうか		近畿		滋賀県		21		0		34,000		34,000		8,395		8,395		2,300				8,395		8,395		8,395				6,424		1,596				4,828		9,556		9,556						708,408		161,168		256,133		291,107		3/31/19						村田　昌吾		お客様窓口料金課		0748-66-0739		murata@aicom-koka.jp		34,000		34,000		8,395		1,567		2,300		8,395		6,424		9,556		9/19/12				0		滋賀県		9		25		3,000		1		済		0		34,000		34,000		8,395		2,300		0		8,395		6,424		9,556		9,556		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		7,032		708,408		161,168		256133		291107		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112088		南越前町		北陸		福井県						3,469		3,377		3,195		0		0		0		0		3,195		0		0		803		803						0						0		121,384		82,814		38,570		0		3/31/16		（２０１6０９０１　決算月日は３月末日⇒決算年月日を修正。９月末日は確定日。）				堀田　尚宏		主査		0778-47-8006		ta-horita@town.minamiechizen.lg.jp		3,469		3,377		3,195		1,030		0		0		803		0		9/19/12		3/31/17		0		福井県		8		18		3,000		0				0		3,469		3,377		3,195		0		0		0		803		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,166		121,384		82,814		38570		0		42460																								退会 タイカイ				保留 ホリュウ

		10112092		佐久ケーブルテレビ(株)		信越		長野県		17		6		31,100		31,100		4,583		0		1,683				1,683		4,558		3,255				1,975		52		1,852		71		76				76		613		459,802		315,070		144,732				3/31/19						佐藤　雅実		総務部長		0267-63-4500		sato_m@sakunet.jp		31,100		31,100		4,583		311		1,683		3,255		1,975		76		11/14/12				0		長野県		6		20		3,000		1		済		0		31,100		31,100		4,583		1,683		0		3,255		1,975		76		0		76		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		8,361		459,802		315,070		144732		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112101		白根ケーブルネットワーク(株)		南関東		山梨県		9		3		7,881		7,881		5,515		5,515		652				1,224		5,515		1,224		0		511		511		0		0		0		0		0		0		221,153		200,352		20,800		0		3/31/19						手塚　真規子		総務課　係長		055-282-6611		jcta@nus.co.jp		7,881		7,881		5,515		5,515		652		1,224		511		0		5/15/13				0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		7,881		7,881		5,515		652		0		1,224		511		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		3,342		221,153		200,352		20800		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112102		京丹波町ケーブルテレビ		近畿		京都府		6		3		6,561		6,561		5,814		4,060		0		0		0		5,814		14		0		3,266		3,266						0						0		212,532		77,268		131,565		3,699		5/31/19						保田　利和		京丹波町企画財政課　情報推進室（京丹波町情報センター）室長		0771-88-5000		t-yasuda19@town.kyotamba.lg.jp		6,561		6,561		5,814		5,814		0		14		3,266		0		5/15/13				0		京都府		9		26		3,000		1		済		0		6,561		6,561		5,814		0		0		14		3,266		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,046		212,532		77,268		131565		3699		43616		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112104		さかいケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		6		2		41,540		37,272		28,154				27,729		0		27,729		28,154		27,729				12,973		4,215		6,047		2,711		12,278		12,278						1,252,913		1,070,998		181,915		0		3/30/19						西野　雅人		業務部　業務統括部長		0776-58-0505		nishino@fctv.co.jp		41,540		37,272		28,154		0		27,729		27,729		12,973		12,278		9/18/13				0		福井県		8		18		10,000		1		済		0		41,540		37,272		28,154		27,729		0		27,729		12,973		12,278		12,278		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,709		1,252,913		1,070,998		181915		0		43554		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112112		(株)ネットワーク下部		南関東		山梨県		1		0		1,648		1,648		1,491		0		0								0		0		0								0						0		59,131		59,131		0		0		3/31/19						松嶋　寛紀				055-251-7110		h-matsushima@nns-catv.co.jp		1,648		1,648		1,491		0		0		0		0		0		12/18/13				0		山梨県		5		19		0		1		済		0		1,648		1,648		1,491		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,305		59,131		59,131		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112113		北杜市ケーブルテレビ		南関東		山梨県						8,003		8,003		6,005		0		0						6,005		0		0		302		302						0						0		259,457		247,748		11,709		0		3/31/18						赤岡　史毅		政策秘書課広聴広報担当　主事		0551-42-1161				8,003		8,003		6,005		0		0		0		302		0		12/18/13		3/31/19		0		山梨県		5		19		3,000		1				0		8,003		8,003		6,005		0		0		0		302		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,601		259,457		247,748		11709		0		43190						退会社につき対応不要 タイカイシャタイオウフヨウ		43,727

		10112114		勝沼ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		5		0		3,245		3,245		2,792		0		159		0		40		2,792		159		0		550		447		103				10				10				97,957		77,759		20,198				3/31/19						高安　美佐		事務担当		0553-44-5510		catv@katsunuma.ne.jp		3,245		3,245		2,792		0		159		159		550		10		12/18/13				0		山梨県		5		19		0		1		済		0		3,245		3,245		2,792		159		0		159		550		10		0		10		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,924		97,957		77,759		20198		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112118		佐賀市		九州		佐賀県						1,676		1,676		1,676		0		0		0		0		1,676		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		31,985		31,985		0		0		3/31/19		平成30年度有線テレビ使用料の収入額を記載してます。				徳久　葵		佐賀市地域振興部　地域政策課		0952-40-7210		chiiki@city.saga.lg.jp		1,676		1,676		1,676		1,676		0		0		0		0		12/18/13				0		佐賀県		12		41		0		1		済		0		1,676		1,676		1,676		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,590		31,985		31,985		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112119		(一社)玖珠テレビ		九州		大分県		2				1,702		1,702		1,702		0		0								0		0		0								0						0		20,472		19,345		0		1,127		3/31/19		※20191003 総売上訂正				池部　光則		事務局長		0973-72-1996		kusu8tv@lily.ocn.ne.jp		1,702		1,702		1,702		120		0		0		0		0		12/18/13				0		大分県		12		44		0		1		済		0		1,702		1,702		1,702		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,002		20,472		19,345		0		1127		43555		売上内訳計差異 ウリアゲウチワケケイサイ		更新ミス？ コウシン		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10112120		壱岐市ケーブルテレビ		九州		長崎県						11,550		13,392		8,808		8,808		0				8,808		8,808		0				4,301				3,519		782		3,042		3,042				30		279,281		90,576		153,418		35,285		3/31/19		2018/04/01～2019/03/31				篠崎　浩一		政策企画課　主事		0920-48-1134		k-shinozaki@city.iki.lg.jp		11,550		13,392		8,808		1,786		0		0		4,301		3,042		12/18/13				0		長崎県		12		42		3,000		1		済		0		11,550		13,392		8,808		0		0		0		4,301		3,042		3,042		0		0		0		0		0		0		0%		0		2		0		2,642		279,281		90,576		153418		35285		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112126		西桂町テレビ共同視聴組合		南関東		山梨県						1,540		1,479		1,479		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		23,051		21,841		0		1,210		3/31/19						渡辺　守		事務局		0555-25-2015		m-watanabe@shokokai-yamanashi.or.jp		1,540		1,479		1,479		2		0		0		0		0		4/1/14				0		山梨県		5		19		0		1		済		0		1,540		1,479		1,479		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,299		23,051		21,841		0		1210		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																確定前年同値 カクテイゼンネンドウチ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM		42957

		10112127		木島平村		信越		長野県		4				1,568		1,403		1,403		1,403		0		0		0		1,403		0		0		518		36		2		480		0						0		56,401		39,946				16,455		3/31/19						小澤　和麻		総務課　政策情報係　主任		0269-82-3111		joho@vill.kijimadaira.lg.jp		1,568		1,403		1,403		0		0		0		518		0		4/1/14				0		長野県		6		20		0		1		済		0		1,568		1,403		1,403		0		0		0		518		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,350		56,401		39,946		0		16455		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112128		野沢温泉村		信越		長野県				2		1,294		1,294		1,294		1,294		0				1,294		1,294		0		0		0								0								40,096		40,096						3/31/19						富井　潔		総務課情報統計係　情報統計係長		0269-85-3111		jyoho@vill.nozawaonsen.nagano.jp		1,294		1,294		1,294		214		0		0		0		0		4/1/14				0		長野県		6		20		0		1		済		0		1,294		1,294		1,294		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,582		40,096		40,096		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																確定せず カクテイ				依頼せず イライ

		10112129		雲南市・飯南町事務組合		中国		島根県		17				15,822		15,822		14,599		0		2,484				149		14,599		4,387		0		4,301		3,993		308		0		0						0		646,499		310,586		176,673		159,190		5/31/19		一般会計予算＋特別会計予算				三代　雅人		制作課　課長		0854-42-5800		mishiro@bs.kkm.ne.jp		15,822		15,822		14,599		2,200		2,484		4,387		4,301		0		4/1/14				0		島根県		10		32		10,000		1		済		0		15,822		15,822		14,599		2,484		0		4,387		4,301		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		50		0		3,690		646,499		310,586		176673		159190		43616		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112130		能登町		北陸		石川県		10				6,773		6,773		7,565		4,004		0		0		0		6,773		0		0		1,949		1,645		304		0		126		0		126		0		157,497		87,394		66,397		3,706		3/31/19						寺下　昇		広報情報推進課　課長		0768-76-8301		terashita-n@town.noto.lg.jp		6,773		6,773		7,565		5,139		0		0		1,949		126		4/1/14				0		石川県		8		17		3,000		1		済		0		6,773		6,773		7,565		0		0		0		1,949		126		0		126		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,735		157,497		87,394		66397		3706		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112131		魚沼市		信越		新潟県						3,474		3,474		1,246		0		104		0		121		1,250		104		0		0								0						0		18,248		18,248						3/31/19						五十嵐　誠		総務政策部　秘書広報課　広報広聴係　副参事		025-792-1494		koho@city.uonuma.lg.jp		3,474		3,474		1,246		407		104		104		0		0		4/1/14				0		新潟県		6		15		0		1		済		0		3,474		3,474		1,246		104		0		104		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,220		18,248		18,248		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112133		松浦ケーブル(株)		九州		長崎県		0		0		3,475		1,798		274		16		246				246		274		246				0								0								8,398		8,398				0		3/31/19						西山　真由美		総務		0956-73-4002		muc@po.chun2.ne.jp		3,475		1,798		274		0		246		246		0		0		4/1/14				0		長崎県		12		42		0		1		済		0		3,475		1,798		274		246		0		246		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,554		8,398		8,398		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112134		(一財)八西ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		6		6		20,653		20,518		13,051		13,051		1,309		0		1,309		13,051		1,446		0		6,249		27		0		6,222		5,311		5,311		48		0		802,086		277,009		488,241		36,835		3/31/19						垣内　貴行		営業技術課技術総務係　係長		0894-38-2211		hassei@hassei.or.jp		20,653		20,518		13,051		0		1,309		1,446		6,249		5,311		4/1/14				0		愛媛県		11		38		10,000		1		済		-48		20,653		20,518		13,051		1,309		0		1,446		6,249		5,311		5,311		48		0		0		0		0		0		0%		0		1		0		5,121		802,086		277,009		488241		36835		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727		電話世帯数＝P		P世帯にSも設置と想定 セタイセッチソウテイ		対応不要 タイオウフヨウ		43,726

		10112135		黒潮町		四国		高知県		3				5,526		5,389		2,343		2,343		0		0		2,343		2,343		0		0		1,498						1,498		0						0		101,565		27,899		72,338		1,328		3/31/19						酒井　真哉		情報防災課情報推進係長		0880-43-2188		10220010@town.kuroshio.lg.jp		5,526		5,389		2,343		1,485		0		0		1,498		0		4/1/14				0		高知県		11		39		0		1		済		0		5,526		5,389		2,343		0		0		0		1,498		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,612		101,565		27,899		72338		1328		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112136		日田市		九州		大分県						8,681		6,108		6,079		0		0		0		0		6,079		0		0		2,257		0		0		2,257		0		0		0		0		254,265		136,679		117,586				5/31/19						江藤　柾輝		情報統計課　水郷テレビ係		0973-22-8229		suikyo-tv@city.hita.oita.jp		8,681		6,108		6,079		0		0		0		2,257		0		5/21/14				0		大分県		12		44		3,000		1		済		0		8,681		6,108		6,079		0		0		0		2,257		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,486		254,265		136,679		117586		0		43616		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112137		こしの国広域事務組合		北陸		福井県		1		3		7,661		7,661		7,485		0		0		0		0		7,650		0		0		2,720								0						0		146,734		115,933		21,202		9,599		3/31/17						中野　大		局長補佐		0776-63-1231		h.nakano@koshinokuni.jp		7,661		7,661		7,485		0		0		0		2,720		0		5/21/14		3/31/18		0		福井県		8		18		3,000		0				0		7,661		7,661		7,485		0		0		0		2,720		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,634		146,734		115,933		21202		9599		42825		決算年月≦2017/4＆決算年月前年同値＆売上前年同値 ケッサンネンゲツケッサンネンゲツゼンネンドウチ		売上更新せず＆201803退会 ウリアゲコウシンタイカイ		対応不要 タイオウフヨウ		43,308										売上更新依頼メール ウリアゲコウシンイライ

		10112142		(株)ネットフォー		九州		佐賀県		5		0		3,721		3,721		1,880		0		0		0						0		0		478		300		178		0		0						0		96,631		74,691		21,940		0		3/31/19						西　亘				0955-82-5970		nishi725@netfour.ne.jp		3,721		3,721		1,880		0		0		0		478		0		9/17/14				0		佐賀県		12		41		0		1		済		0		3,721		3,721		1,880		0		0		0		478		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		4,283		96,631		74,691		21940		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112146		真岡市		北関東		栃木県						29,519		33,642		4,001		3,379		1,228		0		1916		4001		1,228		0		1933		833		32		882		976		976		0		0		777		777		0		0		3/31/19		※20190920 前年度と同値確認				深谷　百合乃		総務部情報政策課　主事		0285-83-8496		jouhou@city.moka.lg.jp		29,519		33,642		4,001		188		1,228		1,228		1,933		976		12/17/14				0		栃木県		3		9		3,000		1		済		0		29,519		33,642		4,001		1,228		0		1,228		1,933		976		976		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		16		777		777		0		0		43555		売上前年同値＆決算日のみ更新 ウリアゲゼンネンドウチケッサンビコウシン				9/19メール依頼 イライ		43,742

		10112151		光ネットワーク(株)		九州		熊本県		0		0		4,852		4,852		4,753		4,753		0		0		738		4753		0		0		1623		0		0		1623		0						0		132,915		71,794		59,441		1,680		3/31/19						若林　敏康		サポート係　所長		0967-62-3355		support@tkbb.jp		4,852		4,852		4,753		2,278		0		0		1,623		0		2/18/15				0		熊本県		12		43		3,000		1		済		0		4,852		4,852		4,753		0		0		0		1,623		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		2,330		132,915		71,794		59441		1680		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112156		西会津町ケーブルテレビ		東北		福島県		7				2,682		3,100		2,755		2,755		392		0		50		2755		392		0		1062		913		140		9		0								109,528		89,506		20,022				3/31/19						大出　伸男		所長		0241-45-4461		nct_oode@nct.ne.jp		2,682		3,100		2,755		2,755		392		392		1,062		0		9/16/15				0		福島県		2		7		0		1		済		0		2,682		3,100		2,755		392		0		392		1,062		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,313		109,528		89,506		20022		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112157		都留市テレビ利用者組合		南関東		山梨県		6		0		11,907		11,083		9,897		0		0		0		0		9897		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		138,365		138,365						3/31/19						井上　和美				0554-43-2542		tsuru.tv@fine.ocn.ne.jp		11,907		11,083		9,897		9,897		0		0		0		0		9/16/15				0		山梨県		5		19		3,000		1		済		0		11,907		11,083		9,897		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,165		138,365		138,365		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112158		東峰村		九州		福岡県						912		912		860		860		0		0				860		0		0		0								0						0		5,505		111		2,572		2,822		3/31/19		※加入者からの収入2,677（うち光ケーブル使用料2,572を通信に分類）、その他はＮＴＴからのケーブル使用料を含む。				泉　健人		企画政策課  企画調整係　係長		0946-72-2311		kikaku@vill.toho.fukuoka.jp		912		912		860		860		0		0		0		0		9/16/15				0		福岡県		12		40		0		1		済		0		912		912		860		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		1		533		5,505		111		2572		2822		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112163		新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合		北陸		富山県		0		13		27,929		27,929		22,866		0		4,196		0		5349		22866		5,349		0		7377		6180		0		1197		0								531,844		486,732		45,112				3/31/19						福島　正明		ケーブルテレビ事業課　		0765-74-9321		fukusima@niikawa-catv.jp		27,929		27,929		22,866		1,021		4,196		5,349		7,377		0		4/1/16				0		富山県		8		16		10,000		1		済		0		27,929		27,929		22,866		4,196		0		5,349		7,377		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		1,938		531,844		486,732		45112		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112166		臼杵ケーブルネット(株)		九州		大分県		17		3		14,966		14,966		12,362		6,325		2,867				3508		12318		3,371				0								0								454,642		405,980				48,662		3/31/19		※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正				糠塚　学		営業技術課　課長		0972-64-7000		m.nukaduka@usuki.gr.jp		14,966		14,966		12,362		0		2,867		3,371		0		0		5/25/16				0		大分県		12		44		10,000		1		済		0		14,966		14,966		12,362		2,867		0		3,371		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,065		454,642		405,980		0		48662		43555		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ		43,742

		10112167		田子町		東北		青森県		8				2,352		2,400		2,352		2,352		2,339						2352		0				0								0								0		0						3/31/18		自治体が運営しているため、売上は０円で総務省に提出しています。				稲垣　秀昭		事務局長		0179-20-7229		h-inagaki@229nw.or.jp		2,352		2,400		2,352		2,352		2,339		0		0		0		5/25/16				0		青森県		2		2		0		1		済		0		2,352		2,400		2,352		2,339		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0		0		0		0		43190		売上無し確認 ウリアゲナカクニン		売上なし ウリアゲ		対応不要 タイオウフヨウ		43727																０売上 ウリアゲ				不要 フヨウ

		10112170		古河ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県		11		0		30,000		18,800		7,577		93		1,029				1029		7577		1,029		93		541		207		213		121		82		82				154		151,008		99,759		26,369		24,878		3/31/19		7-1.資本　2018年度資本金4500万増資 古河ケーブルテレビ株式会社 株主数　1　/　株主　ケーブルテレビ株式会社　/　資本金　5,500万円				野崎　圭一		営業技術課　主任		0280-32-4747		nozaki@koga-catv.jp		30,000		18,800		7,577		0		1,029		1,029		541		82		9/14/16				0		茨城県		3		8		3,000		1		済		0		30,000		18,800		7,577		1,029		0		1,029		541		82		82		0		0		0		0		0		0		0%		0		2		0		1,661		151,008		99,759		26369		24878		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727

		10112171		海士町		中国		島根県						1,188		1,188		1,188		1,188		0						1188		0		0		570								0		0		0				3,947		3,947						3/31/19		海士町の場合、売上実績は「利用料」の回収実績の数字です。				小坂　真里栄		総務課　情報政策係長		08514-2-0115		kosaka-marie@town.ama.shimane.jp		1,188		1,188		1,188		700		0		0		570		0		9/14/16				0		島根県		10		32		0		1		済		0		1,188		1,188		1,188		0		0		0		570		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		277		3,947		3,947		0		0		43555		正常更新（内訳合計差異100以下　決算日＞＝201805） セイジョウコウシンウチワケゴウケイサイイカケッサンビ				不要 フヨウ		43,727																確定前年同値 カクテイゼンネンドウチ				修正依頼 シュウセイイライ										8/9FM,16Tel		42964

		10112173		(株)忍野ＣＡＴＶ		南関東		山梨県		4				3,638		3,110		2,001		2,432		0				0		3015		0				0								0								80,689		77,964				2,725		3/31/17						萱沼　敦子		総務部		0555-84-4565		oshinocatv@aioros.ocn.ne.jp		3,638		3,110		2,001		0		0		0		0		0		3/15/17				0		山梨県		5		19		0		1		済		0		3,638		3,110		2,001		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0		0		3,360		80,689		77,964		0		2725		42825		売上＆決算日前年同値 ウリアゲケッサンビゼンネンドウチ		更新漏れ コウシンモ		9/19メール依頼 イライ

		10112186		西ノ島町		中国		島根県						1567		1,551		1,551				0						1551		0		0		773								677						0																亀谷　文葉		企画財政課　主任主事		08514-6-0105		kametani-fumiha@town.nishinoshima.shimane.jp		1567		1551		1551		0		0		0		2/11/02		677		4/1/18		43,555		0		島根県		10		32		0		1				677		1,567		1,551		1,551		0		0		0		773		677		0		0		0		0		0		0		0		0%		0		0				0		0										売上空白 ウリアゲクウハク		退会事業者につき依頼していない タイカイジギョウシャイライ		依頼せず イライ		43,727		P前回同値 ゼンカイドウチ		P入力漏れ ニュウリョクモ		差微小につき処置せず サビショウショチ		43761

		10112189		萩テレビ(株)		中国		山口県																																																								中嶋　啓文		取締役センター長		0838-25-7524		nakashima@hagi-tv.com																		9/11/19				12/31/99		山口県		10		35				0
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						北海道		5		80		52		1,030,809		1,030,816		592,584		1,970		143,218		0		128,916		592,588		140,775		354		130,246		27,880		9,211		97,170		120,059		120,040		19		12,949		18,000,335		7,333,021		7,321,108		3,346,206																																0		0		0

						東北		18		420		42		1,657,666		1,521,716		482,617		84,302		131,436		55		96,375		388,471		140,242		1,153		152,236		85,829		5,910		59,429		90,416		90,121		295		4,250		17,945,068		7,752,786		6,143,174		4,049,106																																0		0		0

						北関東		24		1,057		298		3,448,788		3,376,650		1,818,585		102,637		650,523		0		624,346		1,778,984		660,893		6,296		586,445		166,311		48,257		371,686		569,656		568,881		775		72,121		87,847,401		37,361,187		36,540,886		13,945,263																																0		0		0

						東京		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																0		0		0

						南関東		53		1,458		1,855		14,881,535		14,162,793		9,659,412		286,786		2,637,543		0		2,544,307		8,852,542		2,751,891		4,796		2,440,326		672,701		199,590		1,493,674		2,328,937		2,328,327		610		159,844		349,690,920		154,685,918		137,303,061		57,701,523																																0		0		0

						信越		31		637		115		1,105,928		1,013,361		488,786		118,444		198,666		1,386		185,362		473,772		250,180		931		177,442		79,798		28,111		68,377		142,337		141,375		977		8,634		24,771,230		14,280,170		8,956,029		1,534,942																																0		0		0

						東海		45		2,284		889		5,924,364		5,743,477		2,877,190		1,023,744		834,458		2,718		607,125		2,424,250		936,580		15,093		1,108,027		120,839		284,554		547,829		944,201		938,061		10,870		9,359		121,797,361		54,616,541		63,109,992		4,070,321																																0		0		0

						北陸		23		454		164		1,098,437		1,052,252		651,440		177,602		317,253		0		274,128		613,685		388,760		2,935		232,519		68,560		50,566		99,908		182,211		179,991		2,327		11,903		32,943,417		19,310,247		12,539,861		1,093,296																																0		0		0

						近畿		19		1,205		497		16,673,134		15,269,220		6,072,242		1,026,616		1,648,484		0		1,600,171		6,030,292		1,674,202		796		2,910,387		169,742		134,054		2,606,778		3,055,037		2,866,937		197,147		84,631		406,269,388		100,666,868		233,332,978		72,268,536																																0		0		0

						中国		41		1,039		134		2,874,656		2,709,110		1,248,525		207,671		487,508		0		393,892		836,863		543,493		1,571		314,197		138,503		43,243		131,209		225,180		210,804		13,756		8,369		50,301,600		29,138,871		17,061,079		4,101,598																																0		0		0

						四国		40		546		231		1,565,158		1,444,979		724,711		351,264		195,960		2,276		122,744		536,441		191,389		1,209		175,923		15,313		9,173		65,752		115,238		110,319		4,971		23,375		29,347,429		17,958,900		9,886,315		1,502,205																																0		0		0

						九州		64		2,091		647		7,046,690		4,083,176		2,336,384		284,348		720,948		1,196		528,542		1,932,599		772,972		3,516		1,007,406		151,374		64,627		685,129		806,436		788,150		18,281		73,852		134,289,171		43,625,422		79,703,794		10,959,649																																0		0		0

						東北(調整後) チョウセイゴ		0		420		196		1,934,992		1,799,042		658,699		84,302		185,703		55		150,642		564,553		194,509		1,198		200,874		102,775		10,056		86,975		136,212		135,917		295		6,307		23,757,355		10,442,297		8,865,197		4,449,858																																0		0		0

						南関東(調整後) ミナミカントウチョウセイゴ		0		1,458		1,701		14,604,209		13,885,467		9,483,330		286,786		2,583,276		0		2,490,040		8,676,460		2,697,624		4,751		2,391,688		655,755		195,444		1,466,128		2,283,141		2,282,531		610		157,787		343,878,633		151,996,407		134,581,038		57,300,771																																0		0		0

						計 ケイ		363		11,271		4,924		57,307,165		51,407,550		26,952,476		3,665,384		7,965,997		7,631		7,105,908		24,460,487		8,451,377		38,650		9,235,154		1,696,850		877,296		6,226,941		8,579,708		8,343,006		250,028		469,287		1,273,203,320		486,729,931		611,898,277		174,572,645																																0		0		0

				【南関東⇒東北支部　(株)ジェイコムイースト補正】 ミナミカントウトウホクシブカブホセイ

		締め年月		43,921										許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数				多CH加入世帯数								STB利用世帯数				インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)				年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他

		10110092		(株)ジェイコムイースト		南関東		東京都				154		277,326		277,326		176,082		0		54,267				54,267		176,082		54,267		45		48,638		16,946		4,146		27,546		45,796		45,796				2057		5,812,287		2,689,511		2,722,023		400,752

		43,921		【総接続世帯数ランク別集計】 ソウセツゾクセタイスウベツシュウケイ

				表示項目 ヒョウジコウモク		下限（以上） カゲンイジョウ		事業者数 ジギョウシャスウ		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		アナログ多CH世帯数		有料衛星放送契約世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他																許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		売上回答事業者数 ウリアゲカイトウジギョウシャスウ		平均年度売上実績（千円） ヘイキンネンドウリアゲジッセキセンエン										推定年度売上実績（千円） スイテイネンドウリアゲジッセキセンエン

				1,000,000～		1,000,000		4		0		673		12,966,397		12,966,397		8,722,455		10,544		2,509,859		0		2,509,859		8,722,455		2,509,859		3,764		2,233,560		414,906		104,971		1,713,683		2,229,225		2,229,225		0		183,478		306,252,545		128,219,795		127,140,363		50,892,386																																0		0										0

				500,000～		500,000		6		1,088		1,022		13,671,637		12,428,783		4,377,253		1,007,058		997,567		0		879,567		4,377,181		1,066,304		10,303		2,431,308		137,363		198,125		2,057,364		2,397,594		2,221,537		176,057		54,574		330,404,223		71,770,629		200,972,859		57,659,735																																0		0										0

				200,000～499,999		200,000		11		1,049		629		6,054,756		5,859,760		3,434,118		292,310		1,127,252		0		1,139,055		3,095,177		1,226,504		1,147		1,033,034		230,324		93,036		578,018		1,051,085		1,044,970		6,115		66,538		148,421,225		63,976,361		65,176,133		19,268,730																																0		0										0

				100,000～199,999		100,000		29		1,609		1,021		7,824,776		7,536,595		4,444,468		718,076		1,263,504		0		983,237		3,290,656		1,373,142		7,109		1,257,641		311,615		137,096		664,054		1,045,373		1,036,592		8,781		65,301		163,929,980		77,998,467		70,911,352		15,020,158																																0		0										0

				50,000～99,999		50,000		41		2,748		884		8,804,916		5,745,153		2,731,343		666,640		1,025,404		0		814,342		2,153,111		1,084,761		11,486		1,271,549		262,968		128,445		833,152		1,142,846		1,122,916		19,930		70,910		170,622,801		61,083,809		99,739,976		9,798,943																																0		0										0

				30,000～49,999		30,000		25		1,112		165		2,409,224		2,045,103		967,392		192,394		346,712		0		271,150		774,664		392,128		1,000		319,973		93,027		59,577		122,459		274,492		274,157		330		7,920		40,012,254		22,820,917		13,805,624		3,385,708																																0		0										0

				10,000～29,999		10,000		87		1,994		420		3,799,521		3,296,837		1,538,474		499,919		497,846		0		377,731		1,387,182		596,150		3,363		508,693		172,672		120,476		201,382		354,265		343,921		24,207		16,852		71,328,504		40,760,662		25,785,319		4,782,284																																0		0										0

				3,000～9,999		3,000		104		1,423		81		1,507,455		1,328,035		643,353		247,861		171,758		3,717		119,926		584,440		186,953		468		162,092		67,526		33,362		51,028		78,245		64,356		13,955		3,692		39,194,005		17,970,693		7,705,851		13,517,441																																0		0										0

				～2,999		0		56		248		29		268,483		200,887		93,620		30,582		26,095		3,914		11,041		75,621		15,576		10		17,304		6,449		2,208		5,801		6,583		5,332		653		22		3,037,783		2,128,598		660,800		247,260																																0		0										0

				計 ケイ				363		11,271		4,924		57,307,165		51,407,550		26,952,476		3,665,384		7,965,997		7,631		7,105,908		24,460,487		8,451,377		38,650		9,235,154		1,696,850		877,296		6,226,941		8,579,708		8,343,006		250,028		469,287		1,273,203,320		486,729,931		611,898,277		174,572,645																0		0		0		0		0		0		0		0		0		0										0
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10110313 補正
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20141117　事業をStnetに移行中。
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MSO集計

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

				総計 ソウケイ		18				21		11		(408,600)		981,864		353,678		751,061		(44,362)		0		11,752		569,331		(101,300)		885,389		392,821		(694,960)		483,697		589,606		38,589		48,853		(10,327)		61,682		54,280,228		6,700,105		16,462,902		31,109,276

		締め年月		小計 ショウケイ		223				6		(4)		10,931		6,731		(33,528)		32,277		(1,224)		0		(18,692)		(9,062)		(1,099)		5,798		11,915		(15,780)		(1,756)		29,724		4,694		4,702		(54)		841		(58,242)		57,283		355,516		(470,951)

										84		53		129		114		174		183		84		0		67		155		78		160		235		46		89		202		157		152		8		72		221		139

										467%		294%		717%		633%		967%		1017%		467%		0%		372%		861%		433%		889%		1306%		256%		494%		1122%		872%		844%		44%		400%		1228%		772%

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		※アナログ多CH世帯数		有料衛星放送契約世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日		県別入力有無		エリア都道府県		支部CD		県CD		総接続世帯数ランク		集計対象		確定有無

		10110002		旭川ケーブルテレビ(株)		北海道		北海道		(5)		0		0		0		5,680		55		(27)		0		(27)		143		(43)		36		406		240		(241)		407		91		139		(8)		312		466,219		69,101		397,118		0		365		0		0		齋藤　裕一		常務取締役　		0166-22-0707		saitou@catv-potato.co.jp		0		0		5,680		0		(27)		(43)		406		91		0		0		0		北海道		1		1		10000		1		済

		10110004		(株)帯広シティーケーブル		北海道		北海道		0		1		0		0		(363)		0		(386)		0		(386)		(363)		(443)		629		226		225		0		1		115		115		0		17		(13,996)		(19,769)		5,773		0		365		0		0		松浦　俊光		業務部長		0155-23-1511		t.matsuura@g.octv.ne.jp		0		0		(363)		0		(386)		(443)		226		115		0		0		0		北海道		1		1		10000		1		済

		10110006		(株)ジェイコム札幌		北海道		北海道		0		(12)		3,532		3,532		5,084		0		3,354		0		3,354		5,084		3,354		37,461		7,532		(15,426)		12,836		10,122		(3,719)		(3,719)		0		1,771		351,296		(1,414)		210,589		142,122		365		0		ＪＣＯＭ(株)		國木　典昭		管理部　リーダー		011-857-2890		kunikin@jupiter.jcom.co.jp		3,532		3,532		5,084		(3)		3,354		3,354		7,532		(3,719)		0		0		0		北海道		1		1		500000		1		済

		10110007		伊達市		北海道		北海道		0		0		(39)		(39)		20		0		0		0		0		20		0		0		8		8		0		0		0		0		0		0		121		121		0		0		365		0		0		大宮　富美夫		0		0142-68-6111		chiikijumin@city.date.hokkaido.jp		(39)		(39)		20		20		0		0		8		0		0		0		0		北海道		1		1		0		1		済

		10110010		青森ケーブルテレビ(株)		東北		青森県		1		2		9,288		9,288		(1,021)		4,647		468		0		(1,868)		(1,021)		(447)		324		806		(546)		0		1,352		1,295		1,250		(12)		0		81,651		(58,202)		139,853		0		365		※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟) ※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)		0		工藤　哲		常務取締役		017-773-4422		s-kudo@actv.ne.jp		9,288		9,288		(1,021)		0		468		(447)		806		1,295		0		0		0		青森県		2		2		30000		1		済

		10110011		三沢市ケーブルテレビジョン		東北		青森県		0		(1)		342		(143)		(143)		0		0		0		0		(143)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(26,421)		(222)		0		(26,199)		365		総務省に報告済みの令和2年度決算見込額である 決算年月日については2021年9月議会にて承認予定		0		中野　和恵		三沢市役所　政策部広報広聴課　ＣＡＴＶ情報室　放送サービス係長		0176-51-1349		msw_catv@misawashi.aomori.jp		342		(143)		(143)		564		0		0		0		0		0		0		0		青森県		2		2		10000		1		済

		10110012		(株)八戸テレビ放送		東北		青森県		(2)		0		0		0		(91)		0		(96)		0		0		0		(96)		764		(23)		(151)		128		0		(81)		(81)		0		75		(9,301)		(10,829)		2,135		(607)		365		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正		0		上野　由美子		総務部総務課　課長		0178-24-1111		soumu@htv-catv.co.jp		0		0		(91)		(15)		(96)		(96)		(23)		(81)		0		0		0		青森県		2		2		10000		1		済

		10110015		(株)一関ケーブルネットワーク		東北		岩手県		0		0		0		0		0		0		(118)		0		(166)		1,602		(112)		55		99		(105)		130		26		381		381		0		0		0		0		0		0		0		※20210709 総売上等は前回入力時と変わりません。2021年6月期の決算が明らかになるのは9月上旬であるため。  ※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)		0		清水　祐喜		局長		0191-21-1256		icn-simizu_yu@icn-net.ne.jp		0		0		0		0		(118)		(112)		99		381		0		0		0		岩手県		2		3		3000		1		済

		10110016		岩手ケーブルテレビジョン(株)		東北		岩手県		0		0		0		0		38		0		(99)		0		(135)		38		(135)		83		(122)		(67)		(55)		0		0		0		0		0		(75,795)		(4,450)		(2,465)		(68,880)		366		0		0		千葉　繁雄		総務部　部長		019-654-7711		soumu@ictnet.co.jp		0		0		38		198		(99)		(135)		(122)		0		0		0		0		岩手県		2		3		30000		1		済

		10110017		三陸ブロードネット(株)		東北		岩手県		1		0		1,320		(2,414)		(38)		2		(23)		0		(8)		(38)		(8)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(2,058)		(3,291)		0		1,233		365		0		0		坂本　由加		代表取締役専務		0193-24-2600		catvmaster@sanriku-broadnet.co.jp		1,320		(2,414)		(38)		2		(23)		(8)		0		0		0		0		0		岩手県		2		3		3000		1		済

		10110018		北上ケーブルテレビ(株)		東北		岩手県		0		0		0		0		(92)		0		(104)		0		0		0		(104)		43		(48)		0		0		0		0		0		0		8		2,187		4,710		(2,523)		0		365		0		0		菊池　充		総務部課長		0197-64-5111		kctv@ginga-net.ne.jp		0		0		(92)		0		(104)		(104)		(48)		0		0		0		0		岩手県		2		3		3000		1		済

		10110019		(株)遠野テレビ		東北		岩手県		0		0		0		0		(54)		282		(150)		0		(150)		(54)		(150)		113		115		48		67		0		0		0		0		0		7,138		0		0		7,138		365		(年度総売上備考：行政からの委託業務等により運営）		0		伊藤　賢一		技術グループマネージャー		0198-63-1711		k-ito@tonotv.com		0		0		(54)		0		(150)		(150)		115		0		0		0		0		岩手県		2		3		3000		1		済

		10110020		ニューデジタルケーブル(株)		東北		岩手県		1		0		0		0		351		488		(179)		0		(14,781)		232		(179)		12		217		(93)		(1,584)		1,894		10		32		(22)		38		(3,927)		(9,457)		5,530		0		365		0		0		頓宮　雅子		0		0198-26-5110		tongu@newdc.co.jp		0		0		351		0		(179)		(179)		217		10		0		0		1		北海道		2		3		10000		1		済

		10110021		水沢テレビ(株)		東北		岩手県		(1)		0		0		0		(58)		0		(58)		0		(58)		0		(58)		0		(1)		(16)		2		13		0		0		0		0		(5,000)		(3,000)		(2,000)		0		366		0		0		伊藤　泰司		代表取締役社長		0197-22-6060		t-ito@catv-mic.ne.jp		0		0		(58)		0		(58)		(58)		(1)		0		0		0		0		岩手県		2		3		3000		1		済

		10110030		気仙沼ケーブルネットワーク(株)		東北		宮城県		0		0		(32)		0		(35)		4		(43)		0		(43)		41		(43)		0		16		16		0		0		0		0		0		0		101,586		1,712		806		99,068		365		0		0		小松　厚		総務部長		0226-23-3131		a-komatu@k-macs.ne.jp		(32)		0		(35)		0		(43)		(43)		16		0		0		0		0		宮城県		2		4		3000		1		済

		10110031		宮城ケーブルテレビ(株)		東北		宮城県		1		(3)		0		0		(126)		0		0		0		0		(126)		(207)		277		(3)		(112)		0		109		63		63		0		(3)		3,166		2,797		1,491		(1,032)		365		その他売り上げ増加理由：平成29年10月よりケーブルプラスでんき販売開始 ※20180730 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		八木　伸太郎		事業統括部長代理		022-367-7711		s-yagi@c-marinet.ne.jp		0		0		(126)		0		0		(207)		(3)		63		0		0		0		宮城県		2		4		10000		1		済

		10110032		仙台ＣＡＴＶ(株)		東北		宮城県		(5)		0		0		0		798		1,782		(520)		0		(520)		798		(520)		385		1,063		1,028		(397)		432		299		299		0		0		(34,396)		72,134		(111,272)		4,742		365		0		0		日高　邦明		代表取締役社長		022-225-2211		hidaka@cat-v.co.jp		0		0		798		3,384		(520)		(520)		1,063		299		0		0		0		宮城県		2		4		50000		1		済

		10110033		宮城ネットワーク(株)		東北		宮城県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務本部　副本部長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		北海道		2		4		100000		0		0

		10110040		(株)秋田ケーブルテレビ		東北		秋田県		9		(1)		0		0		(271)		7,764		(265)		0		(1,101)		(12,698)		(265)		3,512		1,670		(526)		(99)		2,420		968		968		0		35		(442,447)		2,130		78,230		(522,807)		365		※当該年度より収益認識に関する会計基準を適用		0		飯塚　雅子		コーポレート本部　本部長		018-865-5141		cna-jcta@cna-catv.co.jp		0		0		(271)		570		(265)		(265)		1,670		968		0		0		0		秋田県		2		5		50000		1		済

		10110045		(株)ダイバーシティメディア		東北		山形県		1		0		0		0		83		0		(187)		0		0		0		(187)		0		(134)		0		0		0		(11)		0		0		0		(34,837)		(9,860)		(9,383)		(15,594)		365		0		0		奥出　潔		総務局長		023-624-5000		kikaku@ma.catvy.ne.jp		0		0		83		0		(187)		(187)		(134)		(11)		0		0		0		山形県		2		6		30000		1		済

		10110046		(株)庄内社会教育事業センター		東北		山形県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		※20160812　0円更新		0		削除済		代表取締役		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		山形県		2		6		0		0		0

		10110047		(株)ニューメディア		東北		山形県		0		0		0		0		(32,864)		17,313		138		0		138		2,312		1,412		230		8,213		(15,264)		0		23,477		1,770		1,790		(20)		688		377,476		73,285		252,204		51,987		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20200707 決算年月日修正		0		安部　和樹		本社総務統括本部課長		0238-24-2525		abe.kazuki@ncv.co.jp		0		0		(32,864)		0		138		1,412		8,213		1,770		0		0		1		山形県		2		6		100000		1		済

		10110051		(一財)研究学園都市コミュニティケーブルサービス		北関東		茨城県		0		0		0		0		(478)		1,863		(367)		0		(403)		(478)		(367)		64		(378)		(363)		(278)		257		(159)		(159)		0		0		(10,112)		(26,888)		28,651		(11,875)		365		0		0		森　理		放送部　放送部次長		029-852-6111		mori@accs.or.jp		0		0		(478)		0		(367)		(367)		(378)		(159)		0		0		0		茨城県		3		8		50000		1		済

		10110052		土浦ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県		0		1		1,009		1,009		(129)		(269)		(509)		0		(509)		(129)		(509)		4,586		512		(8,483)		7,845		1,150		(849)		(849)		0		765		91,078		(45,665)		18,558		118,186		365		※20210802 内訳（放送）訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		ＪＣＯＭ(株)		千葉　隆志		人事・管理統括部 アシスタントマネージャー		047-315-9081		ChibaT@jupiter.jcom.co.jp		1,009		1,009		(129)		5		(509)		(509)		512		(849)		0		0		0		茨城県		3		8		100000		1		済

		10110053		日本通信放送網(株)		北関東		茨城県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		総務課		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		茨城県		3		8		0		0		0

		10110054		(株)ＪＷＡＹ		北関東		茨城県		10		(5)		13,905		13,905		1,289		186		2,355		0		2,355		1,289		2,425		78		1,291		402		(1,269)		2,158		1,273		1,277		(5)		0		142,488		59,617		82,871		0		365		0		0		清水　治		総務部		0294-22-3080		osamu.shimizu@jway.co.jp		13,905		13,905		1,289		0		2,355		2,425		1,291		1,273		0		0		0		茨城県		3		8		30000		1		済

		10110055		宇都宮ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		2		0		34,408		34,408		4,419		4,483		(369)		0		(43)		4,419		(369)		0		987		(683)		(364)		2,034		796		796		0		0		94,025		34,462		47,223		12,340		365		0		0		加藤　靖		専務取締役		028-638-8090		ykato@ucatv.ne.jp		34,408		34,408		4,419		305		(369)		(369)		987		796		0		0		0		栃木県		3		9		30000		1		済

		10110056		鹿沼ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		1		0		400		400		900		2,300		500		0		500		900		200		18		600		0		(300)		900		250		250		0		100		22,948		(2,013)		24,961		0		365		0		0		川口　信二		企画室　企画室長		0289-63-0005		kawaguti@bc9.ne.jp		400		400		900		0		500		200		600		250		0		0		0		栃木県		3		9		10000		1		済

		10110057		佐野ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		1		2		0		0		261		2,804		(36)		0		(36)		261		(24)		14		235		(123)		(56)		414		262		274		(11)		0		14,844		6,157		8,687		0		365		0		0		成瀬　正彦　		経営企画開発室長		0283-21-2121		naruse@mirun.sctv.jp		0		0		261		0		(36)		(24)		235		262		0		0		0		栃木県		3		9		10000		1		済

		10110058		塩原ケーブルテレビ協同組合		北関東		栃木県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1,003)		(965)		0		(38)		365		(年度総売上備考：組合費、施設使用料）  ※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟)		0		君島　一文		事務局		0287-32-3275		stv5@nasuinfo.or.jp		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		栃木県		3		9		0		1		済

		10110059		ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		33		2		2,716		2,716		1,938		3,352		1,766		0		1,766		1,938		1,766		1,083		3,094		(507)		(85)		3,686		1,429		1,454		(25)		327		323,439		(8,981)		127,192		205,230		365		0		0		藤枝　陽子		管理部経理課　主任		0282-25-1811		fujieda@cabletv.jp		2,716		2,716		1,938		(44)		1,766		1,766		3,094		1,429		0		0		1		茨城県		3		9		50000		1		済

		10110060		テレビ小山放送(株)		北関東		栃木県		(3)		2		699		699		1,694		1,831		(28)		0		0		1,694		(131)		294		670		(4,598)		4,622		646		717		717		0		36		61,583		21,626		43,444		(3,487)		366		0		0		宇和嶋　則夫		事業部　部長		0285-23-2220		uwajima@tvoyama.ne.jp		699		699		1,694		0		(28)		(131)		670		717		0		0		0		栃木県		3		9		30000		1		済

		10110061		光ケーブルネット(株)		北関東		群馬県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		放送部		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		群馬県		3		10		3000		0		0

		10110063		真岡ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		企画部　課長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		栃木県		3		9		3000		0		0

		10110065		入間ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		(1)		0		803		770		(59)		2,933		(215)		0		(300)		(215)		(215)		1,085		673		(1,082)		(537)		2,289		259		264		(5)		225		49,256		2,199		31,528		15,529		365		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		對馬　央大		管理部総務課　課長		04-2965-0550		a-tsushima@ictv-g.co.jp		803		770		(59)		0		(215)		(215)		673		259		0		0		1		埼玉県		3		11		30000		1		済

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		(31)		(26)		13,663		13,663		13,045		670		2,961		0		2,961		13,045		2,961		62,615		12,162		(107,693)		91,699		28,156		(8,099)		(8,099)		0		7,191		3,986,754		556,648		1,588,991		1,841,116		365		＊		ＪＣＯＭ(株)		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		13,663		13,663		13,045		(5,173)		2,961		2,961		12,162		(8,099)		0		0		1		埼玉県		3		11		1000000		1		済

		10110067		川越ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ジャパンケーブルネット(株)		削除済		総務部　人事・総務課長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		3		11		50000		0		0

		10110068		行田ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		2		0		0		0		15		218		(87)		0		(48)		15		(87)		0		107		(41)		(13)		161		223		213		0		0		22,753		5,574		17,179		0		365		※20210729　年度総売上実績　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		横須賀　公司　		取締役　放送局長		048-553-2122		yokosuka@tvg.ne.jp		0		0		15		0		(87)		(87)		107		223		0		0		0		埼玉県		3		11		3000		1		済

		10110069		(株)ジェイコム熊谷		北関東		埼玉県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		取締役　管理部長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		埼玉県		3		11		10000		0		0

		10110070		(株)ジェイコム川口戸田		北関東		埼玉県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理統括部		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		埼玉県		3		11		100000		0		0

		10110071		狭山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		0		1		589		589		(885)		982		(306)		0		(174)		(885)		(306)		0		336		(405)		(229)		970		148		148		0		0		13,383		(9,403)		29,055		(6,269)		365		0		0		太田　和正		総合企画部　総務課		04-2907-9246		oota@staff.s-cat.ne.jp		589		589		(885)		7,372		(306)		(306)		336		148		0		0		0		埼玉県		3		11		30000		1		済

		10110072		(株)シティケーブルネット		北関東		埼玉県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理部		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		3		11		50000		0		0

		10110074		(株)ジェイコム東上		北関東		埼玉県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部　部長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		3		11		100000		0		0

		10110075		飯能ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		0		0		0		0		95		0		0		0		0		95		0		0		631		(404)		123		912		1,509		1,509		0		0		59,461		2,568		56,893		0		365		0		0		小清水　豊		企画開発室　室長		042-974-3611		kosimizu@tv-hanno.co.jp		0		0		95		0		0		0		631		1,509		0		0		0		埼玉県		3		11		10000		1		済

		10110076		本庄ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		(1)		0		0		0		(19)		2,568		(71)		0		(77)		(19)		(19)		0		82		0		(1,281)		1,363		116		135		(19)		(3)		969		(1,572)		2,542		0		365		0		0		山下　美由紀		管理本部　部長		0495-23-0001		toya-catv@catnet.jp		0		0		(19)		0		(71)		(19)		82		116		0		0		0		埼玉県		3		11		3000		1		済

		10110078		蕨ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		0		(1)		0		0		(2)		(79)		1,257		0		1		(2)		(263)		3		(218)		(385)		493		(326)		120		127		(7)		0		8,300		(16,076)		20,778		3,598		365		※20210802 　総売上・内訳を更新（事業者よりのメールを元に）(@連盟)		0		高田　修介		総務部		048-444-3333		shusuke@warabi.ne.jp		0		0		(2)		0		1,257		(263)		(218)		120		0		0		0		埼玉県		3		11		10000		1		済

		10110079		東松山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		0		0		0		(4,599)		84		1,302		4		0		(56)		33		4		300		182		(261)		131		508		87		87		0		138		5,265		(9,363)		(5,531)		20,159		365		※2021.8.3 実績内訳・その他　を更新(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		上野　晃		総務課		0493-27-8200		a-ueno@ictv-g.co.jp		0		(4,599)		84		0		4		4		182		87		0		0		0		埼玉県		3		11		3000		1		済

		10110080		江戸川ケーブルテレビ(株)		東京		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部　部長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		4		13		100000		0		0

		10110081		(株)ジェイコム大田		南関東		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		東京都		5		13		100000		0		0

		10110082		(株)ジェイコムせたまち		南関東		神奈川県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		5		14		100000		0		0

		10110084		(株)ジェイコム東京北		南関東		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		東京都		5		13		100000		0		0

		10110085		(株)ジェイコム足立		南関東		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		東京都		5		13		100000		0		0

		10110086		(株)ジェイコム港新宿		南関東		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東東京第一ブロック　アシスタントマネージャー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		東京都		5		13		200000		0		0

		10110087		さくらケーブルテレビ(株)		東京		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		人事管理本部　管理部長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		4		13		50000		0		0

		10110088		(株)ジェイコム中野		南関東		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		東京都		5		13		100000		0		0

		10110089		(株)ジェイコム東京		南関東		東京都		(15)		(27)		15,401		15,401		12,601		51		(10,337)		0		(10,337)		12,601		(10,337)		88,667		9,767		(161,562)		140,312		31,017		(28,496)		(28,496)		0		11,061		8,620,635		2,079,039		3,614,806		2,926,789		365		自治体出資占有率は1.58%。		ＪＣＯＭ(株)		田畑　優仁		人事・管理統括部		03-4521-5100		TabataMs@jupiter.jcom.co.jp		15,401		15,401		12,601		(5,235)		(10,337)		(10,337)		9,767		(28,496)		0		0		1		東京都		5		13		1000000		1		済

		10110090		(株)城北ニューメディア		東京		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　次長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		北海道		4		13		100000		0		0

		10110092		(株)ジェイコムイースト		南関東		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		千円未満切り捨てのため、県別合計と差異が生じています。		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第二ブロック		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		東京都		5		13		1000000		0		0

		10110093		多摩ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		4		5		6,461		6,461		(380)		793		(493)		0		(493)		(380)		(493)		162		178		(1)		(737)		916		668		684		(16)		(15)		19,798		(6,897)		26,695		0		365		0		0		宮寺　光久		取締役　技術部長		0428-32-1351		miyadera@tcnnet.co.jp		6,461		6,461		(380)		0		(493)		(493)		178		668		0		0		0		東京都		5		13		50000		1		済

		10110094		(株)多摩テレビ		南関東		東京都		0		0		2,206		0		(106)		0		(189)		0		(252)		0		(252)		377		349		(117)		(15)		481		359		359		0		0		8,165		(12,406)		31,273		(10,702)		365		特になし。		0		三宅　徹平		総務経理課		042-339-5519		webmaster@ttv.co.jp		2,206		0		(106)		33		(189)		(252)		349		359		0		0		0		東京都		5		13		50000		1		済

		10110095		調布ケーブルテレビジョン(株)		東京		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		4		13		100000		0		0

		10110096		(財)東京ケーブルビジョン		東京		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		総務部　課長補佐		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		東京都		4		13		50000		0		0

		10110097		東京ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		0		3		0		0		300		5,200		(600)		0		(600)		0		(600)		0		500		(300)		(300)		1,100		(100)		(100)		0		0		(351,432)		(78,248)		147,554		(420,738)		365		２０２１／７／１３　更新		0		魚本　直隆		企画推進室　企画推進室長		03-5615-8213		n_uomoto@tcn-catv.co.jp		0		0		300		0		(600)		(600)		500		(100)		0		0		0		東京都		5		13		100000		1		済

		10110098		(株)東京テレポートセンター		東京		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		管理部　事業課		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		4		13		3000		0		0

		10110100		東京電力(株)		東京		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		グループ事業推進部　グループ経営企画第二グループ　副長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		4		13		3000		0		0

		10110101		東京ベイネットワーク(株)		南関東		東京都		(2)		(13)		3,582		3,620		4,959		0		343		0		0		0		343		4,261		943		0		0		0		(108)		(108)		0		12		98,795		128,894		(30,099)		0		365		放送と通信の区分は、グループが定める基準で計算しています。		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		山路　広志		管理部		03-6811-6011		h.yamaji@tokyobaynet.co.jp		3,582		3,620		4,959		0		343		343		943		(108)		0		0		0		東京都		5		13		200000		1		済

		10110103		豊島ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		0		0		(1,201)		0		1,073		0		(445)		0		(445)		1,073		(407)		522		698		(310)		(258)		1,266		43		43		0		0		27,107		(34,909)		57,489		4,527		366		0		0		内田　洋		営業部　部長		03-5951-4400		uchida@toshima.co.jp		(1,201)		0		1,073		0		(445)		(407)		698		43		0		0		0		東京都		5		13		100000		1		済

		10110104		(株)日本ケーブルテレビジョン		南関東		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		※20160812　0円更新→未確定に変更		0		黒川　正明		放送事業局　第2営業部　企画担当部長		03-3568-8224		kurokawa@jctv.co.jp		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		東京都		5		13		0		1		済

		10110105		(株)ニューメディア総研		東京		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		開発第４部　部長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		4		13		0		0		0

		10110107		(株)ジェイコム八王子		南関東		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		東京都		5		13		100000		0		0

		10110108		(株)ジェイコム日野		南関東		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		東京都		5		13		50000		0		0

		10110109		(株)ジェイコム多摩		南関東		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		東京都		5		13		100000		0		0

		10110110		(株)ケーブルテレビ品川		南関東		東京都		0		0		0		0		4,122		0		(33)		0		(1,344)		4,122		(1,344)		191		(686)		0		0		0		(1,356)		(1,356)		0		0		(33,858)		(54,767)		20,909		0		365		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正		0		糸田　純一		イッツ・コミュニケーションズ（株）経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		0		0		4,122		311		(33)		(1,344)		(686)		(1,356)		0		0		0		東京都		5		13		100000		1		済

		10110111		(株)ジェイコム武蔵野三鷹		南関東		東京都		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		東京都		5		13		100000		0		0

		10110115		(株)イースト・コミュニケーションズ		南関東		千葉県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		削除済		課長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		千葉県		5		12		3000		0		0

		10110116		(株)ジェイコム市川		南関東		千葉県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		千葉県		5		12		100000		0		0

		10110117		(株)いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ		南関東		千葉県		1		3		51,398		8,419		7,150		(3,820)		442		0		0		7,778		744		79		3,524		(151)		(355)		4,030		2,794		2,794		0		0		192,761		55,068		137,693		0		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		西村　昌訓		総務部		0436-24-0009		nishimura_masanori@icntv.jp		51,398		8,419		7,150		141		442		744		3,524		2,794		0		0		0		千葉県		5		12		30000		1		済

		10110119		(株)ジェイコム千葉セントラル		南関東		千葉県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		千葉県		5		12		200000		0		0

		10110121		(株)ジェイコム東葛葛飾		南関東		千葉県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		千葉県		5		12		200000		0		0

		10110122		(株)ジェイコム千葉		南関東		千葉県		0		28		7,426		7,426		4,437		0		1,011		0		1,011		4,437		1,011		46,552		12,346		(81,579)		70,398		23,527		(7,410)		(7,410)		0		5,088		3,282,219		567,652		1,364,494		1,350,073		365		※20210802 総売上訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		ＪＣＯＭ(株)		千葉　隆志		人事・管理統括部 アシスタントマネージャー		047-315-9081		ChibaT@jupiter.jcom.co.jp		7,426		7,426		4,437		(765)		1,011		1,011		12,346		(7,410)		0		0		0		千葉県		5		12		1000000		1		済

		10110124		(株)千葉ニュータウンセンター		南関東		千葉県		0		0		0		0		4		0		0		0		0		36		0		0		136		94		26		245		121		121		0		0		22,452		1,776		16,101		4,575		731		(年度総売上備考：他事業との複合会社のため、暫定売上高を掲載） 設備投資は、工事負担金を利用		0		寺田  純一		ケーブルテレビ部　業務課長代理		0476-46-5836		terada@rurbannet.ne.jp		0		0		4		0		0		0		136		121		0		0		0		千葉県		5		12		10000		1		済

		10110125		銚子テレビ放送(株)		南関東		千葉県		0		0		0		0		(14)		1,458		(14)		0		(14)		(14)		(14)		0		35		0		0		0		4		4		0		0		1,990		(564)		2,554		0		365		0		0		平津　清美		総務部　マネージャー		0479-25-1001		hiratsu@catv9.ne.jp		0		0		(14)		0		(14)		(14)		35		4		0		0		0		千葉県		5		12		0		1		済

		10110126		成田ケーブルテレビ(株)		南関東		千葉県		(4)		4		0		12,355		1,491		2,225		509		0		517		1,064		(788)		73		293		(660)		468		802		846		846		0		0		72,674		43,767		28,907		0		365		該当なし		0		小野寺　ルミ子		管理部　総務・経理課　主任		0476-22-1001		soumu@nctv.co.jp		0		12,355		1,491		(508)		509		(788)		293		846		0		0		0		千葉県		5		12		10000		1		済

		10110127		(株)広域高速ネット二九六		南関東		千葉県		2		(5)		9,288		974		(75)		20,558		365		0		(859)		(75)		(230)		512		1,074		(219)		601		692		101		105		(4)		556		95,508		(6,450)		97,327		4,630		366		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		0		木場　秀晃		管理本部総務部		043-497-0296		league_info@catv296.co.jp		9,288		974		(75)		(174)		365		(230)		1,074		101		0		0		0		千葉県		5		12		50000		1		済

		10110128		(株)ジェイコム船橋習志野		南関東		千葉県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		なし		ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		千葉県		5		12		200000		0		0

		10110130		厚木伊勢原ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		(3)		(1)		0		0		722		1,187		(604)		0		0		0		(604)		0		716		0		0		0		909		909		0		0		29,322		(43,696)		93,547		(20,529)		365		0		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		村井　匡		総務部		046-220-2018		murai_masashi@s.ayu.ne.jp		0		0		722		0		(604)		(604)		716		909		0		0		0		神奈川県		5		14		50000		1		済

		10110131		(株)ジェイコム小田原		南関東		神奈川県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム 関東南ブロック　マネージャー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		神奈川県		5		14		50000		0		0

		10110132		(株)ジェイコム鎌倉		南関東		神奈川県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理部		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		神奈川県		5		14		50000		0		0

		10110133		(一財)ケーブルシティ横浜		南関東		神奈川県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		事業推進課		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		神奈川県		5		14		3000		0		0

		10110134		(株)横浜都市みらい		南関東		神奈川県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		決算等は全社ベースで行うため、ケーブル事業単体の数字のみの抽出が困難なものは、「非管理項目」で入力。		0		削除済		放送通信部　事業課長代理		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		5		14		30000		0		0

		10110135		(株)ジェイコム南横浜		南関東		神奈川県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第一ブロック		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		神奈川県		5		14		200000		0		0

		10110137		(株)シティテレコムかながわ		南関東		神奈川県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		5		14		100000		0		0

		10110139		湘南ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		0		0		1,673		1,673		358		0		(62)		0		0		(62)		(62)		159		(1,982)		(25,646)		24,786		0		(2,908)		(2,908)		0		0		33,651		17,726		19,760		(3,836)		365		0		0		高木　裕		営業本部　総務部　総務部長代理		0463-22-0419		takagi88@mx.scn-net.ne.jp		1,673		1,673		358		(145)		(62)		(62)		(1,982)		(2,908)		0		0		0		神奈川県		5		14		50000		1		済

		10110141		イッツ・コミュニケーションズ(株)		南関東		東京都		0		0		35,897		62,618		17,816		9,691		(7,320)		0		13,524		17,816		(10,939)		3,571		(1,105)		(8,241)		(11,177)		20,595		(2,200)		(2,200)		0		0		(261,000)		(254,000)		968,000		(975,000)		365		※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正/株主名称変更		0		糸田　純一		経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		35,897		62,618		17,816		0		(7,320)		(10,939)		(1,105)		(2,200)		0		0		1		神奈川県		5		13		500000		1		済

		10110142		(株)ジェイコム湘南・神奈川		南関東		神奈川県		0		(21)		16,451		16,451		1,849		0		9		0		79,999		1,849		9		66,164		15,030		(106,430)		91,069		30,391		(11,046)		(11,046)		0		5,732		9,045,732		3,638,243		(5,872,967)		11,278,457		365		※事業報告書データ使用 ※自治体出資占有率変更なし		ＪＣＯＭ(株)		山田　文雄		株式会社ジェイコム湘南・神奈川　人事・管理統括部　担当部長		045-514-2800		ML_JCSKT_047@jupiter.jcom.co.jp		16,451		16,451		1,849		(5,746)		9		9		15,030		(11,046)		0		0		1		神奈川県		5		14		1000000		1		済

		10110143		ＹＯＵテレビ(株)		南関東		神奈川県		(3)		(7)		4,447		3,518		5,755		1		(1,800)		0		(1,800)		5,755		(1,800)		888		(1,160)		76		(840)		(396)		(1,922)		(1,922)		0		(20)		(101,546)		(173,791)		76,414		(4,170)		365		20210730　年度総売上実績　を更新（事業者からのメールにより）（＠連盟）		0		梅田　穣		技術本部　技術統括部　部長		045-503-1222		ml-jcta@youtv.co.jp		4,447		3,518		5,755		0		(1,800)		(1,800)		(1,160)		(1,922)		0		0		0		神奈川県		5		14		200000		1		済

		10110144		横浜ケーブルビジョン(株)		南関東		神奈川県		0		1		3,058		(670)		2,706		0		955		0		955		2,706		955		3,789		2,086		(12,203)		10,462		3,827		851		851		0		933		109,844		12,236		89,990		7,618		365		0		0		畔柳　圭甫		経営管理部　総務管理担当		045-567-1808		ycv_gyosei-kokyo@ml.ycv.jp		3,058		(670)		2,706		(141)		955		955		2,086		851		0		0		0		神奈川県		5		14		100000		1		済

		10110145		横浜テレビ共同聴視(株)		南関東		神奈川県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		代表取締役		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		5		14		0		0		0

		10110146		(株)横浜テレビ局		南関東		神奈川県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		顧問		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		5		14		200000		0		0

		10110150		河口湖有線テレビ放送(有)		南関東		山梨県		0		0		164		361		361		913		(10)		0		(15)		361		(27)		15		200		0		0		0		100		100		0		0		30,000		20,000		10,000		0		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		0		結城　聡		ネットワーク部　部長		0555-72-1931		satoshi_yuuki@lcnet.jp		164		361		361		0		(10)		(27)		200		100		0		0		0		山梨県		5		19		3000		1		済

		10110151		北富士有線テレビ放送(株)		南関東		山梨県		0		0		0		0		38		0		38		0		(3)		58		26		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,316		1,093		0		223		366		20210730　総売上/実績内訳（放送その他）を更新（事業者からのメールにより）（@連盟） ※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正		0		渡辺 みゆき		0		0555-85-2331		kftv@fgo.jp		0		0		38		0		38		26		0		0		0		0		0		山梨県		5		19		0		1		済

		10110152		(有)峡西シーエーテーブイ		南関東		山梨県		(1)		0		200		200		99		99		(9)		0		(9)		0		(29)		0		137		0		137		0		0		0		0		0		35,296		(172)		3,418		32,050		365		年度総売上実績内訳・その他の収入は、電気通信工事業の売上です。		0		小松　恵美		総務部長		055-283-8383		info@cvk.ne.jp		200		200		99		0		(9)		(29)		137		0		0		0		0		山梨県		5		19		3000		1		済

		10110153		峡東ケーブルネット(株)		南関東		山梨県		(2)		0		0		0		(27)		1,201		(11)		0		(11)		(27)		10		3		(26)		153		(199)		20		13		14		(1)		0		49,178		46,758		2,631		(214)		365		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)		0		小澤　健太郎		代表取締役社長		0553-33-2252		k-ozawa@kcnet.ne.jp		0		0		(27)		0		(11)		10		(26)		13		0		0		0		山梨県		5		19		3000		1		済

		10110154		(株)ケーブルテレビ富士		南関東		山梨県		(1)		(1)		0		0		38		(166)		5		0		0		38		5		0		120		78		72		0		0		0		0		0		0		0		0		0		365		９７，９９２千円		0		流石　洋一		取締役社長		0555-62-5951		catv-fuji@luck.ocn.ne.jp		0		0		38		0		5		5		120		0		0		0		0		山梨県		5		19		0		1		済

		10110155		(株)ＣＡＴＶ富士五湖		南関東		山梨県		0		0		55		55		(9)		0		(48)		0		(7)		(43)		(150)		24		307		21		39		51		0		0		0		0		7,846		(540)		1,428		6,958		366		0		0		宮下　睦		業務部情報通信課		0555-22-1714		miya@fgo.jp		55		55		(9)		0		(48)		(150)		307		0		0		0		0		山梨県		5		19		10000		1		済

		10110156		富沢テレビ共聴組合		南関東		山梨県		(1)		0		0		0		0		0		0		0		0		627		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(3,180)		(1,628)		0		(1,521)		365		0		0		稲葉　奈津美		0		05566-6-2312		kaori@inaba.ecnet.jp		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		山梨県		5		19		0		1		済

		10110157		(株)日本ネットワークサービス		南関東		山梨県		11		(1)		3,744		3,744		2,284		23,007		(187)		0		(138)		2,284		(153)		52		3,897		1,816		0		2,081		2,737		2,776		(39)		(2)		188,228		10,948		173,917		3,361		365		0		0		長田　憲		経営戦略室　室長		055-251-7110		a-osada@nns-catv.co.jp		3,744		3,744		2,284		0		(187)		(153)		3,897		2,737		0		0		0		山梨県		5		19		100000		1		済

		10110158		富士川シーエーティーヴィ(株)		南関東		山梨県		0		0		40		(39)		63		3		82		0		(6)		63		82		0		16		16		0		0		0		0		0		0		4,311		200		1,090		3,021		366		0		0		櫻井　育也		局長		0556-22-1777		i-sakurai@fujikawa-net.co.jp		40		(39)		63		0		82		82		16		0		0		0		0		山梨県		5		19		3000		1		済

		10110159		山梨ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		1		0		81		3,737		51		380		(10)		0		(10)		51		(22)		16		89		(140)		233		40		125		125		0		32		6,339		5,681		3,080		(2,422)		365		※20190924 内訳訂正		0		望月　茜		技術管理部		0553-22-6822		gikan@fruits.ne.jp		81		3,737		51		0		(10)		(22)		89		125		0		0		0		山梨県		5		19		10000		1		済

		10110160		(株)上野原ブロードバンドコミュニケーションズ		南関東		山梨県		0		0		76		0		(8)		(8)		(10)		0		(10)		(8)		(10)		0		144		0		0		144		4		0		0		0		531		(1,067)		3,212		(1,613)		365		0		0		石井　夏希		総務部		0554-62-5504		ishii@u-bc.net		76		0		(8)		0		(10)		(10)		144		4		0		0		0		山梨県		5		19		3000		1		済

		10110165		あづみ野テレビ(株)		信越		長野県		(1)		(1)		144		8,632		302		1,890		4		0		0		0		23		147		628		(119)		(28)		775		706		706		0		0		35,622		(1)		32,888		2,734		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		0		畠山　由美		総務部　部長		0263-82-7860		hatakeyama.yumi@anc-tv.co.jp		144		8,632		302		0		4		23		628		706		0		0		0		長野県		6		20		10000		1		済

		10110166		アルプスケーブルビジョン(株)		信越		長野県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		総務部　経理担当		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		6		20		0		0		0

		10110167		(株)飯田ケーブルテレビ		信越		長野県		1		1		144		0		(276)		2,512		(1,210)		0		(7,527)		(276)		(1,247)		138		568		(851)		(302)		1,721		1,023		1,093		(70)		10		171,929		(94,369)		18,805		247,493		395		※20190910　数値入手し連盟で登録 ※20201005 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)		0		吉川　治司		常務取締役		0265-52-5406		ha-yoshikawa@iidacable.tv		144		0		(276)		(8)		(1,210)		(1,247)		568		1,023		0		0		0		長野県		6		20		10000		1		済

		10110168		飯山市		信越		長野県		0		0		(48)		(48)		(50)		0		(128)		0		3,724		(50)		(128)		50		51		(337)		304		84		(35)		0		(35)		0		7,977		18,537		(10,560)		0		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		0		俣野　和広		飯山市 総務部　事業戦略室　情報政策係長		0269-67-0724		senryaku@city.iiyama.nagano.jp		(48)		(48)		(50)		0		(128)		(128)		51		(35)		0		0		1		長野県		6		20		3000		1		済

		10110169		伊那ケーブルテレビジョン(株)		信越		長野県		0		(1)		371		371		(83)		1,597		(2,154)		0		873		(83)		(483)		41		379		(904)		0		1,283		247		247		0		441		90,561		(20,525)		29,020		82,066		365		※20210730 内訳訂正(@連盟)		0		濱　康司		総務課		0265-73-2020		hama@inacatv.ne.jp		371		371		(83)		0		(2,154)		(483)		379		247		0		0		0		長野県		6		20		10000		1		済

		10110170		(株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ		信越		長野県		1		0		0		2,005		1,673		2,458		183		0		183		1,673		405		0		1,434		(413)		(964)		2,689		783		783		0		395		122,639		9,281		118,310		(4,951)		365		0		0		市川　岳人		総務部　部長		026-233-1713		info@nagano-inc.co.jp		0		2,005		1,673		(939)		183		405		1,434		783		0		0		0		長野県		6		20		30000		1		済

		10110171		(株)上田ケーブルビジョン		信越		長野県		1		0		502		502		(368)		693		(347)		0		(347)		(368)		(1,048)		675		671		480		(965)		1,156		1,006		1,006		0		0		58,374		9,101		49,273		0		365		0		0		中村　高章		営業部お客様担当　担当部長		0268-23-1600		taka@ucv.co.jp		502		502		(368)		(6)		(347)		(1,048)		671		1,006		0		0		0		長野県		6		20		30000		1		済

		10110172		(株)エコーシティー・駒ヶ岳		信越		長野県		2		0		290		8		98		98		(25)		0		(27)		3		(136)		75		320		(82)		0		402		201		205		(4)		0		11,660		(3,402)		13,572		1,490		365		0		0		佐藤　幸宏		総務課		0265-82-4000		satoh@cek.co.jp		290		8		98		0		(25)		(136)		320		201		0		0		0		長野県		6		20		10000		1		済

		10110173		エルシーブイ(株)		信越		長野県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		取締役総務部長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		6		20		50000		0		0

		10110174		(有)木曽駒ケーブルネット		信越		長野県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		6		20		0		0		0

		10110175		(株)木曽福島ケーブルテレビ		信越		長野県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		総務部		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		6		20		0		0		0

		10110176		(株)信州ケーブルテレビジョン		信越		長野県		0		0		181		0		(162)		0		(84)		0		(9)		(162)		0		107		(27)		(1)		(31)		9		0		0		0		0		(756)		853		(1,610)		0		366		0		0		山浦　宏一		代表取締役社長		026-272-1660		k-yamaura@chikuma-catv.co.jp		181		0		(162)		0		(84)		0		(27)		0		0		0		0		長野県		6		20		3000		1		済

		10110177		(株)Ｇｏｏｌｉｇｈｔ		信越		長野県		0		(1)		190		0		(22)		1,531		(70)		0		(109)		(22)		(70)		202		116		(382)		(14)		535		97		102		(5)		23		(8,809)		3,263		13,698		(25,770)		365		その他項目には、電力販売収入、自治体委託事業収入、その他委託事業収入・放送コンテンツ海外展開事業収入を含んでいます。		0		岩下　正志		総務財務課		026-246-1222		iwashita@stvnet.co.jp		190		0		(22)		0		(70)		(70)		116		97		0		0		0		長野県		6		20		10000		1		済

		10110178		蓼科ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		0		0		0		0		(13)		3		(12)		0		(12)		(13)		12		11		(63)		(3)		(13)		(47)		34		33		1		0		5,421		1,329		1,484		2,608		366		0		0		関　俊之		代表取締役		0267-56-3101		toshi@tcv21.co.jp		0		0		(13)		0		(12)		12		(63)		34		0		0		0		長野県		6		20		0		1		済

		10110179		テレビ北信ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		0		0		0		0		(360)		0		(204)		0		(266)		(704)		(204)		0		(291)		(381)		(125)		0		(11)		0		(11)		0		(4,678)		(7,536)		(3,906)		6,763		365		0		0		池田　清二		統括部長		0269-26-0202		ikeda@thvnet.tv		0		0		(360)		(53)		(204)		(204)		(291)		(11)		0		0		0		長野県		6		20		3000		1		済

		10110180		(株)テレビ松本ケーブルビジョン		信越		長野県		0		0		0		9,790		322		12,279		(507)		0		0		322		(507)		935		1,024		(848)		(345)		887		530		564		(34)		0		0		0		0		0		0		※20201005 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		白鳥　忠夫		技術部　取締役技術部長		0263-35-1298		0005-shiratori@tvm.co.jp		0		9,790		322		0		(507)		(507)		1,024		530		0		0		0		長野県		6		20		50000		1		済

		10110181		丸子テレビ放送(株)		信越		長野県		1		0		(101)		(73)		(80)		427		(34)		0		0		(80)		(57)		0		40		(72)		41		71		107		107		0		0		(3,731)		(3,693)		(38)		0		365		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		池田　宏		代表取締役社長		0268-43-2111		info@marukotv.jp		(101)		(73)		(80)		0		(34)		(57)		40		107		0		0		0		長野県		6		20		3000		1		済

		10110182		大町市		信越		長野県		0		0		6		6		(1)		19		(19)		0		0		(1)		(29)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(3,916)		(3,916)		0		0		365		0		0		倉科　太		大町市役所　総務部情報交通課　ケーブルテレビ係　係長		0261-21-3805		catv@city.omachi.nagano.jp		6		6		(1)		(45)		(19)		(29)		0		0		0		0		0		長野県		6		20		0		1		済

		10110183		東御市		信越		長野県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		指定管理者　(株)上田ケーブルビジョン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		長野県		6		20		0		0		0

		10110184		長野市		信越		長野県		0		0		0		0		(64)		(25)		9		0		9		(64)		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(646)		(431)		91		(306)		365		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		関　信一郎		指定管理担当部長		026-233-1713		sekishin@nagano-inc.co.jp		0		0		(64)		(71)		9		9		0		0		0		0		0		長野県		6		20		3000		1		済

		10110185		(株)ケーブルネット新潟		信越		新潟県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		総務部長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		6		15		30000		0		0

		10110186		(株)佐渡テレビジョン		信越		新潟県		1		0		(1,623)		0		(18)		0		(58)		0		(149)		(18)		(58)		0		29		(17)		0		46		(5)		0		(5)		0		9,680		(5,699)		3,499		11,880		366		0		0		學之　基		営業部　取締役営業部長		0259-61-1212		netsell@e-sadonet.tv		(1,623)		0		(18)		0		(58)		(58)		29		(5)		0		0		0		新潟県		6		15		3000		1		済

		10110187		上越ケーブルビジョン(株)		信越		新潟県		(3)		10		0		0		546		3,279		(41)		0		470		470		(478)		0		1,033		(663)		1,110		586		1,051		1,051		0		0		81,130		15,673		71,396		(5,939)		365		0		(株)ＣＣＪ		池端　芳江		営業部　部長		025-526-2111		ikehata@jcv.co.jp		0		0		546		0		(41)		(478)		1,033		1,051		0		0		0		新潟県		6		15		30000		1		済

		10110188		(株)エヌ・シィ・ティ		信越		新潟県		11		(4)		32,410		24,698		3,395		0		1,410		0		1,410		3,395		2,412		0		4,359		(1,291)		(4,176)		9,826		4,434		4,434		0		(2)		327,249		103,328		179,012		44,909		365		0		(株)ＣＣＪ		河内　直之		総務部		0258-77-0337		kawauchi-n06@nct9.co.jp		32,410		24,698		3,395		(46)		1,410		2,412		4,359		4,434		0		0		0		新潟県		6		15		50000		1		済

		10110189		糸魚川市		信越		新潟県		0		0		(6)		(6)		(6)		(6)		0		0		0		(41)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(563)		(563)		0		0		365		(年度総売上備考：民間事業者ではないため、実際の売上実績とは相違があります。） 行政が運営しているため、適切な回答ができるような項目がありませんので、記載した金額に相違があります。		0		池亀 正樹		能生事務所　有線テレビ係　主査		025-566-3111		nou@city.itoigawa.lg.jp		(6)		(6)		(6)		(6)		0		0		0		0		0		0		0		新潟県		6		15		3000		1		済

		10110190		コミュニティネットワーク佐渡		信越		新潟県		0		0		0		0		41		0		(2)		0		0		0		(2)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7,387		4,334		0		3,053		365		２０２１．８．２７　総売上・実績内訳・決算年月日を更新（事業者からのメールにより）＠連盟		0		本間　義也		佐渡市　総務課　広報戦略室　情報政策係　主任		0259-63-5139		k-jyoho@city.sado.niigata.jp		0		0		41		0		(2)		(2)		0		0		0		0		0		新潟県		6		15		3000		1		0

		10110191		長和町		信越		長野県		0		0		5		5		(98)		0		0		0		0		0		3		0		1		0		0		0		(8)		0		0		0		24,606		22,845		1,804		(43)		365		※20211020　年度総売上実績／内訳・放送　を修正（事業者よりのメールを元に修正）＠連盟		0		羽毛田　健次		情報広報課　ケーブルテレビ専門幹		0268-75-2043		catv@town.nagawa.nagano.jp		5		5		(98)		0		0		3		1		(8)		0		0		0		長野県		6		20		0		1		済

		10110192		(株)コミュニティテレビこもろ		信越		長野県		1		(1)		0		0		(99)		0		(682)		0		0		0		3		0		75		0		0		0		212		212		0		0		78,786		51,464		31,037		(3,715)		366		※20210802　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)  弊社決算月が６月のため、本年度決算はまだ確定しておりません。 上記数値は昨年度の数値です。		0		荻原　守		専務取締役		0267-22-9911		ogihara@ctk23.ne.jp		0		0		(99)		0		(682)		3		75		212		0		0		0		長野県		6		20		3000		1		済

		10110200		(株)インフォメーションネットワーク郡上八幡		東海		岐阜県		0		0		0		0		(25)		39		23		0		0		(25)		0		0		17		(22)		(2)		41		14		0		0		11		(3,588)		(4,248)		(2,160)		2,820		365		0		0		二村　美賀子		取締役副社長		0575-65-6288		ing@gujocity.net		0		0		(25)		0		23		0		17		14		0		0		0		岐阜県		7		21		0		1		済

		10110201		(株)大垣ケーブルテレビ		東海		岐阜県		2		0		570		570		591		3,737		(481)		0		0		0		(481)		0		1,564		(684)		(45)		2,293		945		945		0		30		53,663		(7,336)		66,833		(5,834)		365		令和3年3月末決算実績		0		安田 正治		シニアマネージャー		0584-82-1200		yasuda@ogaki-tv.co.jp		570		570		591		(7)		(481)		(481)		1,564		945		0		0		0		岐阜県		7		21		50000		1		済

		10110202		おりべネットワーク(株)		東海		岐阜県		(6)		10		0		0		1,095		3,647		(461)		0		(1,291)		2,329		(461)		11		1,287		(2,413)		(3,204)		1,336		5,711		5,711		0		0		51,999		32,037		19,962		0		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		(株)コミュニティネットワークセンター		福富　正浩		総務・技術部　部長		0572-24-7733		fukutomi@oribe-net.co.jp		0		0		1,095		0		(461)		(461)		1,287		5,711		0		0		0		岐阜県		7		21		10000		1		済

		10110203		(株)ケーブルテレビ可児		東海		岐阜県		13		(10)		299		299		(38)		4,369		(449)		0		(1,374)		23		(449)		420		403		(207)		(2,301)		3,539		172		172		0		0		11,824		(17,603)		32,574		(3,158)		365		0		(株)コミュニティネットワークセンター		奥村　俊彦		企画部総務グループ　グループ長		0574-63-7955		okumura@tv.ctk.ne.jp		299		299		(38)		0		(449)		(449)		403		172		0		0		0		岐阜県		7		21		10000		1		済

		10110204		シーシーエヌ(株)		東海		岐阜県		5		3		93,294		93,294		4,096		14,258		(2,791)		0		26,566		7,413		1,232		10		2,317		(1,057)		(336)		11,368		2,556		2,556		0		672		210,628		(269,539)		172,318		307,849		365		0		(株)コミュニティネットワークセンター		井上　美紀		総務部		058-268-2305		m-inoue@ccn-catv.co.jp		93,294		93,294		4,096		(18)		(2,791)		1,232		2,317		2,556		0		0		0		岐阜県		7		21		50000		1		済

		10110205		山県市有線テレビ		東海		岐阜県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		7		21		3000		0		0

		10110206		郡上ケーブルテレビ放送センター		東海		岐阜県		0		0		7		(370)		(178)		6,359		(38)		0		0		9,116		(38)		0		15		(702)		254		463		67		67		0		0		15,553		5,906		9,647		0		365		0		0		原　喜与朗		指定管理者　総務部		0575-67-2787		info@gujo-tv.ne.jp		7		(370)		(178)		318		(38)		(38)		15		67		0		0		0		岐阜県		7		21		3000		1		済

		10110207		(株)アミックスコム		東海		岐阜県		1		0		141		141		144		144		649		0		0		144		0		0		337		0		202		135		(14)		(14)		(14)		0		37,689		(9,563)		24,753		22,499		365		0		0		松井　勇樹		技術チーム		0573-20-3252		jcta@amixcom.jp		141		141		144		0		649		0		337		(14)		0		0		0		岐阜県		7		21		10000		1		済

		10110210		(株)伊豆急ケーブルネットワーク		東海		静岡県		0		0		0		0		(136)		0		134		0		(23)		0		134		230		236		(67)		75		328		(95)		(188)		0		0		(66,452)		(51,892)		2,509		(17,071)		365		0		0		小川　幸人		経営企画部　経営企画チーム		0557-81-3346		ogawa.y.041@ikctv.com		0		0		(136)		0		134		134		236		(95)		0		0		1		静岡県		7		22		10000		1		済

		10110211		伊豆太陽サービス(株)		東海		静岡県		0		0		0		0		(22)		0		0		0		0		(22)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(166)		(166)		0		0		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201020　千円単位に修正 　42,963,668→42,964		0		佐藤　幸彦		河津有線テレビ所長		0558-32-1747		izu-yuusen@orange.ocn.ne.jp		0		0		(22)		0		0		0		0		0		0		0		0		静岡県		7		22		0		1		済

		10110212		(有)伊東テレビクラブ		東海		静岡県		0		0		0		0		(151)		640		(13)		0		(7)		(151)		(13)		27		0		0		0		0		0		0		0		0		(3,889)		(8,040)		0		4,151		366		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		0		堀江　稔		技術部所属　取締役統括部長		0557-37-4903		itotv325@quartz.ocn.ne.jp		0		0		(151)		0		(13)		(13)		0		0		0		0		0		静岡県		7		22		3000		1		済

		10110213		小山町テレビ共聴組合		東海		静岡県		1		(1)		0		0		(21)		0		0		0		0		(21)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1,826)		(1,826)		0		0		365		0		0		青木　直也		制作部		0550-76-4832		otk@oyama-tv.jp		0		0		(21)		(80)		0		0		0		0		0		0		0		静岡県		7		22		0		1		済

		10110214		小林テレビ設備(有)		東海		静岡県		1		1		0		0		(154)		0		0		0		0		(219)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,973		1,973		0		0		366		(年度総売上備考：30年６月末決算実績） ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		渡邊　良平		代表取締役		0558-22-5232		kobayashi-tv@cy.tnc.ne.jp		0		0		(154)		0		0		0		0		0		0		0		0		静岡県		7		22		3000		1		済

		10110215		(有)シオヤ		東海		静岡県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正		0		削除済		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		静岡県		7		22		0		0		0

		10110216		(株)トコちゃんねる静岡		東海		静岡県		(5)		6		0		0		1,017		3,221		1,800		0		1,800		1,017		1,800		333		3,083		24		(51)		3,220		2,745		2,746		0		0		61,061		(37,008)		98,070		0		365		0		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		鈴岡　靖章		技術部ＩＣＴ課　課長		054-347-9811		suzuoka_yasuaki@tocochannel.co.jp		0		0		1,017		0		1,800		1,800		3,083		2,745		0		0		0		静岡県		7		22		50000		1		済

		10110217		下田有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		0		0		0		0		(63)		0		(26)		0		0		(63)		(26)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		808		808		0		0		365		0		0		松本　邦久		代表取締役社長		0558-22-2443		matsumoto@shimoda-catv.co.jp		0		0		(63)		0		(26)		(26)		0		0		0		0		0		静岡県		7		22		3000		1		済

		10110219		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		東海		静岡県		14		23		(56,924)		(56,924)		3,090		10,615		(17,891)		0		(66,949)		3,093		(40,276)		3,436		8,106		(3,513)		1,846		9,773		4,637		5,421		(784)		51		356,350		(38,813)		395,163		0		365		0		0		藤森　敏文		管理本部 総務部　副参事		054-253-2400		fujimori_tsfm@tokai-grp.co.jp		(56,924)		(56,924)		3,090		(837)		(17,891)		(40,276)		8,106		4,637		0		0		0		静岡県		7		22		200000		1		済

		10110220		(株)東豆有線		東海		静岡県		1		0		0		0		(37)		0		0		0		0		3,135		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(898)		(898)		0		0		366		※20161012 決算年月日修正（2014→2015） 売上は前年とは異なっていたので、修正漏れ。 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		水野　次男		取締役		0557-47-1728		touzu-u@giga.ocn.ne.jp		0		0		(37)		0		0		0		0		0		0		0		0		静岡県		7		22		3000		1		済

		10110222		(株)御前崎ケーブルテレビ		東海		静岡県		1		(1)		(1,824)		(1,824)		(1,029)		2,684		(131)		0		(1,284)		(1,029)		(174)		0		145		(37)		50		132		292		292		0		0		54,220		(61,613)		5,738		110,095		365		0		0		山下　優孝		統括部　部長		0537-85-8700		tv-yamashita@maotv.ne.jp		(1,824)		(1,824)		(1,029)		0		(131)		(174)		145		292		0		0		0		静岡県		7		22		10000		1		済

		10110223		浜松ケーブルテレビ(株)		東海		静岡県		(2)		1		7,900		7,900		1,012		81		(525)		0		(525)		1,012		(525)		339		4,455		3,291		(173)		1,337		4		4		0		0		11,880		(28,631)		40,512		0		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		0		野田　敬司		コンテンツ部　部長		053-445-2878		kn00002@sf.winde.jp		7,900		7,900		1,012		(12)		(525)		(525)		4,455		4		0		0		0		静岡県		7		22		50000		1		済

		10110224		東伊豆有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		0		0		0		0		(31)		0		0		0		0		(31)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(849)		(795)		0		(54)		366		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) (年度総売上備考：特になし）		0		奈良 有起		局長代理		0557-95-2200		nara@hicat.co.jp		0		0		(31)		0		0		0		0		0		0		0		0		静岡県		7		22		0		1		済

		10110225		(株)御殿場ケーブルメディア		東海		静岡県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		代表取締役専務		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		7		22		10000		0		0

		10110230		(株)アイ・シー・シー		東海		愛知県		1		(1)		1,647		6,400		1,203		3,562		(391)		0		(393)		1,203		(393)		72		2,312		(281)		0		2,593		1,532		1,532		0		0		91,333		24,468		66,865		0		365		年度総売上備考：上記売上実績はR３年３月期の数字		0		加藤　寿		営業推進部　兼　技術部　部長		0586-26-2766		katoh@icc-media.co.jp		1,647		6,400		1,203		(79)		(391)		(393)		2,312		1,532		0		0		0		愛知県		7		23		50000		1		済

		10110231		稲沢シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		0		0		0		0		(195)		0		(101)		0		0		0		(101)		0		(157)		(118)		(46)		7		(108)		(108)		0		0		12,880		11,316		(4,335)		5,899		365		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		石原　勝稔		業務部		0587-24-1234		k-ishihara@toptower.co.jp		0		0		(195)		0		(101)		(101)		(157)		(108)		0		0		0		愛知県		7		23		3000		1		済

		10110232		(株)キャッチネットワーク		東海		愛知県		3		0		1,951		1,895		1,646		28,717		(2,310)		0		0		1,646		(2,310)		643		4,026		(1,026)		(2,164)		7,216		1,746		1,746		0		45		635,207		(197,822)		821,324		11,704		365		0		(株)コミュニティネットワークセンター		山田　耕嗣		コーポレート本部　人事総務課　課長		0566-27-2272		koji-y@katch.co.jp		1,951		1,895		1,646		(73)		(2,310)		(2,310)		4,026		1,746		0		0		0		愛知県		7		23		100000		1		済

		10110233		グリーンシティケーブルテレビ(株)		東海		愛知県		0		1		1,727		1,471		1,101		0		(726)		0		(726)		31,543		(726)		22		1,558		(881)		(1,374)		3,813		1,071		1,071		0		2		53,711		(31,058)		96,390		(11,624)		365		0		(株)コミュニティネットワークセンター		半田　健		地域戦略本部　営業部　営業グループ　主任		0561-57-0246		t-handa@gctv.co.jp		1,727		1,471		1,101		(8)		(726)		(726)		1,558		1,071		0		0		0		愛知県		7		23		50000		1		済

		10110234		(株)ＣＡＣ		東海		愛知県		7		(8)		843		843		(1,020)		2,160		(193)		0		(166)		(1,243)		(193)		64		318		(41)		(486)		845		(40)		(40)		0		(17)		(6,436)		(13,111)		3,421		3,253		365		※20210729　年度総売上実績内訳・その他　を修正(@連盟) 1千円の差異については、千円未満を切り捨てのため生じた差異		0		板井　綾子		総務部 部長		0569-26-0606		soumu@cac12.jp		843		843		(1,020)		0		(193)		(193)		318		(40)		0		0		0		愛知県		7		23		10000		1		済

		10110236		スターキャット・ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		0		9		8,771		8,771		6,950		19,219		(3,003)		0		0		6,950		(3,003)		6,648		9,872		(341)		(4,756)		14,969		1,313		1,313		0		64		(1)		250,069		(295,574)		45,504		365		0		(株)コミュニティネットワークセンター		松見　次郎		企画部　次長		052-231-2390		kikaku@starcat.co.jp		8,771		8,771		6,950		(39)		(3,003)		(3,003)		9,872		1,313		0		0		0		愛知県		7		23		500000		1		済

		10110237		四国中央市		四国		愛媛県		0		0		0		0		21		0		13		0		13		21		13		0		83		73		(77)		3		2		2		0		0		4,434		1,330		(22,234)		25,338		365		２０２１．８．１３　総売上・内訳を更新（事業者からのメールにより）@連盟  指定管理者へ利用料金制を採用し委託しているため、決算後、売上等についても分割する必要があり、時間を要するため調査中としております。		0		冨原　英友		情報政策課　情報政策係　係長		0896-28-6204		h.tomihara@city.shikokuchuo.ehime.jp		0		0		21		0		13		13		83		2		0		0		0		愛媛県		11		38		0		1		済

		10110238		知多メディアスネットワーク(株)		東海		愛知県		7		(3)		3,069		3,069		(1,305)		8,918		581		0		581		(1,305)		581		(14)		2,120		(457)		1,339		1,238		1,832		1,832		0		(3)		467,182		(13,985)		70,829		410,338		365		0		(株)コミュニティネットワークセンター		松山　崇臣		経営企画部　経営戦略グループ　グループリーダー		0562-33-7101		matsuyama@medias.co.jp		3,069		3,069		(1,305)		(2,034)		581		581		2,120		1,832		0		0		0		愛知県		7		23		50000		1		済

		10110239		中部ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		6		(1)		12,489		12,479		2,186		30,760		(3,092)		0		(3,092)		2,186		(2,926)		1,047		3,645		(2,194)		(4,572)		10,411		4,343		4,343		0		20		134,413		(130,957)		230,605		34,764		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ｢電気通信事業損益報告」 〈電気通信事業〉6,085,960（単位：千円）  〈電気通信事業以外の事業〉3,528,714（単位：千円）		(株)コミュニティネットワークセンター		安達　剛志		企画・営業本部　経営企画部長		052-339-2304		keiei-kikaku@ccnw.co.jp		12,489		12,479		2,186		(5)		(3,092)		(2,926)		3,645		4,343		0		0		1		愛知県		7		23		200000		1		済

		10110240		知多半島ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		1		(1)		(147)		655		533		4,919		(625)		0		(1,686)		677		(625)		489		1,817		(479)		(786)		3,028		1,555		1,555		0		2		365,200		183,301		218,778		(36,879)		365		0		(株)コミュニティネットワークセンター		木学　洋和		企画管理部　次長		0569-34-8041		kigaku@tac-net.co.jp		(147)		655		533		(37)		(625)		(625)		1,817		1,555		0		0		0		愛知県		7		23		30000		1		済

		10110241		豊橋ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		0		(2)		904		0		1,443		21,107		(394)		0		(394)		946		(394)		730		2,471		0		0		0		2,460		2,460		0		0		123,470		23,433		100,037		0		365		0		0		河辺　智勇		取締役		0532-56-1231		kawabe-t@sf.tees.ne.jp		904		0		1,443		(497)		(394)		(394)		2,471		2,460		0		0		0		愛知県		7		23		50000		1		済

		10110242		(公財)名古屋ケーブルビジョン		東海		愛知県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		エリア都道府県の入力について ・年度総売上実績、年度総売上実績内訳・放送、年度総売上実績内訳・その他 愛知県と岐阜県を世帯別に按分して入力済 愛知県（８０％）、岐阜県（２０％）		0		削除済		総務管理部　部長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		愛知県		7		23		3000		0		0

		10110243		西尾張シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		3		(2)		69,480		5,329		(267)		5,652		(1,240)		0		(678)		(539)		(1,240)		167		1,075		(1,321)		404		1,992		470		470		0		(32)		(27,729)		(28,671)		942		0		365		0		0		服部　吉貴		管理部　次長		0567-25-9350		soumu@clovernet.co.jp		69,480		5,329		(267)		(61)		(1,240)		(1,240)		1,075		470		0		0		0		愛知県		7		23		50000		1		済

		10110244		ミクスネットワーク(株)		東海		愛知県		(2)		0		472		472		1,504		2,868		(891)		0		(891)		607		(891)		237		1,455		(748)		2,318		(115)		1,032		1,032		0		0		20,961		(36,020)		56,981		0		366		0		0		森崎　健吾		常務取締役		0564-25-5066		kengo@inc.catvmics.ne.jp		472		472		1,504		(83)		(891)		(891)		1,455		1,032		0		0		0		愛知県		7		23		50000		1		済

		10110245		ひまわりネットワーク(株)		東海		愛知県		12		(2)		2,811		2,811		1,987		1,987		1,843		0		1,843		1,987		1,843		144		1,526		(310)		(403)		2,239		426		426		0		481		628,928		256,583		372,345		0		365		0		(株)コミュニティネットワークセンター		磯谷　由美子		総務部　係長		0565-35-3440		isogai@himawari.co.jp		2,811		2,811		1,987		37		1,843		1,843		1,526		426		0		0		0		愛知県		7		23		100000		1		済

		10110246		三河湾ネットワーク(株)		東海		愛知県		0		(1)		2,893		2,893		457		2,413		(55)		0		(55)		457		(74)		3		355		(101)		(229)		755		462		462		0		3		(22,660)		(12,825)		2,640		(12,476)		365		(年度総売上備考：通信部門はひまわりネットワークより販促手数料となる）		(株)コミュニティネットワークセンター		會場　啓悟		取締役		0533-69-7784		aiba@sky-1.co.jp		2,893		2,893		457		0		(55)		(74)		355		462		0		0		0		愛知県		7		23		10000		1		済

		10110255		伊賀上野ケーブルテレビ(株)		東海		三重県		3		(1)		54		54		(151)		89		(144)		0		(144)		(144)		(144)		20		443		(187)		(719)		1,349		14		14		0		0		791,443		439,141		378,086		(25,783)		365		0		0		伊室　晃治		総務部　部長		0595-24-2560		imuro@ict-tv.co.jp		54		54		(151)		0		(144)		(144)		443		14		0		0		0		三重県		7		24		10000		1		済

		10110256		(株)アイティービー		東海		三重県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		三重県		7		24		50000		0		0

		10110257		(株)ケーブルネット鈴鹿		東海		三重県		(43)		3		518		518		441		2,384		13,059		0		(5,600)		411		(250)		3,889		2,166		(427)		(1,063)		3,656		1,935		1,935		0		(20)		413,689		(287,761)		701,450		0		365		0		(株)ＣＣＪ		朝倉　広幸		総務部・次長		059-380-6600		cty_somu11@cty.co.jp		518		518		441		0		13,059		(250)		2,166		1,935		0		0		0		三重県		7		24		50000		1		済

		10110258		(株)シー・ティー・ワイ		東海		三重県		67		32		13		13		39		4,633		8,387		0		(2,245)		150		1,503		10,160		3,713		(411)		(4,661)		8,785		4,693		4,693		0		(26)		805,109		(251,721)		1,056,830		0		365		0		(株)ＣＣＪ		朝倉　広幸		総務部　総務課　課長		059-353-6505		cty_somu11@cty.co.jp		13		13		39		0		8,387		1,503		3,713		4,693		0		0		0		三重県		7		24		100000		1		済

		10110259		(株)ラッキータウンテレビ		東海		三重県		3		0		2,888		300		(656)		0		(128)		0		0		0		(110)		0		(25)		0		0		0		(12)		0		0		0		(7,478)		(2,371)		(25,335)		20,229		365		※20180725 売上円単位で誤入力⇒千単位に修正 ※20180725 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201009 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20210811 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		近藤　均		取締役		0594-24-0001		kondo@lucky-towntv.co.jp		2,888		300		(656)		0		(128)		(110)		(25)		(12)		0		0		0		三重県		7		24		10000		1		済

		10110260		(株)ＺＴＶ		東海		三重県		(1)		0		3,839		3,839		(1,144)		29,710		1,587		0		1,587		(1,144)		1,587		6,867		8,549		0		0		0		1,880		2,066		(186)		(170)		170,063		(85,560)		260,277		(4,653)		366		0		0		川原田　剛		総務部　人事課　課長代理		059-236-5111		kawarada@ztv.co.jp		3,839		3,839		(1,144)		(1,887)		1,587		1,587		8,549		1,880		0		0		1		滋賀県		7		24		200000		1		済

		10110261		(株)アドバンスコープ		東海		三重県		2		(2)		191		191		381		503		313		0		(579)		(579)		313		21		155		(77)		115		1,621		(81)		(81)		0		594		11,387		(20,347)		2,061		29,673		365		0		0		松鹿　友子		総務部　総務課　課長		0595-64-7821		matsushika@advanscope.jp		191		191		381		68		313		313		155		(81)		0		0		0		三重県		7		24		10000		1		済

		10110262		松阪ケーブルテレビ・ステーション(株)		東海		三重県		8		(5)		267		267		266		0		(662)		0		(662)		0		(119)		2,451		1,722		(997)		696		1,849		2,065		2,065		0		269		120,119		6,438		113,681		0		365		0		0		掛橋　直也		総務部　総務課長		0598-50-2244		info@mctv.jp		267		267		266		17		(662)		(119)		1,722		2,065		0		0		0		三重県		7		24		50000		1		済

		10110263		下呂市		東海		岐阜県		0		0		(6)		0		179		290		0		0		0		290		0		0		(77)		(7)		(1,032)		788		0		0		0		0		62,334		(1,337)		63,671		0		365		0		0		熊崎　龍登		下呂市市長公室企画課情報管理室　主任		0576-24-2222		ryuto-k@city.gero.lg.jp		(6)		0		179		117		0		0		(77)		0		0		0		0		岐阜県		7		21		3000		1		済

		10110270		上婦負ケーブルテレビ(株)		北陸		富山県		2		(2)		0		0		69		70		(59)		0		(639)		111		0		0		15		(73)		(11)		99		(20)		0		(12)		0		1,405		1,212		194		0		365		0		0		燒田　賢一		0		076-469-6661		kct-jcta@knei.jp		0		0		69		0		(59)		0		15		(20)		0		0		0		富山県		8		16		3000		1		済

		10110271		(株)ケーブルテレビ富山		北陸		富山県		0		3		2,243		2,243		1,922		10,643		(1,386)		0		(1,386)		1,922		(2,155)		1,015		1,867		705		(42)		1,204		1,175		1,175		0		481		116,969		239,277		126,093		(248,401)		365		0		0		島崎　正樹		経営管理部長		076-444-5952		shimasak@cttnet.co.jp		2,243		2,243		1,922		(309)		(1,386)		(2,155)		1,867		1,175		0		0		0		富山県		8		16		100000		1		済

		10110272		富山市（ケーブルテレビ八尾センター）		北陸		富山県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		8		16		3000		0		0

		10110273		能越ケーブルネット(株)		北陸		富山県		(4)		0		(193)		(193)		(21)		1,918		(211)		0		(211)		(21)		(615)		25		421		(407)		(1,379)		2,207		1,415		1,417		(2)		70		27,296		3,990		40,251		(16,945)		365		0		0		作道　実		総務部		0766-74-1166		tsukuri@cnethimi.co.jp		(193)		(193)		(21)		0		(211)		(615)		421		1,415		0		0		0		富山県		8		16		10000		1		済

		10110274		射水ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		1		(1)		486		486		587		2,315		(430)		0		(1,642)		455		(633)		210		734		(500)		(59)		1,266		262		262		0		312		19,520		(4,716)		26,827		(2,591)		365		0		0		高山　一登		常務取締役		0766-82-7320		takayama@catvnet.co.jp		486		486		587		(126)		(430)		(633)		734		262		0		0		0		富山県		8		16		10000		1		済

		10110275		高岡ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		1		0		614		614		1,649		4,820		(242)		0		(242)		1,649		(4,083)		(73)		848		(1,398)		625		1,559		973		973		0		66		68,989		13,683		55,305		0		365		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		笠井　克祐		事業本部　執行役員事業本部長		0766-26-6900		kasai@takaoka-catv.jp		614		614		1,649		0		(242)		(4,083)		848		973		0		0		0		富山県		8		16		30000		1		済

		10110276		となみ衛星通信テレビ(株)		北陸		富山県		0		0		0		0		78		3,180		(382)		0		(382)		78		(382)		166		381		(294)		(643)		1,318		189		189		0		115		66,797		4,106		62,691		0		365		年度総売上実績内訳・放送には砺波広域圏事務組合及び小矢部市ケーブルテレビ分も含みます。 【内訳】 となみ衛星通信テレビ㈱　539,540千円 砺波広域圏事務組合　241,282千円 小矢部市ケーブルテレビ　261,516千円		0		加賀谷　一幸		総務部次長　管理課　課長		0763-22-7600		smile-jcta@tst-tv.jp		0		0		78		0		(382)		(382)		381		189		0		0		0		富山県		8		16		10000		1		済

		10110277		(株)新川インフォメーションセンター		北陸		富山県		(2)		2		0		0		38		1,793		10		0		10		38		(245)		50		127		(249)		43		407		292		292		0		0		(6,482)		(5,844)		4,472		(5,108)		365		0		0		松岡　千穂		取締役総務部長		0765-23-6110		matsuoka@nice-tv.jp		0		0		38		(2)		10		(245)		127		292		0		0		0		富山県		8		16		10000		1		済

		10110278		新川広域圏事務組合		北陸		富山県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		富山県		8		16		10000		0		0

		10110279		滑川中新川地区広域情報事務組合		北陸		富山県		0		0		(3,458)		(3,458)		68		0		(2,444)		0		7,874		15,898		176		0		(304)		4,557		0		1,032		50		0		50		62		(3,957)		(3,091)		(866)		0		365		※20210721 事業状況・財務状況・・・事業譲渡先（株）ＴＡＭの確定データを元に更新 　20211025　TAMに入力した数値を登録（連盟）　 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		竹山　雅信		総務課　係長		076-474-9211		takeyama@net3-tv.jp		(3,458)		(3,458)		68		0		(2,444)		176		(304)		50		0		44,377		0		富山県		8		16		10000		1		済

		10110280		加賀ケーブル(株)		北陸		石川県		0		0		0		0		40		0		(839)		0		91		970		45		559		155		(80)		(214)		449		192		192		0		0		172,043		(9,282)		17,843		163,484		365		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)		0		髙田　直彦		代表取締役社長		0761-72-8191		takata@kagacable.jp		0		0		40		(5)		(839)		45		155		192		0		0		0		石川県		8		17		3000		1		済

		10110281		金沢ケーブル(株)		北陸		石川県		(1)		(7)		0		0		1,055		1,300		(2,286)		0		18,244		1,055		(414)		736		1,035		(3,235)		(422)		4,692		(420)		(415)		(5)		1,208		301,185		33,499		267,685		0		365		0		0		多賀　陽市		営業部		076-224-1140		y-taga@kanazawacatv.jp		0		0		1,055		214		(2,286)		(414)		1,035		(420)		0		0		0		石川県		8		17		100000		1		済

		10110282		(株)テレビ小松		北陸		石川県		0		0		557		0		651		1,408		235		0		6,872		603		635		956		731		(128)		(73)		932		546		546		0		0		66,418		29,712		45,691		(8,986)		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20190910 放送内訳修正値入手し連盟が登録 決算年月日更新漏れ⇒2019/03/31に修正		0		縄　洋平		代表取締役専務		0761-23-3911		y-nawa@tvk.ne.jp		557		0		651		0		235		635		731		546		0		0		0		石川県		8		17		10000		1		済

		10110283		(株)あさがおテレビ		北陸		石川県		0		(1)		0		0		(134)		1,104		(79)		0		(145)		(132)		(79)		20		299		(128)		(48)		475		219		219		0		0		52,553		23,071		32,649		(3,167)		365		※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		森　謙一		取締役（事業推進担当）		076-274-3333		mori@asagaotv.ne.jp		0		0		(134)		0		(79)		(79)		299		219		0		0		0		石川県		8		17		10000		1		済

		10110287		織田中央テレビ共同受信施設組合		北陸		福井県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		8		18		0		0		0

		10110288		丹南ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		14		3		558		558		785		6,008		530		0		530		785		530		0		813		(864)		(2,556)		4,233		201		201		0		85		41,809		695		41,114		0		365		0		0		石塚　喜章		経営企画部　部長		0778-21-5040		ishiduka@t-catv.co.jp		558		558		785		0		530		530		813		201		0		0		0		福井県		8		18		30000		1		済

		10110289		福井ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		0		0		0		0		1,569		6,824		(349)		0		(196)		0		(196)		3,851		729		(1,972)		(2,749)		5,450		660		660		0		(46)		68,527		30,425		38,103		0		365		0		0		安田　誠		社長補佐		0776-20-3651		yasuda@fctv.co.jp		0		0		1,569		0		(349)		(196)		729		660		0		0		0		福井県		8		18		50000		1		済

		10110290		美方ケーブルネットワーク(株)		北陸		福井県		0		0		9		0		0		0		152		0		0		0		(164)		0		83		0		0		0		(11)		0		0		0		(734)		(24,401)		7,805		15,862		365		0		0		真田　邦彦		事業局長兼サービス課 課長　		0770-32-3400		k-sanada@mmnet-ai.ne.jp		9		0		0		0		152		(164)		83		(11)		0		0		0		福井県		8		18		3000		1		済

		10110292		(株)嶺南ケーブルネットワーク		北陸		福井県		(1)		12		362		362		(163)		6,152		(221)		0		(221)		(221)		(449)		395		390		0		0		0		401		369		(47)		195		52,995		(4,038)		61,610		(4,579)		365		0		0		平吹　明義		経営管理部　事業管理担当部長		0770-24-4101		rcn-man@rcn.ne.jp		362		362		(163)		0		(221)		(449)		390		401		0		0		0		福井県		8		18		10000		1		済

		10110293		(株)ケーブルテレビ若狭小浜		北陸		福井県		1		(1)		43		43		(24)		0		(897)		0		(887)		(24)		(897)		21		30		0		0		30		0		0		0		0		(383)		(949)		630		(63)		365		0		0		中辻　文博		総務部　総務課長		0770-52-7201		nakatsuji@channel-oh.jp		43		43		(24)		0		(897)		(897)		30		0		0		0		0		福井県		8		18		10000		1		済

		10110294		おおい町		北陸		福井県		0		0		21		21		21		0		(14)		0		20		21		20		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(316)		(316)		0		0		365		0		0		濱田　知		まちづくり課　主事		0770-77-4051		tohamada@town.ohi.lg.jp		21		21		21		0		(14)		20		0		0		0		0		0		福井県		8		18		3000		1		済

		10110300		環境エンジニアリング(株)		近畿		滋賀県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		マネージャー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		25		0		0		0

		10110301		余呉町		近畿		滋賀県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		総務課情報係　係長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		25		0		0		0

		10110302		(株)甲賀ケーブルネットワーク		近畿		滋賀県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		営業部　主任		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		25		0		0		0

		10110303		滋賀ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		25		30000		0		0

		10,110,304		近江八幡ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		技術部インターネット課		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		25		10000		0		0

		10,110,310		(株)ＫＣＮ京都		近畿		京都府		0		0		1,728		1,040		1,284		0		1,023		0		0		4,033		(591)		1,183		1,909		(173)		0		35		2,164		2,175		(11)		0		128,426		12,888		102,202		13,335		366		0		0		山﨑　理		常務取締役総務部長		0774-95-0089		yamasaki@kcn-kyoto.jp		1,728		1,040		1,284		(20)		1,023		(591)		1,909		2,164		0		0		0		京都府		9		26		30000		1		済

		10,110,311		(株)京都ケーブルコミュニケーションズ		近畿		京都府		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　部長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		26		100000		0		0

		10,110,313		洛西ケーブルビジョン(株)		近畿		京都府		(6)		(2)		0		0		(87)		0		87		0		(14)		(87)		(60)		0		163		0		81		82		160		160		0		0		1,712		(4,220)		5,790		142		365		0		0		新治　光子		総務部　取締役総務部長		075-331-1411		niiharu@rcv.co.jp		0		0		(87)		0		87		(60)		163		160		0		0		0		京都府		9		26		10000		1		済

		10,110,324		ケーブルウエスト(株)		近畿		大阪府		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		27		200000		0		0

		10110326		(株)オプテージ		近畿		大阪府		0		0		0		5,673		26,679		26,679		(8,202)		0		(8,202)		26,679		(8,202)		0		29,672		0		0		29,672		(3,267)		3,554		(6,821)		0		3,208,000		752,000		(2,134,000)		4,589,000		365		20210728 データ更新		0		管理者		0		0		0		0		5,673		26,679		(387)		(8,202)		(8,202)		29,672		(3,267)		0		0		1		大阪府		9		27		500000		1		済

		10,110,327		(財)京阪神ケーブルビジョン		近畿		大阪府		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		総務部長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		27		200000		0		0

		10,110,328		(株)ジェイコムウエスト		近畿		大阪府		0		16		26,552		26,552		8,698		0		(11,725)		0		(11,725)		8,698		(11,725)		246,915		20,534		(56,608)		41,401		35,741		(28,764)		(28,764)		0		9,593		2,270,210		(768,026)		1,000,887		2,037,350		365		0		ＪＣＯＭ(株)		石田　裕子		㈱ジェイコムウエスト 人事・管理統括部 管理グループ		06-7175-7301		jcw-corporate@jupiter.jcom.co.jp		26,552		26,552		8,698		(174)		(11,725)		(11,725)		20,534		(28,764)		0		0		1		大阪府		9		27		1000000		1		済

		10,110,330		吹田ケーブルテレビジョン(株)		近畿		大阪府		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		27		100000		0		0

		10,110,331		(株)全関西ケーブルテレビジョン		近畿		大阪府		1		(1)		207		0		(32)		(32)		0		0		0		38		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25,435		34,915		0		(9,480)		365		0		0		山田　茂生		エリア事業部　エリア事業部長		06-6201-3388		yamada@ac-tv.co.jp		207		0		(32)		(1,304)		0		0		0		0		0		0		1		大阪府		9		27		10000		1		済

		10,110,332		高槻ケーブルネットワーク(株)		近畿		大阪府		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		27		100000		0		0

		10,110,333		(株)テレビ岸和田		近畿		大阪府		(1)		0		453		452		(461)		4,104		832		0		139		(461)		751		2,150		272		(251)		556		4,967		282		282		0		0		24,927		(9,276)		46,159		(11,957)		365		0		0		嶋崎　宏和		技術本部　本部長		072-436-3636		shima@tvk.co.jp		453		452		(461)		(765)		832		751		272		282		0		0		0		大阪府		9		27		50000		1		済

		10,110,334		豊中・池田ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		27		100000		0		0

		10,110,337		東大阪ケーブルテレビ(株)		近畿		大阪府		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部　管理統括部		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		27		100000		0		0

		10,110,338		北摂ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		27		100000		0		0

		10,110,339		北河内ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		ＣＳ推進課　課長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		27		100000		0		0

		10,110,341		(株)明石ケーブルテレビ		近畿		兵庫県		0		0		0		(119)		(211)		57,485		51		0		(992)		(198)		(6,323)		8		(54)		(1,418)		1,105		403		(151)		(151)		0		0		(54,026)		(25,453)		(6,052)		(22,521)		365		0		0		松尾　明美		管理部　担当課長		078-911-7000		matsuo@actv.zaq.ne.jp		0		(119)		(211)		(13)		51		(6,323)		(54)		(151)		0		0		0		兵庫県		9		28		50000		1		済

		10,110,343		(株)淡路島テレビジョン		近畿		兵庫県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		取締役総務管理部長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		28		10000		0		0

		10,110,344		ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス(株)		近畿		兵庫県		4		(1)		1,716		813		1,034		0		(219)		0		0		0		(106)		0		1,112		0		0		0		707		707		0		0		291,002		(25,669)		330,059		(13,387)		365		0		0		永濱　昭和		総務部　担当取締役		079-420-2525		ban-jcta@banban.co.jp		1,716		813		1,034		0		(219)		(106)		1,112		707		0		0		0		兵庫県		9		28		50000		1		済

		10110345		神河町ケーブルテレビネットワーク		近畿		兵庫県		0		0		(48)		26		(38)		(38)		0		0		0		(38)		0		0		53		0		0		53		0		0		0		0		(6,010)		(6,011)		1		0		365		0		0		齊藤　斉		総務課　係長		0790-32-2752		jyoho@town.kamikawa.hyogo.jp		(48)		26		(38)		0		0		0		53		0		0		0		0		兵庫県		9		28		3000		1		済

		10,110,347		(株)ケーブルネット神戸芦屋		近畿		兵庫県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部　兵庫ブロック管理チーム長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		28		500000		0		0

		10,110,348		南あわじ市		近畿		兵庫県		(1)		(1)		194		194		(599)		0		(12)		0		(12)		(240)		(18)		0		(52)		(52)		0		0		0		0		0		0		(479,939)		(475,365)		(4,574)		0		365		市役所の一般会計のため、会計科目等当てはまるものがありませんので、非管理項目としています。		0		奥田 泰大		広報情報課　副課長		0799-43-2345		yasuhiro_okuda@city.minamiawaji.hyogo.jp		194		194		(599)		(507)		(12)		(18)		(52)		0		0		0		0		兵庫県		9		28		0		1		済

		10,110,349		(財)神戸市開発管理事業団		近畿		兵庫県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		9		28		50000		0		0

		10,110,350		(株)ベイ・コミュニケーションズ		近畿		大阪府		16		(15)		0		0		5,200		12,255		(1,896)		0		(1,826)		5,200		(1,896)		18		15,263		(2,019)		(2,166)		19,449		302		333		(31)		(159)		463,543		(267,276)		257,385		473,434		365		0		0		竹村　健一郎		経営企画室　課長		06-6450-1179		ml-renmei@baycom.jp		0		0		5,200		7,109		(1,896)		(1,896)		15,263		302		0		0		1		大阪府		9		27		500000		1		済

		10,110,351		姫路ケーブルテレビ(株)		近畿		兵庫県		5		(3)		0		0		2,790		4,731		1,493		0		585		2,790		1,493		940		5,677		(1,146)		(258)		7,081		2,160		2,172		(12)		0		145,093		(8,651)		153,745		0		365		0		0		松本　圭司		取締役総務部長兼企画部長		079-278-5070		k-matsumoto@winknet.ne.jp		0		0		2,790		(198)		1,493		1,493		5,677		2,160		0		0		0		兵庫県		9		28		100000		1		済

		10,110,355		近鉄ケーブルネットワーク(株)		近畿		奈良県		0		0		4,392		11,344		3,509		0		277		0		277		(596)		957		14,916		6,201		(3,875)		(196)		10,272		3,230		3,469		(239)		599		436,215		59,929		376,286		0		366		0		0		金井　博美		監査役室・対外業務室		0743-75-5510		kanai@kcn.ad.jp		4,392		11,344		3,509		(1,313)		277		957		6,201		3,230		0		0		0		奈良県		9		29		100000		1		済

		10,110,356		こまどりケーブル(株)		近畿		奈良県		0		0		(212)		(212)		(33)		2,506		(115)		0		138		(33)		138		4		0		0		0		0		0		0		0		0		91,017		(5,317)		0		96,336		366		特になし		0		山崎　理		常務取締役		0743-75-4744		yamasaki@kcn.ad.jp		(212)		(212)		(33)		0		(115)		138		0		0		0		0		0		奈良県		9		29		30000		1		済

		10110357		(株)サイバーリンクス		近畿		和歌山県		0		0		0		(302)		(302)		(302)		(139)		0		0		(302)		(139)		0		19		0		0		19		(24)		0		(24)		0		(128,654)		(122,923)		(1,155)		(4,576)		366		20210729　総売上/実績内訳（放送・通信・その他）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）		0		杉原　正洋		公共クラウド事業部　公共サービス運用部　ネットワーク運用課　課長補佐		0739-24-9500		m-sugihara@cyber-l.co.jp		0		(302)		(302)		(302)		(139)		(139)		19		(24)		0		0		0		和歌山県		9		30		3000		1		済

		10110359		鹿足郡事務組合		中国		島根県		0		0		(75)		(75)		(173)		(173)		(61)		0		(61)		(173)		(7)		13		102		(62)		85		79		(173)		(173)		(1)		0		(233,360)		(5,678)		8,884		(236,566)		365		0		0		三宅　貴洋		主事		0856-74-2099		snn@tsuwano.net		(75)		(75)		(173)		0		(61)		(7)		102		(173)		0		0		0		島根県		10		32		3000		1		済

		10110361		(株)中海テレビ放送		中国		鳥取県		5		0		1,770		1,770		871		7,344		142		0		142		871		142		893		1,520		(2,920)		(294)		4,739		842		951		(67)		222		233,796		84,407		50,882		98,507		365		0		0		鎌田　靖史		総務部　次長		0859-29-2211		catv@chukai.co.jp		1,770		1,770		871		19		142		142		1,520		842		0		0		0		鳥取県		10		31		50000		1		済

		10110362		鳥取中央有線放送(株)		中国		鳥取県		2		0		117		117		1		1		(14)		0		(3)		1		(14)		25		425		(28)		200		253		0		0		0		6		20,393		4,521		15,871		0		365		0		0		谷口　成樹		事業部事業1係・係長		0858-53-2565		info@torichu.co.jp		117		117		1		0		(14)		(14)		425		0		0		0		0		鳥取県		10		31		10000		1		済

		10110363		(株)鳥取テレトピア		中国		鳥取県		0		0		0		0		(17)		1,627		(51)		0		0		(17)		(51)		61		49		(129)		93		85		0		0		0		0		21,816		19,750		3,150		(1,083)		365		0		0		奈良井　大輔		0		0857-22-6111		daisuke-narai@inabapyonpyon.net		0		0		(17)		0		(51)		(51)		49		0		0		0		0		鳥取県		10		31		3000		1		済

		10110364		日本海ケーブルネットワーク(株)		中国		鳥取県		7		0		0		0		279		1,651		151		0		0		279		151		1,000		501		(1,156)		(95)		1,752		(8)		(8)		0		(277)		78,135		51,127		27,008		0		366		0		0		坂口　淳子		総務部　総務課		0857-21-3202		catv@ncn-t.net		0		0		279		198		151		151		501		(8)		0		0		0		鳥取県		10		31		50000		1		済

		10110365		出雲ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		0		0		0		0		(1,104)		7,470		78		0		570		(1,104)		570		93		1,236		(688)		(885)		2,809		1,083		1,083		0		0		107,624		45,788		61,836		0		365		0		0		北脇　厚		総務課　課長		0853-21-9811		kitawaki-atsushi@icv-izumo.ne.jp		0		0		(1,104)		0		78		570		1,236		1,083		0		0		0		島根県		10		32		10000		1		済

		10110366		松江市		中国		島根県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		鹿島ケーブルビジョン所長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		10		32		0		0		0

		10110367		山陰ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		6		19		659		659		399		27,667		(154)		0		(154)		(1,211)		(1,211)		352		1,879		(585)		473		1,991		3,377		3,411		(34)		84		233,790		70,645		77,728		85,417		365		(年度総売上備考：行政が設備した施設の運営管理あり）		0		上代　徹		総務部　総務課長		0852-23-2522		jyoudai@mable.ne.jp		659		659		399		0		(154)		(1,211)		1,879		3,377		0		0		0		島根県		10		32		50000		1		済

		10110368		石見ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		6		0		0		0		118		0		116		0		(13)		118		(13)		31		406		(77)		(367)		401		0		0		0		0		(11,193)		20,410		(31,603)		0		365		0		0		福浜　秀利		代表取締役社長		0855-23-4883		info@iwamicatv.jp		0		0		118		0		116		(13)		406		0		0		0		0		島根県		10		32		10000		1		済

		10110369		井原放送(株)		中国		岡山県		0		0		0		0		(47)		474		116		0		116		(47)		4		3		215		(115)		0		330		59		59		0		0		(68,616)		815		11,983		(81,414)		365		0		0		原田　誠司		専務取締役		0866-62-8181		harada@icv.co.jp		0		0		(47)		(2)		116		4		215		59		0		0		1		岡山県		10		33		10000		1		済

		10110370		岡山ネットワーク(株)		中国		岡山県		(1)		6		0		0		374		0		(51)		0		(51)		374		(51)		494		1,001		(1,056)		(5)		2,062		810		810		0		0		39,950		(11,228)		33,712		17,466		365		0		0		瀧　哲郎		営業部　課長補佐		086-805-0202		taki@oni.co.jp		0		0		374		236		(51)		(51)		1,001		810		0		0		0		岡山県		10		33		50000		1		済

		10110371		(株)吉備ケーブルテレビ		中国		岡山県		1		7		0		0		(191)		117,169		50		0		0		(191)		50		230		310		62		0		248		0		0		0		0		(47,047)		(103,644)		18,668		37,929		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		0		三村　和正		総務部　経理課		0866-21-0123		mimura-k@kibi.ne.jp		0		0		(191)		0		50		50		310		0		0		0		0		岡山県		10		33		10000		1		済

		10110372		(株)倉敷ケーブルテレビ		中国		岡山県		7		2		0		0		1,160		4,712		(2,364)		0		(2,364)		4,481		(2,364)		493		2,915		(966)		(876)		4,757		2,192		2,207		(5)		(20)		160,391		5,553		154,838		0		365		0		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		小川　洋子		総務部　部長		086-466-1717		y.ogawa@kct.co.jp		0		0		1,160		2,809		(2,364)		(2,364)		2,915		2,192		0		0		0		岡山県		10		33		50000		1		済

		10110373		(株)ケーブルネットワーク金光		中国		岡山県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		常務取締役		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		岡山県		10		33		0		0		0

		10110374		玉島テレビ放送(株)		中国		岡山県		0		0		0		0		(3)		224		(173)		0		(173)		(3)		(173)		20		174		(50)		(2)		226		100		100		0		0		(1,782)		(989)		3,839		(4,632)		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		0		大島　清		統括部長		086-526-7075		o-shima@tamashima.tv		0		0		(3)		0		(173)		(173)		174		100		0		0		0		岡山県		10		33		10000		1		済

		10110375		(株)テレビ津山		中国		岡山県		(2)		1		0		0		660		1,813		(75)		0		0		660		(75)		0		1,498		(315)		0		3,896		1,485		1,485		0		0		108,749		8,064		100,685		0		365		0		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		劔持　成利		代表取締役社長		0868-24-4000		info@tvt.ne.jp		0		0		660		0		(75)		(75)		1,498		1,485		0		0		0		岡山県		10		33		10000		1		済

		10110376		笠岡放送(株)		中国		岡山県		0		0		0		0		(125)		(125)		66		0		168		(125)		66		80		454		79		0		375		202		228		(26)		132		47,075		16,346		26,558		4,170		365		2019年度より税理士変更により税込方式から税別方式に変更		0		小寺　惣一		常務取締役		0865-63-6181		kodera@nsg.kcv.ne.jp		0		0		(125)		0		66		66		454		202		0		0		0		岡山県		10		33		10000		1		済

		10110377		矢掛放送(株)		中国		岡山県		0		0		0		0		(17)		4,091		0		0		0		(17)		0		0		43		2		(65)		106		0		0		0		0		3,261		(473)		2,120		1,614		365		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)		0		水川　哲也		総務部　専務取締役		0866-84-8490		yct@yct.ne.jp		0		0		(17)		(17)		0		0		43		0		0		0		0		岡山県		10		33		3000		1		済

		10110378		島根県浜田市		中国		島根県		0		0		8		8		(35)		0		(25)		0		(25)		(2,390)		(35)		0		16		(29)		45		0		0		0		0		0		2,553		(268)		3,159		(337)		365		令和2年度　事業運営にかかる歳入決算額		0		三輪　祐二		浜田市　三隅支所　防災自治課　防災係　主任主事		0855-32-4444		miwa-yuuji@city.hamada.lg.jp		8		8		(35)		0		(25)		(35)		16		0		0		0		0		島根県		10		32		0		1		済

		10110380		(株)ちゅピＣＯＭおのみち		中国		広島県		0		0		0		0		72		470		(3)		0		(7)		180		(3)		15		224		61		254		120		147		154		(7)		0		17,062		(38,340)		15,200		40,202		365		0		0		大池  茂文		営業課		0848-38-1881		oike@octv.co.jp		0		0		72		57		(3)		(3)		224		147		0		0		0		広島県		10		34		3000		1		済

		10110382		(株)ケーブル・ジョイ		中国		広島県		0		0		0		0		170		(20)		0		0		0		170		0		0		110		110		0		0		0		0		0		0		(3,000)		(3,000)		(1,000)		1,000		365		0		0		唐川　克秀		営業・総務統括部　部長		0847-45-0557		jokaraka@pear.ccjnet.ne.jp		0		0		170		(100)		0		0		110		0		0		0		0		広島県		10		34		3000		1		済

		10110383		(株)ちゅピＣＯＭ		中国		広島県		0		0		265,400		266,400		134,196		10,328		12,128		0		0		295,503		12,128		1,761		25,641		3,168		3,423		19,050		14,313		14,325		(12)		303		1,370,740		788,748		581,991		0		365		0		0		天野　陽介		営業企画部・係長		082-296-5564		amano-03@chupicom.co.jp		265,400		266,400		134,196		6,052		12,128		12,128		25,641		14,313		0		0		0		広島県		10		34		200000		1		済

		10110384		(株)東広島ケーブルメディア		中国		広島県		0		0		163		163		(76)		(135)		(6)		0		0		(76)		(6)		63		24		4		0		(290)		0		0		0		0		(623)		(3,222)		2,600		0		365		0		0		徳永　功		0		082-424-8800		eigyo@kamon.ne.jp		163		163		(76)		0		(6)		(6)		24		0		0		0		0		広島県		10		34		10000		1		済

		10110386		(株)ちゅピＣＯＭひろしま		中国		広島県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		総務部　主任		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		広島県		10		34		100000		0		0

		10110388		三原テレビ放送(株)		中国		広島県		1		0		(279)		0		(124)		28		54		0		54		(9)		20		18		685		0		685		0		0		0		0		(1)		(501)		32,291		37,010		(69,802)		366		0		0		勝村　祥治		統括部長		0848-63-8600		s-katsumura@g.mcat.co.jp		(279)		0		(124)		0		54		20		685		0		0		0		0		広島県		10		34		10000		1		済

		10110391		(株)アイ・キャン		中国		山口県		0		1		645		(2,336)		604		6,975		(221)		0		72		604		(221)		812		1,048		(303)		407		936		658		658		0		0		6,305		(8,241)		11,366		3,180		365		0		0		吉村　満則		総務部　部長		0827-22-5678		icn@icntv.co.jp		645		(2,336)		604		(14)		(221)		(221)		1,048		658		0		0		0		山口県		10		35		30000		1		済

		10110392		Ｋビジョン(株)		中国		山口県		0		0		169		192		654		6,243		560		0		560		654		560		151		857		(95)		(115)		1,067		389		389		0		0		54,133		12,618		41,515		0		365		0		0		山田　高徳		業務部　部長		0833-44-4936		takanori-yamada@kvision.ne.jp		169		192		654		(6)		560		560		857		389		0		0		0		山口県		10		35		30000		1		済

		10110393		(株)ケーブルネット下関		中国		山口県		0		0		504		504		84		0		263		0		0		0		263		0		972		0		0		0		(403)		(403)		0		0		207,265		5,042		48,704		153,518		365		2014年以降は年度末（3月）決算に変更 20210730　総売上/実績内訳（放送・通信・その他）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）		ＪＣＯＭ(株)		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		504		504		84		(1)		263		263		972		(403)		0		0		0		山口県		10		35		50000		1		済

		10110394		(株)シティーケーブル周南		中国		山口県		0		0		534		0		664		3,789		(73)		0		436		436		436		118		511		(303)		55		(90)		81		81		0		0		51,678		(15,502)		(345,446)		412,626		366		0		0		中山　浩太		総務経理部　総務経理部長		0834-21-3688		ko.nakayama@ccsnet.ne.jp		534		0		664		0		(73)		436		511		81		0		0		0		山口県		10		35		30000		1		済

		10110395		長門市		中国		山口県		0		0		(234)		(234)		121		4,734		(3)		0		(3)		(120)		(3)		0		317		13		0		304		0		0		0		0		(3,821)		(2,729)		5,808		(6,900)		365		※令和元年度、会計システム（ＴＫＣ）変更により、税抜価格となりました。		0		森重　秀睦		山口県長門市ケーブルテレビ　指定管理者　ながとてれび株式会社　センター長		0837-23-1541		hidechika.morishige@nagato-tv.com		(234)		(234)		121		0		(3)		(3)		317		0		0		0		0		山口県		10		35		10000		1		済

		10110396		萩ケーブルネットワーク(株)		中国		山口県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		平成30年度決算より税抜としています。		0		削除済		代表取締役社長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		山口県		10		35		10000		0		0

		10110397		山口ケーブルビジョン(株)		中国		山口県		0		(3)		0		0		1,003		(24)		312		0		312		312		312		163		799		416		0		383		556		634		(78)		0		45,584		(53,791)		99,375		0		365		0		0		倉田　昌彦		技術局		083-934-1234		kurata@c-able.co.jp		0		0		1,003		0		312		312		799		556		0		0		0		山口県		10		35		100000		1		済

		10110399		ひらたＣＡＴＶ(株)		中国		島根県		1		3		382		0		56		2,928		(74)		0		35		56		(241)		22		324		12		14		298		478		478		0		44		53,163		148		50,619		2,396		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		金　忠宏		業務部長		0853-63-5539		kon@hit-5.net		382		0		56		0		(74)		(241)		324		478		0		0		0		島根県		10		32		3000		1		済

		10110400		(株)池田ケーブルネットワーク		四国		徳島県		0		1		0		0		(1)		(1)		(12)		0		0		4,053		(12)		0		11		(6)		25		(1)		0		0		0		0		26,037		7,970		(40,200)		58,267		365		※20190924 総売上/内訳訂正 ※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20211020 総売上/内訳訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		中川　由美		総務部　課長		0883-72-3399		y-nakagawa@awaikeda.net		0		0		(1)		0		(12)		(12)		11		0		0		0		0		徳島県		11		36		3000		1		済

		10110401		石井町有線放送農業協同組合		四国		徳島県		0		0		33		400		(6)		8,353		(32)		0		232		(6)		(32)		0		32		27		0		5		3,351		3,351		0		0		(537)		(2,530)		880		1,113		365		20210729　決算年月日訂正　年度総売上・内訳（放送）を更新（事業者よりのメールにて）(@連盟)		0		吉田　章吾		業務課長		088-674-7667		yoshida@ihk.or.jp		33		400		(6)		0		(32)		(32)		32		3,351		0		0		0		徳島県		11		36		3000		1		済

		10110402		エーアイテレビ(株)		四国		徳島県		0		0		292		292		72		1,058		(20)		0		(3)		72		(20)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10,341		786		9,554		0		365		0		0		高堂　雅史		総務課　課長		088-692-8223		soumu@aitv.co.jp		292		292		72		0		(20)		(20)		0		0		0		0		0		徳島県		11		36		10000		1		済

		10110403		ケーブルテレビ徳島(株)		四国		徳島県		2		2		0		0		(53)		(53)		(1,072)		0		(1,072)		(53)		(1,072)		16		8		0		0		8		8		0		8		(170)		84,850		47,420		34,906		2,524		365		0		0		磨見　達彦		営業部		088-655-4000		mami@tcn.ne.jp		0		0		(53)		19		(1,072)		(1,072)		8		8		0		0		0		徳島県		11		36		100000		1		済

		10110404		国府町農事放送農業協同組合		四国		徳島県		0		0		287		287		(36)		(36)		2		0		0		(36)		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		365		※2020年度　前年と決算同様金額 ※20210802　メールにて齟齬ない事確認済（@連盟）		0		森岡　篤		0		088-642-6050		info@kbctv.ne.jp		287		287		(36)		0		2		2		0		0		0		0		0		徳島県		11		36		3000		1		済

		10110405		(株)テレビ鳴門		四国		徳島県		(4)		0		2		0		(93)		(29)		(35)		0		(164)		(93)		(35)		0		529		0		0		1,488		477		477		0		0		0		0		0		0		0		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)		0		四宮　努		代表取締役専務		088-685-7101		shinomiya@tv-naruto.ne.jp		2		0		(93)		0		(35)		(35)		529		477		0		0		0		徳島県		11		36		10000		1		済

		10110406		日本中央テレビ(株)		四国		徳島県		0		0		0		0		(44)		5,576		(72)		0		0		0		(72)		0		179		0		0		0		448		448		0		0		(9,616)		(9,616)		0		0		44,286		※20210729　総売上実績/実績内訳・放送　を修正(事業者よりのメールを元に)決算年月日を2021/3/31にて登録(@連盟) 20151118　放送売上のみ入力されていたので、合計に同値を入力。		0		松本 博毅		企画開発部　部長		0883-22-1501		h-matsumoto@jctv.ne.jp		0		0		(44)		0		(72)		(72)		179		448		0		0		0		徳島県		11		36		3000		1		済

		10110407		(株)ひのき		四国		徳島県		0		1		359		359		80		80		(84)		0		0		80		(84)		0		258		0		0		0		0		0		0		(25)		9,505		5,851		3,655		0		366		0		0		森田　貴		総務課		088-698-0811		core@cue.tv		359		359		80		0		(84)		(84)		258		0		0		0		0		徳島県		11		36		10000		1		済

		10110408		(株)東阿波ケーブルテレビ		四国		徳島県		(1)		0		0		0		96		0		(7)		0		(7)		96		(7)		0		128		0		0		0		0		0		0		0		8,971		4,358		4,613		0		365		特になし		0		合田　直人		総務部事務局長		08853-2-3336		goda@e-awa.tv		0		0		96		0		(7)		(7)		128		0		0		0		0		徳島県		11		36		3000		1		済

		10110409		牟岐町中村テレビ共同受信組合		四国		徳島県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		専務理事		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		11		36		0		0		0

		10110410		香川テレビ放送網(株)		四国		香川県		0		0		0		0		(70)		856		277		0		277		0		163		148		804		0		0		0		100		100		0		0		44,584		48,313		(8,153)		4,424		366		0		0		松永　公伸		取締業務部長		0877-46-5000		matsunaga@kbn.ne.jp		0		0		(70)		0		277		163		804		100		0		0		0		香川県		11		37		10000		1		済

		10110411		(株)ケーブルメディア四国		四国		香川県		5		(7)		(1,405)		(1,350)		648		0		(584)		0		(557)		648		(584)		172		0		0		0		0		0		0		0		0		(24,253)		(34,280)		10,027		0		365		0		0		石井　文治		お客さま本部　お客さまサービス部　部長		087-887-9759		ishii@cavy.co.jp		(1,405)		(1,350)		648		(4)		(584)		(584)		0		0		0		0		0		香川県		11		37		50000		1		済

		10110412		中讃ケーブルビジョン(株)		四国		香川県		0		0		11,782		5,720		(142)		0		(337)		0		(337)		(473)		(406)		120		694		(5)		0		699		309		309		0		0		(73,258)		(44,009)		(29,249)		0		365		0		0		佐久間　知恵		企画室　係長		0877-24-6111		sakuma@cvc.co.jp		11,782		5,720		(142)		(83)		(337)		(406)		694		309		0		0		0		香川県		11		37		10000		1		済

		10110413		三豊ケーブルテレビ放送(株)		四国		香川県		0		0		0		0		(35)		6		(21)		0		(21)		(35)		(21)		52		(29)		(29)		0		0		0		0		0		0		75,836		18,306		57,530		0		366		20210730　総売上/実績内訳（放送・通信）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）		0		高谷　昌宏		技術課 通信係　係長		0875-24-1844		takaya-mcb@mc1.mcbnet.ne.jp		0		0		(35)		0		(21)		(21)		(29)		0		0		0		0		香川県		11		37		10000		1		済

		10110414		テレビ阿波(株)		四国		徳島県		0		0		0		0		(4)		(4)		(13)		0		(13)		(4)		(13)		0		7		(27)		34		42		(176)		0		(176)		0		(487)		(158)		735		(1,064)		366		※20210729　実績内訳・放送/通信/その他　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) (年度総売上備考：2019年6月決算） 2019年6月末決算分 ※20201007 総売上等訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		八坂　晴彦		営業		0883-55-0055		yasaka@awacco.net		0		0		(4)		0		(13)		(13)		7		(176)		0		0		0		徳島県		11		36		0		1		済

		10110415		上板町有線テレビ(株)		四国		徳島県		0		0		0		0		(1)		(1)		(16)		0		0		(1)		(16)		0		(20)		0		0		(20)		(6)		0		(9)		0		(1,298)		(1,013)		(286)		0		366		0		0		長谷川　功一郎		業務課　課長		088-694-7633		info@kamiita-catv.com		0		0		(1)		0		(16)		(16)		(20)		(6)		0		0		0		徳島県		11		36		0		1		済

		10110416		(株)ケーブルネットおえ		四国		徳島県		0		0		0		0		79		79		0		0		0		79		0		0		139		0		0		139		130		130		0		0		9,191		2,832		3,652		2,706		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		片岡　和也		統括マネージャー		0883-26-9012		kataoka@cnet-oe.com		0		0		79		0		0		0		139		130		0		0		0		徳島県		11		36		3000		1		済

		10110417		(株)四国中央テレビ		四国		愛媛県		1		8		0		0		3,837		0		60		0		60		249		60		42		1,239		321		1,350		254		34		34		0		426		54,109		(9,223)		40,760		22,572		365		(年度総売上備考：内、四国中央市からの指定管理料３５，７３４千円を含む）  ※20210730 内訳訂正(@連盟)		0		山下　博史		総務部兼システム部長		0896-24-0130		h.yamashita@s-tv.jp		0		0		3,837		0		60		60		1,239		34		0		0		0		愛媛県		11		38		10000		1		済

		10110418		今治シーエーティーブィ(株)		四国		愛媛県		0		0		60		1,586		(57)		749		(326)		0		(1,518)		(57)		(326)		293		55		(163)		218		230		94		113		(19)		0		(849)		(2,554)		1,705		0		365		0		0		門田　尚樹		総務部　部長		0898-22-0001		n-kadota@icknet.ne.jp		60		1,586		(57)		(59)		(326)		(326)		55		94		0		0		0		愛媛県		11		38		10000		1		済

		10110419		宇和島ケーブルテレビ(株)		四国		愛媛県		0		0		0		0		18		83		4		0		4		18		4		187		0		0		0		0		0		0		0		0		30,927		15,021		0		15,906		365		(年度総売上備考：インターネットは、通信会社への回線貸与事業であり、売上はない。） 特記事項なし		0		伊藤　克将		常務取締役		0895-24-3939		info@ucat.co.jp		0		0		18		0		4		4		0		0		0		0		0		愛媛県		11		38		3000		1		済

		10110421		(株)愛媛ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		(5)		(19)		6,345		3,040		4,103		0		881		0		0		0		881		0		6,898		0		0		0		1,555		1,737		(182)		2,407		(89,530)		(2,749)		(90,292)		3,509		365		※20201001決算内容訂正(@連盟)		0		西田 文明		総務部　部長		089-943-5001		nishida@e-catv.ne.jp		6,345		3,040		4,103		5		881		881		6,898		1,555		0		0		0		愛媛県		11		38		100000		1		済

		10110422		(株)ケーブルネットワーク西瀬戸		四国		愛媛県		0		0		0		0		(33)		0		(80)		0		0		0		(80)		3		(31)		(33)		0		2		(7)		(7)		0		(7)		(2,163)		(3,938)		387		1,388		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		0		尾上　浩司		執行役員技術・営業部　部長		0893-25-0212		cnw-soumu@cnw.ne.jp		0		0		(33)		0		(80)		(80)		(31)		(7)		0		0		0		愛媛県		11		38		3000		1		済

		10110423		今治市波方シーエーティーブィ		四国		愛媛県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		今治市波方支所総務課　情報係		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		愛媛県		11		38		0		0		0

		10110424		(株)ハートネットワーク		四国		愛媛県		3		8		41		268		(239)		34		(433)		0		(14)		(239)		(243)		1,094		(285)		(348)		(22)		235		916		948		(32)		94		64,075		119,373		6,320		(61,618)		366		(年度総売上備考：２０２０．９末現在の数字になります。）		0		岡部　裕介		業務局　総務課		0897-32-7777		yusuke@heartnetwork.jp		41		268		(239)		0		(433)		(243)		(285)		916		0		0		0		愛媛県		11		38		10000		1		済

		10110425		西予ＣＡＴＶ(株)		四国		愛媛県		0		0		(29)		(29)		297		297		(6)		0		0		0		(6)		0		554		0		0		6,440		495		495		0		0		40,784		18,876		12,882		9,026		365		0		0		三瀬　春香		総務		0894-62-7811		haruka@seiyo-catv.co.jp		(29)		(29)		297		0		(6)		(6)		554		495		0		0		0		愛媛県		11		38		10000		1		済

		10110430		甲浦テレビ共同聴視施設組合		四国		高知県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		組合長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		11		39		0		0		0

		10110431		高知ケーブルテレビ(株)		四国		高知県		(4)		0		402		402		504		504		(433)		0		(430)		504		(433)		253		0		0		0		0		0		0		0		0		(13,347)		(22,667)		9,320		0		365		0		0		近森　秀水		取締役　放送技術部長		088-880-1503		kcb-ekikaku-com@kcb.co.jp		402		402		504		(4)		(433)		(433)		0		0		0		0		0		高知県		11		39		50000		1		済

		10110432		(一社)香南ケーブルテレビ		四国		高知県		1		0		0		0		71		71		(22)		0		0		71		9		0		116		(1)		0		117		(1)		(1)		0		0		2,299		(1,994)		4,292		0		365		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)		0		國松 美紀		総務		0887-56-0102		kunimiki@kctv.or.jp		0		0		71		0		(22)		9		116		(1)		0		0		0		高知県		11		39		3000		1		済

		10110433		よさこいケーブルネット(株)		四国		高知県		(1)		0		0		0		269		276		(95)		0		(95)		(81)		(95)		183,013		472		(9)		0		481		125		125		0		0		4,136		(2,022)		434		5,724		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		0		今村　勉		取締役営業部長		0889-43-0050		imamura@scatv.co.jp		0		0		269		0		(95)		(95)		472		125		0		0		0		高知県		11		39		10000		1		済

		10110434		西南地域ネットワーク(株)		四国		高知県		(1)		(2)		0		0		(7)		0		(10)		0		(37)		(7)		(10)		0		(129)		(140)		(20)		(32)		0		0		0		0		7,029		10,846		(3,817)		0		365		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		北川　明彦		設備工事部係長　係長		0880-62-0888		kitagawa@swantv.co.jp		0		0		(7)		3,038		(10)		(10)		(129)		0		0		0		0		高知県		11		39		3000		1		済

		10110435		土佐有線テレビ施設組合		四国		高知県		0		0		0		(4)		(4)		0		(4)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(160)		(160)		0		0		365		20190910　放送内訳　桁補正		0		高橋　直人		組合長		0887-70-1315		laugh7010@icloud.com		0		(4)		(4)		(4)		(4)		0		0		0		0		0		0		高知県		11		39		0		1		済

		10110437		那賀町ケーブルテレビ		四国		徳島県		0		0		(200)		(74)		(74)		109		0		0		0		(74)		0		0		31		(177)		0		208		(42)		(42)		0		0		(56,643)		(1,933)		(21,816)		(32,894)		365		0		0		折坂　浩通		ケーブルテレビ課　係長		0884-64-1123		hiromichi-orisaka@naka.i-tokushima.jp		(200)		(74)		(74)		0		0		0		31		(42)		0		0		0		徳島県		11		36		3000		1		済

		10110438		徳島県南メディアネットワーク(株)		四国		徳島県		(3)		0		240		0		(19)		(19)		(34)		0		3		(19)		(34)		0		39		0		0		39		36		36		(6)		0		3,175		181		(689)		3,683		365		0		0		山本 篤司		工事部　グループリーダー		0884-22-1728		yamamoto@kennan.tv		240		0		(19)		0		(34)		(34)		39		36		0		0		0		徳島県		11		36		0		1		済

		10110439		三好市		四国		徳島県		0		0		(132)		(132)		337		337		(8)		0		0		337		(8)		0		(369)		(242)		(76)		(51)		(7)		0		(7)		0		(14,362)		(6,362)		(21,708)		13,708		365		0		0		谷　直哉		総務課　情報政策担当		0883-72-7641		jyouhouseisaku@city.tokushima-miyoshi.lg.jp		(132)		(132)		337		0		(8)		(8)		(369)		(7)		0		0		0		徳島県		11		36		3000		1		済

		10110440		(株)ケーブルネットワーク桂川		九州		福岡県		1		2		0		0		11		0		(7)		0		(8)		11		(8)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9,329		(1,121)		0		10,450		365		0		0		中嶋　浩仁		取締役		0948-65-0217		cnk@bronze.ocn.ne.jp		0		0		11		0		(7)		(8)		0		0		0		0		0		福岡県		12		40		0		1		済

		10110441		(財)北九州ケーブルビジョン		九州		福岡県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		事務局長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		12		40		0		0		0

		10110442		(株)ジェイコム九州		九州		福岡県		0		(13)		13,931		13,931		16,816		782		519		0		519		16,816		519		23,150		15,675		(39,119)		38,416		16,378		(6,431)		(6,431)		0		3,138		1,445,757		(276,300)		583,470		1,138,587		365		2014年以降は年度末（3月）決算に変更 20210730　売上実績内訳・その他　を更新（事業者からのメールにより）（＠連盟）		ＪＣＯＭ(株)		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		13,931		13,931		16,816		347		519		519		15,675		(6,431)		0		0		1		福岡県		12		40		1000000		1		済

		10110443		(株)ＣＲＣＣメディア		九州		福岡県		0		0		0		0		(453)		0		(379)		0		0		(453)		148		645		(215)		(93)		(135)		(17)		(302)		(302)		0		0		20,110		(44,728)		18,416		46,423		365		財務情報については弊社が2月末決算の為、2021年2月末現在の情報となります。		0		大曲　光邦		総務部		0942-37-6411		ohmagari@kumintv.co.jp		0		0		(453)		0		(379)		148		(215)		(302)		0		0		1		福岡県		12		40		50000		1		済

		10110444		(株)ケーブルビジョン　２１		九州		福岡県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　プロジェクト企画室		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		12		40		100000		0		0

		10110445		(株)ジェイコム福岡		九州		福岡県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		九州山口ブロック総務チーム		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		12		40		500000		0		0

		10110446		(公財)福岡ケーブルビジョン		九州		福岡県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		事務局長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		福岡県		12		40		10000		0		0

		10110447		(株)メック		九州		福岡県		0		0		0		0		(1)		(849)		17		0		33		0		(15)		0		283		(9)		0		373		0		0		0		0		4,530		(1,515)		9,823		(3,777)		365		FTTH接続世帯数の件数について 昨年までの報告内容に不備あり今回修正。 TVの加入件数の中のFTTH世帯と修正しました。		0		高木　利矩		総務部		0942-72-7266		takaki2@mecc.co.jp		0		0		(1)		0		17		(15)		283		0		0		0		0		福岡県		12		40		0		1		済

		10110450		有田ケーブル・ネットワーク(株)		九州		佐賀県		0		0		0		0		96		251		0		0		0		0		0		0		122		4		97		54		109		109		0		0		13,487		(7,129)		(12,900)		33,516		366		0		0		原田　好弘		総務部総務課課長		0955-43-2500		acn-hard@po.aritanet.ne.jp		0		0		96		0		0		0		122		109		0		0		0		佐賀県		12		41		3000		1		済

		10110451		伊万里ケーブルテレビジョン(株)		九州		佐賀県		0		0		171		(8)		93		1,802		(18)		0		7		93		(128)		33		131		(89)		79		141		331		336		(5)		0		19,628		3,775		15,853		0		365		0		0		川田　毅		総務部長		0955-22-3506		kawada@i-catv.co.jp		171		(8)		93		0		(18)		(128)		131		331		0		0		0		佐賀県		12		41		10000		1		済

		10110452		鏡テレビ共同受信組合		九州		佐賀県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		副組合長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		12		41		0		0		0

		10110453		(株)ぴーぷる		九州		佐賀県		0		0		0		0		(74)		0		(32)		0		0		(74)		(44)		15		273		(176)		275		174		(54)		(57)		3		0		3,793		(3,277)		9,624		(2,554)		365		0		0		山下　善史郎		常務取締役		0955-73-5466		yamashita@k-people.jp		0		0		(74)		0		(32)		(44)		273		(54)		0		0		0		佐賀県		12		41		10000		1		済

		10110454		(株)ケーブルワン		九州		佐賀県		0		(1)		492		492		256		1,087		(30)		0		(30)		256		(30)		85		501		1,655		(13)		(1,141)		35		41		(6)		197		37,377		(4,502)		41,879		0		366		0		0		山口　伸吾		総務部		0954-23-7511		yamaguchi@cableone.co.jp		492		492		256		0		(30)		(30)		501		35		0		0		0		佐賀県		12		41		10000		1		済

		10110455		西海テレビ(株)		九州		佐賀県		0		1		(283)		(283)		(27)		2		1		0		1		(27)		23		0		44		(9)		53		0		0		0		0		0		1,927		(1,676)		3,595		8		365		0		0		西山　真由美		総務部		0955-28-2466		sky-catv@po.chun2.ne.jp		(283)		(283)		(27)		0		1		23		44		0		0		0		1		佐賀県		12		41		0		1		済

		10110456		佐賀シティビジョン(株)		九州		佐賀県		0		0		0		0		450		19		(48)		0		(48)		491		(50)		1,685		456		(552)		197		765		(46)		(33)		(13)		134		41,614		34,162		7,452		0		366		0		0		江口　義弘		総務部 部長		0952-24-3734		eguchi@bunbun.co.jp		0		0		450		6		(48)		(50)		456		(46)		0		0		0		佐賀県		12		41		50000		1		済

		10110457		(株)多久ケーブルメディア		九州		佐賀県		0		0		0		0		(19)		125		(5)		0		0		(19)		(6)		0		53		(22)		41		34		8		8		0		0		633		(3,359)		3,992		0		366		0		0		浦田　真治		常務取締役		0952-75-8585		taku@catv.taku.ne.jp		0		0		(19)		0		(5)		(6)		53		8		0		0		0		佐賀県		12		41		3000		1		済

		10110459		(株)テレビ九州		九州		佐賀県		0		0		0		0		17		209		(19)		0		6		17		74		0		173		(76)		156		93		0		0		0		0		3,441		2,850		8,327		(7,736)		365		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正		0		蒲原　繁則		総務部		0954-20-2580		kamohara@ktknet.jp		0		0		17		0		(19)		74		173		0		0		0		0		佐賀県		12		41		3000		1		済

		10110460		(株)ネット鹿島		九州		佐賀県		0		0		0		0		261		788		(1)		0		0		261		(47)		0		229		(2)		212		19		132		133		(1)		0		23,772		6,528		17,244		0		365		※20180727 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20180725 売上　円単位で入力を千円単位に修正。		0		松浦　博彦		総務部		0954-63-1862		catv-ka@po.asunet.ne.jp		0		0		261		1		(1)		(47)		229		132		0		0		0		佐賀県		12		41		3000		1		済

		10110461		藤津ケーブルビジョン(株)		九州		佐賀県		2		0		1,363		1,396		22		673		0		0		1		11,607		(5)		0		113		(60)		137		36		290		290		0		0		4,470		1,677		4,656		(1,863)		365		特段報告義務がなされていない場合は、極力開示を控えています。 ※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20160812　入力無しで確定→未確定に変更 　20161114映像実演使用料算定の為に管理部が「放送事業売上」データ収集。数値を登録。 ※20170809 売上実績に放送内訳値を転記 ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		松尾　秀則		CATV事業部　統括部長		0954-66-2657		fujippyhide@po.hagakure.ne.jp		1,363		1,396		22		15		0		(5)		113		290		0		0		0		佐賀県		12		41		3000		1		済

		10110465		諫早ケーブルメディア(株)		九州		長崎県		0		0		5,000		52,000		1,900		767		750		0		0		1,900		1,300		0		863		119		0		0		410		410		0		0		30,025		18,045		24,017		(12,037)		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		高巣　友裕		総務部 経理課　主任		0957-22-1193		t-takasu@icv-net.co.jp		5,000		52,000		1,900		(5)		750		1,300		863		410		0		0		0		長崎県		12		42		10000		1		済

		10110466		厳原有線テレビ利用共同組合		九州		長崎県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		事務局長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		12		42		0		0		0

		10110467		おおむらケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		0		0		0		0		53		25		(36)		0		(36)		53		(36)		55		51		(161)		211		1		(27)		(27)		0		0		(6,923)		(10,390)		3,467		0		365		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正		0		永田　雅彦		情報企画部　部長		0957-54-3811		octpulse@octp-net.ne.jp		0		0		53		89		(36)		(36)		51		(27)		0		0		0		長崎県		12		42		3000		1		済

		10110470		(株)ケーブルテレビジョン島原		九州		長崎県		0		0		0		0		(5)		0		(122)		0		0		(5)		(122)		0		(57)		(60)		61		(9)		0		0		0		20		(6,558)		(3,514)		5,312		(8,356)		366		0		0		佐々川　猛彦		営業部長		0957-63-3456		cabocha@shimabara.jp		0		0		(5)		0		(122)		(122)		(57)		0		0		0		0		長崎県		12		42		3000		1		済

		10110471		九州テレ・コミュニケーションズ(株)		九州		長崎県		3		0		0		0		18,753		0		449		0		0		449		449		0		195		0		0		0		439		439		0		0		17,103		17,103		0		0		366		売り上げ情報は公開できません  20210816　年度総売上・内訳（放送）・決算年月日を更新（事業者からのメールにより）＠連盟 （20151119 放送内訳のみ連絡あり→総売上に同値を入力）		0		矢野　久仁男		総務部長		0956-25-6388		infome@tvs12.jp		0		0		18,753		0		449		449		195		439		0		0		1		福岡県		12		42		50000		1		済

		10110472		(株)西彼ケーブルネットワーク		九州		長崎県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		安達　政幸		代表取締役		095-892-7690		adachi@seihi.co.jp		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		長崎県		12		42		0		1		0

		10110473		東彼ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		0		0		0		0		(9)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		なし		0		大屋　武広		代表取締役		0956-83-3141		tvt27@po.touhinet.ne.jp		0		0		(9)		0		0		0		0		0		0		0		0		長崎県		12		42		0		1		0

		10110475		(株)長崎ケーブルメディア		九州		長崎県		(2)		2		0		32,508		473		4,876		(745)		0		(421)		584		(421)		1,179		1,409		(2,321)		920		2,810		1,021		1,058		(37)		242		58,816		(21,922)		80,739		0		365		0		0		青木　行久		常務取締役		095-828-3906		soumu@cncm.ne.jp		0		32,508		473		(48)		(745)		(421)		1,409		1,021		0		0		0		長崎県		12		42		50000		1		済

		10110476		(株)ひまわりてれび		九州		長崎県		0		0		145,074		145,074		285		885		(253)		0		0		285		(286)		0		565		(294)		395		464		256		256		0		0		(34,347)		(44,438)		13,578		(3,487)		366		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		宮崎　和久		業務部　部長		0957-37-6177		kazuhisa@himawarinet.ne.jp		145,074		145,074		285		0		(253)		(286)		565		256		0		0		0		長崎県		12		42		10000		1		済

		10110478		福江ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		0		0		0		0		(86)		0		(50)		0		(50)		(86)		(50)		0		(48)		(48)		0		0		0		0		0		0		(6,658)		(3,526)		(3,132)		0		365		0		0		椿崎　幸平		総務課		0959-74-5775		k-tubakizaki@vc.fctv-net.jp		0		0		(86)		0		(50)		(50)		(48)		0		0		0		0		長崎県		12		42		3000		1		済

		10110480		天草ケーブルネットワーク(株)		九州		熊本県		5		(1)		1,000		1,000		868		703		(26)		0		0		868		78		13		808		38		39		731		0		0		0		0		33,736		44,965		33,535		(44,764)		365		※20210730 総売上訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		山田　由美子		総務課		0969-22-1311		yumiko.yamada@acn-tv.co.jp		1,000		1,000		868		0		(26)		78		808		0		0		0		0		熊本県		12		43		3000		1		済

		10110481		(株)ジェイコム熊本		九州		熊本県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		(株)ジュピターテレコム　九州山口ブロック　管理統括グループ　アシスタントマネージャー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		熊本県		12		43		100000		0		0

		10110485		臼杵市		九州		大分県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		総務課　主任		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		大分県		12		44		10000		0		0

		10110486		大分ケーブルテレコム(株)		九州		大分県		(163)		6		0		0		7,700		(64,000)		2,100		0		0		0		2,100		8,200		7,000		0		0		0		3,200		3,200		0		600		940,013		197,925		533,234		208,853		365		0		ＪＣＯＭ(株)		小林　太郎		管理本部　副本部長		097-542-6472		KobayashiTar@jupiter.jcom.co.jp		0		0		7,700		0		2,100		2,100		7,000		3,200		0		0		0		大分県		12		44		100000		1		済

		10110487		大分ケーブルネットワーク(株)		九州		大分県		0		0		0		0		66		0		(136)		0		0		0		(136)		0		14		(1)		(4)		19		0		0		0		0		1,486		(2,369)		3,478		377		365		0		0		見越　俊介		情報通信営業部		097-558-3408		migoshi@ocn-catv.ne.jp		0		0		66		0		(136)		(136)		14		0		0		0		0		大分県		12		44		3000		1		済

		10110488		ＫＣＶコミュニケーションズ(株)		九州		大分県		(2)		0		0		0		152		1,785		(1,961)		0		0		152		(1)		0		108		107		0		1		0		0		0		0		60,840		10,431		47,234		3,175		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		0		中島　靖和		専務取締役		0973-27-5001		nakashima@kcv.jp		0		0		152		0		(1,961)		(1)		108		0		0		0		0		大分県		12		44		10000		1		済

		10110489		(株)ケーブルテレビ佐伯		九州		大分県		(3)		2		0		0		0		0		(92)		0		0		0		(92)		0		166		0		0		0		71		0		0		0		(7,073)		(11,354)		15,713		(11,432)		365		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		川野　知治		総務部　部長		0972-22-9811		kawano@saiki.tv		0		0		0		0		(92)		(92)		166		71		0		0		0		大分県		12		44		30000		1		済

		10110490		ＣＴＢメディア(株)		九州		大分県		(5)		0		(312)		(301)		1,212		4,219		(741)		0		(1,077)		1,410		(801)		612		681		(1,323)		0		2,004		(68)		(68)		0		(5)		34,670		(10,464)		11,044		34,090		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		0		野上　徹順		専務取締役		0977-24-3553		nogami@t-ctb.co.jp		(312)		(301)		1,212		(1,971)		(741)		(801)		681		(68)		0		0		0		大分県		12		44		50000		1		済

		10110491		東大分システム(株)		九州		大分県		0		0		0		0		(33)		(33)		(33)		0		0		(33)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(4,963)		(1,397)		(2,687)		(878)		365		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		岡本　代一		代表取締役		097-575-2110		sekitv@luck.ocn.ne.jp		0		0		(33)		(17)		(33)		0		0		0		0		0		0		大分県		12		44		0		1		済

		10110492		(株)北大ケーブル情報センター		九州		大分県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		（２０１５０９０７　その他売上も損益計算書から転記）		0		武下　秀信		代表取締役社長		0979-24-1188		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		大分県		12		44		0		1		済

		10110493		杵築市		九州		大分県		2		0		272		295		(303)		5,300		(539)		0		0		(303)		(539)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		796,331		27,374		(8)		768,965		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		0		河野　真一		総務課　ケーブルネットワーク係長		0978-62-1801		shinichi-kouno@city.kitsuki.lg.jp		272		295		(303)		0		(539)		(539)		0		0		0		0		0		大分県		12		44		3000		1		済

		10110495		(株)ケーブルメディアワイワイ		九州		宮崎県		(14)		5		10,689		8,919		172		4,223		19		0		(80)		19		19		5,720		2,830		(1,232)		(6,848)		5,352		1,280		1,280		0		(23)		323,967		40,986		172,047		110,934		365		0		0		緒方　義信		企画室		0982-22-1500		waiowc01@ma.wainet.ne.jp		10,689		8,919		172		153		19		19		2,830		1,280		0		0		0		宮崎県		12		45		30000		1		済

		10110496		ＢＴＶ(株)		九州		宮崎県		0		0		0		0		(9,372)		0		2,923		0		0		0		(3,193)		0		2,930		0		0		0		1,863		1,863		0		0		185,009		39,915		143,388		1,706		365		※20210729　総売上/内訳　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@btvm.co.jp		0		0		(9,372)		0		2,923		(3,193)		2,930		1,863		0		0		1		宮崎県		12		45		50000		1		済

		10110497		宮崎ケーブルテレビ(株)		九州		宮崎県		1		(9)		0		0		825		6,174		(1,699)		0		(1,699)		825		(1,699)		2,198		4,261		371		(1,291)		5,181		(317)		(317)		0		(38)		122,980		(197,488)		304,596		15,872		365		0		0		松尾　逸子		総務局　総務部　部長		0985-32-8585		mcn-soumu@miyazaki-catv.ne.jp		0		0		825		2		(1,699)		(1,699)		4,261		(317)		0		0		0		宮崎県		12		45		100000		1		済

		10110500		奄美テレビ放送(株)		九州		鹿児島県		0		0		0		0		0		(10)		(105)		0		0		0		35		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(8,881)		(11,023)		0		2,142		366		0		0		暁　良太		技術部		0997-53-2368		gijutsu2@amami-tv.co.jp		0		0		0		0		(105)		35		0		0		0		0		0		鹿児島県		12		46		0		1		済

		10110502		鹿児島光テレビ(株)		九州		鹿児島県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		常務取締役		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		12		46		3000		0		0

		10110503		瀬戸内ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		代表取締役		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		12		46		0		0		0

		10110504		皇徳寺ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県		0		0		0		0		(377)		0		8		0		8		(377)		23		81		136		(5)		(12)		153		133		133		0		0		3,814		1,583		(157)		2,388		366		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)		0		福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@nils.ne.jp		0		0		(377)		0		8		23		136		133		0		0		0		鹿児島県		12		46		3000		1		済

		10110505		南九州ケーブルテレビネット(株)		九州		鹿児島県		0		0		0		0		(42)		0		(187)		0		(445)		(42)		(445)		0		(237)		(223)		(792)		778		84		84		0		18		18,342		(32,022)		28,111		22,253		365		※20190924 総売上/内訳訂正 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		高山　美智子		総務部　部長		0995-43-0113		t-michiko@po.mct.ne.jp		0		0		(42)		33		(187)		(445)		(237)		84		0		0		0		鹿児島県		12		46		10000		1		済

		10110506		西之表テレビ共同聴視施設組合		九州		鹿児島県		(1)		(1)		0		0		(11)		0		0		0		0		0		(50)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(380)		1,966		0		(2,346)		365		※2021.8.3　総売上/内訳/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）		0		中園　宗義		事務局長		0997-22-0195		ntk.catv@fuga.ocn.ne.jp		0		0		(11)		0		0		(50)		0		0		0		0		0		鹿児島県		12		46		0		1		済

		10110508		石垣ケーブルテレビ(株)		九州		沖縄県		(2)		(1)		0		0		(25)		0		(34)		0		(61)		(25)		(38)		0		(27)		(12)		0		0		0		0		0		0		(11,061)		(8,472)		(3,962)		1,373		365		0		0		太田　裕人		ソリューション技術営業本部　部長		0980-83-0033		ictota@ictweb.ne.jp		0		0		(25)		0		(34)		(38)		(27)		0		0		0		0		沖縄県		12		47		3000		1		済

		10110509		沖縄ケーブルネットワーク(株)		九州		沖縄県		0		2		0		0		0		0		(729)		0		0		0		(729)		713		(567)		(725)		(110)		268		(419)		(419)		0		0		(33,401)		(22,378)		(14,752)		3,729		366		0		0		比嘉　太一		総務部　主任		098-863-1115		taichi@nirai.ne.jp		0		0		0		0		(729)		(729)		(567)		(419)		0		0		0		沖縄県		12		47		50000		1		済

		10110510		宮古テレビ(株)		九州		沖縄県		(2)		9		783		0		(113)		752		(237)		0		(29)		(1,385)		(237)		30		(6)		(6)		0		0		0		0		0		34		(82,113)		(57,217)		25,700		(50,595)		365		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		0		大窪　将介		総務部　総務部部長		0980-72-3859		mtv-soumu@miyakotv.co.jp		783		0		(113)		0		(237)		(237)		(6)		0		0		0		0		沖縄県		12		47		3000		1		済

		10110511		(株)ＲＭＣ．ｔｖ		九州		沖縄県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		ＣＡＴＶ・ＮＥＴお客様係り		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		12		47		0		0		0

		10112001		(株)時事タイムス放送社		北海道		北海道		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		営業部部長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		1		1		3000		0		0

		10112002		飛騨高山ケーブルネットワーク(株)		東海		岐阜県		4		(1)		0		0		846		846		50		0		0		813		(19)		0		1,311		(363)		(96)		1,770		1,167		1,167		0		(8)		272,076		(23,933)		82,429		213,580		365		※20211020　年度総売上実績内訳・放送／その他　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		原　弘展		お客様サービスグループ　マネージャー		0577-33-7330		jcta@hidatakayama.tv		0		0		846		0		50		(19)		1,311		1,167		0		0		0		岐阜県		7		21		10000		1		済

		10112004		(株)三次ケーブルビジョン		中国		広島県		0		0		0		0		(88)		(88)		0		0		0		(88)		0		3		338		0		0		338		(9)		0		(9)		0		(2,240)		(13,457)		11,217		0		365		0		0		植木　恵美		管理課　課長補		0824-65-2211		e.ueki@pionet.jp		0		0		(88)		0		0		0		338		(9)		0		0		0		広島県		10		34		10000		1		済

		10112005		輪島市ケーブルテレビ		北陸		石川県		0		0		0		0		(96)		0		(36)		0		(19)		(96)		(36)		0		9		9		0		0		9		0		9		0		14,442		1,726		2,222		10,494		376		0		0		平谷　健一		交流政策部　放送課　主幹		0768-42-1955		k-hiratani@city.wajima.lg.jp		0		0		(96)		(63)		(36)		(36)		9		9		0		0		0		石川県		8		17		3000		1		済

		10112006		木曽広域連合		信越		長野県		1		0		198		(313)		(313)		0		658		0		0		(313)		(102)		0		(252)		1,469		12		465		33		0		1		0		86,671		87,768		(2,248)		1,101		(31)		地方公共団体による整備、運営のため、株式は該当なし。		0		高倉　剛		情報センター　所長		0264-21-2212		jouhou@kisoji.com		198		(313)		(313)		(213)		658		(102)		(252)		33		0		0		0		長野県		6		20		10000		1		済

		10112007		七尾市		北陸		石川県		0		0		(56)		(56)		(76)		(72)		(46)		0		(46)		(76)		(46)		0		43		(23)		66		0		(3)		0		(3)		0		2,360		2,360		0		0		365		令和2年度決算		0		室木　政寿		市民生活部広報広聴課		0767-53-8699		m-muroki@city.nanao.lg.jp		(56)		(56)		(76)		(132)		(46)		(46)		43		(3)		0		0		0		石川県		8		17		3000		1		済

		10112011		豊後高田市		九州		大分県		0		0		33		0		(128)		8,202		1		0		1		(128)		9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,491		1,491		0		0		12/30/00		0		0		瀬々　賢幸		企画情報課・総括主幹兼係長		0978-25-6393		m-zeze@city.bungotakada.lg.jp		33		0		(128)		0		1		9		0		0		0		0		0		大分県		12		44		3000		1		済

		10112012		笛吹きらめきテレビ(株)		南関東		山梨県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		放送課　放送技術係長		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		山梨県		5		19		3000		0		0

		10112017		(株)周防ケーブルネット		中国		山口県		0		0		0		472		207		207		14		0		0		207		0		0		149		0		0		149		0		0		0		0		9,762		3,538		6,316		(92)		365		0		0		廣茂　恵子		総務・経理担当		0820-22-6900		K-Hiroshige-023@snettv.co.jp		0		472		207		3		14		0		149		0		0		0		0		山口県		10		35		3000		1		済

		10112019		佐伯市		九州		大分県		0		0		(80)		(80)		(165)		626		0		0		0		(165)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		810,094		(1,346)		0		811,440		12/30/00		※財務情報については、総務省に報告後修正します。 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		戸高　真一		総務部 情報推進課　ケーブルテレビ係　総括主幹		0972-22-3645		shin-t@city.saiki.lg.jp		(80)		(80)		(165)		0		0		0		0		0		0		0		0		大分県		12		44		10000		1		済

		10112023		那珂川町		北関東		栃木県		0		0		(10)		(10)		(20)		0		(15)		0		(13)		(20)		(20)		0		(29)		(29)		0		0		0		0		0		0		(1,807)		(670)		(1,070)		(66)		365		0		0		近部　哲		那珂川町ケーブルテレビ放送センター/センター長		0287-92-1121		konpe@jp.fujitsu.com		(10)		(10)		(20)		(7)		(15)		(20)		(29)		0		0		0		0		栃木県		3		9		3000		1		済

		10112025		わたらせテレビ(株)		北関東		栃木県		7		(1)		0		0		169		1,438		(194)		0		195		0		(194)		0		725		(1,028)		(412)		2,165		110		110		0		3		24,000		(2,000)		17,000		9,000		365		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)		0		滝上　勇樹		通信部		0284-42-8111		net@ml.watv.ne.jp		0		0		169		0		(194)		(194)		725		110		0		0		0		栃木県		3		9		10000		1		済

		10112026		(株)五島テレビ		九州		長崎県		0		0		0		0		(76)		(76)		(80)		0		0		(36)		(80)		0		368		0		368		0		0		0		0		0		(35,721)		(16,508)		(40,347)		21,133		12/31/00		※20210729　総売上/内訳訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※内訳は千円未満切捨 ※20201022 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正		0		古田　正孝		技術部		0959-86-1910		masataka@goto-tv.com		0		0		(76)		0		(80)		(80)		368		0		0		0		0		長崎県		12		42		3000		1		済

		10112027		(株)伊東アンテナ協会		東海		静岡県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(452)		(227)		0		(225)		366		※20210730 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		井戸　孝一		代表取締役		0557-37-4254		antena@itoantena.co.jp		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		静岡県		7		22		0		1		済

		10112030		石見銀山テレビ放送(株)		中国		島根県		1		0		0		0		14		2,931		(1)		0		2		0		1		0		172		(200)		159		213		0		0		0		198		21,694		(6,735)		28,429		0		365		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		米 卓哉		総務部　次長		0854-82-7755		soumu@ginzan-tv.ne.jp		0		0		14		(13)		(1)		1		172		0		0		0		0		島根県		10		32		3000		1		済

		10112031		(株)ケーブルテレビあなん		四国		徳島県		0		0		0		0		(97)		(97)		13		0		0		(73)		0		0		174		0		0		444		959		959		0		0		17,161		(4,787)		48,731		(26,784)		366		(年度総売上備考：特になし）		0		勝瀬　稔		業務部　総務マネージャー		0884-23-0330		office-tvanan@mc.pikara.ne.jp		0		0		(97)		0		13		0		174		959		0		0		0		徳島県		11		36		3000		1		済

		10112032		四万十町役場		四国		高知県		0		0		0		(36)		(36)		(1)		0		0		0		(1)		0		0		147		(82)		3		76		(17)		0		(24)		0		22,989		(2,871)		7,717		18,143		365		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20191007 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201020 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		森下　克彦		公益財団法人四万十公社（四万十ケーブルテレビ）　チーフ		0880-22-1117		katsuhiko-morishita@shimanto.tv		0		(36)		(36)		0		0		0		147		(17)		0		0		0		高知県		11		39		3000		1		済

		10112033		(株)コミュニティメディア		九州		長崎県		0		0		21		21		11		11		0		0		0		11		0		0		209		(36)		245		0		0		0		0		0		(4,774)		(1,999)		11,774		(14,550)		12/30/00		0		0		山﨑　広和		部長		095-829-5525		jcta@communitymedia.co.jp		21		21		11		11		0		0		209		0		0		0		0		長崎県		12		42		10000		1		済

		10112034		北広島町		中国		広島県		0		0		(28)		(28)		93		0		(14)		0		0		93		(14)		0		237		(21)		(124)		102		8		0		8		0		16,957		(94)		14,459		2,592		365		0		0		道川　和樹		北広島町役場　総務課　情報電算係　主任		0826-72-2111		catv@town.kitahiroshima.lg.jp		(28)		(28)		93		0		(14)		(14)		237		8		0		0		0		広島県		10		34		3000		1		済

		10112035		朝来市		近畿		兵庫県		0		0		0		0		23		23		(6)		0		(6)		23		(49)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(2,538)		(1,384)		0		(1,154)		365		0		0		大東 宜仁		朝来市総務企画部情報政策課　主幹		079-677-1044		ohhigashi-yoshihito@city.asago.hyogo.jp		0		0		23		0		(6)		(49)		0		0		0		0		0		兵庫県		9		28		10000		1		済

		10112039		(株)ジェイコム北関東		北関東		埼玉県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理統括部		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		埼玉県		3		11		200000		0		0

		10112040		美郷町ケーブルテレビジョン		九州		宮崎県		0		0		(39)		(39)		3		(206)		0		0		0		3		(298)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(161)		(161)		0		0		12/30/00		0		0		松尾　洋希		美郷町役場企画情報課情報電算担当　主事		0982-66-3603		densan-g@town.miyazaki-misato.lg.jp		(39)		(39)		3		33		0		(298)		0		0		0		0		0		宮崎県		12		45		0		1		済

		10112041		邑南町		中国		島根県		0		0		42		0		(43)		113		13		0		0		(43)		13		0		93		93		0		0		(44)		0		(44)		0		28,488		(540)		10,742		18,286		365		※20210729　実績内訳・その他/決算年月日　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		植田　啓司		総務課情報推進室　室長		0855-95-1111		ueda-keiji@town.ohnan.lg.jp		42		0		(43)		0		13		13		93		(44)		0		0		0		島根県		10		32		3000		1		済

		10112042		山江村役場		九州		熊本県		0		0		(6)		(6)		6		6		6		0		0		6		6		0		52		0		52		0		0		0		0		0		(801)		(1,341)		(566)		1,106		12/30/00		0		0		尾方　義和		企画調整課　主幹		0966-22-8808		ogata@yamae.kumamoto.jp		(6)		(6)		6		(21)		6		6		52		0		0		0		0		熊本県		12		43		0		1		済

		10112047		(有)韮崎電設		南関東		山梨県		0		0		0		0		(16)		(16)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(492)		(492)		0		0		365		設備利用料、電柱共架料他  ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		中山　満		ＣＡＴＶ事業部　技術部長		0551-27-2311		niraden@sweet.ocn.ne.jp		0		0		(16)		(16)		0		0		0		0		0		0		0		山梨県		5		19		0		1		済

		10112049		東近江ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		0		0		537		537		(1,166)		(1,166)		(248)		0		2,538		(1,166)		(248)		28		214		0		84		130		(897)		172		(897)		0		(637)		(6,446)		9,929		(4,120)		365		0		0		堀口　浩敬		総務部　部長		050-5801-1111		horiguchi.hiroyuki@hcnet.tv		537		537		(1,166)		1,399		(248)		(248)		214		(897)		0		0		0		滋賀県		9		25		10000		1		済

		10112052		(株)たけはらケーブルネットワーク		中国		広島県		0		0		0		0		7		7		0		0		7		7		0		0		88		0		88		0		0		0		0		0		2,956		3,400		3,171		(3,615)		365		0		0		三國　はすみ		総務・係員		0846-23-5330		h.mikuni@tanet.co.jp		0		0		7		53		0		0		88		0		0		0		0		広島県		10		34		3000		1		済

		10112053		テレビやつしろ(株)		九州		熊本県		0		(1)		0		0		21		0		(36)		0		(24)		21		(36)		0		(8)		(23)		0		15		7		7		0		0		25,084		23,856		(3,769)		4,997		12/30/00		0		0		船木　昇		総務部		0965-30-7171		funaki@hikoichi-tv.com		0		0		21		0		(36)		(36)		(8)		7		0		0		0		熊本県		12		43		3000		1		済

		10112056		ゆずの里ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		0		0		0		0		121		121		87		0		87		87		87		38		242		(17)		26		233		110		110		0		21		14,038		3,916		10,519		(395)		365		2021年7月6日入力		0		小島　和喜		局次長		049-276-6300		k-kojima@ictv-g.co.jp		0		0		121		0		87		87		242		110		0		0		0		埼玉県		3		11		3000		1		済

		10112057		(株)ケーブルネットワーク大月		南関東		山梨県		0		0		0		0		(75)		0		(4)		0		0		(75)		(4)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(2,901)		(2,901)		0		0		365		0		0		岸野　真見		総務部　総務部長		0554-22-5772		ocatv@maple.ocn.ne.jp		0		0		(75)		0		(4)		(4)		0		0		0		0		0		山梨県		5		19		3000		1		済

		10112058		エルシーブイ(株)		信越		長野県		0		9		(1,578)		(1,578)		(491)		5,066		(2,243)		0		(2,243)		(491)		(2,243)		1,633		2,428		(1,956)		0		4,384		2,002		2,002		0		(18)		423,751		(32,913)		222,847		233,817		365		0		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		鴻野　国彦		営業部営業管理課　課長		0266-53-3833		kono.kunihiko@lcv.co.jp		(1,578)		(1,578)		(491)		0		(2,243)		(2,243)		2,428		2,002		0		0		0		長野県		6		20		50000		1		済

		10112059		小国町		九州		熊本県		0		0		(12)		0		20		20		(40)		0		0		20		(40)		0		71		0		0		71		0		0		0		0		859		150		732		(23)		12/31/01		※20201020　千円単位に修正 62,122,716→62,123 54,847,876→54,848 7,175,350→7,175 123,142→100		0		佐々木　博隆		情報課　情報係長		0967-46-2111		sasaki@town.kumamoto-oguni.lg.jp		(12)		0		20		0		(40)		(40)		71		0		0		0		0		熊本県		12		43		3000		1		済

		10112060		(株)ＱＴｎｅｔ		九州		福岡県		1		2		(1,386,556)		5,750		4,690		0		(920)		0		0		0		(920)		0		23,168		0		0		23,168		2,128		2,018		110		3,632		3,839,000		41,000		1,299,000		2,494,000		12/30/00		地区別の売り上げ実績なし ※20210811 申告値で売上更新		0		下本　優太		ＢＢＩＱ営業部　業務運営グループ 担当		092-981-7775		yu_shitamoto@qtnet.co.jp		(1,386,556)		5,750		4,690		0		(920)		(920)		23,168		2,128		0		0		1		福岡県		12		40		50000		1		済

		10112063		五木村		九州		熊本県		0		0		0		0		(9)		0		20		0		0		0		0		0		26		0		0		0		(9)		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		0		0		奥村　薫寛		総務課　主事		0966-37-2211		n-okumura@itsuki.kumamoto.jp		0		0		(9)		0		20		0		26		(9)		0		0		0		熊本県		12		43		0		1		済

		10112065		豊後大野市		九州		大分県		0		0		0		0		134		137		0		0		0		137		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10,225		10,225		0		0		12/30/00		0		0		首藤　英治		総務課情報推進室ケーブル管理係　係長		0974-34-3334		se4099@city.bungoono.lg.jp		0		0		134		0		0		0		0		0		0		0		0		大分県		12		44		10000		1		済

		10112066		枝幸町		北海道		北海道		0		0		0		0		(1)		0		20		0		0		(5)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		町の直営事業であり、加入者から利用料を徴収しておらず、また広告収入等もない。		0		宮崎 勇斗		総務課情報広報室　主事		0163-69-9000		miyazakiyuto@esashi.jp		0		0		(1)		0		20		0		0		0		0		0		0		北海道		1		1		3000		1		済

		10112068		エフビットコミュニケーションズ(株)		四国		京都府		0		0		(97)		(5,097)		(7)		0		0		0		0		(24)		0		0		72		0		0		93		(5)		10		0		0		(231)		(231)		0		0		365		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201002 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		北岡　翼		室戸支店		0887-23-3111		muroto-shiten@fbit.co.jp		(97)		(5,097)		(7)		0		0		0		72		(5)		0		0		0		高知県		11		26		0		1		済

		10112069		上島町ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		0		0		(58)		(58)		(33)		(33)		(33)		0		0		(33)		0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		(50,224)		776		(11)		(50,988)		365		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)		0		居村　智仁		企画情報課ＣＡＴＶ係		0897-77-3951		catv@town.kamijima.ehime.jp		(58)		(58)		(33)		(33)		(33)		0		1		0		0		0		0		愛媛県		11		38		0		1		済

		10112075		阿波市ケーブルネットワーク		四国		徳島県		0		0		79		79		22		22		0		0		0		22		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,024		1,024		0		0		365		0		0		松田　健一		阿波市役所　企画総務部　市政情報課　地域情報担当　係長		0883-36-8708		jyoho@awa.i-tokushima.jp		79		79		22		0		0		0		0		0		0		0		0		徳島県		11		36		10000		1		済

		10112078		嘉麻市		九州		福岡県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12/31/99		0		0		削除済		地域情報課　ケーブル事業係		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		福岡県		12		40		3000		0		0

		10112079		竹田市		九州		大分県		(2)		(6)		0		38		38		0		0		0		0		0		(13)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1,083)		(1,083)		0		0		12/30/00		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		0		中村　元勇		竹田市ケーブルネットワーク・情報政策室　主事		0974-63-1111		motohiro-nakamura@city.taketa.lg.jp		0		38		38		0		0		(13)		0		0		0		0		0		大分県		12		44		3000		1		済

		10112080		奥出雲町		中国		島根県		0		0		(20)		(20)		(30)		(30)		0		0		0		(30)		0		0		102		15		87		0		0		0		0		0		11,505		7,441		4,063		0		365		0		0		恩田　梢		総務グループ		0854-54-2525		k-onda@okuizumo.ne.jp		(20)		(20)		(30)		(61)		0		0		102		0		0		0		0		島根県		10		32		3000		1		済

		10112081		さぬき市		四国		香川県		0		0		(19)		(19)		(75)		(75)		0		0		0		(75)		(93)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(11)		(11)		0		0		365		令和2元年度は使用料請求は無い。過年度分の納付額及びスポンサー料等を記載		0		木村　晃祉		秘書広報課　副主幹		0879-43-2514		cable@city.sanuki.lg.jp		(19)		(19)		(75)		0		0		(93)		0		0		0		0		0		香川県		11		37		10000		1		済

		10112082		豊丘村		信越		長野県		0		0		14		(26)		16		0		(44)		0		0		(110)		(44)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(307)		2		0		(309)		670		0		0		竹村　久永		総務課広報係　係長		0265-35-9052		koho@vill.nagano-toyooka.lg.jp		14		(26)		16		3		(44)		(44)		0		0		0		0		0		長野県		6		20		0		1		済

		10112083		白馬村		信越		長野県		0		0		0		0		20		20		0		0		0		20		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(1,088)		(1,088)		0		0		365		0		0		川田　敏土		ケーブルテレビ白馬 指定管理者 （株）ＡＩＣ 業務担当		0261-85-0074		h-kawada@aicc.co.jp		0		0		20		0		0		0		0		0		0		0		0		長野県		6		20		0		1		済

		10112084		東白川ＣＡＴＶ（東白川村）		東海		岐阜県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,399		(210)		1,602		7		365		東白川村としての公開は９月以降となります ※20210730 総売上等/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		小池　健明		地域振興課　情報通信係		0574-78-3111		tateaki-koike@vill.higashishirakawa.gifu.jp		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		岐阜県		7		21		0		1		済

		10112087		(株)あいコムこうか		近畿		滋賀県		0		0		0		0		309		309		75		0		75		309		309		0		462		(49)		0		511		257		257		0		0		15,754		(19,664)		32,772		2,646		365		0		0		喜多　洋一		総務部　部長		0748-66-0739		kita@aicom-koka.jp		0		0		309		0		75		309		462		257		0		0		0		滋賀県		9		25		3000		1		済

		10112088		南越前町		北陸		福井県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		（２０１6０９０１　決算月日は３月末日⇒決算年月日を修正。９月末日は確定日。）		0		削除済		主査		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		福井県		8		18		3000		0		0

		10112092		佐久ケーブルテレビ(株)		信越		長野県		(1)		0		0		0		191		357		(24)		0		(24)		191		(704)		134		88		(5)		(25)		118		0		0		0		(178)		(77,240)		(6,753)		4,042		(74,529)		365		0		0		渡辺　香花		総務課		0267-63-4500		info@sakunet.jp		0		0		191		0		(24)		(704)		88		0		0		0		0		長野県		6		20		3000		1		済

		10112101		白根ケーブルネットワーク(株)		南関東		山梨県		(1)		1		41		41		22		22		(13)		0		(430)		22		(10)		2		35		18		16		1		0		0		0		0		2,090		905		1,185		0		365		0		0		手塚　真規子		総務課　係長		055-282-6611		jcta@nus.co.jp		41		41		22		22		(13)		(10)		35		0		0		0		0		山梨県		5		19		3000		1		済

		10112102		京丹波町ケーブルテレビ		近畿		京都府		0		0		(10)		(10)		(46)		(76)		0		0		0		(46)		0		0		100		100		0		0		0		0		0		0		10,151		350		1,474		8,327		365		0		0		西村　公貴		京丹波町企画財政課情報推進室　主任		0771-88-5000		k-nishimura32@town.kyotamba.lg.jp		(10)		(10)		(46)		(46)		0		0		100		0		0		0		0		京都府		9		26		3000		1		済

		10112104		さかいケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		0		0		0		0		319		0		329		0		0		0		329		0		108		0		0		0		(113)		(113)		0		0		116,630		11,240		105,390		0		365		※20210802 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		西野　雅人		業務部　業務統括部長		0776-58-0505		nishino@fctv.co.jp		0		0		319		0		329		329		108		(113)		0		0		0		福井県		8		18		10000		1		済

		10112112		(株)ネットワーク下部		南関東		山梨県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		山梨県		5		19		0		0		0

		10112113		北杜市ケーブルテレビ		南関東		山梨県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		政策秘書課広聴広報担当　主事		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		山梨県		5		19		3000		0		0

		10112114		勝沼ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		0		0		8		8		(17)		212		(15)		0		0		(17)		(15)		1		(9)		(10)		2		0		10		0		(1)		0		2,973		3,380		(407)		0		365		0		0		岡部　舞子		事務担当		0553-44-5510		m-tanaka@katsunuma.ne.jp		8		8		(17)		0		(15)		(15)		(9)		10		0		0		0		山梨県		5		19		0		1		済

		10112118		佐賀市		九州		佐賀県		0		0		(66)		(66)		(66)		0		0		0		0		(66)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(742)		(742)		0		0		12/30/00		令和元年度有線テレビ使用料の収入額を記載してます。 ※20200803 申告により修正 　7-2.売上年度総売上実績(千円) 	31,985→31,706に修正　年度総売上実績内訳・放送 	31,985→31,706に修正　決算年月日 	2019/03/31→2020/03/31に修正		0		本告　昌信		地域振興部　地域政策課　主査		0952-40-7210		chiiki@city.saga.lg.jp		(66)		(66)		(66)		(66)		0		0		0		0		0		0		0		佐賀県		12		41		0		1		済

		10112119		(一社)玖珠テレビ		九州		大分県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		45		(177)		0		222		12/30/00		※20210804　総売上/実績内訳・放送、その他/決算年月日を更新（@連盟）TEL対応 ※20201003 総売上訂正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		池部　光則		事務局長		0973-72-1996		kusu8tv@lily.ocn.ne.jp		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		大分県		12		44		0		1		済

		10112120		壱岐市ケーブルテレビ		九州		長崎県		0		0		10		0		30		30		0		0		30		30		0		0		475		0		334		141		(52)		(52)		0		(7)		644		328		12,955		(12,638)		12/30/00		0		0		植村　祐司		企画振興部　情報管理課　主任主事		0920-48-1140		y-uemura@city.iki.lg.jp		10		0		30		0		0		0		475		(52)		0		0		0		長崎県		12		42		3000		1		済

		10112126		西桂町テレビ共同視聴組合		南関東		山梨県		0		0		0		3		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		290		1,050		0		(760)		365		0		0		渡辺　守		事務局		0555-25-2015		m-watanabe@shokokai-yamanashi.or.jp		0		3		3		0		0		0		0		0		0		0		0		山梨県		5		19		0		1		済

		10112127		木島平村		信越		長野県		0		0		0		70		(20)		(20)		0		0		0		15		0		0		92		27		5		69		0		0		0		0		7,151		(786)		0		7,937		365		0		0		小澤　和麻		総務課　政策情報係　主任		0269-82-3111		joho@vill.kijimadaira.lg.jp		0		70		(20)		0		0		0		92		0		0		0		0		長野県		6		20		0		1		済

		10112128		野沢温泉村		信越		長野県		0		0		24		24		7		7		0		0		7		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(3,600)		(3,600)		0		0		365		0		0		鈴木　康平		総務課情報統計係　情報統計係長		0269-85-3111		jyoho@vill.nozawaonsen.nagano.jp		24		24		7		0		0		0		0		0		0		0		0		長野県		6		20		0		1		済

		10112129		雲南市・飯南町事務組合		中国		島根県		7		0		0		0		(52)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		141,737		(1,204)		6,786		136,155		365		一般会計予算＋特別会計予算 ※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		幸村　瑞之		制作課統括　主幹		0854-42-5800		kkm-kou@bs.kkm.ne.jp		0		0		(52)		0		0		0		0		0		0		0		0		島根県		10		32		10000		1		済

		10112130		能登町		北陸		石川県		0		0		(93)		(93)		(94)		0		0		0		0		0		0		0		203		0		0		0		(8)		262		(270)		0		16,648		1,197		14,978		473		365		0		0		寺下　昇		広報情報推進課　課長		0768-76-8301		terashita-n@town.noto.lg.jp		(93)		(93)		(94)		(75)		0		0		203		(8)		0		0		0		石川県		8		17		3000		1		済

		10112131		魚沼市		信越		新潟県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(2,206)		(2,206)		0		0		365		※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟)		0		五十嵐　誠		総務政策部　秘書広報課　広報広聴係　副参事		025-792-1494		koho@city.uonuma.lg.jp		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		新潟県		6		15		0		1		済

		10112133		松浦ケーブル(株)		九州		長崎県		0		0		1,840		0		15		14		4		0		4		15		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(57)		(57)		0		0		12/30/00		0		0		西山　真由美		総務		0956-73-4002		muc@po.chun2.ne.jp		1,840		0		15		0		4		4		0		0		0		0		0		長崎県		12		42		0		1		済

		10112134		(一財)八西ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		0		0		(282)		(277)		(529)		(529)		(46)		0		(46)		(114)		(49)		0		0		(3)		0		0		(7)		(7)		0		0		43,271		(1,360)		26,155		18,476		365		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)		0		垣内　貴行		営業技術課技術総務係　係長		0894-38-2211		hassei@hassei.or.jp		(282)		(277)		(529)		0		(46)		(49)		0		(7)		0		0		0		愛媛県		11		38		10000		1		済

		10112135		黒潮町		四国		高知県		0		0		(27)		0		79		79		0		0		0		79		0		0		130		0		0		130		0		0		0		0		6,614		327		5,638		649		365		0		0		酒井　真哉		情報防災課情報推進係長		0880-43-2188		10220010@town.kuroshio.lg.jp		(27)		0		79		0		0		0		130		0		0		0		0		高知県		11		39		0		1		済

		10112136		日田市		九州		大分県		0		0		(83)		(104)		(116)		0		0		0		0		(116)		0		0		73		0		0		73		0		0		0		0		1,610		(1,205)		2,815		0		12/30/00		0		0		江藤　柾輝		情報統計課　水郷テレビ係		0973-22-8229		suikyo-tv@city.hita.oita.jp		(83)		(104)		(116)		0		0		0		73		0		0		0		0		大分県		12		44		3000		1		済

		10112137		こしの国広域事務組合		北陸		福井県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		局長補佐		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		福井県		8		18		3000		0		0

		10112142		(株)ネットフォー		九州		佐賀県		1		0		(79)		(79)		(7)		0		0		0		0		1,828		0		0		110		0		0		0		0		0		0		0		(4,888)		(44,366)		5,176		34,302		12/30/00		0		0		長尾　宏伸		0		0955-82-5970		nagao@netfour.ne.jp		(79)		(79)		(7)		0		0		0		110		0		0		0		0		佐賀県		12		41		0		1		済

		10112146		真岡市		北関東		栃木県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		※20190920 前年度と同値確認		0		削除済		総務部情報政策課　主事		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		栃木県		3		9		3000		0		0

		10112151		光ネットワーク(株)		九州		熊本県		0		0		13,595		13,595		8,662		8,662		0		0		0		8,662		0		0		5,390		0		4,051		1,339		2,967		2,967		0		16		538,985		107,706		328,889		102,390		12/31/01		※20211020　年度総売上実績内訳・放送/通信/その他　を修正（事業者よりのメールを元に）＠連盟		0		若林　敏康		サポート係　所長		0967-62-3355		support@tkbb.jp		13,595		13,595		8,662		0		0		0		5,390		2,967		0		0		0		熊本県		12		43		10000		1		済

		10112156		西会津町ケーブルテレビ		東北		福島県		0		(1)		0		0		(18)		(18)		0		0		0		(18)		0		0		47		8		52		1		0		0		0		0		2,736		(174)		2,910		0		365		0		0		大出　伸男		所長		0241-45-4461		nct_oode@nct.ne.jp		0		0		(18)		(18)		0		0		47		0		0		0		0		福島県		2		7		0		1		済

		10112157		都留市テレビ利用者組合		南関東		山梨県		0		0		0		16		238		0		0		0		0		238		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,179		3,179		0		0		365		0		0		井上　和美		0		0554-43-2542		tsuru.tv@fine.ocn.ne.jp		0		16		238		238		0		0		0		0		0		0		0		山梨県		5		19		10000		1		済

		10112158		東峰村		九州		福岡県		0		0		0		0		(3)		(3)		0		0		0		(3)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,090		63		(10)		2,037		12/30/00		※加入者からの収入2,697（うち光ケーブル使用料2,523を通信に分類）、その他はＮＴＴからのケーブル使用料及びADSL装置等賃貸借料を含む。		0		中村　優佑		企画政策課　情報通信係　主事		0946-72-2311		kikaku@vill.toho.fukuoka.jp		0		0		(3)		(3)		0		0		0		0		0		0		0		福岡県		12		40		0		1		済

		10112163		新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合		北陸		富山県		0		0		0		0		342		0		(93)		0		(71)		366		(65)		0		(197)		(872)		0		304		0		0		0		0		0		0		0		0		365		0		0		椎名　貞仁		指定管理者　(株)新川コミュニティ放送　業務部長		0765-74-9321		shiina@niikawa-catv.jp		0		0		342		0		(93)		(65)		(197)		0		0		0		0		富山県		8		16		10000		1		済

		10112166		臼杵ケーブルネット(株)		九州		大分県		5		0		(139)		(139)		34		2,485		(64)		0		(64)		34		(172)		26		0		0		0		0		0		0		0		0		(14,784)		(24,868)		0		10,083		12/30/00		0		0		糠塚　学		営業技術課　課長		0972-64-7000		m.nukaduka@usuki.gr.jp		(139)		(139)		34		0		(64)		(172)		0		0		0		0		0		大分県		12		44		10000		1		済

		10112167		田子町		東北		青森県		0		0		13		0		13		13		12		0		0		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		365		自治体が運営しているため、売上は０円で総務省に提出しています。		0		稲垣　秀昭		事務局長		0179-20-7229		h-inagaki@229nw.or.jp		13		0		13		13		12		0		0		0		0		0		0		青森県		2		2		0		1		済

		10112170		古河ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県		6		(4)		28,500		28,500		588		2,251		1,536		0		1,536		588		1,536		1,753		1,784		6		(235)		1,753		1,650		1,650		0		(33)		207,604		84,476		116,248		6,879		365		※20210805　年間総売上実績を更新（事業者からのメールにより）（@連盟） 7-1.資本　2018年度資本金4500万増資 古河ケーブルテレビ株式会社 株主数　1　/　株主　ケーブルテレビ株式会社　/　資本金　5,500万円		0		野崎　圭一		営業技術課　主任		0280-32-4747		nozaki@koga-catv.jp		28,500		28,500		588		0		1,536		1,536		1,784		1,650		0		0		0		茨城県		3		8		3000		1		済

		10112171		海士町		中国		島根県		0		0		(5)		(5)		(5)		(5)		0		0		0		(5)		0		0		92		0		0		0		0		0		0		0		(1,584)		(1,584)		0		0		365		海士町の場合、売上実績は「利用料」の回収実績の数字です。		0		村尾　由美子		海士町役場　総務課		08514-2-0115		murao-yumiko@town.ama.shimane.jp		(5)		(5)		(5)		0		0		0		92		0		0		0		0		島根県		10		32		0		1		済

		10112173		(株)忍野ＣＡＴＶ		南関東		山梨県		(2)		0		(108)		422		0		(423)		0		0		0		(1,006)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5,240		504		0		4,736		365		※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		0		萱沼　敦子		総務部		0555-84-4565		oshinocatv@aioros.ocn.ne.jp		(108)		422		0		0		0		0		0		0		0		0		0		山梨県		5		19		0		1		済

		10112186		西ノ島町		中国		島根県		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		削除済		企画財政課　主任主事		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		島根県		10		32		0		0		0

		10112189		萩テレビ(株)		中国		山口県		0		0		0		0		0		0		0		0		(135)		14		9,366		231		403		(27)		103		257		0		0		0		0		683,404		444,484		191,146		47,773		366		0		0		中嶋　啓文		取締役センター長		0838-25-7524		nakashima@hagi-tv.com		0		0		0		0		0		9,366		403		0		0		0		0		山口県		10		35		10000		1		済

																																																												市役所の特別会計のため、会計科目等当てはまるものがありませんので、非管理項目としています。
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総接続ランク別売上高

		定例報告201803(201806)				総計 ソウケイ

						小計 ショウケイ

						入力数(空白で無い） ニュウリョクスウクウハクナ

		締め年月		3/31/21		入力率（入力数/入力依頼数） ニュウリョクリツニュウリョクスウニュウリョクイライスウ

		【201706131時点DBデータ値】 ジテンチ				率（小計/総計） リツ

		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		アナログ多CH世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		BS/CS有料CH加入世帯数		自主放送世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		アナログ多CH世帯数		BS/CS有料CH加入世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日		県別入力有無		エリア都道府県

		10112137		こしの国広域事務組合		北陸		福井県		1		3		7,661		7,661		7,485		0		0		0		0		7,650		0		0		2,720								0						0		146,734		115,933		21,202		9,599		3/31/17						中野　大		局長補佐		0776-63-1231		h.nakano@koshinokuni.jp		7,661		7,661		7,485		0		0		0		2,720		0		5/21/14		3/31/18		0		福井県		8		18		3000		1		済

		【20180331時点DBデータ修正計算値】←こしの国は3月末で解散、かつ小規模であるため、データ収取せず、前回値を使用する ジテンシュウセイケイサンチクニガツマツカイサンショウキボシュウシュゼンカイチシヨウ				率（小計/総計） リツ

		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		アナログ多CH世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		BS/CS有料CH加入世帯数		自主放送世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43

		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		アナログ多CH世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		電話加入世帯数(プライマリ)		電話加入世帯数(セカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		BS/CS有料CH加入世帯数		自主放送世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日		県別入力有無		エリア都道府県

		10112137		こしの国広域事務組合		北陸		福井県		1		3		7,661		7,661		7,485		0		0		0		0		7,650		0		0		2,720								0						0		146,734		115,933		21,202		9,599		3/31/17						中野　大		局長補佐		0776-63-1231		h.nakano@koshinokuni.jp		7,661		7,661		7,485		0		0		0		2,720		0		5/21/14		3/31/18		0		福井県		8		18		3000		1		済



&C&F、&A&R&D、&T



マスタ支部CD

		JCTA退会日		10/17/07

		事業者名		(すべて)

		行ラベル		データの個数 / SMILE ID		総接続世帯数		多CH加入世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他

		(空白)		3		286339		92199		41118		9824

		総計		3		286339		92199		41118		9824

		MSO		事業者数 ジギョウシャスウ		総接続世帯数		割合 ワリアイ		多CH加入世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		年度総売上実績(千円)		割合2 ワリアイ2		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他

		(株)ジュピターテレコム		29		13,380,714		51.5%		4,053,532		2,915,664		3,568,098		433,652,425		39.8%		224,084,544		197,412,976		12,153,903

		SO		323		10,924,926		42.0%		3,691,040		4,340,962		3,395,484		599,234,143		55.0%		234,588,160		305,412,729		59,233,092

		(株)コミュニティネットワークセンター		10		1,384,562		5.3%		407,744		390,345		351,088		45,810,527		4.2%		23,918,279		20,094,640		1,797,603

		(株)ＣＣＪ		4		293,593		1.1%		71,797		104,351		71,142		11,175,509		1.0%		5,836,938		4,701,596		636,975

		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		1		6,625		0.03%		1,641		1,854		1,544		249,786		0.02%		143,567		106,219		0

		総計		367		25,990,420		100%		8,225,754		7,753,176		7,387,356		1,090,122,390		0		488,571,488		527,728,160		73,821,573



&C&F&R&D、&T



マスタ県CD

		事業者名		(すべて)

		集計対象		1

		総接続世帯ランク		事業者数		総接続世帯数合計		比率　		年度総売上合計(千円)　		比率		年度総売上平均 (千円)

		0～		56		93,620		0.3%		$3,037,783		0.2%		$57,317

		3,000～		104		643,353		2.4%		$39,194,005		3.1%		$376,865

		10,000～		87		1,538,474		5.7%		$71,328,504		5.6%		$819,868

		30,000～		25		967,392		3.6%		$40,012,254		3.1%		$1,600,490

		50,000～		41		2,731,343		10.1%		$170,622,801		13.4%		$4,161,532

		100,000～		29		4,444,468		16.5%		$163,929,980		12.9%		$5,652,758

		200,000～		11		3,434,118		12.7%		$148,421,225		11.7%		$13,492,839

		500,000～		6		4,377,253		16.2%		$330,404,223		26.0%		$55,067,371

		1,000,000～		4		8,722,455		32.4%		$306,252,545		24.1%		$76,563,136

		総計		363		26,952,476		100.0%		$1,273,203,320		100.0%		$3,536,676

		総接続世帯ランク		事業者数		総接続世帯数合計		比率　		年度総売上合計(千円)　		比率		1世帯・1月当り売上		年度総売上平均 (千円)

		0～		55		91,994		0.3%		$3,480,392		0.3%		3,153		63,280

		3,000～		106		655,309		2.5%		$35,952,691		3.2%		4,572		339,176

		10,000～		88		1,553,162		5.9%		$68,124,972		6.1%		3,655		774,147

		30,000～		29		1,148,126		4.4%		$46,445,905		4.2%		3,371		1,601,583

		50,000～		37		2,460,533		9.4%		$148,115,462		13.3%		5,016		4,003,121

		100,000～		31		4,615,372		17.6%		$150,072,541		13.4%		2,710		4,841,050

		200,000～		14		4,136,677		15.7%		$142,938,579		12.8%		2,879		10,209,899

		500,000～		6		4,583,175		17.4%		$286,433,327		25.6%		5,208		47,738,888

		1,000,000～		3		7,049,374		26.8%		$235,402,945		21.1%		2,783		78,467,648

		総計		369		26,293,722		100.0%		$1,116,966,814		100.0%





マスタ県CD

		



円

1世帯・1月当り売上

総接続ランク別売上高
1世帯・1月当り売上



マスタ総接続世帯数ランク

		支部名 シブメイ		CD

		北海道		1

		東北		2

		北関東		3

		東京		4

		南関東		5

		信越		6

		東海		7

		北陸		8

		近畿		9

		中国		10

		四国		11

		九州		12





入力状況確認ここにCopy

		県名 ケンメイ		CD

		北海道		1

		青森県		2

		岩手県		3

		宮城県		4

		秋田県		5

		山形県		6

		福島県		7

		茨城県		8

		栃木県		9

		群馬県		10

		埼玉県		11

		千葉県		12

		東京都		13

		神奈川県		14

		新潟県		15

		富山県		16

		石川県		17

		福井県		18

		山梨県		19

		長野県		20

		岐阜県		21

		静岡県		22

		愛知県		23

		三重県		24

		滋賀県		25

		京都府		26

		大阪府		27

		兵庫県		28

		奈良県		29

		和歌山県		30

		鳥取県		31

		島根県		32

		岡山県		33

		広島県		34

		山口県		35

		徳島県		36

		香川県		37

		愛媛県		38

		高知県		39

		福岡県		40

		佐賀県		41

		長崎県		42

		熊本県		43

		大分県		44

		宮崎県		45

		鹿児島県		46

		沖縄県		47





シート修正履歴

		【総接続世帯数ランクマスタ】 ソウ

		0
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定例報告202103(202110211748)

		必須入力項目確定状況一覧202108021122						343

		SMILEID		事業者名		確定		確定実施日		確定実施担当者		入力済項目数		未入力理由選択数		未入力数		全項目数		入力率		会員種別		JCTA支部

		10110002		旭川ケーブルテレビ(株)		済		7/7/21 13:53		齋藤　裕一		98		18		1		117		83.80%		正会員オペレータ		北海道

		10110004		(株)帯広シティーケーブル		済		7/8/21 13:55		松浦　俊光		105		11		1		117		89.70%		正会員オペレータ		北海道

		10110006		(株)ジェイコム札幌		済		7/13/21 17:36		國木　典昭		103		14		0		117		88.00%		正会員オペレータ		北海道

		10110007		伊達市		済		7/14/21 11:48		大宮　富美夫		78		39		0		117		66.70%		正会員オペレータ		北海道

		10110010		青森ケーブルテレビ(株)		済		7/13/21 15:02		工藤　哲		107		9		1		117		91.50%		正会員オペレータ		東北

		10110011		三沢市ケーブルテレビジョン		済		7/27/21 11:34		中野　和恵		88		30		-1		117		75.20%		正会員オペレータ		東北

		10110012		(株)八戸テレビ放送		済		7/14/21 10:09		上野　由美子		94		22		1		117		80.30%		正会員オペレータ		東北

		10110015		(株)一関ケーブルネットワーク		済		7/9/21 16:47		清水　祐喜		103		13		1		117		88.00%		正会員オペレータ		東北

		10110016		岩手ケーブルテレビジョン(株)		済		7/15/21 6:34		千葉　繁雄		83		33		1		117		70.90%		正会員オペレータ		東北

		10110017		三陸ブロードネット(株)		済		7/7/21 9:51		坂本　由加		108		9		0		117		92.30%		正会員オペレータ		東北

		10110018		北上ケーブルテレビ(株)		済		7/8/21 11:36		菊池　充		83		33		1		117		70.90%		正会員オペレータ		東北

		10110019		(株)遠野テレビ		済		7/9/21 9:31		伊藤　賢一		102		14		1		117		87.20%		正会員オペレータ		東北

		10110020		ニューデジタルケーブル(株)		済		7/7/21 12:05		洲脇　唯宏		91		25		1		117		77.80%		正会員オペレータ		東北

		10110021		水沢テレビ(株)		済		7/6/21 11:24		伊藤　泰司		98		18		1		117		83.80%		正会員オペレータ		東北

		10110030		気仙沼ケーブルネットワーク(株)		済		7/6/21 13:26		小松　厚		94		23		0		117		80.30%		正会員オペレータ		東北

		10110031		宮城ケーブルテレビ(株)		済		7/16/21 13:25		八木　伸太郎		108		8		1		117		92.30%		正会員オペレータ		東北

		10110032		仙台ＣＡＴＶ(株)		済		7/20/21 9:17		日高　邦明		94		22		1		117		80.30%		正会員オペレータ		東北

		10110040		(株)秋田ケーブルテレビ		済		7/7/21 10:09		飯塚　雅子		106		10		1		117		90.60%		正会員オペレータ		東北

		10110045		(株)ダイバーシティメディア		済		7/28/21 11:08		奥出　潔		97		19		1		117		82.90%		正会員オペレータ		東北

		10110047		(株)ニューメディア		済		7/8/21 17:46		安部　和樹		92		24		1		117		78.60%		正会員オペレータ		東北

		10110051		(一財)研究学園都市コミュニティケーブルサービス		済		7/15/21 16:37		森　理		109		7		1		117		93.20%		正会員オペレータ		北関東

		10110052		土浦ケーブルテレビ(株)		済		7/15/21 14:47		千葉　隆志		109		8		0		117		93.20%		正会員オペレータ		北関東

		10110054		(株)ＪＷＡＹ		済		7/13/21 11:35		清水　治		105		11		1		117		89.70%		正会員オペレータ		北関東

		10110055		宇都宮ケーブルテレビ(株)		済		7/8/21 18:05		加藤　靖		106		10		1		117		90.60%		正会員オペレータ		北関東

		10110056		鹿沼ケーブルテレビ(株)		済		7/12/21 14:01		川口　信二		105		12		0		117		89.70%		正会員オペレータ		北関東

		10110057		佐野ケーブルテレビ(株)		済		7/7/21 16:00		成瀬　正彦　		101		15		1		117		86.30%		正会員オペレータ		北関東

		10110058		塩原ケーブルテレビ協同組合		済		7/16/21 7:48		君島　一文		82		34		1		117		70.10%		正会員オペレータ		北関東

		10110059		ケーブルテレビ(株)		済		7/13/21 18:50		藤枝　陽子		106		11		0		117		90.60%		正会員オペレータ		北関東

		10110060		テレビ小山放送(株)		済		7/20/21 20:28		宇和嶋　則夫		98		18		1		117		83.80%		正会員オペレータ		北関東

		10110065		入間ケーブルテレビ(株)		済		7/15/21 13:50		對馬　央大		108		8		1		117		92.30%		正会員オペレータ		北関東

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		済		7/6/21 15:01		坂本　泰紀		99		17		1		117		84.60%		正会員オペレータ		北関東

		10110068		行田ケーブルテレビ(株)		済		7/15/21 16:17		横須賀　公司　		94		22		1		117		80.30%		正会員オペレータ		北関東

		10110071		狭山ケーブルテレビ(株)		済		7/13/21 11:31		太田　和正		108		8		1		117		92.30%		正会員オペレータ		北関東

		10110075		飯能ケーブルテレビ(株)		済		7/15/21 11:28		小清水　豊		88		28		1		117		75.20%		正会員オペレータ		北関東

		10110076		本庄ケーブルテレビ(株)		済		7/11/21 9:55		山下　美由紀		95		21		1		117		81.20%		正会員オペレータ		北関東

		10110078		蕨ケーブルビジョン(株)		済		7/6/21 13:51		高田　修介		106		10		1		117		90.60%		正会員オペレータ		北関東

		10110079		東松山ケーブルテレビ(株)		済		7/12/21 18:31		上野　晃		108		9		0		117		92.30%		正会員オペレータ		北関東

		10110089		(株)ジェイコム東京		済		7/13/21 19:02		田畑　優仁		107		10		0		117		91.50%		正会員オペレータ		南関東

		10110093		多摩ケーブルネットワーク(株)		済		7/10/21 8:19		宮寺　光久		107		9		1		117		91.50%		正会員オペレータ		南関東

		10110094		(株)多摩テレビ		済		7/15/21 12:32		三宅　徹平		105		11		1		117		89.70%		正会員オペレータ		南関東

		10110097		東京ケーブルネットワーク(株)		済		7/13/21 17:24		魚本　直隆		112		5		0		117		95.70%		正会員オペレータ		南関東

		10110101		東京ベイネットワーク(株)		済		7/15/21 15:42		山路　広志		102		15		0		117		87.20%		正会員オペレータ		南関東

		10110103		豊島ケーブルネットワーク(株)		済		7/14/21 13:53		内田　洋		96		20		1		117		82.10%		正会員オペレータ		南関東

		10110104		(株)日本ケーブルテレビジョン		済		7/15/21 16:58		黒川　正明		85		31		1		117		72.60%		正会員オペレータ		南関東

		10110110		(株)ケーブルテレビ品川		済		7/16/21 14:17		糸田　純一		110		7		0		117		94.00%		正会員オペレータ		南関東

		10110117		(株)いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ		済		7/7/21 11:26		西村　昌訓		103		14		0		117		88.00%		正会員オペレータ		南関東

		10110122		(株)ジェイコム千葉		済		7/15/21 14:31		千葉　隆志		102		15		0		117		87.20%		正会員オペレータ		南関東

		10110124		(株)千葉ニュータウンセンター		済		7/6/21 10:30		寺田  純一		100		16		1		117		85.50%		正会員オペレータ		南関東

		10110125		銚子テレビ放送(株)		済		7/15/21 16:03		平津　清美		88		28		1		117		75.20%		正会員オペレータ		南関東

		10110126		成田ケーブルテレビ(株)		済		7/13/21 18:50		小野寺　ルミ子		98		18		1		117		83.80%		正会員オペレータ		南関東

		10110127		(株)広域高速ネット二九六		済		7/14/21 10:26		木場　秀晃		99		17		1		117		84.60%		正会員オペレータ		南関東

		10110130		厚木伊勢原ケーブルネットワーク(株)		済		7/13/21 11:19		村井　匡		89		28		0		117		76.10%		正会員オペレータ		南関東

		10110139		湘南ケーブルネットワーク(株)		済		7/19/21 9:33		高木　裕		96		20		1		117		82.10%		正会員オペレータ		南関東

		10110141		イッツ・コミュニケーションズ(株)		済		7/15/21 17:02		糸田　純一		111		5		1		117		94.90%		正会員オペレータ		南関東

		10110142		(株)ジェイコム湘南・神奈川		済		7/7/21 15:28		山田　文雄		115		2		0		117		98.30%		正会員オペレータ		南関東

		10110143		ＹＯＵテレビ(株)		済		7/7/21 20:39		梅田　穣		108		8		1		117		92.30%		正会員オペレータ		南関東

		10110144		横浜ケーブルビジョン(株)		済		7/12/21 11:24		畔柳　圭甫		106		10		1		117		90.60%		正会員オペレータ		南関東

		10110150		河口湖有線テレビ放送(有)		済		7/13/21 10:26		結城　聡		97		20		0		117		82.90%		正会員オペレータ		南関東

		10110151		北富士有線テレビ放送(株)		済		7/16/21 14:21		渡辺 みゆき		87		28		2		117		74.40%		正会員オペレータ		南関東

		10110152		(有)峡西シーエーテーブイ		済		7/15/21 17:02		小松　恵美		100		16		1		117		85.50%		正会員オペレータ		南関東

		10110153		峡東ケーブルネット(株)		済		7/21/21 15:59		小澤　健太郎		95		21		1		117		81.20%		正会員オペレータ		南関東

		10110154		(株)ケーブルテレビ富士		済		7/15/21 15:24		流石　洋一		80		36		1		117		68.40%		正会員オペレータ		南関東

		10110155		(株)ＣＡＴＶ富士五湖		済		7/15/21 15:27		宮下　睦		97		20		0		117		82.90%		正会員オペレータ		南関東

		10110156		富沢テレビ共聴組合		済		7/6/21 14:15		稲葉　奈津美		67		48		2		117		57.30%		正会員オペレータ		南関東

		10110157		(株)日本ネットワークサービス		済		7/7/21 9:03		長田　憲		101		15		1		117		86.30%		正会員オペレータ		南関東

		10110158		富士川シーエーティーヴィ(株)		済		7/8/21 10:28		櫻井　育也		86		30		1		117		73.50%		正会員オペレータ		南関東

		10110159		山梨ＣＡＴＶ(株)		済		7/12/21 11:25		望月　茜		105		11		1		117		89.70%		正会員オペレータ		南関東

		10110160		(株)上野原ブロードバンドコミュニケーションズ		済		7/12/21 15:05		石井　夏希		102		14		1		117		87.20%		正会員オペレータ		南関東

		10110165		あづみ野テレビ(株)		済		7/14/21 9:07		畠山　由美		94		22		1		117		80.30%		正会員オペレータ		信越

		10110167		(株)飯田ケーブルテレビ		済		7/13/21 11:59		吉川　治司		105		11		1		117		89.70%		正会員オペレータ		信越

		10110168		飯山市		済		7/16/21 17:03		俣野　和広		99		18		0		117		84.60%		正会員オペレータ		信越

		10110169		伊那ケーブルテレビジョン(株)		済		7/13/21 11:31		濱　康司		108		9		0		117		92.30%		正会員オペレータ		信越

		10110170		(株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ		済		7/6/21 9:06		市川　岳人		109		7		1		117		93.20%		正会員オペレータ		信越

		10110171		(株)上田ケーブルビジョン		済		7/9/21 11:11		中村　高章		91		25		1		117		77.80%		正会員オペレータ		信越

		10110172		(株)エコーシティー・駒ヶ岳		済		7/7/21 11:40		佐藤　幸宏		107		10		0		117		91.50%		正会員オペレータ		信越

		10110176		(株)信州ケーブルテレビジョン		済		7/13/21 9:09		山浦　宏一		88		29		0		117		75.20%		正会員オペレータ		信越

		10110177		(株)Ｇｏｏｌｉｇｈｔ		済		7/13/21 12:30		岩下　正志		111		5		1		117		94.90%		正会員オペレータ		信越

		10110178		蓼科ケーブルビジョン(株)		済		7/13/21 15:04		関　俊之		106		10		1		117		90.60%		正会員オペレータ		信越

		10110179		テレビ北信ケーブルビジョン(株)		済		7/6/21 14:28		池田　清二		92		24		1		117		78.60%		正会員オペレータ		信越

		10110180		(株)テレビ松本ケーブルビジョン		済		7/16/21 19:03		白鳥　忠夫		95		22		0		117		81.20%		正会員オペレータ		信越

		10110181		丸子テレビ放送(株)		済		7/7/21 13:26		池田　宏		95		21		1		117		81.20%		正会員オペレータ		信越

		10110182		大町市		済		7/16/21 10:59		倉科　太		80		37		0		117		68.40%		正会員オペレータ		信越

		10110184		長野市		済		7/14/21 10:56		関　信一郎		77		40		0		117		65.80%		正会員オペレータ		信越

		10110186		(株)佐渡テレビジョン		済		7/9/21 13:24		學之　基		90		26		1		117		76.90%		正会員オペレータ		信越

		10110187		上越ケーブルビジョン(株)		済		7/15/21 15:26		池端　芳江		95		23		-1		117		81.20%		正会員オペレータ		信越

		10110188		(株)エヌ・シィ・ティ		済		7/6/21 13:43		河内　直之		105		12		0		117		89.70%		正会員オペレータ		信越

		10110189		糸魚川市		済		7/12/21 16:38		池亀 正樹		83		34		0		117		70.90%		正会員オペレータ		信越

		10110190		コミュニティネットワーク佐渡								100		17		0		117		85.50%		正会員オペレータ		信越

		10110191		長和町		済		7/16/21 11:00		羽毛田　健次		86		31		0		117		73.50%		正会員オペレータ		信越

		10110192		(株)コミュニティテレビこもろ		済		7/19/21 18:20		荻原　守		105		12		0		117		89.70%		正会員オペレータ		信越

		10110200		(株)インフォメーションネットワーク郡上八幡		済		7/6/21 10:20		二村　美賀子		102		14		1		117		87.20%		正会員オペレータ		東海

		10110201		(株)大垣ケーブルテレビ		済		7/15/21 10:25		安田 正治		102		14		1		117		87.20%		正会員オペレータ		東海

		10110202		おりべネットワーク(株)		済		7/5/21 18:56		福富　正浩		109		9		-1		117		93.20%		正会員オペレータ		東海

		10110203		(株)ケーブルテレビ可児		済		7/7/21 11:44		奥村　俊彦		109		9		-1		117		93.20%		正会員オペレータ		東海

		10110204		シーシーエヌ(株)		済		7/12/21 16:13		井上　美紀		110		7		0		117		94.00%		正会員オペレータ		東海

		10110206		郡上ケーブルテレビ放送センター		済		7/15/21 15:17		原　喜与朗		79		38		0		117		67.50%		正会員オペレータ		東海

		10110207		(株)アミックスコム		済		7/9/21 14:22		松井　勇樹		101		15		1		117		86.30%		正会員オペレータ		東海

		10110210		(株)伊豆急ケーブルネットワーク		済		7/6/21 16:02		小川　幸人		103		13		1		117		88.00%		正会員オペレータ		東海

		10110211		伊豆太陽サービス(株)		済		7/20/21 16:57		佐藤　幸彦		84		32		1		117		71.80%		正会員オペレータ		東海

		10110212		(有)伊東テレビクラブ		済		7/13/21 8:49		堀江　稔		89		28		0		117		76.10%		正会員オペレータ		東海

		10110213		小山町テレビ共聴組合		済		7/6/21 18:26		青木　直也		76		41		0		117		65.00%		正会員オペレータ		東海

		10110214		小林テレビ設備(有)		済		7/26/21 16:12		渡邊　良平		102		15		0		117		87.20%		正会員オペレータ		東海

		10110216		(株)トコちゃんねる静岡		済		7/15/21 16:34		鈴岡　靖章		109		8		0		117		93.20%		正会員オペレータ		東海

		10110217		下田有線テレビ放送(株)		済		7/6/21 10:57		松本　邦久		93		24		0		117		79.50%		正会員オペレータ		東海

		10110219		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		済		7/15/21 10:45		藤森　敏文		93		23		1		117		79.50%		正会員オペレータ		東海

		10110220		(株)東豆有線		済		7/13/21 9:50		水野　次男		74		42		1		117		63.20%		正会員オペレータ		東海

		10110222		(株)御前崎ケーブルテレビ		済		7/6/21 8:38		山下　優孝		100		16		1		117		85.50%		正会員オペレータ		東海

		10110223		浜松ケーブルテレビ(株)		済		7/14/21 19:11		野田　敬司		108		8		1		117		92.30%		正会員オペレータ		東海

		10110224		東伊豆有線テレビ放送(株)		済		7/9/21 17:52		奈良 有起		92		24		1		117		78.60%		正会員オペレータ		東海

		10110230		(株)アイ・シー・シー		済		7/6/21 9:31		加藤　寿		108		9		0		117		92.30%		正会員オペレータ		東海

		10110231		稲沢シーエーティーヴィ(株)		済		7/9/21 11:12		石原　勝稔		102		14		1		117		87.20%		正会員オペレータ		東海

		10110232		(株)キャッチネットワーク		済		7/8/21 15:55		山田　耕嗣		102		15		0		117		87.20%		正会員オペレータ		東海

		10110233		グリーンシティケーブルテレビ(株)		済		7/8/21 12:38		山田　浩平		105		13		-1		117		89.70%		正会員オペレータ		東海

		10110234		(株)ＣＡＣ		済		7/13/21 9:29		板井　綾子		101		15		1		117		86.30%		正会員オペレータ		東海

		10110236		スターキャット・ケーブルネットワーク(株)		済		7/15/21 15:13		松見　次郎		106		11		0		117		90.60%		正会員オペレータ		東海

		10110237		四国中央市		済		7/15/21 17:01		冨原　英友		75		42		0		117		64.10%		正会員オペレータ		四国

		10110238		知多メディアスネットワーク(株)		済		7/14/21 19:18		松山　崇臣		98		20		-1		117		83.80%		正会員オペレータ		東海

		10110239		中部ケーブルネットワーク(株)		済		7/15/21 14:30		安達　剛志		96		22		-1		117		82.10%		正会員オペレータ		東海

		10110240		知多半島ケーブルネットワーク(株)		済		7/14/21 11:02		木学　洋和		106		11		0		117		90.60%		正会員オペレータ		東海

		10110241		豊橋ケーブルネットワーク(株)		済		7/8/21 11:31		河辺　智勇		90		26		1		117		76.90%		正会員オペレータ		東海

		10110243		西尾張シーエーティーヴィ(株)		済		7/6/21 14:53		服部　吉貴		106		10		1		117		90.60%		正会員オペレータ		東海

		10110244		ミクスネットワーク(株)		済		7/12/21 17:51		森崎　健吾		95		22		0		117		81.20%		正会員オペレータ		東海

		10110245		ひまわりネットワーク(株)		済		7/14/21 12:59		磯谷　由美子		104		14		-1		117		88.90%		正会員オペレータ		東海

		10110246		三河湾ネットワーク(株)		済		7/13/21 11:56		會場　啓悟		107		10		0		117		91.50%		正会員オペレータ		東海

		10110255		伊賀上野ケーブルテレビ(株)		済		7/9/21 19:13		伊室　晃治		108		8		1		117		92.30%		正会員オペレータ		東海

		10110257		(株)ケーブルネット鈴鹿		済		7/16/21 16:12		清水 雄介		107		11		-1		117		91.50%		正会員オペレータ		東海

		10110258		(株)シー・ティー・ワイ		済		7/13/21 11:22		朝倉　広幸		96		22		-1		117		82.10%		正会員オペレータ		東海

		10110259		(株)ラッキータウンテレビ		済		7/15/21 18:28		近藤　均		98		18		1		117		83.80%		正会員オペレータ		東海

		10110260		(株)ＺＴＶ		済		7/14/21 13:09		川原田　剛		101		16		0		117		86.30%		正会員オペレータ		東海

		10110261		(株)アドバンスコープ		済		7/15/21 12:26		松鹿　友子		95		21		1		117		81.20%		正会員オペレータ		東海

		10110262		松阪ケーブルテレビ・ステーション(株)		済		7/15/21 16:12		掛橋　直也		102		14		1		117		87.20%		正会員オペレータ		東海

		10110263		下呂市		済		7/6/21 16:45		長尾　飛鳥		83		34		0		117		70.90%		正会員オペレータ		東海

		10110270		上婦負ケーブルテレビ(株)		済		7/14/21 15:49		燒田　賢一		103		13		1		117		88.00%		正会員オペレータ		北陸

		10110271		(株)ケーブルテレビ富山		済		7/13/21 14:10		島崎　正樹		99		17		1		117		84.60%		正会員オペレータ		北陸

		10110273		能越ケーブルネット(株)		済		7/6/21 13:37		作道　実		96		20		1		117		82.10%		正会員オペレータ		北陸

		10110274		射水ケーブルネットワーク(株)		済		7/8/21 12:18		高山　一登		106		10		1		117		90.60%		正会員オペレータ		北陸

		10110275		高岡ケーブルネットワーク(株)		済		7/9/21 14:46		笠井　克祐		105		11		1		117		89.70%		正会員オペレータ		北陸

		10110276		となみ衛星通信テレビ(株)		済		7/10/21 12:26		加賀谷　一幸		106		11		0		117		90.60%		正会員オペレータ		北陸

		10110277		(株)新川インフォメーションセンター		済		7/13/21 12:34		松岡　千穂		106		10		1		117		90.60%		正会員オペレータ		北陸

		10110279		滑川中新川地区広域情報事務組合		済		7/21/21 12:42		竹山　雅信		79		37		1		117		67.50%		正会員オペレータ		北陸

		10110280		加賀ケーブル(株)		済		7/19/21 11:59		髙田　直彦		104		12		1		117		88.90%		正会員オペレータ		北陸

		10110281		金沢ケーブル(株)		済		7/26/21 13:38		多賀　陽市		109		7		1		117		93.20%		正会員オペレータ		北陸

		10110282		(株)テレビ小松		済		7/7/21 9:22		縄　洋平		108		8		1		117		92.30%		正会員オペレータ		北陸

		10110283		(株)あさがおテレビ		済		7/14/21 20:35		森　謙一		105		11		1		117		89.70%		正会員オペレータ		北陸

		10110288		丹南ケーブルテレビ(株)		済		7/6/21 13:17		石塚　喜章		99		18		0		117		84.60%		正会員オペレータ		北陸

		10110289		福井ケーブルテレビ(株)		済		7/12/21 10:47		安田　誠		98		18		1		117		83.80%		正会員オペレータ		北陸

		10110290		美方ケーブルネットワーク(株)		済		7/14/21 9:00		真田　邦彦		107		9		1		117		91.50%		正会員オペレータ		北陸

		10110292		(株)嶺南ケーブルネットワーク		済		7/6/21 16:04		吉沢　郁夫		102		14		1		117		87.20%		正会員オペレータ		北陸

		10110293		(株)ケーブルテレビ若狭小浜		済		7/14/21 12:02		中辻　文博		100		16		1		117		85.50%		正会員オペレータ		北陸

		10110294		おおい町		済		7/7/21 17:13		濱田　知		85		32		0		117		72.60%		正会員オペレータ		北陸

		10110310		(株)ＫＣＮ京都		済		7/15/21 17:05		山﨑　理		109		8		0		117		93.20%		正会員オペレータ		近畿

		10110313		洛西ケーブルビジョン(株)		済		7/13/21 19:47		新治　光子		98		18		1		117		83.80%		正会員オペレータ		近畿

		10110326		(株)オプテージ		済		7/28/21 11:24		管理者		44		68		5		117		37.60%		正会員オペレータ		近畿

		10110328		(株)ジェイコムウエスト		済		44386.8298611111		石田　裕子		105		12		0		117		89.70%		正会員オペレータ		近畿

		10110331		(株)全関西ケーブルテレビジョン		済		7/8/21 16:49		山田　茂生		89		27		1		117		76.10%		正会員オペレータ		近畿

		10110333		(株)テレビ岸和田		済		7/12/21 15:29		嶋崎　宏和		107		9		1		117		91.50%		正会員オペレータ		近畿

		10110341		(株)明石ケーブルテレビ		済		7/16/21 15:05		松尾　明美		105		12		0		117		89.70%		正会員オペレータ		近畿

		10110344		ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス(株)		済		7/15/21 18:00		内山　正樹		97		20		0		117		82.90%		正会員オペレータ		近畿

		10110345		神河町ケーブルテレビネットワーク		済		7/6/21 11:36		岡部　成幸		94		23		0		117		80.30%		正会員オペレータ		近畿

		10110348		南あわじ市		済		7/5/21 17:38		奥田 泰大		81		36		0		117		69.20%		正会員オペレータ		近畿

		10110350		(株)ベイ・コミュニケーションズ		済		7/16/21 14:42		森原　一彦		98		19		0		117		83.80%		正会員オペレータ		近畿

		10110351		姫路ケーブルテレビ(株)		済		7/6/21 11:02		松本　圭司		99		17		1		117		84.60%		正会員オペレータ		近畿

		10110355		近鉄ケーブルネットワーク(株)		済		7/12/21 18:37		金井　博美		105		11		1		117		89.70%		正会員オペレータ		近畿

		10110356		こまどりケーブル(株)		済		7/16/21 18:29		山崎　理		101		15		1		117		86.30%		正会員オペレータ		近畿

		10110357		(株)サイバーリンクス		済		7/8/21 11:24		杉原　正洋		93		24		0		117		79.50%		正会員オペレータ		近畿

		10110359		鹿足郡事務組合		済		7/14/21 11:26		三宅　貴洋		96		21		0		117		82.10%		正会員オペレータ		中国

		10110361		(株)中海テレビ放送		済		7/15/21 15:52		鎌田　靖史		106		10		1		117		90.60%		正会員オペレータ		中国

		10110362		鳥取中央有線放送(株)		済		7/8/21 11:11		谷口　成樹		103		13		1		117		88.00%		正会員オペレータ		中国

		10110363		(株)鳥取テレトピア		済		7/6/21 17:02		奈良井　大輔		101		15		1		117		86.30%		正会員オペレータ		中国

		10110364		日本海ケーブルネットワーク(株)		済		7/8/21 14:23		坂口　淳子		104		12		1		117		88.90%		正会員オペレータ		中国

		10110365		出雲ケーブルビジョン(株)		済		7/27/21 5:53		北脇　厚		103		14		0		117		88.00%		正会員オペレータ		中国

		10110367		山陰ケーブルビジョン(株)		済		7/13/21 9:24		上代　徹		107		10		0		117		91.50%		正会員オペレータ		中国

		10110368		石見ケーブルビジョン(株)		済		7/13/21 10:12		福浜　秀利		101		15		1		117		86.30%		正会員オペレータ		中国

		10110369		井原放送(株)		済		7/6/21 22:12		原田　誠司		100		17		0		117		85.50%		正会員オペレータ		中国

		10110370		岡山ネットワーク(株)		済		7/12/21 19:54		瀧　哲郎		96		21		0		117		82.10%		正会員オペレータ		中国

		10110371		(株)吉備ケーブルテレビ		済		7/5/21 17:35		三村　和正		106		10		1		117		90.60%		正会員オペレータ		中国

		10110372		(株)倉敷ケーブルテレビ		済		7/9/21 10:19		小川　洋子		110		7		0		117		94.00%		正会員オペレータ		中国

		10110374		玉島テレビ放送(株)		済		7/6/21 13:18		大島　清		93		24		0		117		79.50%		正会員オペレータ		中国

		10110375		(株)テレビ津山		済		7/15/21 16:32		劔持　成利		103		15		-1		117		88.00%		正会員オペレータ		中国

		10110376		笠岡放送(株)		済		7/15/21 10:55		小寺　惣一		107		9		1		117		91.50%		正会員オペレータ		中国

		10110377		矢掛放送(株)		済		7/5/21 17:14		水川　哲也		96		20		1		117		82.10%		正会員オペレータ		中国

		10110378		島根県浜田市		済		7/12/21 17:15		三輪　祐二		80		37		0		117		68.40%		正会員オペレータ		中国

		10110380		(株)ちゅピＣＯＭおのみち		済		7/15/21 13:06		大池  茂文		108		9		0		117		92.30%		正会員オペレータ		中国

		10110382		(株)ケーブル・ジョイ		済		7/15/21 13:34		唐川　克秀		103		13		1		117		88.00%		正会員オペレータ		中国

		10110383		(株)ちゅピＣＯＭ		済		7/6/21 11:29		天野　陽介		91		25		1		117		77.80%		正会員オペレータ		中国

		10110384		(株)東広島ケーブルメディア		済		7/26/21 18:14		徳永　功		93		22		2		117		79.50%		正会員オペレータ		中国

		10110388		三原テレビ放送(株)		済		7/7/21 10:34		勝村　祥治		93		24		0		117		79.50%		正会員オペレータ		中国

		10110391		(株)アイ・キャン		済		7/15/21 16:40		吉村　満則		107		9		1		117		91.50%		正会員オペレータ		中国

		10110392		Ｋビジョン(株)		済		7/12/21 16:46		山田　高徳		102		15		0		117		87.20%		正会員オペレータ		中国

		10110393		(株)ケーブルネット下関		済		7/6/21 18:53		高見　龍憲		104		13		0		117		88.90%		正会員オペレータ		中国

		10110394		(株)シティーケーブル周南		済		7/6/21 19:13		中山　浩太		108		8		1		117		92.30%		正会員オペレータ		中国

		10110395		長門市		済		7/15/21 13:18		森重　秀睦		100		17		0		117		85.50%		正会員オペレータ		中国

		10110397		山口ケーブルビジョン(株)		済		7/6/21 16:38		倉田　昌彦		103		13		1		117		88.00%		正会員オペレータ		中国

		10110399		ひらたＣＡＴＶ(株)		済		7/15/21 13:54		金　忠宏		105		12		0		117		89.70%		正会員オペレータ		中国

		10110400		(株)池田ケーブルネットワーク		済		7/14/21 11:28		中川　由美		86		31		0		117		73.50%		正会員オペレータ		四国

		10110401		石井町有線放送農業協同組合		済		7/6/21 11:17		吉田　章吾		95		22		0		117		81.20%		正会員オペレータ		四国

		10110402		エーアイテレビ(株)		済		7/15/21 15:47		高堂　雅史		99		17		1		117		84.60%		正会員オペレータ		四国

		10110403		ケーブルテレビ徳島(株)		済		7/12/21 16:27		磨見　達彦		90		26		1		117		76.90%		正会員オペレータ		四国

		10110404		国府町農事放送農業協同組合		済		7/26/21 8:50		森岡　篤		94		23		0		117		80.30%		正会員オペレータ		四国

		10110405		(株)テレビ鳴門		済		7/6/21 10:02		金重　智		105		11		1		117		89.70%		正会員オペレータ		四国

		10110406		日本中央テレビ(株)		済		7/16/21 10:59		松本 博毅		81		35		1		117		69.20%		正会員オペレータ		四国

		10110407		(株)ひのき		済		7/12/21 17:39		森田　貴		97		19		1		117		82.90%		正会員オペレータ		四国

		10110408		(株)東阿波ケーブルテレビ		済		7/6/21 13:32		合田　直人		95		21		1		117		81.20%		正会員オペレータ		四国

		10110410		香川テレビ放送網(株)		済		7/16/21 10:25		松永　公伸		103		13		1		117		88.00%		正会員オペレータ		四国

		10110411		(株)ケーブルメディア四国		済		7/7/21 11:08		石井　文治		100		17		0		117		85.50%		正会員オペレータ		四国

		10110412		中讃ケーブルビジョン(株)		済		7/14/21 13:25		佐久間　知恵		105		11		1		117		89.70%		正会員オペレータ		四国

		10110413		三豊ケーブルテレビ放送(株)		済		7/15/21 14:41		高谷　昌宏		100		16		1		117		85.50%		正会員オペレータ		四国

		10110414		テレビ阿波(株)		済		7/5/21 17:28		八坂　晴彦		102		14		1		117		87.20%		正会員オペレータ		四国

		10110415		上板町有線テレビ(株)		済		7/6/21 14:37		長谷川　功一郎		85		31		1		117		72.60%		正会員オペレータ		四国

		10110416		(株)ケーブルネットおえ		済		7/6/21 11:10		片岡　和也		99		17		1		117		84.60%		正会員オペレータ		四国

		10110417		(株)四国中央テレビ		済		7/9/21 10:41		山下　博史		97		19		1		117		82.90%		正会員オペレータ		四国

		10110418		今治シーエーティーブィ(株)		済		7/26/21 15:08		門田　尚樹		106		10		1		117		90.60%		正会員オペレータ		四国

		10110419		宇和島ケーブルテレビ(株)		済		7/9/21 12:03		伊藤　克将		95		21		1		117		81.20%		正会員オペレータ		四国

		10110421		(株)愛媛ＣＡＴＶ		済		7/11/21 12:24		西田 文明		98		19		0		117		83.80%		正会員オペレータ		四国

		10110422		(株)ケーブルネットワーク西瀬戸		済		7/8/21 7:53		尾上　浩司		104		13		0		117		88.90%		正会員オペレータ		四国

		10110424		(株)ハートネットワーク		済		7/16/21 17:37		岡部　裕介		109		7		1		117		93.20%		正会員オペレータ		四国

		10110425		西予ＣＡＴＶ(株)		済		7/6/21 15:23		三瀬　春香		92		24		1		117		78.60%		正会員オペレータ		四国

		10110431		高知ケーブルテレビ(株)		済		7/12/21 16:40		近森　秀水		88		29		0		117		75.20%		正会員オペレータ		四国

		10110432		(一社)香南ケーブルテレビ		済		7/19/21 15:30		國松 美紀		103		13		1		117		88.00%		正会員オペレータ		四国

		10110433		よさこいケーブルネット(株)		済		7/8/21 15:40		今村　勉		108		9		0		117		92.30%		正会員オペレータ		四国

		10110434		西南地域ネットワーク(株)		済		7/15/21 14:24		北川　明彦		106		10		1		117		90.60%		正会員オペレータ		四国

		10110435		土佐有線テレビ施設組合		済		7/16/21 10:39		高橋　直人		88		28		1		117		75.20%		正会員オペレータ		四国

		10110437		那賀町ケーブルテレビ		済		7/15/21 17:13		折坂　浩通		90		27		0		117		76.90%		正会員オペレータ		四国

		10110438		徳島県南メディアネットワーク(株)		済		7/12/21 16:21		山本 篤司		86		30		1		117		73.50%		正会員オペレータ		四国

		10110439		三好市		済		7/6/21 10:11		谷　直哉		69		48		0		117		59.00%		正会員オペレータ		四国

		10110440		(株)ケーブルネットワーク桂川		済		7/7/21 18:04		中嶋　浩仁		88		28		1		117		75.20%		正会員オペレータ		九州

		10110442		(株)ジェイコム九州		済		7/6/21 18:43		高見　龍憲		102		15		0		117		87.20%		正会員オペレータ		九州

		10110443		(株)ＣＲＣＣメディア		済		7/24/21 14:30		大曲　光邦		97		19		1		117		82.90%		正会員オペレータ		九州

		10110447		(株)メック		済		7/15/21 16:59		高木　利矩		101		15		1		117		86.30%		正会員オペレータ		九州

		10110450		有田ケーブル・ネットワーク(株)		済		7/8/21 9:02		原田　好弘		98		18		1		117		83.80%		正会員オペレータ		九州

		10110451		伊万里ケーブルテレビジョン(株)		済		7/15/21 17:49		川田　毅		104		12		1		117		88.90%		正会員オペレータ		九州

		10110453		(株)ぴーぷる		済		7/5/21 17:49		山下　善史郎		105		11		1		117		89.70%		正会員オペレータ		九州

		10110454		(株)ケーブルワン		済		7/8/21 14:54		山口　伸吾		107		9		1		117		91.50%		正会員オペレータ		九州

		10110455		西海テレビ(株)		済		7/13/21 16:45		西山　真由美		87		29		1		117		74.40%		正会員オペレータ		九州

		10110456		佐賀シティビジョン(株)		済		7/7/21 8:54		江口　義弘		97		19		1		117		82.90%		正会員オペレータ		九州

		10110457		(株)多久ケーブルメディア		済		7/15/21 13:54		浦田　真治		87		29		1		117		74.40%		正会員オペレータ		九州

		10110459		(株)テレビ九州		済		7/13/21 10:13		蒲原　繁則		103		13		1		117		88.00%		正会員オペレータ		九州

		10110460		(株)ネット鹿島		済		7/28/21 14:20		松浦　博彦		105		11		1		117		89.70%		正会員オペレータ		九州

		10110461		藤津ケーブルビジョン(株)		済		7/8/21 12:33		松尾　秀則		101		16		0		117		86.30%		正会員オペレータ		九州

		10110465		諫早ケーブルメディア(株)		済		7/15/21 15:53		高巣　友裕		99		17		1		117		84.60%		正会員オペレータ		九州

		10110467		おおむらケーブルテレビ(株)		済		7/6/21 16:14		永田　雅彦		93		23		1		117		79.50%		正会員オペレータ		九州

		10110470		(株)ケーブルテレビジョン島原		済		7/6/21 10:52		佐々川　猛彦		91		25		1		117		77.80%		正会員オペレータ		九州

		10110471		九州テレ・コミュニケーションズ(株)		済		7/17/21 10:33		矢野　久仁男		102		15		0		117		87.20%		正会員オペレータ		九州

		10110472		(株)西彼ケーブルネットワーク								49		25		43		117		41.90%		正会員オペレータ		九州

		10110473		東彼ケーブルテレビ(株)								92		24		1		117		78.60%		正会員オペレータ		九州

		10110475		(株)長崎ケーブルメディア		済		44390.7923611111		青木　行久		93		23		1		117		79.50%		正会員オペレータ		九州

		10110476		(株)ひまわりてれび		済		7/15/21 14:25		宮崎　和久		88		28		1		117		75.20%		正会員オペレータ		九州

		10110478		福江ケーブルテレビ(株)		済		7/8/21 10:04		椿崎　幸平		84		32		1		117		71.80%		正会員オペレータ		九州

		10110480		天草ケーブルネットワーク(株)		済		7/16/21 11:06		山田　由美子		104		12		1		117		88.90%		正会員オペレータ		九州

		10110486		大分ケーブルテレコム(株)		済		7/6/21 12:53		小林　太郎		99		18		0		117		84.60%		正会員オペレータ		九州

		10110487		大分ケーブルネットワーク(株)		済		7/15/21 13:55		見越　俊介		93		23		1		117		79.50%		正会員オペレータ		九州

		10110488		ＫＣＶコミュニケーションズ(株)		済		7/7/21 12:06		中島　靖和		85		31		1		117		72.60%		正会員オペレータ		九州

		10110489		(株)ケーブルテレビ佐伯		済		7/14/21 14:32		川野　知治		95		21		1		117		81.20%		正会員オペレータ		九州

		10110490		ＣＴＢメディア(株)		済		7/15/21 9:54		野上　徹順		105		12		0		117		89.70%		正会員オペレータ		九州

		10110491		東大分システム(株)		済		7/6/21 15:05		岡本　代一		88		28		1		117		75.20%		正会員オペレータ		九州

		10110492		(株)北大ケーブル情報センター		済		7/26/21 17:57		武下　秀信		66		49		2		117		56.40%		正会員オペレータ		九州

		10110493		杵築市		済		7/12/21 15:44		河野　真一		103		14		0		117		88.00%		正会員オペレータ		九州

		10110495		(株)ケーブルメディアワイワイ		済		44384.4284722222		緒方　義信		107		10		0		117		91.50%		正会員オペレータ		九州

		10110496		ＢＴＶ(株)		済		7/15/21 12:03		福岡　三郎		113		4		0		117		96.60%		正会員オペレータ		九州

		10110497		宮崎ケーブルテレビ(株)		済		7/15/21 14:10		松尾　逸子		107		9		1		117		91.50%		正会員オペレータ		九州

		10110500		奄美テレビ放送(株)		済		7/8/21 17:51		暁　良太		87		29		1		117		74.40%		正会員オペレータ		九州

		10110504		皇徳寺ケーブルテレビ(株)		済		7/15/21 12:27		福岡　三郎		108		8		1		117		92.30%		正会員オペレータ		九州

		10110505		南九州ケーブルテレビネット(株)		済		7/16/21 9:59		高山　美智子		104		12		1		117		88.90%		正会員オペレータ		九州

		10110506		西之表テレビ共同聴視施設組合		済		7/26/21 10:36		中園　宗義		90		26		1		117		76.90%		正会員オペレータ		九州

		10110508		石垣ケーブルテレビ(株)		済		7/12/21 16:06		太田　裕人		99		17		1		117		84.60%		正会員オペレータ		九州

		10110509		沖縄ケーブルネットワーク(株)		済		7/12/21 17:58		比嘉　太一		101		15		1		117		86.30%		正会員オペレータ		九州

		10110510		宮古テレビ(株)		済		7/9/21 18:23		大窪　将介		104		12		1		117		88.90%		正会員オペレータ		九州

		10112002		飛騨高山ケーブルネットワーク(株)		済		7/5/21 17:37		原　弘展		107		9		1		117		91.50%		正会員オペレータ		東海

		10112004		(株)三次ケーブルビジョン		済		7/15/21 15:29		植木　恵美		109		7		1		117		93.20%		正会員オペレータ		中国

		10112005		輪島市ケーブルテレビ		済		7/6/21 9:26		平谷　健一		81		36		0		117		69.20%		正会員オペレータ		北陸

		10112006		木曽広域連合		済		7/12/21 16:38		高倉　剛		103		13		1		117		88.00%		正会員オペレータ		信越

		10112007		七尾市		済		7/6/21 15:34		室木　政寿		90		27		0		117		76.90%		正会員オペレータ		北陸

		10112011		豊後高田市		済		7/6/21 11:55		瀬々　賢幸		73		44		0		117		62.40%		正会員オペレータ		九州

		10112017		(株)周防ケーブルネット		済		7/13/21 13:30		廣茂　恵子		89		27		1		117		76.10%		正会員オペレータ		中国

		10112019		佐伯市		済		7/6/21 9:41		戸高　真一		90		27		0		117		76.90%		正会員オペレータ		九州

		10112023		那珂川町		済		7/16/21 10:53		近部　哲		81		36		0		117		69.20%		正会員オペレータ		北関東

		10112025		わたらせテレビ(株)		済		7/8/21 13:06		滝上　勇樹		100		16		1		117		85.50%		正会員オペレータ		北関東

		10112026		(株)五島テレビ		済		7/13/21 17:23		古田　正孝		86		30		1		117		73.50%		正会員オペレータ		九州

		10112027		(株)伊東アンテナ協会		済		7/7/21 10:06		井戸　孝一		77		39		1		117		65.80%		正会員オペレータ		東海

		10112030		石見銀山テレビ放送(株)		済		7/13/21 11:29		米 卓哉		102		14		1		117		87.20%		正会員オペレータ		中国

		10112031		(株)ケーブルテレビあなん		済		7/6/21 12:08		勝瀬　稔		87		29		1		117		74.40%		正会員オペレータ		四国

		10112032		四万十町役場		済		7/20/21 9:26		森下　克彦		99		18		0		117		84.60%		正会員オペレータ		四国

		10112033		(株)コミュニティメディア		済		7/27/21 14:14		中島　寛		100		16		1		117		85.50%		正会員オペレータ		九州

		10112034		北広島町		済		7/5/21 17:25		道川　和樹		99		18		0		117		84.60%		正会員オペレータ		中国

		10112035		朝来市		済		7/19/21 15:00		大東 宜仁		86		31		0		117		73.50%		正会員オペレータ		近畿

		10112040		美郷町ケーブルテレビジョン		済		7/13/21 16:38		松尾　洋希		85		32		0		117		72.60%		正会員オペレータ		九州

		10112041		邑南町		済		7/14/21 11:50		植田　啓司		93		24		0		117		79.50%		正会員オペレータ		中国

		10112042		山江村役場		済		7/12/21 18:09		尾方　義和		78		39		0		117		66.70%		正会員オペレータ		九州

		10112047		(有)韮崎電設		済		7/6/21 15:34		中山　満		71		45		1		117		60.70%		正会員オペレータ		南関東

		10112049		東近江ケーブルネットワーク(株)		済		7/12/21 11:59		堀口　浩敬		100		16		1		117		85.50%		正会員オペレータ		近畿

		10112052		(株)たけはらケーブルネットワーク		済		7/8/21 14:46		三國　はすみ		92		24		1		117		78.60%		正会員オペレータ		中国

		10112053		テレビやつしろ(株)		済		7/13/21 12:50		船木　昇		98		18		1		117		83.80%		正会員オペレータ		九州

		10112056		ゆずの里ケーブルテレビ(株)		済		7/6/21 17:04		小島　和喜		100		16		1		117		85.50%		正会員オペレータ		北関東

		10112057		(株)ケーブルネットワーク大月		済		7/13/21 11:08		岸野　真見		66		50		1		117		56.40%		正会員オペレータ		南関東

		10112058		エルシーブイ(株)		済		7/15/21 13:14		鴻野　国彦		104		13		0		117		88.90%		正会員オペレータ		信越

		10112059		小国町		済		7/6/21 15:48		佐々木　博隆		87		30		0		117		74.40%		正会員オペレータ		九州

		10112060		(株)ＱＴｎｅｔ		済		7/15/21 17:02		下本　優太		94		22		1		117		80.30%		正会員オペレータ		九州

		10112063		五木村		済		7/16/21 16:26		奥村　薫寛		75		42		0		117		64.10%		正会員オペレータ		九州

		10112065		豊後大野市		済		7/14/21 14:28		首藤　英治		81		36		0		117		69.20%		正会員オペレータ		九州

		10112066		枝幸町		済		7/26/21 14:23		宮崎 勇斗		94		23		0		117		80.30%		正会員オペレータ		北海道

		10112068		エフビットコミュニケーションズ(株)		済		7/15/21 12:28		北岡　翼		90		26		1		117		76.90%		正会員オペレータ		四国

		10112069		上島町ＣＡＴＶ		済		7/14/21 15:44		居村　智仁		80		37		0		117		68.40%		正会員オペレータ		四国

		10112075		阿波市ケーブルネットワーク		済		7/6/21 9:24		松田　健一		90		27		0		117		76.90%		正会員オペレータ		四国

		10112079		竹田市		済		7/12/21 15:24		山村　明		76		41		0		117		65.00%		正会員オペレータ		九州

		10112080		奥出雲町		済		7/14/21 8:47		恩田　梢		98		19		0		117		83.80%		正会員オペレータ		中国

		10112081		さぬき市		済		7/12/21 11:02		木村　晃祉		88		29		0		117		75.20%		正会員オペレータ		四国

		10112082		豊丘村		済		7/13/21 17:30		竹村　久永		72		45		0		117		61.50%		正会員オペレータ		信越

		10112083		白馬村		済		7/13/21 9:26		川田　敏土		78		39		0		117		66.70%		正会員オペレータ		信越

		10112084		東白川ＣＡＴＶ（東白川村）		済		7/15/21 13:42		小池　健明		90		27		0		117		76.90%		正会員オペレータ		東海

		10112087		(株)あいコムこうか		済		7/7/21 17:26		喜多　洋一		94		22		1		117		80.30%		正会員オペレータ		近畿

		10112092		佐久ケーブルテレビ(株)		済		7/20/21 9:53		渡辺　香花		103		13		1		117		88.00%		正会員オペレータ		信越

		10112101		白根ケーブルネットワーク(株)		済		7/12/21 15:40		手塚　真規子		104		12		1		117		88.90%		正会員オペレータ		南関東

		10112102		京丹波町ケーブルテレビ		済		7/15/21 16:05		保田　利和		85		32		0		117		72.60%		正会員オペレータ		近畿

		10112104		さかいケーブルテレビ(株)		済		7/7/21 8:49		西野　雅人		103		13		1		117		88.00%		正会員オペレータ		北陸

		10112114		勝沼ＣＡＴＶ(株)		済		7/15/21 11:07		高安　美佐		86		30		1		117		73.50%		正会員オペレータ		南関東

		10112118		佐賀市		済		7/6/21 15:08		本告　昌信		80		37		0		117		68.40%		正会員オペレータ		九州

		10112119		(一社)玖珠テレビ		済		7/16/21 13:59		池部　光則		77		39		1		117		65.80%		正会員オペレータ		九州

		10112120		壱岐市ケーブルテレビ		済		7/26/21 11:33		植村　祐司		94		23		0		117		80.30%		正会員オペレータ		九州

		10112126		西桂町テレビ共同視聴組合		済		7/6/21 9:07		渡辺　守		83		34		0		117		70.90%		正会員オペレータ		南関東

		10112127		木島平村		済		7/6/21 8:46		小澤　和麻		82		35		0		117		70.10%		正会員オペレータ		信越

		10112128		野沢温泉村		済		7/6/21 11:32		富井　潔		78		39		0		117		66.70%		正会員オペレータ		信越

		10112129		雲南市・飯南町事務組合		済		7/15/21 13:40		幸村　瑞之		89		28		0		117		76.10%		正会員オペレータ		中国

		10112130		能登町		済		7/27/21 10:47		寺下　昇		100		17		0		117		85.50%		正会員オペレータ		北陸

		10112131		魚沼市		済		7/15/21 13:46		五十嵐　誠		72		45		0		117		61.50%		正会員オペレータ		信越

		10112133		松浦ケーブル(株)		済		7/13/21 17:08		西山　真由美		83		33		1		117		70.90%		正会員オペレータ		九州

		10112134		(一財)八西ＣＡＴＶ		済		7/8/21 9:44		垣内　貴行		92		24		1		117		78.60%		正会員オペレータ		四国

		10112135		黒潮町		済		7/6/21 14:25		酒井　真哉		90		27		0		117		76.90%		正会員オペレータ		四国

		10112136		日田市		済		7/7/21 14:45		江藤　柾輝		79		38		0		117		67.50%		正会員オペレータ		九州

		10112142		(株)ネットフォー		済		7/27/21 10:02		西　亘		82		33		2		117		70.10%		正会員オペレータ		九州

		10112151		光ネットワーク(株)		済		7/15/21 17:28		若林　敏康		96		20		1		117		82.10%		正会員オペレータ		九州

		10112156		西会津町ケーブルテレビ		済		7/12/21 13:40		大出　伸男		86		31		0		117		73.50%		正会員オペレータ		東北

		10112157		都留市テレビ利用者組合		済		7/13/21 15:48		井上　和美		78		38		1		117		66.70%		正会員オペレータ		南関東

		10112158		東峰村		済		7/7/21 10:10		泉　健人		76		41		0		117		65.00%		正会員オペレータ		九州

		10112163		新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合		済		7/15/21 14:08		椎名　貞仁		87		30		0		117		74.40%		正会員オペレータ		北陸

		10112166		臼杵ケーブルネット(株)		済		7/6/21 19:21		糠塚　学		97		19		1		117		82.90%		正会員オペレータ		九州

		10112167		田子町		済		7/6/21 10:16		稲垣　秀昭		85		31		1		117		72.60%		正会員オペレータ		東北

		10112170		古河ケーブルテレビ(株)		済		7/16/21 20:00		野崎　圭一		103		13		1		117		88.00%		正会員オペレータ		北関東

		10112171		海士町		済		7/19/21 17:37		村尾　由美子		89		27		1		117		76.10%		正会員オペレータ		中国

		10112173		(株)忍野ＣＡＴＶ		済		7/16/21 14:07		萱沼　敦子		69		47		1		117		59.00%		正会員オペレータ		南関東

		10112189		萩テレビ(株)		済		7/6/21 12:09		中嶋　啓文		83		32		2		117		70.90%		正会員オペレータ		中国

		10112193		(株)ＴＡＭ		済		7/14/21 21:47		稲場　康晴		93		22		2		117		79.50%		正会員オペレータ		北陸

		10112194		ワイコム(株)		済		7/16/21 12:42		賣場　崇大		90		25		2		117		76.90%		正会員オペレータ		信越

		10112195		由利本荘市ＣＡＴＶセンター		済		7/9/21 11:19		鈴木　優人		79		36		2		117		67.50%		正会員オペレータ		東北



項目以外のデータを単純にコピペ



定例報告202103(202110211700）

		日付 ヒヅケ		シート		操作内容 ソウサナイヨウ		備考 ビコウ

		6/24/16		データ今回201503		取込ファイルのデータ項目構成変更にともなう列項目変更 トリコミコウモクコウセイヘンコウレツコウモクヘンコウ

		6/24/16		データ今回補正値		取込ファイルのデータ項目構成変更にともなう列項目変更 トリコミコウモクコウセイヘンコウレツコウモクヘンコウ

		6/24/16		★データ今回補正後201503		取込ファイルのデータ項目構成変更にともなう列項目変更 トリコミコウモクコウセイヘンコウレツコウモクヘンコウ

		8/16/16		ファイル名 メイ		作業中を削除。8月17日支部長会議用最終ファイルとして確定 サギョウチュウサクジョガツニチシブチョウカイギヨウサイシュウカクテイ		★定例報告必須(2016年3月版)20160816.xlsx

		8/17/16		ファイル名 メイ		作業中を追加。取込ファイル項目構成変更、不入力事業者推定欄関連修正開始 サギョウチュウツイカトリコミコウモクコウセイヘンコウフニュウリョクジギョウシャスイテイランカンレンシュウセイカイシ

		8/17/16		★データ今回補正後201503		取込ファイルのデータ項目構成変更にともなう列項目変更：デジアナ変換2項目削除 トリコミコウモクコウセイヘンコウレツコウモクヘンコウヘンカンコウモクサクジョ

		8/22/17		★データ前年201603		支部別集計表、ランク別集計表の「売上回答事業者数」関数修正：0もカウントする シブベツシュウケイヒョウベツシュウケイヒョウカンスウシュウセイ

		8/22/17		★データ今回201703		支部別集計表、ランク別集計表の「売上回答事業者数」関数修正：0もカウントする シブベツシュウケイヒョウベツシュウケイヒョウカンスウシュウセイ

		11/20/19		全体ピボット ゼンタイ		Excel2016で当該シートを開くと、Excel停止となるため、シートを削除（分離） トウガイヒラテイシサクジョブンリ		分離ファイル名「★定例報告必須(2019年3月)20191025 - backup2_全体ピボット.xlsx」 ブンリメイ





定例報告202103(202110201029)

		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		※アナログ多CH世帯数		有料衛星放送契約世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		(うちプライマリ)		(うちセカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日		県別入力有無		エリア都道府県

		10110002		旭川ケーブルテレビ(株)		北海道		北海道		27				110,200		110,200		28,561		2,308		7,074		0		7,074		23,024		7,391		89		10,767		1,504		3,686		5,577		6,277		6,297		20		1,527		1,531,791		529,733		1,002,058		0		3/31/21						齋藤　裕一		常務取締役　		0166-22-0707		saitou@catv-potato.co.jp		110,200		110,200		28,561		13		7,074		7,391		10,767		6,277						0		北海道

		10110004		(株)帯広シティーケーブル		北海道		北海道		47		3		81,700		81,700		26,379		0		9,364				9,364		26,379		10,943		892		11,972		10,294				1,678		8,598		8,598				911		1,239,573		619,651		619,922		0		3/31/21						松浦　俊光		業務部長		0155-23-1511		t.matsuura@g.octv.ne.jp		81,700		81,700		26,379		82		9,364		10,943		11,972		8,598						0		北海道

		10110006		(株)ジェイコム札幌		北海道		北海道		0		17		846,591		846,591		550,037				129,961				129,961		550,037		129,961		37,688		125,892		2,711		15,212		107,969		101,438		101,438				13,967		16,870,427		6,216,073		6,583,993		4,070,361		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		國木　典昭		管理部　リーダー		011-857-2890		kunikin@jupiter.jcom.co.jp		846,591		846,591		550,037		19,511		129,961		129,961		125,892		101,438						0		北海道

		10110007		伊達市		北海道		北海道		1				629		629		428		0		0						428		0				189		189						0						0		10,627		10,627						3/31/21						大宮　富美夫				0142-68-6111		chiikijumin@city.date.hokkaido.jp		629		629		428		428		0		0		189		0						0		北海道

		10110010		青森ケーブルテレビ(株)		東北		青森県		29		5		90,035		90,035		30,933		5,349		17,990		0		15,330		30,933		16,077		334		8,805		5,468		0		3,337		4,033		3,988		45		66		1,339,181		887,711		451,470		0		3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟) ※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				工藤　哲		常務取締役		017-773-4422		s-kudo@actv.ne.jp		90,035		90,035		30,933		1,171		17,990		16,077		8,805		4,033						0		青森県

		10110011		三沢市ケーブルテレビジョン		東北		青森県		4		10		19,334		16,978		16,978				0						16,978		0				0								0								1,225		1,084		0		141		3/31/21		総務省に報告済みの令和2年度決算見込額である 決算年月日については2021年9月議会にて承認予定				中野　和恵		三沢市役所　政策部広報広聴課　ＣＡＴＶ情報室　放送サービス係長		0176-51-1349		msw_catv@misawashi.aomori.jp		19,334		16,978		16,978		16,978		0		0		0		0						0		青森県

		10110012		(株)八戸テレビ放送		東北		青森県		22		2		73,600		58,800		24,022		0		10,426								10,426		2,198		5,219		2,917		2,302				4,536		4,536		0		727		842,331		538,222		187,673		116,435		3/31/21		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				上野　由美子		総務部総務課　課長		0178-24-1111		soumu@htv-catv.co.jp		73,600		58,800		24,022		9,109		10,426		10,426		5,219		4,536						0		青森県

		10110015		(株)一関ケーブルネットワーク		東北		岩手県		14		3		14,400		13,997		7,270		0		1,858				1,858		8,872		3,035		69		1,505		651		764		42		1,310		1,310						299,778		185,393		85,308		29,077		6/30/20		※20210709 総売上等は前回入力時と変わりません。2021年6月期の決算が明らかになるのは9月上旬であるため。  ※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				清水　祐喜		局長		0191-21-1256		icn-simizu_yu@icn-net.ne.jp		14,400		13,997		7,270		0		1,858		3,035		1,505		1,310						0		岩手県

		10110016		岩手ケーブルテレビジョン(株)		東北		岩手県		14				93,450		79,432		33,397				2,118		0		3,588		33,397		3,588		226		1,496		1,496						0								408,564		274,481		57,144		76,939		9/30/20						千葉　繁雄		総務部　部長		019-654-7711		soumu@ictnet.co.jp		93,450		79,432		33,397		29,176		2,118		3,588		1,496		0						0		岩手県

		10110017		三陸ブロードネット(株)		東北		岩手県		13		0		16,860		9,216		3,828		1,344		359		55		316		3,828		316		0		0		0		0		0		0		0		0		0		107,812		99,247		0		8,564		3/31/21						坂本　由加		代表取締役専務		0193-24-2600		catvmaster@sanriku-broadnet.co.jp		16,860		9,216		3,828		1,344		359		316		0		0						0		岩手県

		10110018		北上ケーブルテレビ(株)		東北		岩手県		15		0		25,766		25,766		7,137		0		4,669		0						4,669		118		973								0						64		373,482		310,524		62,958		0		3/31/21						菊池　充		総務部課長		0197-64-5111		kctv@ginga-net.ne.jp		25,766		25,766		7,137		0		4,669		4,669		973		0						0		岩手県

		10110019		(株)遠野テレビ		東北		岩手県		15		3		10,700		10,700		7,539		1,977		5,960		0		5,960		7,539		5,960		363		3,738		3,217		521				0								273,680						273,680		3/31/21		(年度総売上備考：行政からの委託業務等により運営）				伊藤　賢一		技術グループマネージャー		0198-63-1711		k-ito@tonotv.com		10,700		10,700		7,539		1,179		5,960		5,960		3,738		0						0		岩手県

		10110020		ニューデジタルケーブル(株)		東北		岩手県		73		1		115,000		88,500		22,387		19,758		3,983				4,130		19,143		3,983		12		13,274		6,720		318		6,236		7,867		7,764		103		1,548		981,215		384,922		596,293				3/31/21						頓宮　雅子				0198-26-5110		tongu@newdc.co.jp		115,000		88,500		22,387		0		3,983		3,983		13,274		7,867						1		北海道

		10110021		水沢テレビ(株)		東北		岩手県		10		0		21,000		21,000		4,521		0		2,158		0		2,158				2,158		0		729		459		238		32		0						0		156,000		120,000		36,000		0		8/31/20						伊藤　泰司		代表取締役社長		0197-22-6060		t-ito@catv-mic.ne.jp		21,000		21,000		4,521		2,363		2,158		2,158		729		0						0		岩手県

		10110030		気仙沼ケーブルネットワーク(株)		東北		宮城県		10				22,764		18,065		3,788		157		1,739				1,739		3,832		1,739				1,188		1,188						0								346,064		111,468		30,175		204,421		3/31/21						小松　厚		総務部長		0226-23-3131		a-komatu@k-macs.ne.jp		22,764		18,065		3,788		92		1,739		1,739		1,188		0						0		宮城県

		10110031		宮城ケーブルテレビ(株)		東北		宮城県		15		0		390,000		390,000		14,444		0		4,290		0		4,290		14,444		4,083		277		1,113		899		0		214		964		964				86		472,230		312,393		75,827		84,100		3/31/21		その他売り上げ増加理由：平成29年10月よりケーブルプラスでんき販売開始 ※20180730 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				八木　伸太郎		事業統括部長代理		022-367-7711		s-yagi@c-marinet.ne.jp		390,000		390,000		14,444		3,767		4,290		4,083		1,113		964						0		宮城県

		10110032		仙台ＣＡＴＶ(株)		東北		宮城県		26		4		130,000		130,000		57,931		2,745		8,355		0		8,355		57,931		8,355		589		7,701		4,112		2,510		1,079		5,909		5,909				0		1,019,130		542,695		394,669		81,766		3/31/21						日高　邦明		代表取締役社長		022-225-2211		hidaka@cat-v.co.jp		130,000		130,000		57,931		32,212		8,355		8,355		7,701		5,909						0		宮城県

		10110033		宮城ネットワーク(株)		東北		宮城県		39		58		243,100		243,100		129,600		0		33,500		0		26,000		109,000		33,500		0		29,900		25,900		2,400		0		7,700		0		180		0		2,918,648												ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務本部　副本部長						190,400		190,400		128,300		41,937		33,000		28,900		29,500		1,200				10/1/11		0		北海道

		10110040		(株)秋田ケーブルテレビ		東北		秋田県		95		3		120,000		95,000		53,312		29,707		27,521		0		26,550		40,885		27,521		5,696		25,878		6,342		265		19,271		24,323		24,323				470		3,481,853		1,590,432		1,165,886		725,533		3/31/21		※当該年度より収益認識に関する会計基準を適用				飯塚　雅子		コーポレート本部　本部長		018-865-5141		cna-jcta@cna-catv.co.jp		120,000		95,000		53,312		7,964		27,521		27,521		25,878		24,323						0		秋田県

		10110045		(株)ダイバーシティメディア		東北		山形県		36		0		88,624		44,332		30,865		0		4,823								4,823		0		4,126		2,087				2,173		840		851		0		0		667,324		350,383		176,275		140,666		3/31/21						奥出　潔		総務局長		023-624-5000		kikaku@ma.catvy.ne.jp		88,624		44,332		30,865		0		4,823		4,823		4,126		840						0		山形県

		10110046		(株)庄内社会教育事業センター		東北		山形県						499		499		100		0		0								0		0		0								0						0												※20160812　0円更新				削除済		代表取締役						499		499		100		0		0		0		0		0				3/31/16		0		山形県

		10110047		(株)ニューメディア		東北		山形県		55		3		522,763		522,763		126,139		67,301		30,753		0		30,753		122,543		39,195		360		99,093		19,271		0		79,822		50,738		50,693		45		2,733		7,657,400		2,202,275		3,472,543		1,982,581		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20200707 決算年月日修正				安部　和樹		本社総務統括本部課長		0238-24-2525		abe.kazuki@ncv.co.jp		522,763		522,763		126,139		14,343		30,753		39,195		99,093		50,738						1		山形県

		10110051		(一財)研究学園都市コミュニティケーブルサービス		北関東		茨城県		28		8		72,945		72,198		65,783		7,315		9,246		0		10,083		65,783		9,246		150		8,603		1,150		1,490		5,957		6,973		6,973		0		0		1,643,493		805,091		725,251		113,151		3/31/21						森　理		放送部　放送部次長		029-852-6111		mori@accs.or.jp		72,945		72,198		65,783		43,128		9,246		9,246		8,603		6,973						0		茨城県

		10110052		土浦ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県				9		251,750		251,750		125,327		0		61,316				61,316		125,327		61,316		12,315		47,363		1,932		9,189		36,242		49,554		49,554				4,161		7,817,781		3,202,185		3,050,111		1,565,485		3/31/21		※20210802 内訳（放送）訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		ＪＣＯＭ(株)		千葉　隆志		人事・管理統括部 アシスタントマネージャー		047-315-9081		ChibaT@jupiter.jcom.co.jp		251,750		251,750		125,327		14,535		61,316		61,316		47,363		49,554						0		茨城県

		10110053		日本通信放送網(株)		北関東		茨城県		9		0		65,000		45,000		861		0		298		298				480		298		0		720		0		0		720		0		0		0		0																削除済		総務課						65,000		45,000		861		0		298		298		720		0				3/31/14		0		茨城県

		10110054		(株)ＪＷＡＹ		北関東		茨城県		49		29		107,171		107,171		31,552		1,983		14,633		0		14,633		31,552		16,497		165		17,367		5,664		5,510		6,193		14,658		14,559		99		0		1,903,746		1,018,685		885,061				3/31/21						清水　治		総務部		0294-22-3080		osamu.shimizu@jway.co.jp		107,171		107,171		31,552		547		14,633		16,497		17,367		14,658						0		茨城県

		10110055		宇都宮ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		46		2		135,000		135,000		40,685		11,808		9,394		0		1,410		40,685		9,394		0		14,645		3,532		237		10,876		9,946		9,946		0		0		1,555,139		582,706		950,803		21,630		3/31/21						加藤　靖		専務取締役		028-638-8090		ykato@ucatv.ne.jp		135,000		135,000		40,685		26,808		9,394		9,394		14,645		9,946						0		栃木県

		10110056		鹿沼ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		24		5		37,000		37,000		13,700		12,200		6,600				7,600		13,700		7,100		71		13,000		0		4,400		8,600		9,850		9,850		0		1,800		1,432,924		489,236		943,688				3/31/21						川口　信二		企画室　企画室長		0289-63-0005		kawaguti@bc9.ne.jp		37,000		37,000		13,700		100		6,600		7,100		13,000		9,850						0		栃木県

		10110057		佐野ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		21		13		41,900		41,900		18,478		9,000		5,279		0		5,279		18,478		7,459		88		9,034		4,542		2,212		2,280		8,333		8,301		32				1,055,147		473,856		581,291				3/31/21						成瀬　正彦　		経営企画開発室長		0283-21-2121		naruse@mirun.sctv.jp		41,900		41,900		18,478		0		5,279		7,459		9,034		8,333						0		栃木県

		10110058		塩原ケーブルテレビ協同組合		北関東		栃木県						1,269		859		859		0		0		0		0		859		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15,352		15,328				24		3/31/21		(年度総売上備考：組合費、施設使用料）  ※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟)				君島　一文		事務局		0287-32-3275		stv5@nasuinfo.or.jp		1,269		859		859		859		0		0		0		0						0		栃木県

		10110059		ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		179		11		236,015		236,015		55,240		52,582		45,964		0		45,964		55,240		45,964		10,775		54,128		4,519		1,184		48,425		43,426		43,215		211		1,856		5,438,071		2,132,489		2,075,975		1,229,607		3/31/21						藤枝　陽子		管理部経理課　主任		0282-25-1811		fujieda@cabletv.jp		236,015		236,015		55,240		2,539		45,964		45,964		54,128		43,426						1		茨城県

		10110060		テレビ小山放送(株)		北関東		栃木県		40		9		82,061		82,061		37,654		4,764		7,538		0				37,654		8,732		521		6,745		527		4,942		1,276		5,567		5,567		0		488		973,354		589,742		346,590		37,022		9/30/20						宇和嶋　則夫		事業部　部長		0285-23-2220		uwajima@tvoyama.ne.jp		82,061		82,061		37,654		32		7,538		8,732		6,745		5,567						0		栃木県

		10110061		光ケーブルネット(株)		北関東		群馬県		40				31,600		31,600		6,766		0		6,681		6,837						1,681		0		3,524														0																削除済		放送部						31,600		31,600		6,766		234		6,681		1,681		3,524		0				6/18/13		0		群馬県

		10110063		真岡ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		11		1		27,248		23,386		3,700		0		1,637		0		1,955		3,527		1,955		0		1,303		1,062		183		88		3						0		237,923														削除済		企画部　課長						27,248		23,386		3,700		5		1,637		1,955		1,303		3				9/18/14		0		栃木県

		10110065		入間ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		55		0		81,777		78,192		38,450		20,464		15,829		0		9,864		15,829		15,829		1,778		14,136		1,530		7,437		5,166		14,255		14,229		26		1,519		1,844,645		976,277		815,257		53,110		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				對馬　央大		管理部総務課　課長		04-2965-0550		a-tsushima@ictv-g.co.jp		81,777		78,192		38,450		0		15,829		15,829		14,136		14,255						1		埼玉県

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		716		130		2,848,889		2,848,889		1,681,138		5,822		582,811				582,811		1,681,138		582,811		152,795		527,971		36,514		103,066		388,391		505,539		505,539		0		52,833		77,044,499		28,695,119		30,931,324		17,418,056		3/31/21		＊		ＪＣＯＭ(株)		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,848,889		2,848,889		1,681,138		243,174		582,811		582,811		527,971		505,539						1		埼玉県

		10110067		川越ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		30		32		111,600		111,600		82,957		0		23,275		0		23,275				23,275		0		12,915		10,906		608		1,401		5,276		5,276				0		1,870,376		1,111,425		463,622		76,023						ジャパンケーブルネット(株)		削除済		総務部　人事・総務課長						111,600		111,600		80,082		5,800		22,576		24,640		11,935		0				3/31/11		0

		10110068		行田ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		11		1		34,000		34,000		5,685		1,158		2,900		0		2,096		5,685		2,900		5		1,577		120		323		1,134		909		909		0		0		284,372		178,342		106,030				3/31/21		※20210729　年度総売上実績　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				横須賀　公司　		取締役　放送局長		048-553-2122		yokosuka@tvg.ne.jp		34,000		34,000		5,685		13		2,900		2,900		1,577		909						0		埼玉県

		10110069		(株)ジェイコム熊谷		北関東		埼玉県		0		31		52,217		52,217		24,126		0		9,370				9,370		24,126		9,370		0		6,045		3,625		372		2,048		4,365		4,365				0		879,371		518,785		253,605		106,981		3/31/14				ＪＣＯＭ(株)		削除済		取締役　管理部長						52,217		52,217		24,845		570		9,193		9,193		5,740		3,764				12/31/14		0		埼玉県

		10110070		(株)ジェイコム川口戸田		北関東		埼玉県		54		14		235,215		235,215		185,869		0		46,052				46,052		185,869		46,052		31		41,529		13,331		1,440		26,758		38,186		38,186		0		5,394		5,570,027		2,319,896		2,164,430		1,085,701		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理統括部						232,688		232,688		182,709		44,324		45,041		45,041		39,230		37,854				3/31/19		0		埼玉県

		10110071		狭山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		33		9		70,221		70,221		38,174		4,324		6,716		0		4,115		38,174		6,716		0		6,687		1,353		457		4,877		7,230		7,230		0		0		1,106,247		548,074		441,596		116,577		3/31/21						太田　和正		総合企画部　総務課		04-2907-9246		oota@staff.s-cat.ne.jp		70,221		70,221		38,174		22,631		6,716		6,716		6,687		7,230						0		埼玉県

		10110072		(株)シティケーブルネット		北関東		埼玉県		29		51		146,107		146,107		93,427		0		30,712		536						30,176		0		19,670		10,868		6,086		2,716		6,741		6,741				0		3,009,883		1,815,457		727,640		6,037						ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理部						143,000		143,000		93,000		11,247		28,400		24,800		18,000		2,100				3/1/11		0

		10110074		(株)ジェイコム東上		北関東		埼玉県		16		49		177,800		172,143		101,504		0		24,453		356		16,000		16,000		24,097		0		14,099		9,752		2,573		1,774		7,392		7,392				0		2,130,551		1,154,231		386,427		168,578						ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部　部長						177,800		177,800		99,400		59,000		22,200		19,000		12,400		0				3/1/11		0

		10110075		飯能ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		19		18		54,000		50,000		21,588				1,004		0		1,004		21,588		2,634		0		5,167		2,728		123		2,316		3,795		3,795				86		619,652		377,182		242,470		0		3/31/21						小清水　豊		企画開発室　室長		042-974-3611		kosimizu@tv-hanno.co.jp		54,000		50,000		21,588		0		1,004		2,634		5,167		3,795						0		埼玉県

		10110076		本庄ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		18		0		27,000		26,000		4,264		4,264		3,739		0		3,742		3,914		3,914		0		2,183		0		0		2,183		290		205		85		68		424,436		305,594		118,842		0		3/31/21						山下　美由紀		管理本部　部長		0495-23-0001		toya-catv@catnet.jp		27,000		26,000		4,264		300		3,739		3,914		2,183		290						0		埼玉県

		10110078		蕨ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		18		1		36,000		30,000		24,770		4,236		5,673				1,453		24,770		5,673		71		5,534		1,944		2,301		1,289		3,547		3,497		50		0		818,173		379,772		227,176		211,225		3/31/21		※20210802 　総売上・内訳を更新（事業者よりのメールを元に）(@連盟)				高田　修介		総務部		048-444-3333		shusuke@warabi.ne.jp		36,000		30,000		24,772		7,003		4,416		5,936		5,752		3,427						0		埼玉県

		10110079		東松山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		8		0		68,017		34,831		7,022		2,449		3,213				1,659		3,213		3,213		300		4,154		389		2,617		1,148		4,079		4,072		7		587		426,571		173,999		231,066		21,506		3/31/21		※2021.8.3 実績内訳・その他　を更新(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				上野　晃		総務課		0493-27-8200		a-ueno@ictv-g.co.jp		68,017		34,831		7,022		51		3,213		3,213		4,154		4,079						0		埼玉県

		10110080		江戸川ケーブルテレビ(株)		東京		東京都		33		68		292,400		292,400		159,498		0		40,979		0		0		25,868		40,979		0		15,757		8,408		4,285		3,064		8,789		8,789				0		3,979,973		2,471,445		481,104								ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部　部長						292,400		292,400		159,498		10,534		40,979		40,979		15,757		8,789				6/30/11		0

		10110081		(株)ジェイコム大田		南関東		東京都		0		27		274,700		274,700		181,300		15,377		39,551				39,551		181,300		39,551		25		35,252		9,820		996		24,436		34,314		34,314		0		2,661		4,658,489		2,001,064		1,932,531		724,894		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						274,874		274,874		180,385		44,034		38,785		38,785		33,446		34,570				3/31/19		0		東京都

		10110082		(株)ジェイコムせたまち		南関東		神奈川県				62		436,265		436,265		151,318		0		56,199								42,674		0		26,518								9,024						0																								436,265		436,265		151,318		36,678		56,199		42,674		26,518		9,024				10/17/07		0

		10110084		(株)ジェイコム東京北		南関東		東京都		0		31		204,552		204,552		149,238				32,004				32,004		149,238		32,004		52		30,118		10,168		1,155		18,795		30,085		30,085				1,713		3,727,695		1,631,905		1,626,363		469,427		3/31/18				ＪＣＯＭ(株)		削除済								204,552		204,552		149,238		26,478		32,004		32,004		30,118		30,085				6/30/18		0		東京都

		10110085		(株)ジェイコム足立		南関東		東京都		0		22		333,200		333,200		189,100		0		53,838		0		53,838		189,100		53,838		33		44,456		14,795		484		29,177		42,261		42,261		0		3,045		6,168,388		2,798,368		2,382,260		987,761		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー						331,389		331,389		186,281		2,931		53,017		53,017		42,738		42,603				3/31/19		0		東京都

		10110086		(株)ジェイコム港新宿		南関東		東京都		0		33		401,988		401,988		248,129				35,669				35,669		248,129		35,669		73		25,250		7,349		635		17,266		21,716		21,716				1,481		4,805,713		2,890,780		1,409,607		505,326		3/31/18				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						401,988		401,988		248,129		51,932		35,669		35,669		25,250		21,716				12/31/18		0		東京都

		10110087		さくらケーブルテレビ(株)		東京		東京都						126,370		119,291		79,000		0		15,000								10,649		0		5,753								4,000						0														ＪＣＯＭ(株)		削除済		人事管理本部　管理部長						126,370		119,291		79,000		38,610		15,000		10,649		5,753		4,000				10/22/08		0

		10110088		(株)ジェイコム中野		南関東		東京都		0		25		218,700		218,700		155,300		0		37,248				37,248		155,300		37,248		32		32,196		11,101		487		20,608		25,008		25,008		0		2,308		4,272,742		2,016,421		1,660,844		595,477		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						217,219		217,219		149,918		42,432		36,158		36,158		30,043		25,300				3/31/19		0		東京都

		10110089		(株)ジェイコム東京		南関東		東京都		1231		438		5,044,103		5,044,103		3,528,858		17,014		998,229				998,229		3,528,858		998,229		254,824		893,620		51,699		161,666		680,255		776,101		776,101		0		83,339		131,963,287		53,004,469		52,279,844		26,678,973		3/31/21		自治体出資占有率は1.58%。		ＪＣＯＭ(株)		田畑　優仁		人事・管理統括部		03-4521-5100		TabataMs@jupiter.jcom.co.jp		5,044,103		5,044,103		3,528,858		545,277		998,229		998,229		893,620		776,101						1		東京都

		10110090		(株)城北ニューメディア		東京		東京都		11		34		104,600		104,600		104,600		0		14,016		1,976						12,040		0		5,872		2,705		2,408		759		3,485		3,485		0		0		1,050,585		866,796		237,867		158,563						ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　次長						93,200		81,600		80,900		43,274		13,100		9,400		5,100		1,800				10/31/10		0		北海道

		10110092		(株)ジェイコムイースト		南関東		東京都		0		245		3,705,700		3,705,700		2,423,900		740		830,813				830,813		2,423,900		830,813		1,266		708,967		177,429		24,215		507,323		704,853		704,853		0		60,142		104,949,238		42,491,346		42,959,697		19,498,194		3/31/19		千円未満切り捨てのため、県別合計と差異が生じています。		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第二ブロック						3,705,700		3,705,700		2,423,900		381,631		830,813		830,813		708,967		704,853				5/31/19		1		東京都

		10110093		多摩ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		32		10		113,561		113,561		59,872		1,640		23,453		0		23,453		59,872		23,453		300		18,466		1		4,107		14,358		18,774		18,753		21		101		2,685,199		1,526,906		1,158,293		0		3/31/21						宮寺　光久		取締役　技術部長		0428-32-1351		miyadera@tcnnet.co.jp		113,561		113,561		59,872		216		23,453		23,453		18,466		18,774						0		東京都

		10110094		(株)多摩テレビ		南関東		東京都		27		13		154,870		73,182		66,551		0		3,355				5,744				5,744		704		5,454		1,634		102		3,718		4,916		4,916				0		1,148,579		802,965		306,163		39,451		3/31/21		特になし。				三宅　徹平		総務経理課		042-339-5519		webmaster@ttv.co.jp		154,870		73,182		66,551		1,166		3,355		5,744		5,454		4,916						0		東京都

		10110095		調布ケーブルテレビジョン(株)		東京		東京都						190,000		190,000		135,000		0		36,000								14,700		0		14,600								800						0																								190,000		190,000		135,000		24,800		36,000		14,700		14,600		800				10/17/07		0

		10110096		(財)東京ケーブルビジョン		東京		東京都		30		6		170,000		170,000		69,758		0		6,104		0						6,104		0		2,910		1,023		1,236		651		3,159		3,159		0		0		708,608														削除済		総務部　課長補佐						170,000		170,000		73,771		0		6,316		6,126		3,000		3,239				10/31/13		0		東京都

		10110097		東京ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		72		26		280,000		280,000		181,000		18,200		24,100		0		24,100				24,100		751		13,700		1,000		1,300		11,400		10,600		10,600				0		4,844,101		2,018,071		1,464,374		1,361,656		3/31/21		２０２１／７／１３　更新				魚本　直隆		企画推進室　企画推進室長		03-5615-8213		n_uomoto@tcn-catv.co.jp		280,000		280,000		181,000		119,000		24,100		24,100		13,700		10,600						0		東京都

		10110098		(株)東京テレポートセンター		東京		東京都		14		14		3,301		3,301		3,245		0		0		0						0		0		0								0						0																削除済		管理部　事業課						3,301		3,301		3,245		3,245		0		0		0		0				3/31/11		0

		10110100		東京電力(株)		東京		東京都		38227				6,512		6,512		6,512		0												0																0																削除済		グループ事業推進部　グループ経営企画第二グループ　副長						3,239		3,239		3,239		3,239		0		0		0		0				3/31/11		0

		10110101		東京ベイネットワーク(株)		南関東		東京都		64		19		372,592		348,859		264,579		0		20,399								20,399		4,261		19,238								20,097		20,097				12		3,267,921		2,135,992		1,131,930		0		3/31/21		放送と通信の区分は、グループが定める基準で計算しています。		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		山路　広志		管理部		03-6811-6011		h.yamaji@tokyobaynet.co.jp		372,592		348,859		264,579		0		20,399		20,399		19,238		20,097						0		東京都

		10110103		豊島ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		31		12		178,595		140,000		137,373		0		9,274		0		9,274		137,373		20,038		958		18,678		6,446		901		11,331		11,318		11,318				0		1,745,643		943,016		738,295		64,332		8/31/20						内田　洋		営業部　部長		03-5951-4400		uchida@toshima.co.jp		178,595		140,000		137,373		0		9,274		20,038		18,678		11,318						0		東京都

		10110104		(株)日本ケーブルテレビジョン		南関東		東京都		73		0		11		11		11		0		0								0		0		0								0						0												※20160812　0円更新→未確定に変更				黒川　正明		放送事業局　第2営業部　企画担当部長		03-3568-8224		kurokawa@jctv.co.jp		11		11		11		0		0		0		0		0						0		東京都

		10110105		(株)ニューメディア総研		東京		東京都		302		268								0		0										0										0						0		5,149,294														削除済		開発第４部　部長						0		0		0		0		0		0		0		0				5/21/08		0

		10110107		(株)ジェイコム八王子		南関東		東京都		0		20		243,000		243,000		145,600		1,538		47,048				47,048		145,600		47,048		68		39,694		15,222		479		23,993		38,400		38,400		0		3,506		5,690,914		2,415,017		2,237,176		1,038,721		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						241,062		241,062		143,685		18,533		46,878		46,878		38,362		38,237				3/31/19		0		東京都

		10110108		(株)ジェイコム日野		南関東		東京都		0		10		96,700		96,700		71,700		0		23,402				23,402		71,700		23,402		28		20,998		7,465		317		13,216		19,009		19,009		0		1,504		2,866,404		1,174,223		1,161,788		530,393		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						96,503		96,503		72,158		11,612		23,232		23,232		20,240		18,966				3/31/19		0		東京都

		10110109		(株)ジェイコム多摩		南関東		東京都		0		19		260,900		260,900		170,000		0		48,967				48,967		170,000		48,967		47		41,424		14,015		1,366		26,043		43,815		43,815		0		3,059		6,047,366		2,559,475		2,437,278		1,050,614		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						254,200		254,200		168,263		12,964		48,507		48,507		40,113		43,810				3/31/19		0		東京都

		10110110		(株)ケーブルテレビ品川		南関東		東京都		1		0		214,029		210,000		190,603		1,191		12,351		0		24,135		190,603		24,135		397		30,399		7,587		17,656		6,272		25,153		25,153				55		3,021,583		1,650,727		1,370,856		0		3/31/21		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				糸田　純一		イッツ・コミュニケーションズ（株）経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		214,029		210,000		190,603		57,336		12,351		24,135		30,399		25,153						0		東京都

		10110111		(株)ジェイコム武蔵野三鷹		南関東		東京都		0		13		180,900		180,900		120,100		0		39,008				39,008		120,100		39,008		36		34,292		11,495		703		22,094		29,579		29,579		0		2,137		4,702,601		2,075,147		1,846,585		780,869		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						180,386		180,386		119,636		7,873		38,627		38,627		32,917		29,729				3/31/19		0		東京都

		10110115		(株)イースト・コミュニケーションズ		南関東		千葉県		0		2		7,650		7,650		6,715		1,216		867				867		6,715		1,723		0		2,666		0		0		2,666		2,302		2,302				0		288,345		142,426		145,919				3/31/20				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		削除済		課長						7,650		7,650		6,715		0		867		1,723		2,666		2,302				9/30/20		0		千葉県

		10110116		(株)ジェイコム市川		南関東		千葉県		0		26		249,708		249,708		166,822		0		47,500				47,500		166,822		47,500		115		42,521		13,406		646		28,469		35,343		35,343				3,061		5,788,934		2,346,827		2,247,253		1,194,855		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						249,708		249,708		166,822		8,405		47,500		47,500		42,521		35,343				3/31/19		0		千葉県

		10110117		(株)いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ		南関東		千葉県		10		7		179,086		68,701		37,855		5,296		6,368						37,855		12,115		238		16,410		696		2,817		12,897		12,514		12,514		0		0		1,514,840		662,616		852,224				3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		西村　昌訓		総務部		0436-24-0009		nishimura_masanori@icntv.jp		179,086		68,701		37,855		299		6,368		12,115		16,410		12,514						0		千葉県

		10110119		(株)ジェイコム千葉セントラル		南関東		千葉県		0		18		419,322		419,322		267,543		0		64,011				64,011		267,543		64,011		50		55,879		18,612		482		36,785		57,685		57,685				3,728		7,806,739		3,304,121		3,039,753		1,462,866		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						419,322		419,322		267,543		13,912		64,011		64,011		55,879		57,685				3/31/19		0		千葉県

		10110121		(株)ジェイコム東葛葛飾		南関東		千葉県		0		58		571,053		571,053		341,386		0		101,674		0		101,674		341,386		101,674		87		82,397		24,080		2,757		55,560		86,236		86,236		0		5,246		11,874,736		5,047,240		4,813,059		2,014,438		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー						568,269		568,269		336,938		28,502		101,119		101,119		79,242		87,020				3/31/19		1		千葉県

		10110122		(株)ジェイコム千葉		南関東		千葉県		0		88		2,240,000		2,240,000		1,415,874		0		466,107				466,107		1,415,874		466,107		119,163		409,420		22,526		77,094		309,800		386,563		386,563		0		38,590		60,875,680		23,607,679		24,147,209		13,120,792		3/31/21		※20210802 総売上訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		ＪＣＯＭ(株)		千葉　隆志		人事・管理統括部 アシスタントマネージャー		047-315-9081		ChibaT@jupiter.jcom.co.jp		2,240,000		2,240,000		1,415,874		109,567		466,107		466,107		409,420		386,563						0		千葉県

		10110124		(株)千葉ニュータウンセンター		南関東		千葉県		46				27,269		20,068		11,478		248		3,293						11,478		3,577		94		1,907		1,054		166		687		1,533		1,533				0		286,697		200,027		71,181		15,489		3/31/21		(年度総売上備考：他事業との複合会社のため、暫定売上高を掲載） 設備投資は、工事負担金を利用				寺田  純一		ケーブルテレビ部　業務課長代理		0476-46-5836		terada@rurbannet.ne.jp		27,269		20,068		11,478		0		3,293		3,577		1,907		1,533						0		千葉県

		10110125		銚子テレビ放送(株)		南関東		千葉県		8		0		15,444		10,220		1,458		1,458		1,458		0		1,458		1,458		1,458		0		1,530								1,860		1,860				0		180,128		38,702		141,426		0		3/31/21						平津　清美		総務部　マネージャー		0479-25-1001		hiratsu@catv9.ne.jp		15,444		10,220		1,458		0		1,458		1,458		1,530		1,860						0		千葉県

		10110126		成田ケーブルテレビ(株)		南関東		千葉県		0		15		61,520		65,800		24,028		2,600		3,917		0		3,917		24,028		6,640		77		3,018		966		552		1,500		846		846				0		569,524		426,201		143,323		0		3/31/21		該当なし				小野寺　ルミ子		管理部　総務・経理課　主任		0476-22-1001		soumu@nctv.co.jp		61,520		65,800		24,028		547		3,917		6,640		3,018		846						0		千葉県

		10110127		(株)広域高速ネット二九六		南関東		千葉県		135		40		258,560		208,936		83,073		70,148		51,355		0		19,221		83,073		45,548		1,102		42,611		22,828		4,404		15,379		43,340		43,322		18		3,686		5,538,727		2,239,937		3,219,537		79,250		12/31/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				木場　秀晃		管理本部総務部		043-497-0296		league_info@catv296.co.jp		258,560		208,936		83,073		310		51,355		45,548		42,611		43,340						0		千葉県

		10110128		(株)ジェイコム船橋習志野		南関東		千葉県		2		17		369,757		369,757		225,541		0		66,387				66,387		225,541		66,387		73		50,202		18,514		1,641		30,047		58,559		58,559				2,180		7,119,000		3,673,000		3,032,000		414,000		3/31/17		なし		ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						369,757		369,757		225,541		29,111		66,387		66,387		50,202		58,559				12/31/17		0		千葉県

		10110130		厚木伊勢原ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		9		7		100,792		96,835		50,886		4,538		12,341		0						12,341		0		15,486								11,433		11,433				7		1,589,096		757,602		831,494		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		村井　匡		総務部		046-220-2018		murai_masashi@s.ayu.ne.jp		100,792		96,835		50,886		7,923		12,341		12,341		15,486		11,433						0		神奈川県

		10110131		(株)ジェイコム小田原		南関東		神奈川県		0		8		92,381		92,381		52,900		0		21,121		0		21,109		52,700		21,121		0		15,869		9,716		1,197		4,715		18,661		18,661		0		0		2,237,519		1,292,856		284,162		660,502		3/31/15				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム 関東南ブロック　マネージャー						92,381		92,381		52,900		0		21,121		21,121		15,869		18,661				3/31/16		0		神奈川県

		10110132		(株)ジェイコム鎌倉		南関東		神奈川県		21		17		85,185		85,185		61,761		0		33,551		0		30,766		61,761		33,551		0		18,407		11,219		945		6,243		20,042		20,042				0		3,101,621		2,130,346		971,275		0		3/31/14				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理部						85,185		85,185		61,764		7,000		32,503		32,503		17,105		18,812				3/31/15		0		神奈川県

		10110133		(一財)ケーブルシティ横浜		南関東		神奈川県		8		2		5,689		5,689		4,850		0		0						4,850				0		0														0		73,510		6,556		1,060		1,800								削除済		事業推進課						5,689		5,689		5,689		5,689		0		0		0		0				7/1/14		0		神奈川県

		10110134		(株)横浜都市みらい		南関東		神奈川県		18		17		77,505		55,412		36,837		0		5,892		0		6,131		36,524		5,688		0		3,346		3,346		469		0		55		0		55		0												決算等は全社ベースで行うため、ケーブル事業単体の数字のみの抽出が困難なものは、「非管理項目」で入力。				削除済		放送通信部　事業課長代理						75,966		54,235		36,524		1,746		6,131		5,933		3,577		57				3/31/10		0

		10110135		(株)ジェイコム南横浜		南関東		神奈川県		0		51		361,485		361,485		246,349		0		82,807				82,807		246,349		82,807		77		61,735		20,722		1,079		39,934		71,080		71,080		0		5,009		9,502,000		4,163,000		3,539,000		1,800,000		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第一ブロック						360,757		360,757		245,758		42,696		82,100		82,100		59,544		70,509				3/31/19		0		神奈川県

		10110137		(株)シティテレコムかながわ		南関東		神奈川県		20		77		223,400		223,400		113,820		0		44,067		0				39,900		44,067		0		31,124		21,636		5,172		4,316		23,352		23,352				0		4,519,951		2,848,284		1,161,061		28,887		２００９年１２月本決算				ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部長						223,400		223,400		113,820		10,614		44,067		44,067		31,124		23,352				6/30/11		0

		10110139		湘南ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		39		44		151,660		151,660		76,630		62,334		36,350		0		0		36,350		36,350		169		34,674		4,244		29,083		2,469		32,695		32,695		15		0		3,517,153		1,988,089		1,489,676		39,386		3/31/21						高木　裕		営業本部　総務部　総務部長代理		0463-22-0419		takagi88@mx.scn-net.ne.jp		151,660		151,660		76,630		31,950		36,350		36,350		34,674		32,695						0		神奈川県

		10110141		イッツ・コミュニケーションズ(株)		南関東		東京都		492		744		1,400,336		1,156,937		963,693		120,765		95,278				180,455		963,693		155,992		4,341		269,832		42,505		86,465		140,862		197,914		197,914		0		4,114		31,135,000		9,658,000		14,131,000		7,346,000		3/31/21		※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正/株主名称変更				糸田　純一		経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		1,400,336		1,156,937		963,369		2,843		95,278		155,992		269,832		197,914						1		神奈川県

		10110142		(株)ジェイコム湘南・神奈川		南関東		神奈川県		0		191		2,589,680		2,589,680		1,712,266		0		677,591				677,591		1,712,266		677,591		162,920		552,636		33,761		101,176		417,699		550,124		550,124		0		60,163		86,617,000		36,343,000		24,394,000		25,878,000		3/31/21		※事業報告書データ使用 ※自治体出資占有率変更なし		ＪＣＯＭ(株)		山田　文雄		株式会社ジェイコム湘南・神奈川　人事・管理統括部　担当部長		045-514-2800		ML_JCSKT_047@jupiter.jcom.co.jp		2,589,680		2,589,680		1,712,266		255,393		677,591		677,591		552,636		550,124						1		神奈川県

		10110143		ＹＯＵテレビ(株)		南関東		神奈川県		77		27		579,723		458,627		286,750		13		42,823				42,823		249,552		42,823		2,716		43,605		11,472		6,007		26,126		38,819		38,819		0		268		4,380,291		2,538,234		1,799,773		42,284		3/31/21		20210730　年度総売上実績　を更新（事業者からのメールにより）（＠連盟）				梅田　穣		技術本部　技術統括部　部長		045-503-1222		ml-jcta@youtv.co.jp		579,723		458,627		286,750		37,198		42,823		42,823		43,605		38,819						0		神奈川県

		10110144		横浜ケーブルビジョン(株)		南関東		神奈川県		38		37		325,651		289,753		172,367				52,544				52,544		172,367		52,544		8,156		41,292		2,088		11,591		27,613		43,837		43,837				2,430		5,534,055		3,393,956		1,963,798		176,300		3/31/21						畔柳　圭甫		経営管理部　総務管理担当		045-567-1808		ycv_gyosei-kokyo@ml.ycv.jp		325,651		289,753		172,367		11,036		52,544		52,544		41,292		43,837						0		神奈川県

		10110145		横浜テレビ共同聴視(株)		南関東		神奈川県						290		290		290		0		0										0										0						0																削除済		代表取締役						290		290		290		290		0		0		0		0				7/2/08		0

		10110146		(株)横浜テレビ局		南関東		神奈川県		45		76		256,100		256,100		213,000		0		41,181		0		29,000		29,000		41,181		0		16,910		8,509		5,769		2,632		16,973		15,878		95		0		3,961,964		2,169,700		582,804		412,706						ＪＣＯＭ(株)		削除済		顧問						256,100		256,100		213,000		66,400		41,181		41,181		16,910		16,973				6/30/11		0

		10110150		河口湖有線テレビ放送(有)		南関東		山梨県		22				10,776		9,952		9,952		9,398		297				309		9,952		548		15		3,400								2,500		2,500						470,000		300,000		170,000		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				結城　聡		ネットワーク部　部長		0555-72-1931		satoshi_yuuki@lcnet.jp		10,776		9,952		9,952		72		297		548		3,400		2,500						0		山梨県

		10110151		北富士有線テレビ放送(株)		南関東		山梨県		4		0		3,300		3,030		2,125		0		2,125		0		158		2,125		606		0		0								0						0		57,941		57,042		0		899		6/30/20		20210730　総売上/実績内訳（放送その他）を更新（事業者からのメールにより）（@連盟） ※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正				渡辺 みゆき				0555-85-2331		kftv@fgo.jp		3,300		3,030		2,125		0		2,125		606		0		0						0		山梨県

		10110152		(有)峡西シーエーテーブイ		南関東		山梨県		31				11,900		11,900		9,134		9,134		210		0		210				333		0		657		0		657		0		0		0		0		0		461,632		207,961		17,714		235,957		3/31/21		年度総売上実績内訳・その他の収入は、電気通信工事業の売上です。				小松　恵美		総務部長		055-283-8383		info@cvk.ne.jp		11,900		11,900		9,134		12		210		333		657		0						0		山梨県

		10110153		峡東ケーブルネット(株)		南関東		山梨県		8		0		9,942		9,942		8,885		5,301		150		0		150		8,885		548		3		1,642		1,406		148		88		341		315		26		0		335,178		260,758		55,631		18,786		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				小澤　健太郎		代表取締役社長		0553-33-2252		k-ozawa@kcnet.ne.jp		9,942		9,942		8,885		20		150		548		1,642		341						0		山梨県

		10110154		(株)ケーブルテレビ富士		南関東		山梨県		2		0		3,420		3,242		2,276		1,042		164		0				2,276		164		0		186		92		94				0						0		88,955		85,705		3,250		0		3/31/21		９７，９９２千円				流石　洋一		取締役社長		0555-62-5951		catv-fuji@luck.ocn.ne.jp		3,420		3,242		2,276		0		164		164		186		0						0		山梨県

		10110155		(株)ＣＡＴＶ富士五湖		南関東		山梨県		23				19,865		19,865		18,494				493		0		185		18,436		1,252		87		2,225		1,359		593		273		0								815,039		444,959		82,228		287,852		8/31/20						宮下　睦		業務部情報通信課		0555-22-1714		miya@fgo.jp		19,865		19,865		18,494		0		493		1,252		2,225		0						0		山梨県

		10110156		富沢テレビ共聴組合		南関東		山梨県						750		750		627				627						627		0				0								0								15,356		13,597				1,789		3/31/21						稲葉　奈津美				05566-6-2312		kaori@inaba.ecnet.jp		750		750		627		627		627		0		0		0						0		山梨県

		10110157		(株)日本ネットワークサービス		南関東		山梨県		133		21		222,726		222,726		185,410		87,333		6,846				7,714		185,410		22,077		114		29,696		23,745				5,951		14,039		13,981		58				6,965,092		5,589,713		1,119,853		255,523		3/31/21						長田　憲		経営戦略室　室長		055-251-7110		a-osada@nns-catv.co.jp		222,726		222,726		185,410		0		6,846		22,077		29,696		14,039						0		山梨県

		10110158		富士川シーエーティーヴィ(株)		南関東		山梨県		7		1		11,416		11,257		9,031		144		684				197		9,031		684				317		302		15				0								257,751		243,412		10,563		3,776		5/31/20						櫻井　育也		局長		0556-22-1777		i-sakurai@fujikawa-net.co.jp		11,416		11,257		9,031		0		684		684		317		0						0		山梨県

		10110159		山梨ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		28		0		14,751		18,405		11,057		10,835		546		0		546		11,057		1,297		16		3,198		972		1,166		1,104		2,076		2,041		35		368		503,274		265,375		230,274		7,624		3/31/21		※20190924 内訳訂正				望月　茜		技術管理部		0553-22-6822		gikan@fruits.ne.jp		14,751		18,405		11,057		0		546		1,297		3,198		2,076						0		山梨県

		10110160		(株)上野原ブロードバンドコミュニケーションズ		南関東		山梨県		8		1		10,055		8,445		4,215		4,215		330				330		4,215		330				1,579						1,579		350				346				252,769		104,658		86,165		61,946		3/31/21						石井　夏希		総務部		0554-62-5504		ishii@u-bc.net		9,979		8,445		4,223		0		340		340		1,435		346						0		山梨県

		10110165		あづみ野テレビ(株)		信越		長野県		17		7		53,224		41,014		11,681		2,314		5,237		0						6,642		284		4,493		582		105		3,806		4,949		4,949				0		679,271		403,195		260,148		15,928		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				畠山　由美		総務部　部長		0263-82-7860		hatakeyama.yumi@anc-tv.co.jp		53,224		41,014		11,681		0		5,237		6,642		4,493		4,949						0		長野県

		10110166		アルプスケーブルビジョン(株)		信越		長野県		2		3		14,888		10,169		2,850		0		2,466		2,466								0		0														0		129,986		129,986		0										削除済		総務部　経理担当						14,888		10,169		3,274		0		2,890		0		0		0				3/31/11		0

		10110167		(株)飯田ケーブルテレビ		信越		長野県		33		5		38,713		33,050		16,116		9,100		7,145						16,116		7,921		272		10,509		132		619		9,758		8,162		8,097		65		450		1,673,667		584,257		660,135		429,275		4/30/21		※20190910　数値入手し連盟で登録 ※20201005 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				吉川　治司		常務取締役		0265-52-5406		ha-yoshikawa@iidacable.tv		38,713		33,050		16,116		700		7,145		7,921		10,509		8,162						0		長野県

		10110168		飯山市		信越		長野県		7		1		8,030		8,030		4,633				3,811				3,861		4,633		3,811		50		1,280				716		564		4				4				229,334		180,194		49,140				3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				俣野　和広		飯山市 総務部　事業戦略室　情報政策係長		0269-67-0724		senryaku@city.iiyama.nagano.jp		8,030		8,030		4,633		0		3,811		3,811		1,280		4						1		長野県

		10110169		伊那ケーブルテレビジョン(株)		信越		長野県		39		2		43,402		43,402		25,428		25,428		10,036		0		1,237		25,428		19,085		125		7,233		1,222				6,011		8,088		8,088				2,738		1,644,710		910,318		624,539		109,853		3/31/21		※20210730 内訳訂正(@連盟)				濱　康司		総務課		0265-73-2020		hama@inacatv.ne.jp		43,402		43,402		25,428		0		10,036		19,085		7,233		8,088						0		長野県

		10110170		(株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ		信越		長野県		36		20		169,859		164,216		45,493		5,471		17,346		0		17,346		45,493		24,990				19,034		1,505		4,684		12,723		17,488		17,488		0		4,915		2,015,898		1,138,406		819,821		57,672		3/31/21						市川　岳人		総務部　部長		026-233-1713		info@nagano-inc.co.jp		169,859		164,216		45,493		272		17,346		24,990		19,034		17,488						0		長野県

		10110171		(株)上田ケーブルビジョン		信越		長野県		55		0		76,168		76,168		39,096		22,800		11,606				11,606		39,096		28,068		853		11,537		4,599		2,383		4,555		4,696		4,696		0		0		1,732,378		1,086,353		646,025				3/31/21						中村　高章		営業部お客様担当　担当部長		0268-23-1600		taka@ucv.co.jp		76,168		76,168		39,096		171		11,606		28,068		11,537		4,696						0		長野県

		10110172		(株)エコーシティー・駒ヶ岳		信越		長野県		24		0		21,629		21,728		15,194		15,194		2,116		0		467		14,941		13,611		163		5,983		4,725		0		1,258		6,219		6,206		13		0		745,522		366,612		354,391		24,519		3/31/21						佐藤　幸宏		総務課		0265-82-4000		satoh@cek.co.jp		21,629		21,728		15,194		0		2,116		13,611		5,983		6,219						0		長野県

		10110173		エルシーブイ(株)		信越		長野県		133		35		94,291				96,023		0		20,504								11,457		0		24,792								704						0																削除済		取締役総務部長						93,695		0		94,839		0		20,504		5,397		24,767		704				3/31/09		0

		10110174		(有)木曽駒ケーブルネット		信越		長野県						121		121		21		0		0										0										0						0																								121		121		21		21		0		0		0		0				10/17/07		0

		10110175		(株)木曽福島ケーブルテレビ		信越		長野県		6				2,373		1,823		1,823		0		438		1,823						0		0		0								0						0		52,000														削除済		総務部						2,373		1,823		1,823		0		438		0		0		0				3/31/09		0

		10110176		(株)信州ケーブルテレビジョン		信越		長野県		12				22,391		17,000		7,527				3,481				322		7,527		3,565		107		625		31		432		162		0								295,330		260,473		34,856		0		9/30/20						山浦　宏一		代表取締役社長		026-272-1660		k-yamaura@chikuma-catv.co.jp		22,391		17,000		7,527		157		3,481		3,565		625		0						0		長野県

		10110177		(株)Ｇｏｏｌｉｇｈｔ		信越		長野県		22		9		25,859		24,000		11,892		6,618		11,104		0		6,491		11,892		11,104		828		6,074		2,150		2,080		1,696		4,368		4,285		83		247		985,459		448,235		444,113		93,111		3/31/21		その他項目には、電力販売収入、自治体委託事業収入、その他委託事業収入・放送コンテンツ海外展開事業収入を含んでいます。				岩下　正志		総務財務課		026-246-1222		iwashita@stvnet.co.jp		25,859		24,000		11,892		103		11,104		11,104		6,074		4,368						0		長野県

		10110178		蓼科ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		6		0		3,500		3,306		2,285		230		820		0		820		2,285		1,421		27		807		206		459		142		82		58		24		0		139,413		81,541		43,384		14,488		1/31/21						関　俊之		代表取締役		0267-56-3101		toshi@tcv21.co.jp		3,500		3,306		2,285		3		820		1,421		807		82						0		長野県

		10110179		テレビ北信ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		7		0		18,122		15,050		3,056		0		1,771		1,386		1,391		3,056		1,771		0		38		27		11		0		3		0		3		0		172,165		110,934		8,952		52,277		3/31/21						池田　清二		統括部長		0269-26-0202		ikeda@thvnet.tv		18,122		15,050		3,056		288		1,771		1,771		37		2						0		長野県

		10110180		(株)テレビ松本ケーブルビジョン		信越		長野県		61		11		132,500		133,936		62,642		39,330		28,836						62,642		28,836		2,628		16,916		2,434		4,313		7,624		16,275		16,275		0		0		2,757,221		1,669,931		1,087,286		0		5/31/20		※20201005 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				白鳥　忠夫		技術部　取締役技術部長		0263-35-1298		0005-shiratori@tvm.co.jp		132,500		133,936		62,642		3,426		28,836		28,836		16,916		16,275						0		長野県

		10110181		丸子テレビ放送(株)		信越		長野県		12		0		10,517		10,327		7,546		1,940		995		0		0		7,546		1,710		0		868		219		272		377		361		358		3		0		227,161		205,019		22,142		0		3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				池田　宏		代表取締役社長		0268-43-2111		info@marukotv.jp		10,517		10,327		7,546		0		995		1,710		868		361						0		長野県

		10110182		大町市		信越		長野県		1				11,887		11,887		2,962		2,136		668						2,962		1,180		0		0								0								68,324		68,324						3/31/21						倉科　太		大町市役所　総務部情報交通課　ケーブルテレビ係　係長		0261-21-3805		catv@city.omachi.nagano.jp		11,887		11,887		2,962		695		668		1,180		0		0						0		長野県

		10110183		東御市		信越		長野県		3		1		1,903		1,903		1,458		1,458		454				454		1,270		1,270		4		0								0								38,929		38,929						3/31/19						削除済		指定管理者　(株)上田ケーブルビジョン						1,903		1,903		1,458		0		454		1,270		0		0				3/31/20		0		長野県

		10110184		長野市		信越		長野県						4,882		4,882		3,761		1,946		911		0		911		3,761		911		0		0								0						0		86,651		69,900		4,260		12,491		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				関　信一郎		指定管理担当部長		026-233-1713		sekishin@nagano-inc.co.jp		4,882		4,882		3,761		3,420		911		911		0		0						0		長野県

		10110185		(株)ケーブルネット新潟		信越		新潟県		24		20		200,477		108,520		40,179		0		14,959		5,025				9,635		9,635		0		5,361		5,361						0						0		696,781		550,670		146,111		27,845		決算期変更２００７／４～１２月の９ヶ月						削除済		総務部長						200,477		108,520		37,953		10,259		14,959		9,122		5,039		0				3/31/09		0

		10110186		(株)佐渡テレビジョン		信越		新潟県		18		4		14,203		15,826		5,682		0		1,990				1,230		5,682		1,990		0		959		732				227		211				211		0		407,025		154,549		108,007		144,469		12/31/20						學之　基		営業部　取締役営業部長		0259-61-1212		netsell@e-sadonet.tv		14,203		15,826		5,682		0		1,990		1,990		959		211						0		新潟県

		10110187		上越ケーブルビジョン(株)		信越		新潟県		56		22		87,406		80,300		47,914		40,093		1,472				46,614		46,614		4,089		0		29,709		13,513		1,123		15,073		28,743		28,743		0		0		2,661,061		1,489,336		977,667		194,058		3/31/21				(株)ＣＣＪ		池端　芳江		営業部　部長		025-526-2111		ikehata@jcv.co.jp		87,406		80,300		47,914		0		1,472		4,089		29,709		28,743						0		新潟県

		10110188		(株)エヌ・シィ・ティ		信越		新潟県		100		21		218,037		192,415		50,060				23,948		0		23,948		50,060		26,838				40,545		6,384		3,925		30,236		38,785		38,785		0		715		3,668,448		1,582,136		1,655,367		430,945		3/31/21				(株)ＣＣＪ		河内　直之		総務部		0258-77-0337		kawauchi-n06@nct9.co.jp		218,037		192,415		50,060		3,755		23,948		26,838		40,545		38,785						0		新潟県

		10110189		糸魚川市		信越		新潟県		4				5,575		5,575		5,575		5,575		0						3,198		0				0								0								59,972		59,972						3/31/21		(年度総売上備考：民間事業者ではないため、実際の売上実績とは相違があります。） 行政が運営しているため、適切な回答ができるような項目がありませんので、記載した金額に相違があります。				池亀 正樹		能生事務所　有線テレビ係　主査		025-566-3111		nou@city.itoigawa.lg.jp		5,575		5,575		5,575		5,575		0		0		0		0						0		新潟県

		10110190		コミュニティネットワーク佐渡		信越		新潟県		2				12,782		12,782		5,784		0		156		0		0		5,728		156		0		0		0		0		0		0		0		0		0		114,380		103,991		0		10,389		3/31/21		２０２１．８．２７　総売上・実績内訳・決算年月日を更新（事業者からのメールにより）＠連盟				本間　義也		佐渡市　総務課　広報戦略室　情報政策係　主任		0259-63-5139		k-jyoho@city.sado.niigata.jp		12,782		12,782		5,784		4,882		156		156		0		0						0		新潟県

		10110191		長和町		信越		長野県		0		0		2,637		2,637		2,435		0		0				73		2,481		184		0		662		657				26		26		0		30		0		79,090		57,558		21,302		230		3/31/21		※20211020　年度総売上実績／内訳・放送　を修正（事業者よりのメールを元に修正）＠連盟				羽毛田　健次		情報広報課　ケーブルテレビ専門幹		0268-75-2043		catv@town.nagawa.nagano.jp		2,637		2,637		2,435		0		0		184		662		26						0		長野県

		10110192		(株)コミュニティテレビこもろ		信越		長野県		25		0		16,575		16,221		6,073		0		5,490		0		0		6,202		5,244		0		4,088		3,367		425		235		2,431		2,431				0		605,167		292,349		266,733		46,085		6/30/20		※20210802　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)  弊社決算月が６月のため、本年度決算はまだ確定しておりません。 上記数値は昨年度の数値です。				荻原　守		専務取締役		0267-22-9911		ogihara@ctk23.ne.jp		16,575		16,221		6,073		0		5,490		5,244		4,088		2,431						0		長野県

		10110200		(株)インフォメーションネットワーク郡上八幡		東海		岐阜県		6		0		4,720		4,000		2,686		39		2,491		2,718				2,686		0		0		520		138		206		176		14						43		111,902		70,082		28,270		13,550		2/28/21						二村　美賀子		取締役副社長		0575-65-6288		ing@gujocity.net		4,720		4,000		2,686		1		2,491		0		520		14						0		岐阜県

		10110201		(株)大垣ケーブルテレビ		東海		岐阜県		78				108,522		108,522		54,574		32,551		13,482		0						13,482				31,982		2,522		10,236		19,224		24,357		24,357				30		2,545,920		1,055,202		1,349,558		141,160		3/31/21		令和3年3月末決算実績				安田 正治		シニアマネージャー		0584-82-1200		yasuda@ogaki-tv.co.jp		108,522		108,522		54,574		673		13,482		13,482		31,982		24,357						0		岐阜県

		10110202		おりべネットワーク(株)		東海		岐阜県		29		13		77,039		77,039		26,903		16,476		6,164		0		6,164		26,845		6,164		11		18,867		4,271		2,064		12,532		21,591		21,591		0		0		1,304,063		755,116		548,948		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		(株)コミュニティネットワークセンター		福富　正浩		総務・技術部　部長		0572-24-7733		fukutomi@oribe-net.co.jp		77,039		77,039		26,903		59		6,164		6,164		18,867		21,591						0		岐阜県

		10110203		(株)ケーブルテレビ可児		東海		岐阜県		39		11		50,590		50,590		24,055		9,044		9,538				9,538		24,055		9,538		420		11,227		3,559		534		7,134		11,316		11,316		0		0		1,316,703		633,744		673,492		9,456		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		奥村　俊彦		企画部総務グループ　グループ長		0574-63-7955		okumura@tv.ctk.ne.jp		50,590		50,590		24,055		44		9,538		9,538		11,227		11,316						0		岐阜県

		10110204		シーシーエヌ(株)		東海		岐阜県		77		55		341,811		341,811		98,924		49,113		19,936		0		50,403		89,834		21,674		14		46,985		1,774		2,174		43,037		46,143		46,143		0		1,406		4,762,278		1,619,578		2,767,945		374,753		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		井上　美紀		総務部		058-268-2305		m-inoue@ccn-catv.co.jp		341,811		341,811		98,924		2,470		19,936		21,674		46,985		46,143						0		岐阜県

		10110205		山県市有線テレビ		東海		岐阜県						10,054		10,054		8,288		0		44		36						9		0		2,910		2,910						0						0																								10,013		10,013		8,237		0		44		11		2,756		0				12/19/07		0

		10110206		郡上ケーブルテレビ放送センター		東海		岐阜県		10				10,333		9,116		9,116		9,116		433						9,116		433		0		4,430		3,344		623		463		67		67						444,423		258,392		186,030				3/31/21						原　喜与朗		指定管理者　総務部		0575-67-2787		info@gujo-tv.ne.jp		10,333		9,116		9,116		5,648		433		433		4,430		67						0		岐阜県

		10110207		(株)アミックスコム		東海		岐阜県		16				23,356		23,356		14,242		14,242		5,548						14,242		0		0		9,442		0		7,185		2,257		4,709		4,709		4,709				672,037		193,156		384,812		94,069		3/20/21						松井　勇樹		技術チーム		0573-20-3252		jcta@amixcom.jp		23,356		23,356		14,242		0		5,548		0		9,442		4,709						0		岐阜県

		10110210		(株)伊豆急ケーブルネットワーク		東海		静岡県		39		9		49,975		38,000		26,601		0		8,647		0		5,904		26,939		8,647		230		5,515		561		217		4,737		6,811		6,811		0		0		1,266,991		699,939		456,422		110,628		3/31/21						小川　幸人		経営企画部　経営企画チーム		0557-81-3346		ogawa.y.041@ikctv.com		49,975		38,000		26,601		268		8,647		8,647		5,452		6,811						1		静岡県

		10110211		伊豆太陽サービス(株)		東海		静岡県		0		0		3,902		3,902		1,933		0		0						1,933		0		0		0								0						0		42,798		42,798		0		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201020　千円単位に修正 　42,963,668→42,964				佐藤　幸彦		河津有線テレビ所長		0558-32-1747		izu-yuusen@orange.ocn.ne.jp		3,902		3,902		1,933		476		0		0		0		0						0		静岡県

		10110212		(有)伊東テレビクラブ		東海		静岡県		5				8,800		8,534		4,491		1,100		509				127		4,491		509		59		0								0						0		114,782		110,631				4,151		8/31/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				堀江　稔		技術部所属　取締役統括部長		0557-37-4903		itotv325@quartz.ocn.ne.jp		8,800		8,534		4,491		172		509		509		0		0						0		静岡県

		10110213		小山町テレビ共聴組合		東海		静岡県		6		0		5,000		4,347		2,491		0		0		0				2,491		0		0		0								0								47,862		47,862						3/31/21						青木　直也		制作部		0550-76-4832		otk@oyama-tv.jp		5,000		4,347		2,491		2,410		0		0		0		0						0		静岡県

		10110214		小林テレビ設備(有)		東海		静岡県		7		3		5,500		5,500		4,048		0		0		0		0		4,048		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		107,782		107,782		0		0		6/30/20		(年度総売上備考：30年６月末決算実績） ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				渡邊　良平		代表取締役		0558-22-5232		kobayashi-tv@cy.tnc.ne.jp		5,500		5,500		4,048		2,062		0		0		0		0						0		静岡県

		10110215		(有)シオヤ		東海		静岡県		5		0		8,650		5,888		2,913				0		0						0				0								0								58,985		58,985						9/30/18		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				削除済								8,650		5,888		2,913		0		0		0		0		0				9/30/19		0		静岡県

		10110216		(株)トコちゃんねる静岡		東海		静岡県		15		25		188,893		188,893		55,302		39,942		13,530				13,530		55,302		13,530		734		40,272		329		2		39,941		35,941		35,941						3,008,722		848,242		2,160,480		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		鈴岡　靖章		技術部ＩＣＴ課　課長		054-347-9811		suzuoka_yasuaki@tocochannel.co.jp		188,893		188,893		55,302		7,477		13,530		13,530		40,272		35,941						0		静岡県

		10110217		下田有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		8		0		7,000		7,000		4,721		2		101		0		0		4,721		101		0		0								0						0		91,695		91,695		0		0		3/31/21						松本　邦久		代表取締役社長		0558-22-2443		matsumoto@shimoda-catv.co.jp		7,000		7,000		4,721		3,092		101		101		0		0						0		静岡県

		10110219		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		東海		静岡県		245		150		454,277		454,277		220,487		59,248		66,014		0		66,014		220,487		92,687		4,750		146,209		8,984		37,098		100,127		124,145		119,883		4,262		378		13,968,332		5,390,708		8,577,624				3/31/21						藤森　敏文		管理本部 総務部　副参事		054-253-2400		fujimori_tsfm@tokai-grp.co.jp		454,277		454,277		220,487		3,066		66,014		92,687		146,209		124,145						0		静岡県

		10110220		(株)東豆有線		東海		静岡県		4				4,330		4,100		3,135				735						3,135		0				0								0								70,888		70,888						9/30/20		※20161012 決算年月日修正（2014→2015） 売上は前年とは異なっていたので、修正漏れ。 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				水野　次男		取締役		0557-47-1728		touzu-u@giga.ocn.ne.jp		4,330		4,100		3,135		0		735		0		0		0						0		静岡県

		10110222		(株)御前崎ケーブルテレビ		東海		静岡県		10		3		12,035		12,035		10,734		10,734		5,153				5,153		10,734		5,373		0		1,870		128		925		817		1,281		1,281		0				565,363		214,476		78,887		272,000		3/31/21						山下　優孝		統括部　部長		0537-85-8700		tv-yamashita@maotv.ne.jp		12,035		12,035		10,734		0		5,153		5,373		1,870		1,281						0		静岡県

		10110223		浜松ケーブルテレビ(株)		東海		静岡県		53		4		226,550		226,550		59,748		81		18,423		0		18,423		59,748		18,423		631		19,303		7,539		9,752		2,012		11,958		11,958		0		0		1,752,133		976,955		775,178		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				野田　敬司		コンテンツ部　部長		053-445-2878		kn00002@sf.winde.jp		226,550		226,550		59,748		1,777		18,423		18,423		19,303		11,958						0		静岡県

		10110224		東伊豆有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		5		0		3,300		2,900		2,232				622						2,232		0				0								0								52,887		47,912				4,975		9/30/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) (年度総売上備考：特になし）				奈良 有起		局長代理		0557-95-2200		nara@hicat.co.jp		3,300		2,900		2,232		0		622		0		0		0						0		静岡県

		10110225		(株)御殿場ケーブルメディア		東海		静岡県		0		0		26,937		22,635		13,725		0		3,314		1,803						1,511		0		1,287		431		0		856		294		294		0		0		245,778		220,609		25,636										削除済		代表取締役専務						26,937		22,635		13,591		0		3,326		1,485		1,048		250				3/31/10		0

		10110230		(株)アイ・シー・シー		東海		愛知県		48		3		164,198		141,900		57,097		9,225		11,844				11,876		57,097		11,876		80		21,609		966				20,643		21,835		21,835				616		2,026,299		868,891		1,157,408		0		3/31/21		年度総売上備考：上記売上実績はR３年３月期の数字				加藤　寿		営業推進部　兼　技術部　部長		0586-26-2766		katoh@icc-media.co.jp		164,198		141,900		57,097		4,286		11,844		11,876		21,609		21,835						0		愛知県

		10110231		稲沢シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		13		1		36,000		23,000		8,591				1,965		0		2,136		8,786		1,965				989		575		234		180		949		949						280,055		206,936		66,281		6,838		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				石原　勝稔		業務部		0587-24-1234		k-ishihara@toptower.co.jp		36,000		23,000		8,591		732		1,965		1,965		989		949						0		愛知県

		10110232		(株)キャッチネットワーク		東海		愛知県		142		98		286,765		278,162		178,966		173,387		48,924						178,966		48,924		716		94,584		1,570		39,212		53,802		81,914		81,914		0		771		8,326,865		2,344,700		4,841,075		1,141,090		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		山田　耕嗣		コーポレート本部　人事総務課　課長		0566-27-2272		koji-y@katch.co.jp		286,765		278,162		178,966		157		48,924		48,924		94,584		81,914						0		愛知県

		10110233		グリーンシティケーブルテレビ(株)		東海		愛知県		55		25		173,040		165,697		63,473		24,283		16,265				16,265		63,473		16,265		33		29,513		2,162		2,828		24,523		28,236		28,236				16		2,618,409		990,816		1,614,618		12,973		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		半田　健		地域戦略本部　営業部　営業グループ　主任		0561-57-0246		t-handa@gctv.co.jp		173,040		165,697		63,473		54		16,265		16,265		29,513		28,236						0		愛知県

		10110234		(株)ＣＡＣ		東海		愛知県		50		8		63,653		63,653		27,222		24,490		4,365				4,111		26,999		4,365		75		5,978		174		3,358		2,446		6,670		6,670				153		938,347		554,415		346,186		37,745		3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・その他　を修正(@連盟) 1千円の差異については、千円未満を切り捨てのため生じた差異				板井　綾子		総務部 部長		0569-26-0606		soumu@cac12.jp		63,653		63,653		27,222		0		4,365		4,365		5,978		6,670						0		愛知県

		10110236		スターキャット・ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		154		125		1,066,639		1,066,639		546,523		81,672		89,085		0				546,523		89,085		20,415		131,747		1,156		29,186		101,405		81,585		81,585				507		11,518,118		6,311,862		4,592,142		614,114		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		松見　次郎		企画部　次長		052-231-2390		kikaku@starcat.co.jp		1,066,639		1,066,639		546,523		19,903		89,085		89,085		131,747		81,585						0		愛知県

		10110237		四国中央市		四国		愛媛県						4,000		4,000		2,653		0		433		0		433		2,653		433		0		1,281		891		303		87		1,433		1,433		0		0		130,654		61,517		39,986		29,151		3/31/21		２０２１．８．１３　総売上・内訳を更新（事業者からのメールにより）@連盟  指定管理者へ利用料金制を採用し委託しているため、決算後、売上等についても分割する必要があり、時間を要するため調査中としております。				冨原　英友		情報政策課　情報政策係　係長		0896-28-6204		h.tomihara@city.shikokuchuo.ehime.jp		4,000		4,000		2,653		0		433		433		1,281		1,433						0		愛媛県

		10110238		知多メディアスネットワーク(株)		東海		愛知県		86		13		149,794		149,794		90,011		88,047		29,860		0		29,860		90,011		29,860		613		41,716		2,774		19,600		19,342		39,927		39,927		0		261		4,310,109		1,662,351		2,096,001		551,757		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		松山　崇臣		経営企画部　経営戦略グループ　グループリーダー		0562-33-7101		matsuyama@medias.co.jp		149,794		149,794		90,011		7,606		29,860		29,860		41,716		39,927						0		愛知県

		10110239		中部ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		188		88		653,634		603,158		250,176		178,037		58,054		0		58,054		250,176		58,783		1,047		107,136		15,915		30,805		60,416		106,964		106,964		0		92		9,614,673		3,523,043		4,934,526		1,157,104		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ｢電気通信事業損益報告」 〈電気通信事業〉6,085,960（単位：千円）  〈電気通信事業以外の事業〉3,528,714（単位：千円）		(株)コミュニティネットワークセンター		安達　剛志		企画・営業本部　経営企画部長		052-339-2304		keiei-kikaku@ccnw.co.jp		653,634		603,158		250,176		1,234		58,054		58,783		107,136		106,964						1		愛知県

		10110240		知多半島ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		45		2		58,786		58,786		31,475		11,983		10,843				9,782		30,789		10,843		502		10,893		531		1,782		8,526		13,209		13,209				22		1,754,599		1,011,768		742,831		0		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		木学　洋和		企画管理部　次長		0569-34-8041		kigaku@tac-net.co.jp		58,786		58,786		31,475		25		10,843		10,843		10,893		13,209						0		愛知県

		10110241		豊橋ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		64		11		201,269		167,800		82,963		62,209		18,083				18,083		71,375		18,083		1,259		42,526								32,990		32,990		0				3,077,408		1,196,407		1,881,000				3/31/21						河辺　智勇		取締役		0532-56-1231		kawabe-t@sf.tees.ne.jp		201,269		167,800		82,963		4,586		18,083		18,083		42,526		32,990						0		愛知県

		10110242		(公財)名古屋ケーブルビジョン		東海		愛知県		12		1		12,390		12,390		7,153		0		0								0		0		0								0						0		600,072		233,027		0		367,045		3/31/16		エリア都道府県の入力について ・年度総売上実績、年度総売上実績内訳・放送、年度総売上実績内訳・その他 愛知県と岐阜県を世帯別に按分して入力済 愛知県（８０％）、岐阜県（２０％）				削除済		総務管理部　部長						12,390		12,390		7,153		7,153		0		0		0		0				3/31/17		1		愛知県

		10110243		西尾張シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		47		37		222,846		158,695		79,540		6,666		16,609		0		16,609		47,462		16,609		177		20,443		5,982		1,927		12,534		22,960		22,960		0		116		2,552,740		1,245,834		1,306,906		0		3/31/21						服部　吉貴		管理部　次長		0567-25-9350		soumu@clovernet.co.jp		222,846		158,695		79,540		2,982		16,609		16,609		20,443		22,960						0		愛知県

		10110244		ミクスネットワーク(株)		東海		愛知県		56		0		165,132		165,132		63,612		41,908		17,691		0		17,691		29,978		17,691		304		21,160		3,736		14,169		3,255		15,587		15,587				0		2,643,423		1,447,641		1,195,782		0		9/30/20						森崎　健吾		常務取締役		0564-25-5066		kengo@inc.catvmics.ne.jp		165,132		165,132		63,612		1,500		17,691		17,691		21,160		15,587						0		愛知県

		10110245		ひまわりネットワーク(株)		東海		愛知県		151		92		231,223		231,223		146,223		146,223		76,091		0		76,091		146,223		76,091		396		67,177		2,916		6,753		57,508		57,855		57,855		0		1,712		11,635,797		4,491,198		7,144,599		0		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		磯谷　由美子		総務部　係長		0565-35-3440		isogai@himawari.co.jp		231,223		231,223		146,223		104		76,091		76,091		67,177		57,855						0		愛知県

		10110246		三河湾ネットワーク(株)		東海		愛知県		13		11		49,570		49,570		19,932		17,102		3,259		0		3,259		19,529		3,337		13		11,347		1,318		1,078		8,951		11,681		11,681		0		12		758,978		399,135		285,989		73,853		3/31/21		(年度総売上備考：通信部門はひまわりネットワークより販促手数料となる）		(株)コミュニティネットワークセンター		會場　啓悟		取締役		0533-69-7784		aiba@sky-1.co.jp		49,570		49,570		19,932		403		3,259		3,337		11,347		11,681						0		愛知県

		10110255		伊賀上野ケーブルテレビ(株)		東海		三重県		46		6		36,592		36,592		23,984		23,984		12,974		0		12,974		12,974		12,974		113		15,502		652		6,648		8,202		12,716		12,695		21		0		2,763,744		1,354,930		1,391,151		17,662		3/31/21						伊室　晃治		総務部　部長		0595-24-2560		imuro@ict-tv.co.jp		36,592		36,592		23,984		551		12,974		12,974		15,502		12,716						0		三重県

		10110256		(株)アイティービー		東海		三重県		43		0		80,676		80,676		55,369		0		17,017						52,458		17,017		0		18,626		15,162		2,532		932		609				609		0		2,441,058								≪平成２５年３月３１日≫						削除済								80,058		80,058		55,341		0		11,184		17,326		19,532		678				3/31/14		0		三重県

		10110257		(株)ケーブルネット鈴鹿		東海		三重県		0		19		87,568		87,568		57,556		26,706		27,841		0		20,117		56,750		25,467		11,029		27,523		1,877		3,232		22,414		21,897		21,897		0		276		2,902,495		957,905		1,944,590				3/31/21				(株)ＣＣＪ		朝倉　広幸		総務部・次長		059-380-6600		cty_somu11@cty.co.jp		87,568		87,568		57,556		0		27,841		25,467		27,523		21,897						0		三重県

		10110258		(株)シー・ティー・ワイ		東海		三重県		199		61		184,489		184,387		160,101		55,372		54,310				22,490		158,365		47,426		24,185		60,729		1,264		10,954		48,511		46,149		46,149				877		6,280,820		1,932,758		4,348,062				3/31/21				(株)ＣＣＪ		朝倉　広幸		総務部　総務課　課長		059-353-6505		cty_somu11@cty.co.jp		184,489		184,387		160,101		0		54,310		47,426		60,729		46,149						0		三重県

		10110259		(株)ラッキータウンテレビ		東海		三重県		19		0		60,915		51,311		13,998		0		1,322		0						1,545		0		3,976						0		1,787		1,794		0		0		696,971		221,010		429,887		46,075		3/31/21		※20180725 売上円単位で誤入力⇒千単位に修正 ※20180725 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201009 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20210811 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				近藤　均		取締役		0594-24-0001		kondo@lucky-towntv.co.jp		60,915		51,311		13,998		0		1,322		1,545		3,976		1,787						0		三重県

		10110260		(株)ＺＴＶ		東海		三重県		252				560,886		560,886		279,584		264,036		117,642				117,642		279,584		117,642		12,501		130,384								97,128		97,117		11		2,031		16,402,331		6,268,442		9,994,870		139,019		6/30/20						川原田　剛		総務部　人事課　課長代理		059-236-5111		kawarada@ztv.co.jp		560,886		560,886		279,584		18,400		117,642		117,642		130,384		97,128						1		滋賀県

		10110261		(株)アドバンスコープ		東海		三重県		74		14		38,713		38,713		19,151		16,211		17,177		0		16,400		16,400		17,177		38		12,902		613		2,749		9,540		10,479		10,479		0		2,110		1,903,840		789,849		993,783		120,208		3/31/21						松鹿　友子		総務部　総務課　課長		0595-64-7821		matsushika@advanscope.jp		38,713		38,713		19,151		1,974		17,177		17,177		12,902		10,479						0		三重県

		10110262		松阪ケーブルテレビ・ステーション(株)		東海		三重県		79		8		107,987		107,987		70,235				16,531		0		16,531				17,074		2,501		34,118		15,104		8,805		9,874		26,757		26,757		0		1,876		3,627,285		1,635,865		1,991,420		0		3/31/21						掛橋　直也		総務部　総務課長		0598-50-2244		info@mctv.jp		107,987		107,987		70,235		555		16,531		17,074		34,118		26,757						0		三重県

		10110263		下呂市		東海		岐阜県		5		0		12,149		8,279		7,282		7,282		0						7,282		0				788		0		0		788		0								243,133		63,109		180,024		0		7/31/21						熊崎　龍登		下呂市市長公室企画課情報管理室　主任		0576-24-2222		ryuto-k@city.gero.lg.jp		12,149		8,279		7,282		5,834		0		0		788		0						0		岐阜県

		10110270		上婦負ケーブルテレビ(株)		北陸		富山県		11		0		16,215		10,485		6,860		6,819		4,601		0		4,021		6,860		4,162		0		2,141		1,053		175		913		178		0		178		0		375,728		290,079		85,649		0		3/31/21						燒田　賢一				076-469-6661		kct-jcta@knei.jp		16,215		10,485		6,860		16		4,601		4,162		2,141		178						0		富山県

		10110271		(株)ケーブルテレビ富山		北陸		富山県		78		30		165,896		165,896		113,692		107,570		39,203		0		39,203		113,692		61,086		1,815		38,957		868		1		38,088		38,247		38,247		0		5,886		5,535,754		2,933,990		2,601,764		0		3/31/21						島崎　正樹		経営管理部長		076-444-5952		shimasak@cttnet.co.jp		165,896		165,896		113,692		0		39,203		61,086		38,957		38,247						0		富山県

		10110272		富山市（ケーブルテレビ八尾センター）		北陸		富山県		0		10		6,537		6,537		6,423		0		4,123		3,923						200		0		2,689		2,689						60		60				0		175,261																						6,483		6,483		6,423		829		4,123		200		2,689		60				2/20/08		0

		10110273		能越ケーブルネット(株)		北陸		富山県		35		0		35,781		35,781		19,363		5,512		5,363		0		5,363		19,363		7,143		80		6,192		2,801		513		2,878		4,149		4,131		18		414		1,113,099		585,372		361,871		165,856		3/31/21						作道　実		総務部		0766-74-1166		tsukuri@cnethimi.co.jp		35,781		35,781		19,363		0		5,363		7,143		6,192		4,149						0		富山県

		10110274		射水ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		30		1		39,401		39,401		27,837		22,506		10,779		0		14,949		28,538		11,080		383		13,223		3,020		76		9,867		13,734		13,734		0		988		1,843,461		807,786		950,270		85,405		3/31/21						高山　一登		常務取締役		0766-82-7320		takayama@catvnet.co.jp		39,401		39,401		27,837		701		10,779		11,080		13,223		13,734						0		富山県

		10110275		高岡ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		40		1		65,857		65,857		47,813		26,026		12,442				12,442		47,813		12,442		1,257		16,388		844		8,669		6,813		15,354		15,354		0		1,149		2,217,306		1,388,004		829,301				3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				笠井　克祐		事業本部　執行役員事業本部長		0766-26-6900		kasai@takaoka-catv.jp		65,857		65,857		47,813		0		12,442		12,442		16,388		15,354						0		富山県

		10110276		となみ衛星通信テレビ(株)		北陸		富山県		41		0		42,753		42,753		29,672		9,795		13,305		0		13,305		29,672		13,305		869		11,788		2,222		2,791		6,775		9,747		9,747		0		780		1,813,113		1,042,338		770,775		0		3/31/21		年度総売上実績内訳・放送には砺波広域圏事務組合及び小矢部市ケーブルテレビ分も含みます。 【内訳】 となみ衛星通信テレビ㈱　539,540千円 砺波広域圏事務組合　241,282千円 小矢部市ケーブルテレビ　261,516千円				加賀谷　一幸		総務部次長　管理課　課長		0763-22-7600		smile-jcta@tst-tv.jp		42,753		42,753		29,672		0		13,305		13,305		11,788		9,747						0		富山県

		10110277		(株)新川インフォメーションセンター		北陸		富山県		18		4		15,856		15,856		10,950		2,783		4,533		0		4,533		10,950		5,732		145		4,548		2,764		990		868		4,433		4,433		0		0		858,498		330,968		236,396		291,134		3/31/21						松岡　千穂		取締役総務部長		0765-23-6110		matsuoka@nice-tv.jp		15,856		15,856		10,950		66		4,533		5,732		4,548		4,433						0		富山県

		10110278		新川広域圏事務組合		北陸		富山県		0		4		28,004		28,004		22,495		0		4,614				4,614		22,495		5,388		0		8,305		7,957				707		0						0		531,594		438,821		51,278		41,495		3/31/15						削除済								28,004		28,004		22,542		1,012		4,685		5,229		8,664		0				3/31/16		0		富山県

		10110279		滑川中新川地区広域情報事務組合		北陸		富山県		0		11		26,400		26,400		15,898		0		6,048		0		7,874		15,898		15,512				5,589		4,557		0		1,032		50		0		50		426		461,889		38,753		413,633		9,504		4/30/21		※20210721 事業状況・財務状況・・・事業譲渡先（株）ＴＡＭの確定データを元に更新（連盟）  ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				竹山　雅信		総務課　係長		076-474-9211		takeyama@net3-tv.jp		30,001		30,001		15,906		382		7,907		15,412		5,653		0				6/30/21		0		富山県

		10110280		加賀ケーブル(株)		北陸		石川県						29,163		29,163		8,935		0		8,056				8,056		8,935		8,056		641		3,692		1,533		289		1,870		2,880		2,880		0		0		732,596		331,216		220,956		180,424		3/31/21		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				髙田　直彦		代表取締役社長		0761-72-8191		takata@kagacable.jp		29,163		29,163		8,935		879		8,056		8,056		3,692		2,880						0		石川県

		10110281		金沢ケーブル(株)		北陸		石川県		30		34		255,815		255,815		103,153		3,188		22,862				41,931		103,153		41,931		2,575		35,523		9,125		2,875		23,523		24,034		24,007		27		6,209		5,122,818		2,752,589		2,370,228		0		3/31/21						多賀　陽市		営業部		076-224-1140		y-taga@kanazawacatv.jp		255,815		255,815		103,153		8,637		22,862		41,931		35,523		24,034						0		石川県

		10110282		(株)テレビ小松		北陸		石川県		22		0		57,483		30,300		19,709		14,130		7,788				7,788		18,623		12,333		2,477		10,002		1,216		1,959		6,827		9,409		9,409						1,147,943		546,844		569,112		31,987		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20190910 放送内訳修正値入手し連盟が登録 決算年月日更新漏れ⇒2019/03/31に修正				縄　洋平		代表取締役専務		0761-23-3911		y-nawa@tvk.ne.jp		57,483		30,300		19,709		2,600		7,788		12,333		10,002		9,409						0		石川県

		10110283		(株)あさがおテレビ		北陸		石川県		19		1		39,598		39,598		25,517		11,595		9,387		0		5,360		19,690		7,844		269		6,968		1,689		1,107		4,172		7,238		7,238						1,257,078		730,977		526,101		0		3/31/21		※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				森　謙一		取締役（事業推進担当）		076-274-3333		mori@asagaotv.ne.jp		39,598		39,598		25,517		61		9,387		7,844		6,968		7,238						0		石川県

		10110287		織田中央テレビ共同受信施設組合		北陸		福井県		0		1		1,370		1,370		1,370		0		0		1,370						0		0										0						0																								1,370		1,370		1,370		1,370		0		0		0		0				12/19/07		0

		10110288		丹南ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		38		5		61,362		61,362		42,403		36,145		27,476		0		27,476		42,403		27,476		0		19,017		325		326		18,366		14,473		14,473		0		782		2,323,097		1,411,138		911,959		0		3/31/21						石塚　喜章		経営企画部　部長		0778-21-5040		ishiduka@t-catv.co.jp		61,362		61,362		42,403		5,150		27,476		27,476		19,017		14,473						0		福井県

		10110289		福井ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		39		40		115,231		103,200		90,915		17,942		81,343		0		81,224		89,346		81,224		11,045		33,141		6,390		13,556		13,195		30,248		30,248				825		5,281,815		2,869,707		2,412,108		0		3/31/21						安田　誠		社長補佐		0776-20-3651		yasuda@fctv.co.jp		115,231		103,200		90,915		111		81,343		81,224		33,141		30,248						0		福井県

		10110290		美方ケーブルネットワーク(株)		北陸		福井県		4		5		8,677		8,651		7,482		2,355		5,218				3,678		7,385		4,902		0		2,581		390		1,971		137		69				80		28		273,719		135,390		99,475		38,854		3/31/21						真田　邦彦		事業局長兼サービス課 課長　		0770-32-3400		k-sanada@mmnet-ai.ne.jp		8,677		8,651		7,482		0		5,218		4,902		2,581		69						0		福井県

		10110292		(株)嶺南ケーブルネットワーク		北陸		福井県		30		12		29,013		29,013		26,056		6,152		19,110		0		19,110		19,110		21,860		395		11,148								7,772		7,740		32		1,097		1,507,433		786,724		663,413		57,295		3/31/21						平吹　明義		経営管理部　事業管理担当部長		0770-24-4101		rcn-man@rcn.ne.jp		29,013		29,013		26,056		0		19,110		21,860		11,148		7,772						0		福井県

		10110293		(株)ケーブルテレビ若狭小浜		北陸		福井県		15		2		12,114		12,114		11,039				2,257				1,490		11,039		2,257		104		915						915		0								367,584		318,489		38,542		10,553		3/31/21						中辻　文博		総務部　総務課長		0770-52-7201		nakatsuji@channel-oh.jp		12,114		12,114		11,039		0		2,257		2,257		915		0						0		福井県

		10110294		おおい町		北陸		福井県		9				3,266		3,266		3,266		0		714		0		2,411		3,266		2,411		0		0								0						0		12,713		12,713						3/31/21						濱田　知		まちづくり課　主事		0770-77-4051		tohamada@town.ohi.lg.jp		3,266		3,266		3,266		0		714		2,411		0		0						0		福井県

		10110300		環境エンジニアリング(株)		近畿		滋賀県						1,039		1,039		980		0		0								0		0		0								0						0																削除済		マネージャー						1,039		1,039		980		0		0		0		0		0				3/31/11		0

		10110301		余呉町		近畿		滋賀県		3				1,255		1,255		1,255		0		80								0		0		540		540						1,243						0																削除済		総務課情報係　係長						1,243		1,243		1,243		1,243		80		0		562		1,243				2/18/09		0

		10110302		(株)甲賀ケーブルネットワーク		近畿		滋賀県		7		3		18,403		9,925		2,055		0		2,055		2,055								0		271		271												0		105,943		99,195		5,310		1,437								削除済		営業部　主任						18,403		9,925		2,055		0		2,055		0		271		0				9/19/12		0

		10110303		滋賀ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		43		11		265,279		119,702		44,704		0		28,648		23,928						5,100		0		10,273								341		373				0		1,609,352																						118,363		118,363		42,104		0		28,648		4,382		9,640		341				12/19/07		0

		10110304		近江八幡ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県						29,557		29,557		13,368		0		9,684								0		0		2,529		2,529						72				72		0																削除済		技術部インターネット課						29,557		29,557		13,368		1,744		9,684		0		2,529		72				7/2/08		0

		10110310		(株)ＫＣＮ京都		近畿		京都府		23		20		188,089		76,563		38,447		0		25,798		0				38,447		12,687		2,286		34,899		40		151		32,661		32,650		32,611		39		0		2,509,890		668,588		1,755,184		86,117		12/31/20						山﨑　理		常務取締役総務部長		0774-95-0089		yamasaki@kcn-kyoto.jp		188,089		76,563		38,447		3,285		25,798		12,687		34,899		32,650						0		京都府

		10110311		(株)京都ケーブルコミュニケーションズ		近畿		京都府		37		30		686,500		313,000		136,000		0		34,000		0		12,970		0		12,970		0		10,300		10,300		0		0		0		0		0		0		2,924,000		1,243,000		490,000		0						ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　部長						686,500		313,000		136,000		0		34,000		8,850		10,300		0				10/22/08		0

		10110313		洛西ケーブルビジョン(株)		近畿		京都府		2		1		16,900		16,580		13,334				2,688		0		857		13,334		1,410				1,548				837		711		2,231		2,231						327,425		245,370		64,845		17,210		3/31/21						新治　光子		総務部　取締役総務部長		075-331-1411		niiharu@rcv.co.jp		16,900		16,580		13,334		0		2,688		1,410		1,548		2,231						0		京都府

		10110324		ケーブルウエスト(株)		近畿		大阪府		106		241		506,674		470,143		403,082		0		87,697		37,959						50,244		0		34,634								8,799		11,079				0														ＪＣＯＭ(株)										506,674		470,143		382,205		277,051		87,697		49,806		33,083		8,799				2/20/08		0

		10110326		(株)オプテージ		近畿		大阪府						8,547,305		7,581,906		930,902		930,902		299,468		0		299,468		930,902		299,468		0		1,578,271		0		0		1,578,271		1,637,241		1,471,554		165,687				260,897,000		30,226,000		167,938,000		62,732,000		3/31/21		20210728 データ更新				管理者								8,547,305		7,581,906		930,902		32,006		299,468		299,468		1,578,271		1,637,241						1		大阪府

		10110327		(財)京阪神ケーブルビジョン		近畿		大阪府		44		9		283,193		283,193		283,193		0		8,061		1,613		6,448		157,083		6,448		0		3,134		2,558		576		0		364		0		364		0		744,083		560,826		106,854		1,356								削除済		総務部長						280,550		280,550		280,550		234,567		6,918		5,659		3,218		356				3/31/10		0

		10110328		(株)ジェイコムウエスト		近畿		大阪府		0		251		5,666,125		5,666,125		3,772,470		0		988,906				988,906		3,772,470		988,906		247,468		965,370		47,332		73,318		844,720		931,490		931,490		0		92,267		130,798,206		51,330,015		53,943,641		25,524,550		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		石田　裕子		㈱ジェイコムウエスト 人事・管理統括部 管理グループ		06-7175-7301		jcw-corporate@jupiter.jcom.co.jp		5,666,125		5,666,125		3,772,470		893,956		988,906		988,906		965,370		931,490						1		大阪府

		10110330		吹田ケーブルテレビジョン(株)		近畿		大阪府		2		46		179,200		179,200		152,500		0		40,500		0						40,500		0		25,900								27,800						0		3,778,432												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						178,100		178,100		151,200		23,757		40,400		40,400		23,500		24,600				12/31/12		0

		10110331		(株)全関西ケーブルテレビジョン		近畿		大阪府		9		1		79,506		26,270		19,520		19,520		0						15,182		0				0								0								450,288		374,908				75,380		3/31/21						山田　茂生		エリア事業部　エリア事業部長		06-6201-3388		yamada@ac-tv.co.jp		79,506		26,270		19,520		17,223		0		0		0		0						1		大阪府

		10110332		高槻ケーブルネットワーク(株)		近畿		大阪府		0		44		167,000		167,000		114,900		0		43,300		0						43,300		0		28,400								34,100				0		0		4,393,710												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						166,500		166,500		114,100		25,400		43,800		43,800		27,100		31,400				12/31/12		0

		10110333		(株)テレビ岸和田		近畿		大阪府		48		9		96,367		89,521		71,660		25,346		27,455				27,455		71,660		27,455		3,060		29,303		1,099		630		27,574		31,566		31,566						2,699,052		1,225,884		1,359,887		113,281		3/31/21						嶋崎　宏和		技術本部　本部長		072-436-3636		shima@tvk.co.jp		96,367		89,521		71,660		24,002		27,455		27,455		29,303		31,566						0		大阪府

		10110334		豊中・池田ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0		56		237,900		237,900		178,800		0		52,300		0						52,300		0		33,500								36,900						0		4,994,113		2,847,288		1,642,168								ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						235,800		235,800		177,600		29,600		53,100		53,100		30,900		33,200				12/31/12		0

		10110337		東大阪ケーブルテレビ(株)		近畿		大阪府		0		49		246,100		246,100		155,700		0		57,200		0		37,200		95,907		57,200		0		31,900								41,000						0		5,469,225												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部　管理統括部						244,200		244,200		154,200		27,600		57,200		57,200		30,600		37,600				12/31/12		0

		10110338		北摂ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0				211,184		211,184		139,085		0		47,480		24,597						24,875		0										31,027						0		5,607,809												ＪＣＯＭ(株)										211,184		211,184		139,085		9,954		47,480		24,875		30,721		31,027				2/20/08		0

		10110339		北河内ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		33		120		320,076		320,076		174,720		0		62,869		7,422		55,447		174,720		55,447		0		32,568		25,319		5,498		1,751		30,606		23,372				0		5,903,437		3,648,607		1,459,003								ＪＣＯＭ(株)		削除済		ＣＳ推進課　課長						320,076		320,076		174,720		16,456		62,869		55,447		32,568		30,606				5/20/09		0

		10110341		(株)明石ケーブルテレビ		近畿		兵庫県		22		8		139,103		95,665		51,030		57,579		8,875						14,713		8,494		10		7,221		3,444		1,105		2,672		9,104		9,104						1,059,843		605,300		332,459		122,084		3/31/21						松尾　明美		管理部　担当課長		078-911-7000		matsuo@actv.zaq.ne.jp		139,103		95,665		51,030		36,317		8,875		8,494		7,221		9,104						0		兵庫県

		10110343		(株)淡路島テレビジョン		近畿		兵庫県		17		0		16,496		16,496		12,867		0		1,701				0		0		1,701		0						0		0		0		0		0		0		130,000														削除済		取締役総務管理部長						16,496		16,496		12,867		0		1,701		1,701		0		0				5/21/08		0

		10110344		ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス(株)		近畿		兵庫県		47		2		175,601		123,812		53,788		0		15,288		0		16,043		52,754		21,737		647		12,197		7,061		886		3,138		15,975		15,915		60				2,064,346		1,061,753		975,251		27,343		3/31/21						永濱　昭和		総務部　担当取締役		079-420-2525		ban-jcta@banban.co.jp		175,601		123,812		53,788		4,332		15,288		21,737		12,197		15,975						0		兵庫県

		10110345		神河町ケーブルテレビネットワーク		近畿		兵庫県		8		0		4,146		4,146		3,682		3,682		0		0		0		3,682		0		0		1,438		0		0		1,438		0						0		96,129		81,128		15,001		0		3/31/21						齊藤　斉		総務課　係長		0790-32-2752		jyoho@town.kamikawa.hyogo.jp		4,146		4,146		3,682		1,467		0		0		1,438		0						0		兵庫県

		10110347		(株)ケーブルネット神戸芦屋		近畿		兵庫県		0		198		812,500		812,500		615,700		0		159,700		0						159,700		0		109,600								143,100						0		17,917,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部　兵庫ブロック管理チーム長						810,700		810,700		608,600		131,300		156,800		156,800		102,000		131,900				12/31/12		0

		10110348		南あわじ市		近畿		兵庫県		4		4		19,743		19,743		0		0		0		0		0		13,963		0		0		0		0						0						0		1,050		1,013		37		0		3/31/21		市役所の一般会計のため、会計科目等当てはまるものがありませんので、非管理項目としています。				奥田 泰大		広報情報課　副課長		0799-43-2345		yasuhiro_okuda@city.minamiawaji.hyogo.jp		19,743		19,743		0		0		0		0		0		0						0		兵庫県

		10110349		(財)神戸市開発管理事業団		近畿		兵庫県		10		13		66,588		66,588		58,878		0		9,309		8,722		587		0		587		0		1,850		446		1,404		0		0						0		874,555		853,819		20,736				平成１８年度、金額はすべて税抜き額														66,588		66,588		58,878		0		9,309		587		1,850		0				2/20/08		0

		10110350		(株)ベイ・コミュニケーションズ		近畿		大阪府		245		19		884,700		883,900		808,400		29,257		130,193		0		104,434		808,400		130,193		20		216,457		10,484		72,245		133,729		154,359		154,318		41		192		18,756,555		5,554,113		11,374,516		1,827,925		3/31/21						竹村　健一郎		経営企画室　課長		06-6450-1179		ml-renmei@baycom.jp		884,700		883,900		808,400		677,052		130,193		130,193		216,457		154,359						1		大阪府

		10110351		姫路ケーブルテレビ(株)		近畿		兵庫県		53		14		248,600		248,600		125,757		36,249		39,658		0		23,437		125,757		39,658		940		46,890		5,732		11,764		29,394		43,415		43,355		60		0		4,319,453		1,991,265		2,328,189		0		3/31/21						松本　圭司		取締役総務部長兼企画部長		079-278-5070		k-matsumoto@winknet.ne.jp		248,600		248,600		125,757		42,304		39,658		39,658		46,890		43,415						0		兵庫県

		10110355		近鉄ケーブルネットワーク(株)		近畿		奈良県		233		133		567,506		418,209		197,644				60,633		0		60,633		197,644		72,532		16,166		145,855		14,382		776		130,697		139,141		136,045		3,096		3,019		13,527,622		4,310,266		9,217,356				12/31/20						金井　博美		監査役室・対外業務室		0743-75-5510		kanai@kcn.ad.jp		567,506		418,209		197,644		8,111		60,633		72,532		145,855		139,141						0		奈良県

		10110356		こまどりケーブル(株)		近畿		奈良県		10		2		38,357		38,357		32,640		26,478		3,815		0		10,827		32,640		10,827		12		0								0						0		1,621,801		701,437		0		920,364		12/31/20		特になし				山崎　理		常務取締役		0743-75-4744		yamasaki@kcn.ad.jp		38,357		38,357		32,640		27,023		3,815		10,827		0		0						0		奈良県

		10110357		(株)サイバーリンクス		近畿		和歌山県		535				7,780		4,025		4,025		4,025		307						4,025		307				1,263						1,263		26				26				10,321,048		91,692		85,173		10,144,183		12/31/20		20210729　総売上/実績内訳（放送・通信・その他）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				杉原　正洋		公共クラウド事業部　公共サービス運用部　ネットワーク運用課　課長補佐		0739-24-9500		m-sugihara@cyber-l.co.jp		7,780		4,025		4,025		4,025		307		307		1,263		26						0		和歌山県

		10110359		鹿足郡事務組合		中国		島根県		7		0		6,388		6,388		5,925		5,925		669				669		5,925		997		51		2,304		1,666		394		244		5,925		5,925		51		0		399,370		121,131		85,450		192,789		3/31/21						三宅　貴洋		主事		0856-74-2099		snn@tsuwano.net		6,388		6,388		5,925		2,830		669		997		2,304		5,925						0		島根県

		10110361		(株)中海テレビ放送		中国		鳥取県		64		11		100,740		100,740		55,420		27,271		38,476		0		38,476		55,420		38,476		1,113		23,679		1,763		317		21,599		25,452		25,452		42		848		5,624,157		2,630,433		1,197,890		1,795,834		3/31/21						鎌田　靖史		総務部　次長		0859-29-2211		catv@chukai.co.jp		100,740		100,740		55,420		2,985		38,476		38,476		23,679		25,452						0		鳥取県

		10110362		鳥取中央有線放送(株)		中国		鳥取県		26		0		18,280		18,280		14,667		14,667		3,161				1,459		14,667		3,161		131		5,381		2,351		2,051		979		0						497		527,641		287,326		240,314		0		3/31/21						谷口　成樹		事業部事業1係・係長		0858-53-2565		info@torichu.co.jp		18,280		18,280		14,667		1		3,161		3,161		5,381		0						0		鳥取県

		10110363		(株)鳥取テレトピア		中国		鳥取県		15		0		14,004		12,935		9,362		1,627		6,200		0				9,362		6,200		101		1,824		1,094		485		245		0						0		504,399		389,886		111,895		2,619		3/31/21						奈良井　大輔				0857-22-6111		daisuke-narai@inabapyonpyon.net		14,004		12,935		9,362		0		6,200		6,200		1,824		0						0		鳥取県

		10110364		日本海ケーブルネットワーク(株)		中国		鳥取県		68		0		91,547		91,547		63,785		8,108		39,984		0				63,772		39,984		1,451		15,463		9,606		1,379		4,478		17,291		17,291		0		2,526		3,027,543		2,071,919		955,624				7/31/20						坂口　淳子		総務部　総務課		0857-21-3202		catv@ncn-t.net		91,547		91,547		63,785		5,640		39,984		39,984		15,463		17,291						0		鳥取県

		10110365		出雲ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		34		7		42,568		42,568		27,829		11,945		10,179		0		25,078		27,829		25,078		273		9,181		1,333		1,780		6,068		11,077		11,077						1,798,439		1,135,686		662,753		0		3/31/21						北脇　厚		総務課　課長		0853-21-9811		kitawaki-atsushi@icv-izumo.ne.jp		42,568		42,568		27,829		0		10,179		25,078		9,181		11,077						0		島根県

		10110366		松江市		中国		島根県		0		3		3,320		2,508		2,272		0		633		615						37		0		347		347		0		0		0		11		0		0		57,795														削除済		鹿島ケーブルビジョン所長						3,320		2,508		2,291		0		665		38		335		0				3/31/11		0

		10110367		山陰ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		62		20		104,552		104,552		56,017		46,705		4,864				4,864		13,648		13,648		578		15,486		4,535		5,773		5,178		9,192		8,281		911		1,380		2,576,929		1,388,660		588,347		599,922		3/31/21		(年度総売上備考：行政が設備した施設の運営管理あり）				上代　徹		総務部　総務課長		0852-23-2522		jyoudai@mable.ne.jp		104,552		104,552		56,017		726		4,864		13,648		15,486		9,192						0		島根県

		10110368		石見ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		32				32,014		30,565		17,245				1,513				4,619		17,245		4,619		94		3,835		1,950		1,035		850		0								781,398		504,532		276,866				3/31/21						福浜　秀利		代表取締役社長		0855-23-4883		info@iwamicatv.jp		32,014		30,565		17,245		3,826		1,513		4,619		3,835		0						0		島根県

		10110369		井原放送(株)		中国		岡山県		23		1		18,408		18,408		12,998		11,652		685				685		12,998		685		9		6,629		2,855				3,774		3,254		3,254						716,234		341,970		344,175		30,089		3/31/21						原田　誠司		専務取締役		0866-62-8181		harada@icv.co.jp		18,408		18,408		12,998		7,813		685		685		6,629		3,254						1		岡山県

		10110370		岡山ネットワーク(株)		中国		岡山県		30		12		283,008		190,811		62,943				19,737				19,737		62,943		19,737		824		16,388		9,833		29		6,526		12,631		12,631						1,866,208		1,039,993		647,021		179,194		3/31/21						瀧　哲郎		営業部　課長補佐		086-805-0202		taki@oni.co.jp		283,008		190,811		62,943		39,784		19,737		19,737		16,388		12,631						0		岡山県

		10110371		(株)吉備ケーブルテレビ		中国		岡山県		35		9		29,503		29,503		21,709		117,169		15,259		0				21,709		15,259		230		5,574		4,286		0		1,288		0		0		0		0		1,315,806		1,026,089		251,788		37,929		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				三村　和正		総務部　経理課		0866-21-0123		mimura-k@kibi.ne.jp		29,503		29,503		21,709		0		15,259		15,259		5,574		0						0		岡山県

		10110372		(株)倉敷ケーブルテレビ		中国		岡山県		91		26		244,907		195,113		89,083		24,724		47,364		0		47,364		89,083		47,364		1,097		33,000		5,167		2,880		24,953		34,647		34,622		25		16		4,252,319		2,080,398		2,171,921		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		小川　洋子		総務部　部長		086-466-1717		y.ogawa@kct.co.jp		244,907		195,113		89,083		3,603		47,364		47,364		33,000		34,647						0		岡山県

		10110373		(株)ケーブルネットワーク金光		中国		岡山県		4		3		4,572		4,572		535		0		136				136		535		218		0																0		80,000		68,000		12,000		1,500								削除済		常務取締役						4,572		4,572		3,481		0		155		284		1,153		0				12/31/13		0		岡山県

		10110374		玉島テレビ放送(株)		中国		岡山県		39		8		26,724		26,724		15,130		15,130		12,953				12,953		15,130		12,953		39		5,958		1,132		0		4,826		5,002		5,002						918,445		429,695		406,654		82,096		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				大島　清		統括部長		086-526-7075		o-shima@tamashima.tv		26,724		26,724		15,130		0		12,953		12,953		5,958		5,002						0		岡山県

		10110375		(株)テレビ津山		中国		岡山県		12		4		43,730		43,730		11,780		3,896		8,535		0				11,780		8,535		0		6,548		2,652		0		3,896		3,367		3,367				0		613,171		276,752		336,419				3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		劔持　成利		代表取締役社長		0868-24-4000		info@tvt.ne.jp		43,730		43,730		11,780		3		8,535		8,535		6,548		3,367						0		岡山県

		10110376		笠岡放送(株)		中国		岡山県		35		0		35,617		34,806		23,257		23,257		751		0		13,954		23,257		751		86		13,578		2,090		0		11,488		8,365		8,304		61		1,110		1,364,293		546,492		791,793		26,007		3/31/21		2019年度より税理士変更により税込方式から税別方式に変更				小寺　惣一		常務取締役		0865-63-6181		kodera@nsg.kcv.ne.jp		35,617		34,806		23,257		0		751		751		13,578		8,365						0		岡山県

		10110377		矢掛放送(株)		中国		岡山県		3		0		5,568		5,568		4,091		4,091		0		0		1,065		4,091		1,065		0		751		351		294		106		0		0		0		8		123,870		84,477		30,228		9,165		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				水川　哲也		総務部　専務取締役		0866-84-8490		yct@yct.ne.jp		5,568		5,568		4,091		4,091		0		1,065		751		0						0		岡山県

		10110378		島根県浜田市		中国		島根県		1		2		2,824		2,664		2,355				532				532				2,355		0		939		718		221				0								95,826		67,083		27,447		1,297		3/31/21		令和2年度　事業運営にかかる歳入決算額				三輪　祐二		浜田市　三隅支所　防災自治課　防災係　主任主事		0855-32-4444		miwa-yuuji@city.hamada.lg.jp		2,824		2,664		2,355		0		532		2,355		939		0						0		島根県

		10110380		(株)ちゅピＣＯＭおのみち		中国		広島県		11		1		28,700		13,500		9,790		7,938		2,598		0		2,598		9,790		2,598		15		2,914		702		1,294		918		3,070		3,070		0		0		460,559		202,434		214,430		43,695		3/31/21						大池  茂文		営業課		0848-38-1881		oike@octv.co.jp		28,700		13,500		9,790		292		2,598		2,598		2,914		3,070						0		広島県

		10110382		(株)ケーブル・ジョイ		中国		広島県		14		1		25,000		19,702		6,610		4,330		1,600		0		1,600		6,610		1,600		0		1,990		1,990		0		0		20		0		20		0		414,000		290,000		112,000		12,000		3/31/21						唐川　克秀		営業・総務統括部　部長		0847-45-0557		jokaraka@pear.ccjnet.ne.jp		25,000		19,702		6,610		3,900		1,600		1,600		1,990		20						0		広島県

		10110383		(株)ちゅピＣＯＭ		中国		広島県		109		33		654,441		655,441		295,503		15,962		52,191						295,503		52,191		2,482		57,194		12,257		3,783		41,154		41,733		41,647		86		612		5,510,348		3,164,605		2,345,742		0		3/31/21						天野　陽介		営業企画部・係長		082-296-5564		amano-03@chupicom.co.jp		654,441		655,441		295,503		118,947		52,191		52,191		57,194		41,733						0		広島県

		10110384		(株)東広島ケーブルメディア		中国		広島県		9		2		39,143		31,468		10,881		3,442		2,916		0				10,881		2,916		163		619		140		0		169		0		0		0		0		268,401		236,759		31,642				3/31/21						徳永　功				082-424-8800		eigyo@kamon.ne.jp		39,143		31,468		10,881		0		2,916		2,916		619		0						0		広島県

		10110386		(株)ちゅピＣＯＭひろしま		中国		広島県		42		10		597,300		597,300		121,494		9,973		23,136		0		22,427				28,026		581		15,692		3,275		3,689		8,728		12,428		12,428				272		2,361,519		1,634,546		726,973		0		3/31/20						削除済		総務部　主任						597,300		597,300		121,494		13,741		23,136		28,026		15,692		12,428				9/30/20		0		広島県

		10110388		三原テレビ放送(株)		中国		広島県		28		4		43,678		43,000		14,920		5,447		2,323		0		2,323		14,857		3,319		33		6,033				6,033				113				113		10		705,614		350,105		338,052		17,457		9/30/20						勝村　祥治		統括部長		0848-63-8600		s-katsumura@g.mcat.co.jp		43,678		43,000		14,920		111		2,323		3,319		6,033		113						0		広島県

		10110391		(株)アイ・キャン		中国		山口県		45		4		75,611		96,658		37,905		21,638		7,133		0		5,655		37,905		7,133		910		9,888		4,301		2,079		3,508		6,612		6,612		0		0		1,310,421		569,503		508,428		232,489		3/31/21						吉村　満則		総務部　部長		0827-22-5678		icn@icntv.co.jp		75,611		96,658		37,905		11,519		7,133		7,133		9,888		6,612						0		山口県

		10110392		Ｋビジョン(株)		中国		山口県		30		3		63,675		62,003		41,875		8,270		20,485				20,485		41,875		20,485		521		11,008		4,697		1,291		5,020		7,794		7,794				0		1,481,562		1,010,034		471,528				3/31/21						山田　高徳		業務部　部長		0833-44-4936		takanori-yamada@kvision.ne.jp		63,675		62,003		41,875		357		20,485		20,485		11,008		7,794						0		山口県

		10110393		(株)ケーブルネット下関		中国		山口県		0		0		97,743		97,743		68,071		0		35,597		0		35,334		67,987		35,597		4,583		26,740		2,512		1,194		22,062		27,515		27,515		0		1,591		4,106,041		1,764,117		1,557,584		784,339		3/31/21		2014年以降は年度末（3月）決算に変更 20210730　総売上/実績内訳（放送・通信・その他）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）		ＪＣＯＭ(株)		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		97,743		97,743		68,071		1,196		35,597		35,597		26,740		27,515						0		山口県

		10110394		(株)シティーケーブル周南		中国		山口県		29		0		61,900		55,909		41,316		26,884		5,665		0		15,473		15,473		15,473		599		11,011		767		4,112		5,283		12,249		12,249						1,825,635		990,978		417,153		417,504		8/31/20						中山　浩太		総務経理部　総務経理部長		0834-21-3688		ko.nakayama@ccsnet.ne.jp		61,900		55,909		41,316		2,745		5,665		15,473		11,011		12,249						0		山口県

		10110395		長門市		中国		山口県		0		15		15,890		15,890		14,524		7,143		1,266		0		1,811		14,283		1,811		0		3,113		1,932		0		1,181		0		0		0		0		347,389		222,456		113,077		11,856		3/31/21		※令和元年度、会計システム（ＴＫＣ）変更により、税抜価格となりました。				森重　秀睦		山口県長門市ケーブルテレビ　指定管理者　ながとてれび株式会社　センター長		0837-23-1541		hidechika.morishige@nagato-tv.com		15,890		15,890		14,524		0		1,266		1,811		3,113		0						0		山口県

		10110396		萩ケーブルネットワーク(株)		中国		山口県		49		0		41,912		41,912		16,551		12,858		9,754								9,754				5,592		3,843		804		945		0								1,023,839		732,210		272,634		18,995		3/31/19		平成30年度決算より税抜としています。				削除済		代表取締役社長						41,912		41,912		16,551		2,105		9,754		9,754		5,592		0				8/29/19		1		山口県

		10110397		山口ケーブルビジョン(株)		中国		山口県		70		5		200,999		195,076		153,358		3,060		108,662		0		108,662		108,662		108,662		437		31,242		28,930		0		2,312		2,557		2,069		488		0		4,527,863		3,280,860		1,247,003		0		3/31/21						倉田　昌彦		技術局		083-934-1234		kurata@c-able.co.jp		200,999		195,076		153,358		0		108,662		108,662		31,242		2,557						0		山口県

		10110399		ひらたＣＡＴＶ(株)		中国		島根県		13		6		8,602		7,204		6,657		6,657		834				943		6,657		6,106		83		2,636		76		1,249		1,311		1,747		1,747		0		701		382,989		200,674		177,696		4,619		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				金　忠宏		業務部長		0853-63-5539		kon@hit-5.net		8,602		7,204		6,657		0		834		6,106		2,636		1,747						0		島根県

		10110400		(株)池田ケーブルネットワーク		四国		徳島県		0		1		4,735		4,735		4,053		4,053		134						4,053		134				475		281		187		7		0								277,591		115,478		19,779		142,334		3/31/21		※20190924 総売上/内訳訂正 ※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20211020 総売上/内訳訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				中川　由美		総務部　課長		0883-72-3399		y-nakagawa@awaikeda.net		0		0		4,053		0		134		134		475		0						0		徳島県

		10110401		石井町有線放送農業協同組合		四国		徳島県		12		0		10,781		13,800		8,353		8,353		232				232		8,353		232		0		3,826		27				3,799		3,351		3,351				0		298,399		235,984		59,869		2,546		3/31/21		20210729　決算年月日訂正(@連盟)				吉田　章吾		業務課長		088-674-7667		yoshida@ihk.or.jp		10,781		13,800		8,353		0		232		232		3,826		3,351						0		徳島県

		10110402		エーアイテレビ(株)		四国		徳島県		14		0		20,700		20,700		14,701		13,045		864		0		147		14,701		864		0		0								0								362,901		277,973		84,927		0		3/31/21						高堂　雅史		総務課　課長		088-692-8223		soumu@aitv.co.jp		20,700		20,700		14,701		0		864		864		0		0						0		徳島県

		10110403		ケーブルテレビ徳島(株)		四国		徳島県		37		7		133,342		133,342		124,777		124,777		21,250				21,250		124,777		21,250		37		5,568						5,568		5,557				5,557		1,633		3,530,733		2,559,343		922,570		48,819		3/31/21						磨見　達彦		営業部		088-655-4000		mami@tcn.ne.jp		133,342		133,342		124,777		2,291		21,250		21,250		5,568		5,557						0		徳島県

		10110404		国府町農事放送農業協同組合		四国		徳島県		13				12,940		12,940		8,954		8,954		444		0				8,954		444		0		0								0						0		300,000		250,000		50,000		0		3/31/21		※2020年度　前年と決算同様金額 ※20210802　メールにて齟齬ない事確認済（@連盟）				森岡　篤				088-642-6050		info@kbctv.ne.jp		12,940		12,940		8,954		0		444		444		0		0						0		徳島県

		10110405		(株)テレビ鳴門		四国		徳島県		14		1		26,157		26,100		19,622		15,584		1,043		0		1,043		19,622		1,043		0		6,778		0		0		6,778		5,225		5,225		0		0		504,147		388,445		115,702		0		7/31/20		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				四宮　努		代表取締役専務		088-685-7101		shinomiya@tv-naruto.ne.jp		26,157		26,100		19,622		0		1,043		1,043		6,778		5,225						0		徳島県

		10110406		日本中央テレビ(株)		四国		徳島県		9				22,300		22,300		5,576		5,576		1,700		0						1,700		0		1,000								900		900				0		162,694		162,694						3/31/21		※20210729　総売上実績/実績内訳・放送　を修正(事業者よりのメールを元に)決算年月日を2021/3/31にて登録(@連盟) 20151118　放送売上のみ入力されていたので、合計に同値を入力。				松本 博毅		企画開発部　部長		0883-22-1501		h-matsumoto@jctv.ne.jp		22,300		22,300		5,576		0		1,700		1,700		1,000		900						0		徳島県

		10110407		(株)ひのき		四国		徳島県		25		2		21,754		21,754		13,329		13,329		723		0				13,329		723		0		5,484								0						85		432,882		318,500		114,383		0		6/30/20						森田　貴		総務課		088-698-0811		core@cue.tv		21,754		21,754		13,329		0		723		723		5,484		0						0		徳島県

		10110408		(株)東阿波ケーブルテレビ		四国		徳島県		7		1		16,000		12,000		5,532		2,000		1,163		0		1,163		5,532		1,163		0		3,096				0		2,968		2,000		2,000		3		0		257,757		187,857		69,900		0		3/31/21		特になし				合田　直人		総務部事務局長		08853-2-3336		goda@e-awa.tv		16,000		12,000		5,532		37		1,163		1,163		3,096		2,000						0		徳島県

		10110409		牟岐町中村テレビ共同受信組合		四国		徳島県						490		490		490		0		0								0		0		0								0						0																削除済		専務理事						490		490		490		0		0		0		0		0				3/31/10		0

		10110410		香川テレビ放送網(株)		四国		香川県		16		1		29,703		23,731		16,215		4,789		5,340		0		5,340		15,435		5,922		410		5,974		1,217		809		3,144		5,446		5,446		0		19		735,232		443,453		287,355		4,424		6/30/20						松永　公伸		取締業務部長		0877-46-5000		matsunaga@kbn.ne.jp		29,703		23,731		16,215		850		5,340		5,922		5,974		5,446						0		香川県

		10110411		(株)ケーブルメディア四国		四国		香川県		29		9		230,607		220,660		70,424		0		19,654		0		15,460		70,424		19,654		1,055		0								0						0		1,921,617		1,789,857		131,760		0		3/31/21						石井　文治		お客さま本部　お客さまサービス部　部長		087-887-9759		ishii@cavy.co.jp		230,607		220,660		70,424		1,025		19,654		19,654		0		0						0		香川県

		10110412		中讃ケーブルビジョン(株)		四国		香川県		26		8		65,066		54,090		17,114				9,151		0		9,151		9,182		9,249		145		16,534		69				16,465		13,837		13,837				0		889,898		640,447		249,451		0		3/31/21						佐久間　知恵		企画室　係長		0877-24-6111		sakuma@cvc.co.jp		65,066		54,090		17,114		600		9,151		9,249		16,534		13,837						0		香川県

		10110413		三豊ケーブルテレビ放送(株)		四国		香川県		16		0		39,024		34,552		10,922		1,198		6,512		0		6,512		10,922		6,512		143		192		192						0						0		589,662		434,948		154,714				6/30/20		20210730　総売上/実績内訳（放送・通信）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				高谷　昌宏		技術課 通信係　係長		0875-24-1844		takaya-mcb@mc1.mcbnet.ne.jp		39,024		34,552		10,922		0		6,512		6,512		192		0						0		香川県

		10110414		テレビ阿波(株)		四国		徳島県		4		1		3,792		3,792		1,289		1,289		174				174		1,289		174				475		177		298		42		235				235				67,419		25,087		21,760		20,572		6/30/20		※20210729　実績内訳・放送/通信/その他　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) (年度総売上備考：2019年6月決算） 2019年6月末決算分 ※20201007 総売上等訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				八坂　晴彦		営業		0883-55-0055		yasaka@awacco.net		3,792		3,792		1,289		0		174		174		475		235						0		徳島県

		10110415		上板町有線テレビ(株)		四国		徳島県		3		1		4,900		4,900		1,561		1,561		225		0		2		1,561		225				156						156		49				46				50,162		39,816		10,345				12/31/20						長谷川　功一郎		業務課　課長		088-694-7633		info@kamiita-catv.com		4,900		4,900		1,561		0		225		225		156		49						0		徳島県

		10110416		(株)ケーブルネットおえ		四国		徳島県		14		0		15,784		15,784		8,564		8,564		0						8,564		0		0		3,788						3,788		3,520		3,520						220,185		154,290		60,084		5,810		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				片岡　和也		統括マネージャー		0883-26-9012		kataoka@cnet-oe.com		15,784		15,784		8,564		386		0		0		3,788		3,520						0		徳島県

		10110417		(株)四国中央テレビ		四国		愛媛県		23		28		29,000		29,000		17,674		0		2,862				2,862		14,086		2,862		215		8,415		5,386		3,029		530		7,186		7,186				3,170		1,006,592		385,558		562,133		58,901		3/31/21		(年度総売上備考：内、四国中央市からの指定管理料３５，７３４千円を含む）  ※20210730 内訳訂正(@連盟)				山下　博史		総務部兼システム部長		0896-24-0130		h.yamashita@s-tv.jp		29,000		29,000		17,674		624		2,862		2,862		8,415		7,186						0		愛媛県

		10110418		今治シーエーティーブィ(株)		四国		愛媛県		16		1		69,954		57,586		17,408		10,923		7,857				6,665		17,408		7,857		598		3,333		941		2,392		2,306		1,460		1,381		79				689,673		578,845		110,828		0		3/31/21						門田　尚樹		総務部　部長		0898-22-0001		n-kadota@icknet.ne.jp		69,954		57,586		17,408		4,941		7,857		7,857		3,333		1,460						0		愛媛県

		10110419		宇和島ケーブルテレビ(株)		四国		愛媛県		19		0		24,860		24,860		9,666		9,432		3,923		0		3,923		9,666		4,033		401		0		0		0		0		0		0		0		0		614,620		403,809				210,811		3/31/21		(年度総売上備考：インターネットは、通信会社への回線貸与事業であり、売上はない。） 特記事項なし				伊藤　克将		常務取締役		0895-24-3939		info@ucat.co.jp		24,860		24,860		9,666		3,951		3,923		4,033		0		0						0		愛媛県

		10110421		(株)愛媛ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		72		99		296,220		275,512		168,645				47,999		0						47,999				88,956								53,296		52,634		662		23,427		8,246,460		2,893,516		5,293,184		59,758		3/31/21		※20201001決算内容訂正(@連盟)				西田 文明		総務部　部長		089-943-5001		nishida@e-catv.ne.jp		296,220		275,512		168,645		3,944		47,999		47,999		88,956		53,296						0		愛媛県

		10110422		(株)ケーブルネットワーク西瀬戸		四国		愛媛県		10		0		27,000		14,000		4,240		35		2,454		0		187		4,273		2,454		3		1,051		318		0		733		490		490		0		100		223,379		141,532		67,356		14,491		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				尾上　浩司		執行役員技術・営業部　部長		0893-25-0212		cnw-soumu@cnw.ne.jp		27,000		14,000		4,240		702		2,454		2,454		1,051		490						0		愛媛県

		10110423		今治市波方シーエーティーブィ		四国		愛媛県						3,817		3,817		2,310		0		711				616		2,310		711		0		267		267												0		106,212		90,006		16,205		0		3/31/15						削除済		今治市波方支所総務課　情報係						3,817		3,817		2,310		2,310		711		711		267		0				3/31/16		0		愛媛県

		10110424		(株)ハートネットワーク		四国		愛媛県		31		34		108,664		90,138		25,143		34		14,409				705		25,143		17,952		2,524		4,686		2,582		220		1,884		1,056		948		108		1,389		1,728,776		1,133,824		374,596		220,354		9/30/20		(年度総売上備考：２０２０．９末現在の数字になります。）				岡部　裕介		業務局　総務課		0897-32-7777		yusuke@heartnetwork.jp		108,664		90,138		25,143		0		14,409		17,952		4,686		1,056						0		愛媛県

		10110425		西予ＣＡＴＶ(株)		四国		愛媛県		0		0		17,758		17,758		10,277		10,277		1,423		0		0		0		1,423		0		6,944		0		0		6,944		5,446		5,446		0		0		440,350		260,833		143,750		35,767		3/31/21						三瀬　春香		総務		0894-62-7811		haruka@seiyo-catv.co.jp		17,758		17,758		10,277		3,312		1,423		1,423		6,944		5,446						0		愛媛県

		10110430		甲浦テレビ共同聴視施設組合		四国		高知県						700		633		633		0		0								0		0		0								0						0																削除済		組合長						700		633		633		633		0		0		0		0				9/19/12		0

		10110431		高知ケーブルテレビ(株)		四国		高知県		38		4		158,264		158,264		52,693		52,693		19,320		0		15,694		52,693		19,320		677		0								0								1,638,877		1,448,896		189,981		0		3/31/21						近森　秀水		取締役　放送技術部長		088-880-1503		kcb-ekikaku-com@kcb.co.jp		158,264		158,264		52,693		111		19,320		19,320		0		0						0		高知県

		10110432		(一社)香南ケーブルテレビ		四国		高知県		12		0		15,022		9,145		6,021		6,021		283		0		5,950		6,021		688		0		4,107		15		0		4,092		3,180		3,180		20		0		479,006		180,004		299,001				3/31/21		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)				國松 美紀		総務		0887-56-0102		kunimiki@kctv.or.jp		15,022		9,145		6,021		14		283		688		4,107		3,180						0		高知県

		10110433		よさこいケーブルネット(株)		四国		高知県		18		1		23,835		23,835		11,944		5,052		4,553		0		4,553		8,618		4,553		183,183		6,632		354		0		6,278		4,360		4,346		14		0		391,838		249,783		24,961		117,094		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				今村　勉		取締役営業部長		0889-43-0050		imamura@scatv.co.jp		23,835		23,835		11,944		57		4,553		4,553		6,632		4,360						0		高知県

		10110434		西南地域ネットワーク(株)		四国		高知県		9		0		18,544		18,636		5,207		3,691		2,169		0		2,169		5,207		2,169		0		351		272		52		27		0		0		0		0		295,292		205,086		90,206		0		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				北川　明彦		設備工事部係長　係長		0880-62-0888		kitagawa@swantv.co.jp		18,544		18,636		5,207		3,038		2,169		2,169		351		0						0		高知県

		10110435		土佐有線テレビ施設組合		四国		高知県		1		1		4,944		698		698		0		698		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,120		8,120		0		0		3/31/21		20190910　放送内訳　桁補正				高橋　直人		組合長		0887-70-1315		laugh7010@icloud.com		4,944		698		698		698		698		0		0		0						0		高知県

		10110437		那賀町ケーブルテレビ		四国		徳島県		7		1		3,645		3,645		3,645		3,355		0		0				3,645		0				1,522		117				1,405		1,775		1,775						549,248		46,014		97,716		405,518		3/31/21						折坂　浩通		ケーブルテレビ課　係長		0884-64-1123		hiromichi-orisaka@naka.i-tokushima.jp		3,645		3,645		3,645		0		0		0		1,522		1,775						0		徳島県

		10110438		徳島県南メディアネットワーク(株)		四国		徳島県		8		2		13,244		8,220		2,279		2,279		450				29		2,279		450				1,206						1,206		984		984		72				208,178		83,970		30,264		93,944		3/31/21						山本 篤司		工事部　グループリーダー		0884-22-1728		yamamoto@kennan.tv		13,244		8,220		2,279		1		450		450		1,206		984						0		徳島県

		10110439		三好市		四国		徳島県						7,861		7,861		7,166		7,166		164		0				7,166		164				1,096		705		339		52		24				24				236,668		172,028		47,362		17,278		3/31/21						谷　直哉		総務課　情報政策担当		0883-72-7641		jyouhouseisaku@city.tokushima-miyoshi.lg.jp		0		0		7,166		0		164		164		1,096		24						0		徳島県

		10110440		(株)ケーブルネットワーク桂川		九州		福岡県		1		2		8,000		5,000		2,216		0		74		0		243		2,216		243		0		0								0						0		57,302		34,982		0		22,320		3/31/21						中嶋　浩仁		取締役		0948-65-0217		cnk@bronze.ocn.ne.jp		8,000		5,000		2,216		0		74		243		0		0						0		福岡県

		10110441		(財)北九州ケーブルビジョン		九州		福岡県		4		0		7,341		5,575		1,832		0		106		101						0		0		0								0						0		31,119		15,768												削除済		事務局長						7,341		5,575		1,842		1,842		106		0		0		0				3/31/09		0

		10110442		(株)ジェイコム九州		九州		福岡県		0		40		1,713,068		1,713,068		1,122,823		11,427		263,538		0		263,538		1,122,823		263,538		67,054		290,333		9,234		45,721		235,378		207,222		207,222		0		18,672		33,490,107		13,492,442		13,119,745		6,877,919		3/31/21		2014年以降は年度末（3月）決算に変更 20210730　売上実績内訳・その他　を更新（事業者からのメールにより）（＠連盟）		ＪＣＯＭ(株)		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		1,713,068		1,713,068		1,122,823		32,653		263,538		263,538		290,333		207,222						1		福岡県

		10110443		(株)ＣＲＣＣメディア		九州		福岡県		25		3		136,800		136,800		54,628		0		5,298				5,924		54,628		7,696		645		7,813		2,311		2,432		3,040		5,987		5,987		0		0		1,020,957		378,766		389,850		252,341		2/28/21		財務情報については弊社が2月末決算の為、2021年2月末現在の情報となります。				大曲　光邦		総務部		0942-37-6411		ohmagari@kumintv.co.jp		136,800		136,800		54,628		12,434		5,298		7,696		7,813		5,987						1		福岡県

		10110444		(株)ケーブルビジョン　２１		九州		福岡県								197,000		148,621		0		41,487		42,000						28,944		0		20,816								28,212						0		4,485,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　プロジェクト企画室						0		197,000		148,621		512		41,487		28,944		20,816		28,212				10/22/08		0

		10110445		(株)ジェイコム福岡		九州		福岡県						804,400		804,400		591,200		0		129,600		0						129,300		0		75,800								102,100						0		15,323,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		九州山口ブロック総務チーム						801,900		801,900		582,900		0		128,300		119,100		72,000		97,800				12/31/10		0

		10110446		(公財)福岡ケーブルビジョン		九州		福岡県		5		0		231,333		47,000		20,073		0		1,457		0		903		20,073		1,457		0		308		169		138		0		0		0		0		0		269,274		232,493		15,363		21,418		3/31/19						削除済		事務局長						231,333		47,000		20,073		20,073		1,457		1,457		308		0				3/31/20		0		福岡県

		10110447		(株)メック		九州		福岡県		48		5		28,832		16,526		1,176		618		1,026		0		715		1,200		715		0		2,183		1,022		0		1,161		0		0		0		0		141,296		35,050		99,346		6,900		4/30/21		FTTH接続世帯数の件数について 昨年までの報告内容に不備あり今回修正。 TVの加入件数の中のFTTH世帯と修正しました。				高木　利矩		総務部		0942-72-7266		takaki2@mecc.co.jp		28,832		16,526		1,176		124		1,026		706		2,123		0						0		福岡県

		10110450		有田ケーブル・ネットワーク(株)		九州		佐賀県		11				8,600		8,200		6,605		5,563		246						6,541		349		0		1,327		605		595		127		934		934						265,901		177,380		55,005		33,516		5/31/20						原田　好弘		総務部総務課課長		0955-43-2500		acn-hard@po.aritanet.ne.jp		8,600		8,200		6,605		0		246		349		1,327		934						0		佐賀県

		10110451		伊万里ケーブルテレビジョン(株)		九州		佐賀県		24		0		19,033		22,166		16,031		7,800		1,666				2,262		16,031		4,289		84		4,928		1,862		2,308		758		2,076		2,039		37		0		751,034		515,640		235,394				3/31/21						川田　毅		総務部長		0955-22-3506		kawada@i-catv.co.jp		19,033		22,166		16,031		0		1,666		4,289		4,928		2,076						0		佐賀県

		10110452		鏡テレビ共同受信組合		九州		佐賀県				3				3,623		2,906		0		0								0		0		0								0						0																削除済		副組合長						0		3,623		2,906		0		0		0		0		0				3/31/10		0

		10110453		(株)ぴーぷる		九州		佐賀県		42		0		23,000		22,000		20,945		0		2,338		0				20,945		4,454		48		6,962		2,394		4,005		563		1,534		1,429		105		0		1,207,906		576,544		355,344		276,018		3/31/21						山下　善史郎		常務取締役		0955-73-5466		yamashita@k-people.jp		23,000		22,000		20,945		0		2,338		4,454		6,962		1,534						0		佐賀県

		10110454		(株)ケーブルワン		九州		佐賀県		37		10		29,509		29,509		20,812		10,478		4,599				4,599		20,812		4,599		142		8,325		2,810		2,229		3,286		9,080		9,062		18		1,327		1,171,260		636,829		534,431		0		7/31/20						山口　伸吾		総務部		0954-23-7511		yamaguchi@cableone.co.jp		29,509		29,509		20,812		0		4,599		4,599		8,325		9,080						0		佐賀県

		10110455		西海テレビ(株)		九州		佐賀県		10		3		6,168		6,168		2,990		40		117				117		2,990		584				480		173		307				0								123,561		95,925		25,247		2,389		3/31/21						西山　真由美		総務部		0955-28-2466		sky-catv@po.chun2.ne.jp		6,168		6,168		2,990		11		117		584		480		0						1		佐賀県

		10110456		佐賀シティビジョン(株)		九州		佐賀県		27		9		123,089		87,950		51,761		30		13,529				13,529		49,557		14,361		3,215		13,725		3,415		987		9,323		9,493		9,404		89		134		1,636,222		1,014,857		621,365		0		2/28/21						江口　義弘		総務部 部長		0952-24-3734		eguchi@bunbun.co.jp		123,089		87,950		51,761		997		13,529		14,361		13,725		9,493						0		佐賀県

		10110457		(株)多久ケーブルメディア		九州		佐賀県		12				7,000		7,000		5,168		844		489		0				5,168		568		0		629		266		258		105		119		119						173,228		143,648		29,580		0		12/31/20						浦田　真治		常務取締役		0952-75-8585		taku@catv.taku.ne.jp		7,000		7,000		5,168		0		489		568		629		119						0		佐賀県

		10110459		(株)テレビ九州		九州		佐賀県		16		0		7,500		7,500		6,050		581		546		0		571		6,050		639		0		1,644		506		885		253		0						0		327,837		213,265		77,263		37,308		4/30/21		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				蒲原　繁則		総務部		0954-20-2580		kamohara@ktknet.jp		7,500		7,500		6,050		0		546		639		1,644		0						0		佐賀県

		10110460		(株)ネット鹿島		九州		佐賀県		14				14,947		14,947		7,517		4,409		270		0		906		7,517		859		0		2,533		1,194		1,216		123		1,557		1,546		11		0		329,554		179,785		149,769				4/30/21		※20180727 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20180725 売上　円単位で入力を千円単位に修正。				松浦　博彦		総務部		0954-63-1862		catv-ka@po.asunet.ne.jp		14,947		14,947		7,517		2,096		270		859		2,533		1,557						0		佐賀県

		10110461		藤津ケーブルビジョン(株)		九州		佐賀県		11				12,970		11,607		4,892		4,079		309		0		17		11,607		472		0		1,733		804		803		126		1,022		1,022		0		0		219,267		127,139		86,356		5,772		4/30/21		特段報告義務がなされていない場合は、極力開示を控えています。 ※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20160812　入力無しで確定→未確定に変更 　20161114映像実演使用料算定の為に管理部が「放送事業売上」データ収集。数値を登録。 ※20170809 売上実績に放送内訳値を転記 ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				松尾　秀則		CATV事業部　統括部長		0954-66-2657		fujippyhide@po.hagakure.ne.jp		12,970		11,607		4,892		15		309		472		1,733		1,022						0		佐賀県

		10110465		諫早ケーブルメディア(株)		九州		長崎県		40		10		60,000		52,000		20,800		1,500		8,700						20,800		16,600				6,000		4,400						4,500		4,500				170		950,864		629,211		289,294		32,359		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				高巣　友裕		総務部 経理課　主任		0957-22-1193		t-takasu@icv-net.co.jp		60,000		0		20,800		70		8,700		16,600		6,000		4,500						0		長崎県

		10110466		厳原有線テレビ利用共同組合		九州		長崎県		3		0		3,100		3,100		2,599		0		0		0						0		0		0								0						0		35,223														削除済		事務局長						3,100		3,100		2,599		27		0		0		0		0				2/18/09		0

		10110467		おおむらケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		0		0		31,000		26,000		7,680		236		6,461		0		6,461		7,680		6,461		137		3,393		2,995		366		32		2,176		2,176		0		0		417,104		283,552		133,552		0		3/31/21		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				永田　雅彦		情報企画部　部長		0957-54-3811		octpulse@octp-net.ne.jp		31,000		26,000		7,680		1,219		6,461		6,461		3,393		2,176						0		長崎県

		10110470		(株)ケーブルテレビジョン島原		九州		長崎県		16		1		21,056		20,510		7,237		0		4,767		0				7,237		4,767		0		1,496		1,135		361		49		0						299		333,951		202,107		84,753		47,091		9/30/20						佐々川　猛彦		営業部長		0957-63-3456		cabocha@shimabara.jp		21,056		20,510		7,237		187		4,767		4,767		1,496		0						0		長崎県

		10110471		九州テレ・コミュニケーションズ(株)		九州		長崎県		252				295,000		212,600		67,046		0		32,113		0		0		32,113		32,113		0		30,829						0		32,651		32,651		0		0		793,388		793,388						6/30/20		売り上げ情報は公開できません  20210816　年度総売上・内訳（放送）・決算年月日を更新（事業者からのメールにより）＠連盟 （20151119 放送内訳のみ連絡あり→総売上に同値を入力）				矢野　久仁男		総務部長		0956-25-6388		infome@tvs12.jp		295,000		212,600		67,046		0		32,113		32,113		30,829		32,651						1		福岡県

		10110472		(株)西彼ケーブルネットワーク		九州		長崎県						4,000		2,000		1,750		0		450								0		0		0								0						0																安達　政幸		代表取締役		095-892-7690		adachi@seihi.co.jp		4,000		2,000		1,750		100		450		0		0		0						0		長崎県

		10110473		東彼ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県				4		2,600		2,600		900		0		74		76				900		0		0		0								0						0		26,881		25,040				1,841		7/31/18		なし				大屋　武広		代表取締役		0956-83-3141		tvt27@po.touhinet.ne.jp		2,600		2,600		900		0		74		0		0		0						0		長崎県

		10110475		(株)長崎ケーブルメディア		九州		長崎県		72		6		108,352		165,328		94,752		20,887		23,279				44,234		85,188		44,234		2,829		30,435		16,407		7,503		6,525		16,682		16,474		208		2,739		3,879,971		1,987,023		1,892,948				3/31/21						青木　行久		常務取締役		095-828-3906		soumu@cncm.ne.jp		108,352		165,328		94,752		2,360		23,279		44,234		30,435		16,682						0		長崎県

		10110476		(株)ひまわりてれび		九州		長崎県		64		0		145,074		145,074		23,201		2,715		11,401						23,201		15,828		0		8,995		1,787		5,432		1,776		7,512		7,512						1,164,114		614,848		375,173		174,093		9/30/20		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				宮崎　和久		業務部　部長		0957-37-6177		kazuhisa@himawarinet.ne.jp		0		0		23,201		0		11,401		15,828		8,995		7,512						0		長崎県

		10110478		福江ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		9				13,790		13,790		4,264		0		1,545		0		1,545		4,264		1,545		0		953		953						0						0		147,438		111,039		36,399				3/31/21						椿崎　幸平		総務課		0959-74-5775		k-tubakizaki@vc.fctv-net.jp		13,790		13,790		4,264		355		1,545		1,545		953		0						0		長崎県

		10110480		天草ケーブルネットワーク(株)		九州		熊本県		33		1		23,200		23,200		9,637		1,744		4,956						9,209		5,775		66		3,438		2,076		264		1,098		0								677,719		325,186		177,083		175,450		4/30/21		※20210730 総売上訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				山田　由美子		総務課		0969-22-1311		yumiko.yamada@acn-tv.co.jp		23,200		23,200		9,637		428		4,956		5,775		3,438		0						0		熊本県

		10110481		(株)ジェイコム熊本		九州		熊本県		0		28		272,300		272,300		163,400		0		33,500		0						33,500		0		26,400		17,410		1,820		7,396		26,600		26,600				0		3,511,110		1,780,354		1,413,638		317,118		3/31/15				ＪＣＯＭ(株)		削除済		(株)ジュピターテレコム　九州山口ブロック　管理統括グループ　アシスタントマネージャー						272,300		272,300		163,400		12,284		33,500		33,500		26,400		26,600				3/31/16		0		熊本県

		10110485		臼杵市		九州		大分県						15,361		15,361		12,096		0		3,815		0		3,815		12,096		3,815		0		0								0						0		302,020		302,020						5/31/15						削除済		総務課　主任						15,361		15,361		12,096		0		3,815		3,815		0		0				3/31/16		0		大分県

		10110486		大分ケーブルテレコム(株)		九州		大分県		0		72		217,000		217,000		190,700		71,000		78,000		0						78,000		19,100		84,700								57,100		57,100				3,400		9,468,282		4,177,436		4,803,277		487,567		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		小林　太郎		管理本部　副本部長		097-542-6472		KobayashiTar@jupiter.jcom.co.jp		217,000		217,000		190,700		20,500		78,000		78,000		84,700		57,100						0		大分県

		10110487		大分ケーブルネットワーク(株)		九州		大分県						24,775		12,300		5,582		0		2,640		0						2,640		0		518		381		55		82		0								112,217		83,458		23,968		4,791		5/31/21						見越　俊介		情報通信営業部		097-558-3408		migoshi@ocn-catv.ne.jp		24,775		12,300		5,582		70		2,640		2,640		518		0						0		大分県

		10110488		ＫＣＶコミュニケーションズ(株)		九州		大分県		19				18,375		16,170		13,047		1,965		767		0				13,047		2,727				1,650		1,585				65		0								773,167		458,993		299,837		14,337		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				中島　靖和		専務取締役		0973-27-5001		nakashima@kcv.jp		18,375		16,170		13,047		0		767		2,727		1,650		0						0		大分県

		10110489		(株)ケーブルテレビ佐伯		九州		大分県		32		22		32,000		31,708		31,708		8,632		6,978		0		6,070		0		6,978		0		7,313		5,926		0		1,221		5,494		5,423		15		5		1,145,849		433,436		518,384		194,029		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				川野　知治		総務部　部長		0972-22-9811		kawano@saiki.tv		32,000		31,708		31,708		0		6,978		6,978		7,313		5,494						0		大分県

		10110490		ＣＴＢメディア(株)		九州		大分県		34		2		72,225		71,582		51,266		9,566		22,955		0		18,796		50,555		21,339		941		9,800		1,209				8,591		5,667		5,667		0		123		1,713,560		1,173,280		506,190		34,090		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				野上　徹順		専務取締役		0977-24-3553		nogami@t-ctb.co.jp		72,225		71,582		51,266		1,018		22,955		21,339		9,800		5,667						0		大分県

		10110491		東大分システム(株)		九州		大分県		2				24,899		3,290		1,654		1,654		1,654						1,654		0				0								0								40,108		39,686				422		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				岡本　代一		代表取締役		097-575-2110		sekitv@luck.ocn.ne.jp		24,899		3,290		1,654		910		1,654		0		0		0						0		大分県

		10110492		(株)北大ケーブル情報センター		九州		大分県						12,588		8,000		1,395		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17,569		17,532		0		37		3/31/15		（２０１５０９０７　その他売上も損益計算書から転記）				武下　秀信		代表取締役社長		0979-24-1188				12,588		8,000		1,395		0		0		0		0		0						0		大分県

		10110493		杵築市		九州		大分県		12		3		13,281		13,304		9,287		5,300		3,918		0		0		9,287		3,918		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,772,434		290,040		0		1,482,394		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				河野　真一		総務課　ケーブルネットワーク係長		0978-62-1801		shinichi-kouno@city.kitsuki.lg.jp		13,281		13,304		9,287		0		3,918		3,918		0		0						0		大分県

		10110495		(株)ケーブルメディアワイワイ		九州		宮崎県		53		23		105,856		102,963		38,246		9,554		37,127				1,584		37,127		37,127		6,940		19,383		2,869		5,604		10,886		16,488		16,488		0		454		4,089,581		2,290,380		914,835		884,366		3/31/21						緒方　義信		企画室		0982-22-1500		waiowc01@ma.wainet.ne.jp		105,856		102,963		38,246		1,119		37,127		37,127		19,383		16,488						0		宮崎県

		10110496		ＢＴＶ(株)		九州		宮崎県		91		38		219,358		219,358		56,614		16,468		48,156		0		45,233		65,894		48,156		628		40,567		3,007		226		34,404		37,357		37,357		0		1,704		4,803,012		2,813,487		1,768,342		221,183		3/31/21		※20210729　総売上/内訳　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@btvm.co.jp		219,358		219,358		56,614		1,124		48,156		48,156		40,567		37,357						1		宮崎県

		10110497		宮崎ケーブルテレビ(株)		九州		宮崎県		69		17		194,062		194,062		124,854		23,093		53,526		0		53,526		124,854		53,526		2,377		47,212		15,949		10,050		21,213		21,597		21,597		0		621		5,297,671		3,140,504		2,138,582		18,585		3/31/21						松尾　逸子		総務局　総務部　部長		0985-32-8585		mcn-soumu@miyazaki-catv.ne.jp		194,062		194,062		124,854		814		53,526		53,526		47,212		21,597						0		宮崎県

		10110500		奄美テレビ放送(株)		九州		鹿児島県		7		1		21,750		21,750		1,615		200		1,500		1,120		1,605		1,615		680		0		0		0		0		0		0		0		0		0		72,627		58,427				14,200		8/31/20						暁　良太		技術部		0997-53-2368		gijutsu2@amami-tv.co.jp		21,750		21,750		1,615		0		1,500		680		0		0						0		鹿児島県

		10110502		鹿児島光テレビ(株)		九州		鹿児島県						243,928		9,980		7,920		0		3,045								3,045		0																0																削除済		常務取締役						243,000		9,980		7,729		48		2,847		2,847		0		0				9/30/10		0

		10110503		瀬戸内ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県						4,113		4,113		1,938		0		0								0		0		0								0						0																削除済		代表取締役						4,113		4,113		1,938		0		0		0		0		0				5/19/10		0

		10110504		皇徳寺ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県		1				5,084		3,713		3,292		0		367		0		367		3,292		3,079		183		1,299		8		23		1,268		1,378		1,378		0		1		107,735		60,473		42,632		4,630		9/30/20		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)				福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@nils.ne.jp		5,084		3,713		3,292		0		367		3,079		1,299		1,378						0		鹿児島県

		10110505		南九州ケーブルテレビネット(株)		九州		鹿児島県		26		0		50,674		47,037		16,673		0		2,452				5,142		16,673		5,142		0		3,566		887		1,063		1,616		1,811		1,811		0		239		489,737		219,941		216,759		53,037		3/31/21		※20190924 総売上/内訳訂正 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				高山　美智子		総務部　部長		0995-43-0113		t-michiko@po.mct.ne.jp		50,674		47,037		16,673		314		2,452		5,142		3,566		1,811						0		鹿児島県

		10110506		西之表テレビ共同聴視施設組合		九州		鹿児島県		3		0		2,830		2,100		1,137		0		0								998		0		0								0						0		26,253		22,245				4,008		3/31/21		※2021.8.3　総売上/内訳/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				中園　宗義		事務局長		0997-22-0195		ntk.catv@fuga.ocn.ne.jp		2,830		2,100		1,137		0		0		998		0		0						0		鹿児島県

		10110508		石垣ケーブルテレビ(株)		九州		沖縄県		10		2		22,718		4,990		4,020		310		954		0		1,103		4,020		1,827		0		283		298						0						0		131,010		117,355		10,962		2,693		3/31/21						太田　裕人		ソリューション技術営業本部　部長		0980-83-0033		ictota@ictweb.ne.jp		22,718		4,990		4,020		9		954		1,827		283		0						0		沖縄県

		10110509		沖縄ケーブルネットワーク(株)		九州		沖縄県		66		5		390,870		302,512		92,780				16,765		0						16,765		2,291		8,936		5,148		2,211		1,577		5,182		5,182		0				1,598,282		1,051,905		528,304		18,073		12/31/20						比嘉　太一		総務部　主任		098-863-1115		taichi@nirai.ne.jp		390,870		302,512		92,780		4,401		16,765		16,765		8,936		5,182						0		沖縄県

		10110510		宮古テレビ(株)		九州		沖縄県		39		15		25,054		22,247		9,390		3,352		7,959		0		360		8,106		7,959		82		3,402		3,402						0						524		704,864		481,178		208,935		14,750		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				大窪　将介		総務部　総務部部長		0980-72-3859		mtv-soumu@miyakotv.co.jp		25,054		22,247		9,390		52		7,959		7,959		3,402		0						0		沖縄県

		10110511		(株)ＲＭＣ．ｔｖ		九州		沖縄県		2				50,757		2,632		695		0		156		0		0		0		156		0		136		136		0		0		0		0		0		0																削除済		ＣＡＴＶ・ＮＥＴお客様係り						50,757		2,632		687		296		161		175		146		0				3/31/10		0

		10112001		(株)時事タイムス放送社		北海道		北海道						52,583		15,500		3,360		0		1,872				354				354		0		496		496						0						0																削除済		営業部部長						52,583		15,500		3,390		1,518		1,872		0		502		0		7/4/07		2/18/09		0

		10112002		飛騨高山ケーブルネットワーク(株)		東海		岐阜県		26		3		42,709		21,268		15,462		15,462		1,583				0		14,478		1,616		0		12,265		2,263		3,360		6,642		8,899		8,899				96		1,356,157		302,424		789,632		264,101		3/31/21		※20211020　年度総売上実績内訳・放送／その他　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				原　弘展		お客様サービスグループ　マネージャー		0577-33-7330		jcta@hidatakayama.tv		42,709		21,268		15,462		77		1,583		1,616		12,265		8,899		7/4/07				0		岐阜県

		10112004		(株)三次ケーブルビジョン		中国		広島県		20		0		21,376		21,376		11,563		11,563		6,353		0		6,353		11,563		6,353		36		6,262		0		0		6,262		350		0		350		0		577,043		336,822		240,220				3/31/21						植木　恵美		管理課　課長補		0824-65-2211		e.ueki@pionet.jp		21,376		21,376		11,563		6,984		6,353		6,353		6,262		350						0		広島県

		10112005		輪島市ケーブルテレビ		北陸		石川県						12,912		12,912		6,525		0		924		0		399		6,525		924		0		1,437		1,437		0		0		1,437		0		1,437		0		257,755		140,481		57,803		59,471		7/6/21						平谷　健一		交流政策部　放送課　主幹		0768-42-1955		k-hiratani@city.wajima.lg.jp		12,912		12,912		6,525		4,258		924		924		1,437		1,437						0		石川県

		10112006		木曽広域連合		信越		長野県		5		1		13,898		13,108		13,108		6,452		658				0		13,108		658		0		4,172		3,623		28		521		211		0		211		0		397,696		259,597		136,200		1,849		5/30/20		地方公共団体による整備、運営のため、株式は該当なし。				高倉　剛		情報センター　所長		0264-21-2212		jouhou@kisoji.com		13,898		13,108		13,108		13,108		658		658		4,172		211						0		長野県

		10112007		七尾市		北陸		石川県						21,951		21,951		7,105		6,137		1,379				1,379		7,105		1,379		0		1,400		784		616				37				37				231,741		231,741						3/31/21		令和2年度決算				室木　政寿		市民生活部広報広聴課		0767-53-8699		m-muroki@city.nanao.lg.jp		21,951		21,951		7,105		4,257		1,379		1,379		1,400		37						0		石川県

		10112011		豊後高田市		九州		大分県						10,912		9,800		8,202		8,202		316		0		316		8,202		593		0		0								0								123,915		123,915						3/31/21						瀬々　賢幸		企画情報課・総括主幹兼係長		0978-25-6393		m-zeze@city.bungotakada.lg.jp		10,912		9,800		8,202		0		316		593		0		0		12/19/07				0		大分県

		10112012		笛吹きらめきテレビ(株)		南関東		山梨県		8				8,546		7,500		7,476		0		435						7,436		435		0		116														0		193,331		157,583				3,118								削除済		放送課　放送技術係長						8,512		7,500		7,439		0		134		427		123		0		12/19/07		3/31/14		0		山梨県

		10112017		(株)周防ケーブルネット		中国		山口県		7				13,134		12,056		4,098		4,098		452				629		4,098		629		0		1,013						1,013		0						0		135,800		89,766		42,634		3,400		3/31/21						廣茂　恵子		総務・経理担当		0820-22-6900		K-Hiroshige-023@snettv.co.jp		13,134		12,056		4,098		250		452		629		1,013		0		2/20/08				0		山口県

		10112019		佐伯市		九州		大分県						16,261		16,261		15,185		626		0						15,185		0				0								0								981,409		163,026				818,383		3/31/21		※財務情報については、総務省に報告後修正します。 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				戸高　真一		総務部 情報推進課　ケーブルテレビ係　総括主幹		0972-22-3645		shin-t@city.saiki.lg.jp		16,261		16,261		15,185		0		0		0		0		0		5/21/08				0		大分県

		10112023		那珂川町		北関東		栃木県				5		5,926		5,926		4,591				3,735				3,455		4,591		4,591				1,016		1,016						0								107,228		76,183		29,285		1,760		3/31/21						近部　哲		那珂川町ケーブルテレビ放送センター/センター長		0287-92-1121		konpe@jp.fujitsu.com		5,926		5,926		4,591		1,938		3,735		4,591		1,016		0		7/2/08				0		栃木県

		10112025		わたらせテレビ(株)		北関東		栃木県		32		5		72,000		54,000		11,222		3,486		8,177		0		9,610				8,177		172		7,660		1,796		1,928		3,936		5,060		5,060		0		13		909,000		460,000		294,000		155,000		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				滝上　勇樹		通信部		0284-42-8111		net@ml.watv.ne.jp		72,000		54,000		11,222		174		8,177		8,177		7,660		5,060		10/22/08				0		栃木県

		10112026		(株)五島テレビ		九州		長崎県		10		1		15,820		15,820		5,508		5,508		636		0		0		5,548		636		0		1,673		0		1,673		0		0		0		0		0		209,161		99,979		62,083		47,098		9/30/20		※20210729　総売上/内訳訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※内訳は千円未満切捨 ※20201022 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正				古田　正孝		技術部		0959-86-1910		masataka@goto-tv.com		15,820		15,820		5,508		0		636		636		1,673		0		10/22/08				0		長崎県

		10112027		(株)伊東アンテナ協会		東海		静岡県		2				3,514		2,321		1,545		0		85		0		50				85				0								0								45,101		44,368		0		733		8/31/20		※20210730 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				井戸　孝一		代表取締役		0557-37-4254		antena@itoantena.co.jp		3,514		2,321		1,545		0		85		85		0		0		10/22/08				0		静岡県

		10112030		石見銀山テレビ放送(株)		中国		島根県		22				13,613		13,613		9,431		2,931		726				13		13,613		911		8		3,464		2,255		996		213		0						1,065		481,913		289,505		192,408		0		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				米 卓哉		総務部　次長		0854-82-7755		soumu@ginzan-tv.ne.jp		13,613		13,613		9,431		2,221		726		911		3,464		0		12/17/08				0		島根県

		10112031		(株)ケーブルテレビあなん		四国		徳島県		17		1		22,739		12,384		9,030		9,030		7,177		2,276		0		12,311		0		0		5,328						5,328		4,955		4,955				0		1,090,226		276,493		695,659		118,073		10/31/20		(年度総売上備考：特になし）				勝瀬　稔		業務部　総務マネージャー		0884-23-0330		office-tvanan@mc.pikara.ne.jp		22,739		12,384		9,030		0		7,177		0		5,328		4,955		12/17/08				0		徳島県

		10112032		四万十町役場		四国		高知県						8,376		7,470		7,470		7,470		1,170		0		17		7,470		121		0		3,640		458		2,805		377		105		0		105		0		267,871		113,616		110,147		44,108		3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20191007 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201020 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				森下　克彦		公益財団法人四万十公社（四万十ケーブルテレビ）　チーフ		0880-22-1117		katsuhiko-morishita@shimanto.tv		8,376		7,470		7,470		3,166		1,170		121		3,640		105		12/17/08				0		高知県

		10112033		(株)コミュニティメディア		九州		長崎県		33				15,008		15,008		13,056		13,056		0						13,056		0				5,736		4,785		951				0								385,269		155,493		186,238		43,537		3/31/21						山﨑　広和		部長		095-829-5525		jcta@communitymedia.co.jp		15,008		15,008		13,056		13,056		0		0		5,736		0		12/17/08				0		長崎県

		10112034		北広島町		中国		広島県		7		0		7,667		7,667		5,956		0		343		0		0		5,956		343		0		3,159		1,936		809		414		5,540		0		5,540		0		315,453		137,166		158,791		19,496		3/31/21						道川　和樹		北広島町役場　総務課　情報電算係　主任		0826-72-2111		catv@town.kitahiroshima.lg.jp		7,667		7,667		5,956		2,678		343		343		3,159		5,540		12/17/08				0		広島県

		10112035		朝来市		近畿		兵庫県		3		7		12,322		12,322		11,747		11,747		1,221		0		1,221		11,747		1,797		0		0		0						0						0		268,889		216,268		0		52,621		3/31/21						大東 宜仁		朝来市総務企画部情報政策課　主幹		079-677-1044		ohhigashi-yoshihito@city.asago.hyogo.jp		12,322		12,322		11,747		6,112		1,221		1,797		0		0		2/18/09				0		兵庫県

		10112039		(株)ジェイコム北関東		北関東		埼玉県		240		94		829,779		829,779		388,631		0		151,914				151,914		388,631		151,914		114		128,730		48,862		1,307		78,561		138,976		138,976		0		21,748		24,597,877		9,695,003		10,155,705		4,747,168		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理統括部						1,110,125		1,110,125		512,631		23,466		197,668		197,668		167,556		185,431		5/20/09		3/31/19		0		埼玉県

		10112040		美郷町ケーブルテレビジョン		九州		宮崎県				1		2,530		2,530		2,376		1,564		0		0				2,376		0				0								0								7,386		7,386						3/31/21						松尾　洋希		美郷町役場企画情報課情報電算担当　主事		0982-66-3603		densan-g@town.miyazaki-misato.lg.jp		2,530		2,530		2,376		1,719		0		0		0		0		5/20/09				0		宮崎県

		10112041		邑南町		中国		島根県		3				4,887		4,953		4,245		4,401		249						4,245		249				2,199		2,199						3,921				3,921		0		229,378		76,994		115,870		36,514		3/31/21		※20210729　実績内訳・その他/決算年月日　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				植田　啓司		総務課情報推進室　室長		0855-95-1111		ueda-keiji@town.ohnan.lg.jp		4,887		4,953		4,245		2,106		249		249		2,199		3,921		10/21/09				0		島根県

		10112042		山江村役場		九州		熊本県						1,204		1,204		997		997		997		0		0		997		997		0		339		0		339		0		0		0		0		0		24,226		15,421		7,249		1,556		3/31/21						尾方　義和		企画調整課　主幹		0966-22-8808		ogata@yamae.kumamoto.jp		1,204		1,204		997		148		997		997		339		0		10/21/09				0		熊本県

		10112047		(有)韮崎電設		南関東		山梨県		2				2,000		2,000		1,497		1,497		0								0		0		0								0								43,653		43,653						3/31/21		設備利用料、電柱共架料他  ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				中山　満		ＣＡＴＶ事業部　技術部長		0551-27-2311		niraden@sweet.ocn.ne.jp		2,000		2,000		1,497		1,497		0		0		0		0		12/16/09				0		山梨県

		10112049		東近江ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		33				45,610		45,610		17,231		17,231		7,621		0		7,519		17,231		7,621		83		10,477				7,209		3,268		16,038		9,601		16,038				1,105,244		484,720		377,164		243,360		3/31/21						堀口　浩敬		総務部　部長		050-5801-1111		horiguchi.hiroyuki@hcnet.tv		45,610		45,610		17,231		1,448		7,621		7,621		10,477		16,038		4/1/10				0		滋賀県

		10112052		(株)たけはらケーブルネットワーク		中国		広島県		8		0		11,000		11,000		3,741		3,741		0				3,741		3,741		0		0		1,519		0		1,519		0		0		0		0		0		135,359		61,197		70,600		3,562		3/31/21						三國　はすみ		総務・係員		0846-23-5330		h.mikuni@tanet.co.jp		11,000		11,000		3,741		421		0		0		1,519		0		5/19/10				0		広島県

		10112053		テレビやつしろ(株)		九州		熊本県		15				14,759		10,113		3,532				753		0		349		3,532		753				235		169				66		40		40						163,183		123,937		33,549		5,697		3/31/21						船木　昇		総務部		0965-30-7171		funaki@hikoichi-tv.com		14,759		10,113		3,532		0		753		753		235		40		5/19/10				0		熊本県

		10112056		ゆずの里ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		5		1		16,688		16,688		4,653		4,653		1,894		0		1,894		1,894		1,894		71		1,674		41		1,155		478		1,581		1,581				195		171,057		74,262		96,795		0		3/31/21		2021年7月6日入力				小島　和喜		局次長		049-276-6300		k-kojima@ictv-g.co.jp		16,688		16,688		4,653		0		1,894		1,894		1,674		1,581		7/7/10				0		埼玉県

		10112057		(株)ケーブルネットワーク大月		南関東		山梨県		5				6,300		6,300		5,670		0		47				0		5,670		47		0		0								0								134,586		134,586						3/31/21						岸野　真見		総務部　総務部長		0554-22-5772		ocatv@maple.ocn.ne.jp		6,300		6,300		5,670		892		47		47		0		0		10/20/10				0		山梨県

		10112058		エルシーブイ(株)		信越		長野県		104		23		94,612		94,612		87,668		12,699		47,583		0		47,583		87,668		47,583		2,643		32,521		16,038				16,483		27,779		27,779				1,293		5,064,661		2,331,217		2,265,748		467,696		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		鴻野　国彦		営業部営業管理課　課長		0266-53-3833		kono.kunihiko@lcv.co.jp		94,612		94,612		87,668		0		47,583		47,583		32,521		27,779		10/20/10				0		長野県

		10112059		小国町		九州		熊本県						3,062		3,250		3,309		3,309		908						3,309		908		0		1,282						1,282		0						0		62,123		54,848		7,175		100		5/31/21		※20201020　千円単位に修正 62,122,716→62,123 54,847,876→54,848 7,175,350→7,175 123,142→100				佐々木　博隆		情報課　情報係長		0967-46-2111		sasaki@town.kumamoto-oguni.lg.jp		3,062		3,250		3,309		431		908		908		1,282		0		10/20/10				0		熊本県

		10112060		(株)ＱＴｎｅｔ		九州		福岡県		637		360		1,205,406		114,900		80,888		0		33,719		0		0		0		33,719		0		440,273		0		0		440,273		359,431		341,459		17,972		77,339		66,167,000		2,196,000		52,556,000		11,410,000		3/31/21		地区別の売り上げ実績なし ※20210811 申告値で売上更新				下本　優太		ＢＢＩＱ営業部　業務運営グループ 担当		092-981-7775		yu_shitamoto@qtnet.co.jp		0		114,900		80,888		1,307		33,719		33,719		440,273		359,431		10/20/10				1		福岡県

		10112063		五木村		九州		熊本県						594		594		598		0		598						578		0		0		250				224				598		607				0		19,157		5,019		6,595		7,543		5/31/20						奥村　薫寛		総務課　主事		0966-37-2211		n-okumura@itsuki.kumamoto.jp		594		594		598		0		598		0		250		598		12/15/10				0		熊本県

		10112065		豊後大野市		九州		大分県						16,500		14,100		12,660		12,660		0						12,660		0		0		0								0						0		374,851		374,851						3/31/21						首藤　英治		総務課情報推進室ケーブル管理係　係長		0974-34-3334		se4099@city.bungoono.lg.jp		16,500		14,100		12,660		0		0		0		0		0		4/1/11				0		大分県

		10112066		枝幸町		北海道		北海道		7		0		4,343		4,350		4,340		0		4,121						4,340		0		0		0								0						0		0		0		0		0		3/31/17		町の直営事業であり、加入者から利用料を徴収しておらず、また広告収入等もない。				宮崎 勇斗		総務課情報広報室　主事		0163-69-9000		miyazakiyuto@esashi.jp		4,343		4,350		4,340		520		4,121		0		0		0		4/1/11				0		北海道

		10112068		エフビットコミュニケーションズ(株)		四国		京都府		5		5		7,195		2,195		1,552		0		0						1,552		0		0		1,297		0		0		1,297		532		532		0		0		15,887		15,887						3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201002 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				北岡　翼		室戸支店		0887-23-3111		muroto-shiten@fbit.co.jp		7,195		2,195		1,552		0		0		0		1,297		532		4/1/11				0		高知県

		10112069		上島町ＣＡＴＶ		四国		愛媛県						3,155		3,155		2,652		2,652		2,652		0				2,652		0		0		36		0		0		36		0						0		51,951		34,779		1,549		15,624		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				居村　智仁		企画情報課ＣＡＴＶ係		0897-77-3951		catv@town.kamijima.ehime.jp		3,155		3,155		2,652		2,652		2,652		0		36		0		4/1/11				0		愛媛県

		10112075		阿波市ケーブルネットワーク		四国		徳島県						15,475		15,475		14,126		14,126		0						14,126		0		0		0								0								265,040		265,040						3/31/21						松田　健一		阿波市役所　企画総務部　市政情報課　地域情報担当　係長		0883-36-8708		jyoho@awa.i-tokushima.jp		15,475		15,475		14,126		0		0		0		0		0		10/19/11				0		徳島県

		10112078		嘉麻市		九州		福岡県						5,252		5,252		4,017		0		2,034						4,017		2,034		0		638		638						0						0		70,614		54,974		15,640				3/31/15						削除済		地域情報課　ケーブル事業係						5,252		5,252		4,017		0		2,034		2,034		638		0		4/1/12		3/31/16		0		福岡県

		10112079		竹田市		九州		大分県		2				10,653		7,856		7,856		7,818		0						7,818		506		0		0								0								114,477		114,477		0		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				中村　元勇		竹田市ケーブルネットワーク・情報政策室　主事		0974-63-1111		motohiro-nakamura@city.taketa.lg.jp		10,653		7,856		7,856		0		0		506		0		0		5/16/12				0		大分県

		10112080		奥出雲町		中国		島根県		8		4		4,746		4,746		4,499		4,499		0		0				4,499		0		0		2,159		334		1,825		0		0		0		0		0		247,675		74,228		173,446		0		3/31/21						恩田　梢		総務グループ		0854-54-2525		k-onda@okuizumo.ne.jp		4,746		4,746		4,499		1,817		0		0		2,159		0		5/16/12				0		島根県

		10112081		さぬき市		四国		香川県		4		2		20,797		20,797		14,702		14,702		0						14,702		1,801		0		0								0								2,558		2,558						3/31/21		令和2元年度は使用料請求は無い。過年度分の納付額及びスポンサー料等を記載				木村　晃祉		秘書広報課　副主幹		0879-43-2514		cable@city.sanuki.lg.jp		20,797		20,797		14,702		0		0		1,801		0		0		5/16/12				0		香川県

		10112082		豊丘村		信越		長野県		3				2,206		1,854		1,770				1,536		0				1,770		1,536				0								0								43,562		22,037				21,525		3/31/21						竹村　久永		総務課広報係　係長		0265-35-9052		koho@vill.nagano-toyooka.lg.jp		2,206		1,854		1,770		266		1,536		1,536		0		0		6/16/12				0		長野県

		10112083		白馬村		信越		長野県						6,648		6,648		1,941		1,941		0						1,941		0				0								0								36,754		36,754						3/31/21						川田　敏土		ケーブルテレビ白馬 指定管理者 （株）ＡＩＣ 業務担当		0261-85-0074		h-kawada@aicc.co.jp		6,648		6,648		1,941		0		0		0		0		0		5/16/12				0		長野県

		10112084		東白川ＣＡＴＶ（東白川村）		東海		岐阜県						830		938		938		938		0		0		938		938		0				474				405		69		0								32,337		15,170		17,146		21		3/31/21		東白川村としての公開は９月以降となります ※20210730 総売上等/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				小池　健明		地域振興課　情報通信係		0574-78-3111		tateaki-koike@vill.higashishirakawa.gifu.jp		830		938		938		938		0		0		474		0		5/16/12				0		岐阜県

		10112087		(株)あいコムこうか		近畿		滋賀県		21		0		34,000		34,000		8,921		8,921		2,425				2,425		8,921		8,921		0		7,152		1,542				5,610		9,935		9,935						720,880		142,172		303,662		275,046		3/31/21						喜多　洋一		総務部　部長		0748-66-0739		kita@aicom-koka.jp		34,000		34,000		8,921		1,527		2,425		8,921		7,152		9,935		9/19/12				0		滋賀県

		10112088		南越前町		北陸		福井県						3,469		3,377		3,195		0		0		0		0		3,195		0		0		803		803						0						0		121,384		82,814		38,570		0		3/31/16		（２０１6０９０１　決算月日は３月末日⇒決算年月日を修正。９月末日は確定日。）				削除済		主査						3,469		3,377		3,195		1,030		0		0		803		0		9/19/12		3/31/17		0		福井県

		10112092		佐久ケーブルテレビ(株)		信越		長野県		18		5		31,100		31,100		4,318		357		1,611				1,611		4,318		3,232		331		1,964		49		1,710		205		73				73		457		433,608		245,628		142,642		45,338		3/31/21						渡辺　香花		総務課		0267-63-4500		info@sakunet.jp		31,100		31,100		4,318		311		1,611		3,232		1,964		73		11/14/12				0		長野県

		10112101		白根ケーブルネットワーク(株)		南関東		山梨県		11		4		8,060		8,060		5,543		5,543		609				738		5,543		1,158		5		578		559		16		3		0		0		0		0		225,167		201,566		23,601		0		3/31/21						手塚　真規子		総務課　係長		055-282-6611		jcta@nus.co.jp		8,060		8,060		5,543		5,543		609		1,158		578		0		5/15/13				0		山梨県

		10112102		京丹波町ケーブルテレビ		近畿		京都府		8		2		6,561		6,561		5,722		3,996		0		0		0		5,722		16		0		3,408		3,408						0						0		222,320		77,541		132,908		11,871		5/31/21						西村　公貴		京丹波町企画財政課情報推進室　主任		0771-88-5000		k-nishimura32@town.kyotamba.lg.jp		6,561		6,561		5,722		5,722		0		16		3,408		0		5/15/13				0		京都府

		10112104		さかいケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		0		2		42,382		37,272		28,384				28,218		0		27,889		28,065		28,218		2,418		13,026		3,725		6,372		2,821		12,005		12,005						1,380,528		1,091,991		288,537		0		3/31/21		※20210802 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				西野　雅人		業務部　業務統括部長		0776-58-0505		nishino@fctv.co.jp		42,382		37,272		28,384		0		28,218		28,218		13,026		12,005		9/18/13				0		福井県

		10112112		(株)ネットワーク下部		南関東		山梨県		1		0		1,536		1,536		1,439		0		0								0		0		0								0						0		57,630		57,630		0		0		3/31/20						削除済								1,536		1,536		1,439		0		0		0		0		0		12/18/13		9/30/20		0		山梨県

		10112113		北杜市ケーブルテレビ		南関東		山梨県						8,003		8,003		6,005		0		0						6,005		0		0		302		302						0						0		259,457		247,748		11,709		0		3/31/18						削除済		政策秘書課広聴広報担当　主事						8,003		8,003		6,005		0		0		0		302		0		12/18/13		3/31/19		0		山梨県

		10112114		勝沼ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		5		0		3,247		3,247		2,764		212		157		0		31		2,764		157		1		515		415		101				20				9				101,289		82,156		19,133				3/31/21						岡部　舞子		事務担当		0553-44-5510		m-tanaka@katsunuma.ne.jp		3,247		3,247		2,764		0		157		157		515		20		12/18/13				0		山梨県

		10112118		佐賀市		九州		佐賀県						1,588		1,588		1,588		0		0		0		0		1,588		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30,964		30,964		0		0		3/31/21		令和元年度有線テレビ使用料の収入額を記載してます。 ※20200803 申告により修正 　7-2.売上年度総売上実績(千円) 	31,985→31,706に修正　年度総売上実績内訳・放送 	31,985→31,706に修正　決算年月日 	2019/03/31→2020/03/31に修正				本告　昌信		地域振興部　地域政策課　主査		0952-40-7210		chiiki@city.saga.lg.jp		1,588		1,588		1,588		1,588		0		0		0		0		12/18/13				0		佐賀県

		10112119		(一社)玖珠テレビ		九州		大分県		2				1,697		1,697		1,697		0		0								0		0		0								0						0		19,821		18,817		0		1,004		3/31/21		※20210804　総売上/実績内訳・放送、その他/決算年月日を更新（@連盟）TEL対応 ※20201003 総売上訂正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				池部　光則		事務局長		0973-72-1996		kusu8tv@lily.ocn.ne.jp		1,697		1,697		1,697		110		0		0		0		0		12/18/13				0		大分県

		10112120		壱岐市ケーブルテレビ		九州		長崎県						11,586		13,392		8,803		8,803		0				8,803		8,803		0				4,984				4,051		933		2,967		2,967				16		285,835		90,170		173,583		22,082		3/31/21						植村　祐司		企画振興部　情報管理課　主任主事		0920-48-1140		y-uemura@city.iki.lg.jp		11,586		13,392		8,803		1,786		0		0		4,984		2,967		12/18/13				0		長崎県

		10112126		西桂町テレビ共同視聴組合		南関東		山梨県						1,546		1,476		1,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22,908		22,908						3/31/21						渡辺　守		事務局		0555-25-2015		m-watanabe@shokokai-yamanashi.or.jp		1,546		1,476		1,476		0		0		0		0		0		4/1/14				0		山梨県

		10112127		木島平村		信越		長野県		4				1,568		1,473		1,383		1,383		0		0		0		1,383		0		0		628		74		9		554		0						0		65,915		39,712				26,203		3/31/21						小澤　和麻		総務課　政策情報係　主任		0269-82-3111		joho@vill.kijimadaira.lg.jp		1,568		1,473		1,383		0		0		0		628		0		4/1/14				0		長野県

		10112128		野沢温泉村		信越		長野県				2		1,327		1,327		1,310		1,310		0				1,310		1,310		0		0		0								0								34,800		34,800						3/31/21						鈴木　康平		総務課情報統計係　情報統計係長		0269-85-3111		jyoho@vill.nozawaonsen.nagano.jp		1,327		1,327		1,310		214		0		0		0		0		4/1/14				0		長野県

		10112129		雲南市・飯南町事務組合		中国		島根県		30				15,770		15,770		14,448		1,970		2,417				125		14,500		4,299		0		4,279		3,887		358		0		0						0		823,198		308,073		186,162		328,963		5/31/21		一般会計予算＋特別会計予算 ※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				幸村　瑞之		制作課統括　主幹		0854-42-5800		kkm-kou@bs.kkm.ne.jp		15,770		15,770		14,448		2,200		2,417		4,299		4,279		0		4/1/14				0		島根県

		10112130		能登町		北陸		石川県		4				6,582		6,582		6,734		5,477		0		0		0		6,675		0		0		2,234		1,374		594		63		262		262		0		0		177,435		91,329		84,808		1,298		3/31/21						寺下　昇		広報情報推進課　課長		0768-76-8301		terashita-n@town.noto.lg.jp		6,582		6,582		6,734		5,013		0		0		2,234		262		4/1/14				0		石川県

		10112131		魚沼市		信越		新潟県						2,624		2,624		1,236		0		109		0		109		1,236		109		0		0								0						0		17,847		17,847						3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟)				五十嵐　誠		総務政策部　秘書広報課　広報広聴係　副参事		025-792-1494		koho@city.uonuma.lg.jp		2,624		2,624		1,236		407		109		109		0		0		4/1/14				0		新潟県

		10112133		松浦ケーブル(株)		九州		長崎県		0		0		5,315		1,798		272		30		257				257		272		257				0								0								8,691		8,691				0		3/31/21						西山　真由美		総務		0956-73-4002		muc@po.chun2.ne.jp		5,315		1,798		272		0		257		257		0		0		4/1/14				0		長崎県

		10112134		(一財)八西ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		6		6		20,177		20,051		13,990		13,990		1,209		0		1,209		12,938		1,344		0		6,258		19		0		6,236		5,493		5,493		0		0		868,888		278,543		538,851		51,494		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				垣内　貴行		営業技術課技術総務係　係長		0894-38-2211		hassei@hassei.or.jp		20,177		20,051		13,990		0		1,209		1,344		6,258		5,493		4/1/14				0		愛媛県

		10112135		黒潮町		四国		高知県		3				5,459		5,353		2,436		2,436		0		0				2,436		0		0		1,663						1,663		0						0		115,254		29,656		83,875		1,723		3/31/21						酒井　真哉		情報防災課情報推進係長		0880-43-2188		10220010@town.kuroshio.lg.jp		5,459		5,353		2,436		1,485		0		0		1,663		0		4/1/14				0		高知県

		10112136		日田市		九州		大分県						8,541		5,947		5,900		0		0		0		0		5,900		0		0		2,329		0		0		2,329		0		0		0		0		258,246		135,479		122,767				5/31/21						江藤　柾輝		情報統計課　水郷テレビ係		0973-22-8229		suikyo-tv@city.hita.oita.jp		8,541		5,947		5,900		0		0		0		2,329		0		5/21/14				0		大分県

		10112137		こしの国広域事務組合		北陸		福井県		1		3		7,661		7,661		7,485		0		0		0		0		7,650		0		0		2,720								0						0		146,734		115,933		21,202		9,599		3/31/17						削除済		局長補佐						7,661		7,661		7,485		0		0		0		2,720		0		5/21/14		3/31/18		0		福井県

		10112142		(株)ネットフォー		九州		佐賀県		6		0		3,642		3,642		1,828		0		0		0		0		1,828		0		0		671		294		267		0		0		0		0		0		102,508		36,104		32,101		34,302		3/31/21						長尾　宏伸				0955-82-5970		nagao@netfour.ne.jp		3,642		3,642		1,828		0		0		0		671		0		9/17/14				0		佐賀県

		10112146		真岡市		北関東		栃木県						29,519		33,642		4,001		3,379		1,228		0		1,916		4,001		1,228		0		1,933		833		32		882		976		976		0		0		777		777		0		0		3/31/19		※20190920 前年度と同値確認				削除済		総務部情報政策課　主事						29,519		33,642		4,001		188		1,228		1,228		1,933		976		12/17/14		3/31/20		0		栃木県

		10112151		光ネットワーク(株)		九州		熊本県		0		0		18,447		18,447		13,415		13,415		0		0		738		13,415		0		0		7,013		0		4,051		2,962		2,967		2,967				16		671,900		179,500		388,330		104,070		3/31/21		※20211020　年度総売上実績内訳・放送/通信/その他　を修正（事業者よりのメールを元に）＠連盟				若林　敏康		サポート係　所長		0967-62-3355		support@tkbb.jp		18,447		18,447		13,415		2,278		0		0		7,013		2,967		2/18/15				0		熊本県

		10112156		西会津町ケーブルテレビ		東北		福島県		8				2,598		3,100		2,704		2,704		394		0		50		2,704		394		0		1,122		909		213		14		0								105,766		73,355		32,411				3/31/21						大出　伸男		所長		0241-45-4461		nct_oode@nct.ne.jp		2,598		3,100		2,704		2,704		394		394		1,122		0		9/16/15				0		福島県

		10112157		都留市テレビ利用者組合		南関東		山梨県		6		0		12,119		11,744		10,375		0		0		0		0		10,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		140,907		140,907						3/31/21						井上　和美				0554-43-2542		tsuru.tv@fine.ocn.ne.jp		12,119		11,744		10,375		10,375		0		0		0		0		9/16/15				0		山梨県

		10112158		東峰村		九州		福岡県						912		912		841		841		0		0				841		0		0		0								0								6,142		174		2,523		3,445		3/31/21		※加入者からの収入2,697（うち光ケーブル使用料2,523を通信に分類）、その他はＮＴＴからのケーブル使用料及びADSL装置等賃貸借料を含む。				中村　優佑		企画政策課　情報通信係　主事		0946-72-2311		kikaku@vill.toho.fukuoka.jp		912		912		841		841		0		0		0		0		9/16/15				0		福岡県

		10112163		新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合		北陸		富山県		0		13		27,929		27,929		23,232		0		3,978		0		5,278		23,232		5,231		0		6,809		5,308		0		1,501		0								472,910		431,769		41,141				3/31/21						椎名　貞仁		指定管理者　(株)新川コミュニティ放送　業務部長		0765-74-9321		shiina@niikawa-catv.jp		27,929		27,929		23,232		1,021		3,978		5,231		6,809		0		4/1/16				0		富山県

		10112166		臼杵ケーブルネット(株)		九州		大分県		22		3		14,884		14,884		12,433		11,934		2,726				2,726		12,433		3,045		36		0								0								528,717		469,348				59,368		3/31/21						糠塚　学		営業技術課　課長		0972-64-7000		m.nukaduka@usuki.gr.jp		14,884		14,884		12,433		0		2,726		3,045		0		0		5/25/16				0		大分県

		10112167		田子町		東北		青森県		8				2,364		2,400		2,364		2,364		2,350						2,364		0				0								0								0		0						3/31/21		自治体が運営しているため、売上は０円で総務省に提出しています。				稲垣　秀昭		事務局長		0179-20-7229		h-inagaki@229nw.or.jp		2,364		2,400		2,364		2,364		2,350		0		0		0		5/25/16				0		青森県

		10112170		古河ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県		18		1		63,500		63,500		8,388		5,951		4,644				4,644		8,388		4,644		4,503		4,318		31		129		4,168		4,366		4,366				64		469,172		226,989		214,399		27,783		3/31/21		※20210805　年間総売上実績を更新（事業者からのメールにより）（@連盟） 7-1.資本　2018年度資本金4500万増資 古河ケーブルテレビ株式会社 株主数　1　/　株主　ケーブルテレビ株式会社　/　資本金　5,500万円				野崎　圭一		営業技術課　主任		0280-32-4747		nozaki@koga-catv.jp		63,500		63,500		8,388		0		4,644		4,644		4,318		4,366		9/14/16				0		茨城県

		10112171		海士町		中国		島根県						1,194		1,194		1,194		1,194		0						1,194		0		0		662								0		0		0				2,302		2,302						3/31/21		海士町の場合、売上実績は「利用料」の回収実績の数字です。				村尾　由美子		海士町役場　総務課		08514-2-0115		murao-yumiko@town.ama.shimane.jp		1,194		1,194		1,194		700		0		0		662		0		9/14/16				0		島根県

		10112173		(株)忍野ＣＡＴＶ		南関東		山梨県		2				3,532		3,532		2,009		2,009		0				0		2,009		0				0								0								84,331		77,880		0		6,451		3/31/21		※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				萱沼　敦子		総務部		0555-84-4565		oshinocatv@aioros.ocn.ne.jp		3,532		3,532		2,009		0		0		0		0		0		3/15/17				0		山梨県

		10112186		西ノ島町		中国		島根県						1,567		1,551		1,551				0						1,551		0		0		773								677						0																削除済		企画財政課　主任主事						1,567		1,551		1,551		0		0		0		773		677		4/1/18		3/31/19		0		島根県

		10112189		萩テレビ(株)		中国		山口県						41,912		41,912		16,551		12,854		9,754				9,429		16,565		9,429		294		5,995		3,674		962		1,359		0								1,017,153		664,671		282,632		69,849		12/31/20						中嶋　啓文		取締役センター長		0838-25-7524		nakashima@hagi-tv.com		41,912		41,912		16,551		2,105		9,754		9,429		5,995		0		9/11/19				0		山口県

		10112193		(株)ＴＡＭ		北陸		富山県		25		2		26,400		26,400		15,898		0		6,048				7,874		15,898		15,512				5,589		4,557		0		1,032		50		0		50		426		597,711		562,617		35,094		0		4/30/21		※20211021　7-2.売上　滑川3月末申告数値を記載 TAM　売上数値／年度総売上実績　461,889　放送 38,753　通信 413,633　その他 9,504				稲場　康晴		取締役　技術部　部長		076-473-1213		yinaba@tam.co.jp		26,400		26,400		15,898		40		6,048		15,512		5,589		50		5/19/21				0		富山県

		10112194		ワイコム(株)		信越		北海道		4		1		2,136		2,136		1,234		1,234								1,234						725		332				403																								賣場　崇大		事業統括本部　部長		011-280-0722		info-catv@wi-com.jp		2,136		2,136		1,234		1,082		0		0		725		0		5/19/21				0		長野県

		10112195		由利本荘市ＣＡＴＶセンター		東北		秋田県		14				30,688		30,688		10,499				305				305		10,499		1,759				2,948		2,458				490		342				342				349,145		221,914		127,231				5/31/21						鈴木　優人		由利本荘市企画調整部ＣＡＴＶセンター　番組制作班長		0184-65-3722		catv@city.yurihonjo.lg.jp		30,688		30,688		10,499		4,797		305		1,759		2,948		342		5/19/21				0		秋田県





定例報告202103(202108060950)県別

		SMILE ID		事業者名		JCTA加入支部名		都道府県		プロパー社員数		契約および派遣の社員数		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		FTTH接続世帯数		多CH加入世帯数		※アナログ多CH世帯数		有料衛星放送契約世帯数		自主放送世帯数		STB利用世帯数		STB(4K)利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		(うち30Mbps未満)		(うち30Mbps以上100Mbps未満)		(うち100Mbps以上)		電話加入世帯数		(うちプライマリ)		(うちセカンダリ)		MVNO加入契約数		年度総売上実績(千円)		年度総売上実績内訳・放送		年度総売上実績内訳・通信		年度総売上実績内訳・その他		決算年月日		備考		所属するMSO		SMILEユーザー担当者名		SMILEユーザー部署・役職		SMILEユーザー電話番号		SMILEユーザーE-Mail		許可地域世帯数		ホームパス		総接続世帯数		難視聴世帯数		多CH加入世帯数		STB利用世帯数		インターネット接続加入世帯数		電話加入世帯数		JCTA入会日		JCTA退会日		県別入力有無		エリア都道府県

		10110002		旭川ケーブルテレビ(株)		北海道		北海道		27				110,200		110,200		28,561		2,308		7,074		0		7,074		23,024		7,391		89		10,767		1,504		3,686		5,577		6,277		6,297		20		1,527		1,531,791		529,733		1,002,058		0		3/31/21						齋藤　裕一		常務取締役　		0166-22-0707		saitou@catv-potato.co.jp		110,200		110,200		28,561		13		7,074		7,391		10,767		6,277						0		北海道

		10110004		(株)帯広シティーケーブル		北海道		北海道		47		3		81,700		81,700		26,379		0		9,364				9,364		26,379		10,943		892		11,972		10,294				1,678		8,598		8,598				911		1,239,573		619,651		619,922		0		3/31/21						松浦　俊光		業務部長		0155-23-1511		t.matsuura@g.octv.ne.jp		81,700		81,700		26,379		82		9,364		10,943		11,972		8,598						0		北海道

		10110006		(株)ジェイコム札幌		北海道		北海道		0		17		846,591		846,591		550,037				129,961				129,961		550,037		129,961		37,688		125,892		2,711		15,212		107,969		101,438		101,438				13,967		16,870,427		6,216,073		6,583,993		4,070,361		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		國木　典昭		管理部　リーダー		011-857-2890		kunikin@jupiter.jcom.co.jp		846,591		846,591		550,037		19,511		129,961		129,961		125,892		101,438						0		北海道

		10110007		伊達市		北海道		北海道		1				629		629		428		0		0						428		0				189		189						0						0		10,627		10,627						3/31/21						大宮　富美夫				0142-68-6111		chiikijumin@city.date.hokkaido.jp		629		629		428		428		0		0		189		0						0		北海道

		10110010		青森ケーブルテレビ(株)		東北		青森県		29		5		90,035		90,035		30,933		5,349		17,990		0		15,330		30,933		16,077		334		8,805		5,468		0		3,337		4,033		3,988		45		66		1,339,181		887,711		451,470		0		3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟) ※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				工藤　哲		常務取締役		017-773-4422		s-kudo@actv.ne.jp		90,035		90,035		30,933		1,171		17,990		16,077		8,805		4,033						0		青森県

		10110011		三沢市ケーブルテレビジョン		東北		青森県		4		10		19,334		16,978		16,978				0						16,978		0				0								0								1,225		1,084		0		141		3/31/21		総務省に報告済みの令和2年度決算見込額である 決算年月日については2021年9月議会にて承認予定				中野　和恵		三沢市役所　政策部広報広聴課　ＣＡＴＶ情報室　放送サービス係長		0176-51-1349		msw_catv@misawashi.aomori.jp		19,334		16,978		16,978		16,978		0		0		0		0						0		青森県

		10110012		(株)八戸テレビ放送		東北		青森県		22		2		73,600		58,800		24,022		0		10,426								10,426		2,198		5,219		2,917		2,302				4,536		4,536		0		727		842,331		538,222		187,673		116,435		3/31/21		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				上野　由美子		総務部総務課　課長		0178-24-1111		soumu@htv-catv.co.jp		73,600		58,800		24,022		9,109		10,426		10,426		5,219		4,536						0		青森県

		10110015		(株)一関ケーブルネットワーク		東北		岩手県		14		3		14,400		13,997		7,270		0		1,858				1,858		8,872		3,035		69		1,505		651		764		42		1,310		1,310						299,778		185,393		85,308		29,077		6/30/20		※20210709 総売上等は前回入力時と変わりません。2021年6月期の決算が明らかになるのは9月上旬であるため。  ※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				清水　祐喜		局長		0191-21-1256		icn-simizu_yu@icn-net.ne.jp		14,400		13,997		7,270		0		1,858		3,035		1,505		1,310						0		岩手県

		10110016		岩手ケーブルテレビジョン(株)		東北		岩手県		14				93,450		79,432		33,397				2,118		0		3,588		33,397		3,588		226		1,496		1,496						0								408,564		274,481		57,144		76,939		9/30/20						千葉　繁雄		総務部　部長		019-654-7711		soumu@ictnet.co.jp		93,450		79,432		33,397		29,176		2,118		3,588		1,496		0						0		岩手県

		10110017		三陸ブロードネット(株)		東北		岩手県		13		0		16,860		9,216		3,828		1,344		359		55		316		3,828		316		0		0		0		0		0		0		0		0		0		107,812		99,247		0		8,564		3/31/21						坂本　由加		代表取締役専務		0193-24-2600		catvmaster@sanriku-broadnet.co.jp		16,860		9,216		3,828		1,344		359		316		0		0						0		岩手県

		10110018		北上ケーブルテレビ(株)		東北		岩手県		15		0		25,766		25,766		7,137		0		4,669		0						4,669		118		973								0						64		373,482		310,524		62,958		0		3/31/21						菊池　充		総務部課長		0197-64-5111		kctv@ginga-net.ne.jp		25,766		25,766		7,137		0		4,669		4,669		973		0						0		岩手県

		10110019		(株)遠野テレビ		東北		岩手県		15		3		10,700		10,700		7,539		1,977		5,960		0		5,960		7,539		5,960		363		3,738		3,217		521				0								273,680						273,680		3/31/21		(年度総売上備考：行政からの委託業務等により運営）				伊藤　賢一		技術グループマネージャー		0198-63-1711		k-ito@tonotv.com		10,700		10,700		7,539		1,179		5,960		5,960		3,738		0						0		岩手県

		10110020		ニューデジタルケーブル(株)		東北		岩手県		73		1		115,000		88,500		22,387		19,758		3,983				4,130		19,143		3,983		12		13,274		6,720		318		6,236		7,867		7,764		103		1,548		981,215		384,922		596,293				3/31/21						頓宮　雅子				0198-26-5110		tongu@newdc.co.jp		115,000		88,500		22,387		0		3,983		3,983		13,274		7,867						1		北海道

		10110021		水沢テレビ(株)		東北		岩手県		10		0		21,000		21,000		4,521		0		2,158		0		2,158				2,158		0		729		459		238		32		0						0		156,000		120,000		36,000		0		8/31/20						伊藤　泰司		代表取締役社長		0197-22-6060		t-ito@catv-mic.ne.jp		21,000		21,000		4,521		2,363		2,158		2,158		729		0						0		岩手県

		10110030		気仙沼ケーブルネットワーク(株)		東北		宮城県		10				22,764		18,065		3,788		157		1,739				1,739		3,832		1,739				1,188		1,188						0								346,064		111,468		30,175		204,421		3/31/21						小松　厚		総務部長		0226-23-3131		a-komatu@k-macs.ne.jp		22,764		18,065		3,788		92		1,739		1,739		1,188		0						0		宮城県

		10110031		宮城ケーブルテレビ(株)		東北		宮城県		15		0		390,000		390,000		14,444		0		4,290		0		4,290		14,444		4,083		277		1,113		899		0		214		964		964				86		472,230		312,393		75,827		84,100		3/31/21		その他売り上げ増加理由：平成29年10月よりケーブルプラスでんき販売開始 ※20180730 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				八木　伸太郎		事業統括部長代理		022-367-7711		s-yagi@c-marinet.ne.jp		390,000		390,000		14,444		3,767		4,290		4,083		1,113		964						0		宮城県

		10110032		仙台ＣＡＴＶ(株)		東北		宮城県		26		4		130,000		130,000		57,931		2,745		8,355		0		8,355		57,931		8,355		589		7,701		4,112		2,510		1,079		5,909		5,909				0		1,019,130		542,695		394,669		81,766		3/31/21						日高　邦明		代表取締役社長		022-225-2211		hidaka@cat-v.co.jp		130,000		130,000		57,931		32,212		8,355		8,355		7,701		5,909						0		宮城県

		10110033		宮城ネットワーク(株)		東北		宮城県		39		58		243,100		243,100		129,600		0		33,500		0		26,000		109,000		33,500		0		29,900		25,900		2,400		0		7,700		0		180		0		2,918,648												ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務本部　副本部長						190,400		190,400		128,300		41,937		33,000		28,900		29,500		1,200				10/1/11		0		北海道

		10110040		(株)秋田ケーブルテレビ		東北		秋田県		95		3		120,000		95,000		53,312		29,707		27,521		0		26,550		40,885		27,521		5,696		25,878		6,342		265		19,271		24,323		24,323				470		3,481,853		1,590,432		1,165,886		725,533		3/31/21		※当該年度より収益認識に関する会計基準を適用				飯塚　雅子		コーポレート本部　本部長		018-865-5141		cna-jcta@cna-catv.co.jp		120,000		95,000		53,312		7,964		27,521		27,521		25,878		24,323						0		秋田県

		10110045		(株)ダイバーシティメディア		東北		山形県		36		0		88,624		44,332		30,865		0		4,823								4,823		0		4,126		2,087				2,173		840		851		0		0		667,324		350,383		176,275		140,666		3/31/21						奥出　潔		総務局長		023-624-5000		kikaku@ma.catvy.ne.jp		88,624		44,332		30,865		0		4,823		4,823		4,126		840						0		山形県

		10110046		(株)庄内社会教育事業センター		東北		山形県						499		499		100		0		0								0		0		0								0						0												※20160812　0円更新				削除済		代表取締役						499		499		100		0		0		0		0		0				3/31/16		0		山形県

		10110047		(株)ニューメディア		東北		山形県		55		3		522,763		522,763		126,139		67,301		30,753		0		30,753		122,543		39,195		360		99,093		19,271		0		79,822		50,738		50,693		45		2,733		7,657,400		2,202,275		3,472,543		1,982,581		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20200707 決算年月日修正				安部　和樹		本社総務統括本部課長		0238-24-2525		abe.kazuki@ncv.co.jp		522,763		522,763		126,139		14,343		30,753		39,195		99,093		50,738						1		山形県

		10110051		(一財)研究学園都市コミュニティケーブルサービス		北関東		茨城県		28		8		72,945		72,198		65,783		7,315		9,246		0		10,083		65,783		9,246		150		8,603		1,150		1,490		5,957		6,973		6,973		0		0		1,643,493		805,091		725,251		113,151		3/31/21						森　理		放送部　放送部次長		029-852-6111		mori@accs.or.jp		72,945		72,198		65,783		43,128		9,246		9,246		8,603		6,973						0		茨城県

		10110052		土浦ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県				9		251,750		251,750		125,327		0		61,316				61,316		125,327		61,316		12,315		47,363		1,932		9,189		36,242		49,554		49,554				4,161		7,817,781		3,202,185		3,050,111		1,565,485		3/31/21		※20210802 内訳（放送）訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		ＪＣＯＭ(株)		千葉　隆志		人事・管理統括部 アシスタントマネージャー		047-315-9081		ChibaT@jupiter.jcom.co.jp		251,750		251,750		125,327		14,535		61,316		61,316		47,363		49,554						0		茨城県

		10110053		日本通信放送網(株)		北関東		茨城県		9		0		65,000		45,000		861		0		298		298				480		298		0		720		0		0		720		0		0		0		0																削除済		総務課						65,000		45,000		861		0		298		298		720		0				3/31/14		0		茨城県

		10110054		(株)ＪＷＡＹ		北関東		茨城県		49		29		107,171		107,171		31,552		1,983		14,633		0		14,633		31,552		16,497		165		17,367		5,664		5,510		6,193		14,658		14,559		99		0		1,903,746		1,018,685		885,061				3/31/21						清水　治		総務部		0294-22-3080		osamu.shimizu@jway.co.jp		107,171		107,171		31,552		547		14,633		16,497		17,367		14,658						0		茨城県

		10110055		宇都宮ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		46		2		135,000		135,000		40,685		11,808		9,394		0		1,410		40,685		9,394		0		14,645		3,532		237		10,876		9,946		9,946		0		0		1,555,139		582,706		950,803		21,630		3/31/21						加藤　靖		専務取締役		028-638-8090		ykato@ucatv.ne.jp		135,000		135,000		40,685		26,808		9,394		9,394		14,645		9,946						0		栃木県

		10110056		鹿沼ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		24		5		37,000		37,000		13,700		12,200		6,600				7,600		13,700		7,100		71		13,000		0		4,400		8,600		9,850		9,850		0		1,800		1,432,924		489,236		943,688				3/31/21						川口　信二		企画室　企画室長		0289-63-0005		kawaguti@bc9.ne.jp		37,000		37,000		13,700		100		6,600		7,100		13,000		9,850						0		栃木県

		10110057		佐野ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		21		13		41,900		41,900		18,478		9,000		5,279		0		5,279		18,478		7,459		88		9,034		4,542		2,212		2,280		8,333		8,301		32				1,055,147		473,856		581,291				3/31/21						成瀬　正彦　		経営企画開発室長		0283-21-2121		naruse@mirun.sctv.jp		41,900		41,900		18,478		0		5,279		7,459		9,034		8,333						0		栃木県

		10110058		塩原ケーブルテレビ協同組合		北関東		栃木県						1,269		859		859		0		0		0		0		859		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15,352		15,328				24		3/31/21		(年度総売上備考：組合費、施設使用料）  ※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟)				君島　一文		事務局		0287-32-3275		stv5@nasuinfo.or.jp		1,269		859		859		859		0		0		0		0						0		栃木県

		10110059		ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		179		11		236,015		236,015		55,240		52,582		45,964		0		45,964		55,240		45,964		10,775		54,128		4,519		1,184		48,425		43,426		43,215		211		1,856		5,438,071		2,132,489		2,075,975		1,229,607		3/31/21						藤枝　陽子		管理部経理課　主任		0282-25-1811		fujieda@cabletv.jp		236,015		236,015		55,240		2,539		45,964		45,964		54,128		43,426						1		茨城県

		10110060		テレビ小山放送(株)		北関東		栃木県		40		9		82,061		82,061		37,654		4,764		7,538		0				37,654		8,732		521		6,745		527		4,942		1,276		5,567		5,567		0		488		973,354		589,742		346,590		37,022		9/30/20						宇和嶋　則夫		事業部　部長		0285-23-2220		uwajima@tvoyama.ne.jp		82,061		82,061		37,654		32		7,538		8,732		6,745		5,567						0		栃木県

		10110061		光ケーブルネット(株)		北関東		群馬県		40				31,600		31,600		6,766		0		6,681		6,837						1,681		0		3,524														0																削除済		放送部						31,600		31,600		6,766		234		6,681		1,681		3,524		0				6/18/13		0		群馬県

		10110063		真岡ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		11		1		27,248		23,386		3,700		0		1,637		0		1,955		3,527		1,955		0		1,303		1,062		183		88		3						0		237,923														削除済		企画部　課長						27,248		23,386		3,700		5		1,637		1,955		1,303		3				9/18/14		0		栃木県

		10110065		入間ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		55		0		81,777		78,192		38,450		20,464		15,829		0		9,864		15,829		15,829		1,778		14,136		1,530		7,437		5,166		14,255		14,229		26		1,519		1,844,645		976,277		815,257		53,110		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				對馬　央大		管理部総務課　課長		04-2965-0550		a-tsushima@ictv-g.co.jp		81,777		78,192		38,450		0		15,829		15,829		14,136		14,255						1		埼玉県

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		716		130		2,848,889		2,848,889		1,681,138		5,822		582,811				582,811		1,681,138		582,811		152,795		527,971		36,514		103,066		388,391		505,539		505,539		0		52,833		77,044,499		28,695,119		30,931,324		17,418,056		3/31/21		＊		ＪＣＯＭ(株)		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,848,889		2,848,889		1,681,138		243,174		582,811		582,811		527,971		505,539						1		埼玉県

		10110067		川越ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		30		32		111,600		111,600		82,957		0		23,275		0		23,275				23,275		0		12,915		10,906		608		1,401		5,276		5,276				0		1,870,376		1,111,425		463,622		76,023						ジャパンケーブルネット(株)		削除済		総務部　人事・総務課長						111,600		111,600		80,082		5,800		22,576		24,640		11,935		0				3/31/11		0

		10110068		行田ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		11		1		34,000		34,000		5,685		1,158		2,900		0		2,096		5,685		2,900		5		1,577		120		323		1,134		909		909		0		0		284,372		178,342		106,030				3/31/21		※20210729　年度総売上実績　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				横須賀　公司　		取締役　放送局長		048-553-2122		yokosuka@tvg.ne.jp		34,000		34,000		5,685		13		2,900		2,900		1,577		909						0		埼玉県

		10110069		(株)ジェイコム熊谷		北関東		埼玉県		0		31		52,217		52,217		24,126		0		9,370				9,370		24,126		9,370		0		6,045		3,625		372		2,048		4,365		4,365				0		879,371		518,785		253,605		106,981		3/31/14				ＪＣＯＭ(株)		削除済		取締役　管理部長						52,217		52,217		24,845		570		9,193		9,193		5,740		3,764				12/31/14		0		埼玉県

		10110070		(株)ジェイコム川口戸田		北関東		埼玉県		54		14		235,215		235,215		185,869		0		46,052				46,052		185,869		46,052		31		41,529		13,331		1,440		26,758		38,186		38,186		0		5,394		5,570,027		2,319,896		2,164,430		1,085,701		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理統括部						232,688		232,688		182,709		44,324		45,041		45,041		39,230		37,854				3/31/19		0		埼玉県

		10110071		狭山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		33		9		70,221		70,221		38,174		4,324		6,716		0		4,115		38,174		6,716		0		6,687		1,353		457		4,877		7,230		7,230		0		0		1,106,247		548,074		441,596		116,577		3/31/21						太田　和正		総合企画部　総務課		04-2907-9246		oota@staff.s-cat.ne.jp		70,221		70,221		38,174		22,631		6,716		6,716		6,687		7,230						0		埼玉県

		10110072		(株)シティケーブルネット		北関東		埼玉県		29		51		146,107		146,107		93,427		0		30,712		536						30,176		0		19,670		10,868		6,086		2,716		6,741		6,741				0		3,009,883		1,815,457		727,640		6,037						ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理部						143,000		143,000		93,000		11,247		28,400		24,800		18,000		2,100				3/1/11		0

		10110074		(株)ジェイコム東上		北関東		埼玉県		16		49		177,800		172,143		101,504		0		24,453		356		16,000		16,000		24,097		0		14,099		9,752		2,573		1,774		7,392		7,392				0		2,130,551		1,154,231		386,427		168,578						ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部　部長						177,800		177,800		99,400		59,000		22,200		19,000		12,400		0				3/1/11		0

		10110075		飯能ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		19		18		54,000		50,000		21,588				1,004		0		1,004		21,588		2,634		0		5,167		2,728		123		2,316		3,795		3,795				86		619,652		377,182		242,470		0		3/31/21						小清水　豊		企画開発室　室長		042-974-3611		kosimizu@tv-hanno.co.jp		54,000		50,000		21,588		0		1,004		2,634		5,167		3,795						0		埼玉県

		10110076		本庄ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		18		0		27,000		26,000		4,264		4,264		3,739		0		3,742		3,914		3,914		0		2,183		0		0		2,183		290		205		85		68		424,436		305,594		118,842		0		3/31/21						山下　美由紀		管理本部　部長		0495-23-0001		toya-catv@catnet.jp		27,000		26,000		4,264		300		3,739		3,914		2,183		290						0		埼玉県

		10110078		蕨ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		18		1		36,000		30,000		24,770		4,236		5,673				1,453		24,770		5,673		71		5,534		1,944		2,301		1,289		3,547		3,497		50		0		818,173		379,772		227,176		211,225		3/31/21		※20210802 　総売上・内訳を更新（事業者よりのメールを元に）(@連盟)				高田　修介		総務部		048-444-3333		shusuke@warabi.ne.jp		36,000		30,000		24,772		7,003		4,416		5,936		5,752		3,427						0		埼玉県

		10110079		東松山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		8		0		68,017		34,831		7,022		2,449		3,213				1,659		3,213		3,213		300		4,154		389		2,617		1,148		4,079		4,072		7		587		426,571		173,999		231,066		21,506		3/31/21		※2021.8.3 実績内訳・その他　を更新(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				上野　晃		総務課		0493-27-8200		a-ueno@ictv-g.co.jp		68,017		34,831		7,022		51		3,213		3,213		4,154		4,079						0		埼玉県

		10110080		江戸川ケーブルテレビ(株)		東京		東京都		33		68		292,400		292,400		159,498		0		40,979		0		0		25,868		40,979		0		15,757		8,408		4,285		3,064		8,789		8,789				0		3,979,973		2,471,445		481,104								ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部　部長						292,400		292,400		159,498		10,534		40,979		40,979		15,757		8,789				6/30/11		0

		10110081		(株)ジェイコム大田		南関東		東京都		0		27		274,700		274,700		181,300		15,377		39,551				39,551		181,300		39,551		25		35,252		9,820		996		24,436		34,314		34,314		0		2,661		4,658,489		2,001,064		1,932,531		724,894		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						274,874		274,874		180,385		44,034		38,785		38,785		33,446		34,570				3/31/19		0		東京都

		10110082		(株)ジェイコムせたまち		南関東		神奈川県				62		436,265		436,265		151,318		0		56,199								42,674		0		26,518								9,024						0																								436,265		436,265		151,318		36,678		56,199		42,674		26,518		9,024				10/17/07		0

		10110084		(株)ジェイコム東京北		南関東		東京都		0		31		204,552		204,552		149,238				32,004				32,004		149,238		32,004		52		30,118		10,168		1,155		18,795		30,085		30,085				1,713		3,727,695		1,631,905		1,626,363		469,427		3/31/18				ＪＣＯＭ(株)		削除済								204,552		204,552		149,238		26,478		32,004		32,004		30,118		30,085				6/30/18		0		東京都

		10110085		(株)ジェイコム足立		南関東		東京都		0		22		333,200		333,200		189,100		0		53,838		0		53,838		189,100		53,838		33		44,456		14,795		484		29,177		42,261		42,261		0		3,045		6,168,388		2,798,368		2,382,260		987,761		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー						331,389		331,389		186,281		2,931		53,017		53,017		42,738		42,603				3/31/19		0		東京都

		10110086		(株)ジェイコム港新宿		南関東		東京都		0		33		401,988		401,988		248,129				35,669				35,669		248,129		35,669		73		25,250		7,349		635		17,266		21,716		21,716				1,481		4,805,713		2,890,780		1,409,607		505,326		3/31/18				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						401,988		401,988		248,129		51,932		35,669		35,669		25,250		21,716				12/31/18		0		東京都

		10110087		さくらケーブルテレビ(株)		東京		東京都						126,370		119,291		79,000		0		15,000								10,649		0		5,753								4,000						0														ＪＣＯＭ(株)		削除済		人事管理本部　管理部長						126,370		119,291		79,000		38,610		15,000		10,649		5,753		4,000				10/22/08		0

		10110088		(株)ジェイコム中野		南関東		東京都		0		25		218,700		218,700		155,300		0		37,248				37,248		155,300		37,248		32		32,196		11,101		487		20,608		25,008		25,008		0		2,308		4,272,742		2,016,421		1,660,844		595,477		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						217,219		217,219		149,918		42,432		36,158		36,158		30,043		25,300				3/31/19		0		東京都

		10110089		(株)ジェイコム東京		南関東		東京都		1231		438		5,044,103		5,044,103		3,528,858		17,014		998,229				998,229		3,528,858		998,229		254,824		893,620		51,699		161,666		680,255		776,101		776,101		0		83,339		131,963,287		53,004,469		52,279,844		26,678,973		3/31/21		自治体出資占有率は1.58%。		ＪＣＯＭ(株)		田畑　優仁		人事・管理統括部		03-4521-5100		TabataMs@jupiter.jcom.co.jp		5,044,103		5,044,103		3,528,858		545,277		998,229		998,229		893,620		776,101						1		東京都

		10110090		(株)城北ニューメディア		東京		東京都		11		34		104,600		104,600		104,600		0		14,016		1,976						12,040		0		5,872		2,705		2,408		759		3,485		3,485		0		0		1,050,585		866,796		237,867		158,563						ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　次長						93,200		81,600		80,900		43,274		13,100		9,400		5,100		1,800				10/31/10		0		北海道

		10110092		(株)ジェイコムイースト		南関東		東京都		0		245		3,705,700		3,705,700		2,423,900		740		830,813				830,813		2,423,900		830,813		1,266		708,967		177,429		24,215		507,323		704,853		704,853		0		60,142		104,949,238		42,491,346		42,959,697		19,498,194		3/31/19		千円未満切り捨てのため、県別合計と差異が生じています。		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第二ブロック						3,705,700		3,705,700		2,423,900		381,631		830,813		830,813		708,967		704,853				5/31/19		1		東京都

		10110093		多摩ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		32		10		113,561		113,561		59,872		1,640		23,453		0		23,453		59,872		23,453		300		18,466		1		4,107		14,358		18,774		18,753		21		101		2,685,199		1,526,906		1,158,293		0		3/31/21						宮寺　光久		取締役　技術部長		0428-32-1351		miyadera@tcnnet.co.jp		113,561		113,561		59,872		216		23,453		23,453		18,466		18,774						0		東京都

		10110094		(株)多摩テレビ		南関東		東京都		27		13		154,870		73,182		66,551		0		3,355				5,744				5,744		704		5,454		1,634		102		3,718		4,916		4,916				0		1,148,579		802,965		306,163		39,451		3/31/21		特になし。				三宅　徹平		総務経理課		042-339-5519		webmaster@ttv.co.jp		154,870		73,182		66,551		1,166		3,355		5,744		5,454		4,916						0		東京都

		10110095		調布ケーブルテレビジョン(株)		東京		東京都						190,000		190,000		135,000		0		36,000								14,700		0		14,600								800						0																								190,000		190,000		135,000		24,800		36,000		14,700		14,600		800				10/17/07		0

		10110096		(財)東京ケーブルビジョン		東京		東京都		30		6		170,000		170,000		69,758		0		6,104		0						6,104		0		2,910		1,023		1,236		651		3,159		3,159		0		0		708,608														削除済		総務部　課長補佐						170,000		170,000		73,771		0		6,316		6,126		3,000		3,239				10/31/13		0		東京都

		10110097		東京ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		72		26		280,000		280,000		181,000		18,200		24,100		0		24,100				24,100		751		13,700		1,000		1,300		11,400		10,600		10,600				0		4,844,101		2,018,071		1,464,374		1,361,656		3/31/21		２０２１／７／１３　更新				魚本　直隆		企画推進室　企画推進室長		03-5615-8213		n_uomoto@tcn-catv.co.jp		280,000		280,000		181,000		119,000		24,100		24,100		13,700		10,600						0		東京都

		10110098		(株)東京テレポートセンター		東京		東京都		14		14		3,301		3,301		3,245		0		0		0						0		0		0								0						0																削除済		管理部　事業課						3,301		3,301		3,245		3,245		0		0		0		0				3/31/11		0

		10110100		東京電力(株)		東京		東京都		38227				6,512		6,512		6,512		0												0																0																削除済		グループ事業推進部　グループ経営企画第二グループ　副長						3,239		3,239		3,239		3,239		0		0		0		0				3/31/11		0

		10110101		東京ベイネットワーク(株)		南関東		東京都		64		19		372,592		348,859		264,579		0		20,399								20,399		4,261		19,238								20,097		20,097				12		3,267,921		2,135,992		1,131,930		0		3/31/21		放送と通信の区分は、グループが定める基準で計算しています。		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		山路　広志		管理部		03-6811-6011		h.yamaji@tokyobaynet.co.jp		372,592		348,859		264,579		0		20,399		20,399		19,238		20,097						0		東京都

		10110103		豊島ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		31		12		178,595		140,000		137,373		0		9,274		0		9,274		137,373		20,038		958		18,678		6,446		901		11,331		11,318		11,318				0		1,745,643		943,016		738,295		64,332		8/31/20						内田　洋		営業部　部長		03-5951-4400		uchida@toshima.co.jp		178,595		140,000		137,373		0		9,274		20,038		18,678		11,318						0		東京都

		10110104		(株)日本ケーブルテレビジョン		南関東		東京都		73		0		11		11		11		0		0								0		0		0								0						0												※20160812　0円更新→未確定に変更				黒川　正明		放送事業局　第2営業部　企画担当部長		03-3568-8224		kurokawa@jctv.co.jp		11		11		11		0		0		0		0		0						0		東京都

		10110105		(株)ニューメディア総研		東京		東京都		302		268								0		0										0										0						0		5,149,294														削除済		開発第４部　部長						0		0		0		0		0		0		0		0				5/21/08		0

		10110107		(株)ジェイコム八王子		南関東		東京都		0		20		243,000		243,000		145,600		1,538		47,048				47,048		145,600		47,048		68		39,694		15,222		479		23,993		38,400		38,400		0		3,506		5,690,914		2,415,017		2,237,176		1,038,721		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						241,062		241,062		143,685		18,533		46,878		46,878		38,362		38,237				3/31/19		0		東京都

		10110108		(株)ジェイコム日野		南関東		東京都		0		10		96,700		96,700		71,700		0		23,402				23,402		71,700		23,402		28		20,998		7,465		317		13,216		19,009		19,009		0		1,504		2,866,404		1,174,223		1,161,788		530,393		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						96,503		96,503		72,158		11,612		23,232		23,232		20,240		18,966				3/31/19		0		東京都

		10110109		(株)ジェイコム多摩		南関東		東京都		0		19		260,900		260,900		170,000		0		48,967				48,967		170,000		48,967		47		41,424		14,015		1,366		26,043		43,815		43,815		0		3,059		6,047,366		2,559,475		2,437,278		1,050,614		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						254,200		254,200		168,263		12,964		48,507		48,507		40,113		43,810				3/31/19		0		東京都

		10110110		(株)ケーブルテレビ品川		南関東		東京都		1		0		214,029		210,000		190,603		1,191		12,351		0		24,135		190,603		24,135		397		30,399		7,587		17,656		6,272		25,153		25,153				55		3,021,583		1,650,727		1,370,856		0		3/31/21		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				糸田　純一		イッツ・コミュニケーションズ（株）経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		214,029		210,000		190,603		57,336		12,351		24,135		30,399		25,153						0		東京都

		10110111		(株)ジェイコム武蔵野三鷹		南関東		東京都		0		13		180,900		180,900		120,100		0		39,008				39,008		120,100		39,008		36		34,292		11,495		703		22,094		29,579		29,579		0		2,137		4,702,601		2,075,147		1,846,585		780,869		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						180,386		180,386		119,636		7,873		38,627		38,627		32,917		29,729				3/31/19		0		東京都

		10110115		(株)イースト・コミュニケーションズ		南関東		千葉県		0		2		7,650		7,650		6,715		1,216		867				867		6,715		1,723		0		2,666		0		0		2,666		2,302		2,302				0		288,345		142,426		145,919				3/31/20				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		削除済		課長						7,650		7,650		6,715		0		867		1,723		2,666		2,302				9/30/20		0		千葉県

		10110116		(株)ジェイコム市川		南関東		千葉県		0		26		249,708		249,708		166,822		0		47,500				47,500		166,822		47,500		115		42,521		13,406		646		28,469		35,343		35,343				3,061		5,788,934		2,346,827		2,247,253		1,194,855		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						249,708		249,708		166,822		8,405		47,500		47,500		42,521		35,343				3/31/19		0		千葉県

		10110117		(株)いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ		南関東		千葉県		10		7		179,086		68,701		37,855		5,296		6,368						37,855		12,115		238		16,410		696		2,817		12,897		12,514		12,514		0		0		1,514,840		662,616		852,224				3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		西村　昌訓		総務部		0436-24-0009		nishimura_masanori@icntv.jp		179,086		68,701		37,855		299		6,368		12,115		16,410		12,514						0		千葉県

		10110119		(株)ジェイコム千葉セントラル		南関東		千葉県		0		18		419,322		419,322		267,543		0		64,011				64,011		267,543		64,011		50		55,879		18,612		482		36,785		57,685		57,685				3,728		7,806,739		3,304,121		3,039,753		1,462,866		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						419,322		419,322		267,543		13,912		64,011		64,011		55,879		57,685				3/31/19		0		千葉県

		10110121		(株)ジェイコム東葛葛飾		南関東		千葉県		0		58		571,053		571,053		341,386		0		101,674		0		101,674		341,386		101,674		87		82,397		24,080		2,757		55,560		86,236		86,236		0		5,246		11,874,736		5,047,240		4,813,059		2,014,438		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー						568,269		568,269		336,938		28,502		101,119		101,119		79,242		87,020				3/31/19		1		千葉県

		10110122		(株)ジェイコム千葉		南関東		千葉県		0		88		2,240,000		2,240,000		1,415,874		0		466,107				466,107		1,415,874		466,107		119,163		409,420		22,526		77,094		309,800		386,563		386,563		0		38,590		60,875,680		23,607,679		24,147,209		13,120,792		3/31/21		※20210802 総売上訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		ＪＣＯＭ(株)		千葉　隆志		人事・管理統括部 アシスタントマネージャー		047-315-9081		ChibaT@jupiter.jcom.co.jp		2,240,000		2,240,000		1,415,874		109,567		466,107		466,107		409,420		386,563						0		千葉県

		10110124		(株)千葉ニュータウンセンター		南関東		千葉県		46				27,269		20,068		11,478		248		3,293						11,478		3,577		94		1,907		1,054		166		687		1,533		1,533				0		286,697		200,027		71,181		15,489		3/31/21		(年度総売上備考：他事業との複合会社のため、暫定売上高を掲載） 設備投資は、工事負担金を利用				寺田  純一		ケーブルテレビ部　業務課長代理		0476-46-5836		terada@rurbannet.ne.jp		27,269		20,068		11,478		0		3,293		3,577		1,907		1,533						0		千葉県

		10110125		銚子テレビ放送(株)		南関東		千葉県		8		0		15,444		10,220		1,458		1,458		1,458		0		1,458		1,458		1,458		0		1,530								1,860		1,860				0		180,128		38,702		141,426		0		3/31/21						平津　清美		総務部　マネージャー		0479-25-1001		hiratsu@catv9.ne.jp		15,444		10,220		1,458		0		1,458		1,458		1,530		1,860						0		千葉県

		10110126		成田ケーブルテレビ(株)		南関東		千葉県		0		15		61,520		65,800		24,028		2,600		3,917		0		3,917		24,028		6,640		77		3,018		966		552		1,500		846		846				0		569,524		426,201		143,323		0		3/31/21		該当なし				小野寺　ルミ子		管理部　総務・経理課　主任		0476-22-1001		soumu@nctv.co.jp		61,520		65,800		24,028		547		3,917		6,640		3,018		846						0		千葉県

		10110127		(株)広域高速ネット二九六		南関東		千葉県		135		40		258,560		208,936		83,073		70,148		51,355		0		19,221		83,073		45,548		1,102		42,611		22,828		4,404		15,379		43,340		43,322		18		3,686		5,538,727		2,239,937		3,219,537		79,250		12/31/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				木場　秀晃		管理本部総務部		043-497-0296		league_info@catv296.co.jp		258,560		208,936		83,073		310		51,355		45,548		42,611		43,340						0		千葉県

		10110128		(株)ジェイコム船橋習志野		南関東		千葉県		2		17		369,757		369,757		225,541		0		66,387				66,387		225,541		66,387		73		50,202		18,514		1,641		30,047		58,559		58,559				2,180		7,119,000		3,673,000		3,032,000		414,000		3/31/17		なし		ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						369,757		369,757		225,541		29,111		66,387		66,387		50,202		58,559				12/31/17		0		千葉県

		10110130		厚木伊勢原ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		9		7		100,792		96,835		50,886		4,538		12,341		0						12,341		0		15,486								11,433		11,433				7		1,589,096		757,602		831,494		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		村井　匡		総務部		046-220-2018		murai_masashi@s.ayu.ne.jp		100,792		96,835		50,886		7,923		12,341		12,341		15,486		11,433						0		神奈川県

		10110131		(株)ジェイコム小田原		南関東		神奈川県		0		8		92,381		92,381		52,900		0		21,121		0		21,109		52,700		21,121		0		15,869		9,716		1,197		4,715		18,661		18,661		0		0		2,237,519		1,292,856		284,162		660,502		3/31/15				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム 関東南ブロック　マネージャー						92,381		92,381		52,900		0		21,121		21,121		15,869		18,661				3/31/16		0		神奈川県

		10110132		(株)ジェイコム鎌倉		南関東		神奈川県		21		17		85,185		85,185		61,761		0		33,551		0		30,766		61,761		33,551		0		18,407		11,219		945		6,243		20,042		20,042				0		3,101,621		2,130,346		971,275		0		3/31/14				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理部						85,185		85,185		61,764		7,000		32,503		32,503		17,105		18,812				3/31/15		0		神奈川県

		10110133		(一財)ケーブルシティ横浜		南関東		神奈川県		8		2		5,689		5,689		4,850		0		0						4,850				0		0														0		73,510		6,556		1,060		1,800								削除済		事業推進課						5,689		5,689		5,689		5,689		0		0		0		0				7/1/14		0		神奈川県

		10110134		(株)横浜都市みらい		南関東		神奈川県		18		17		77,505		55,412		36,837		0		5,892		0		6,131		36,524		5,688		0		3,346		3,346		469		0		55		0		55		0												決算等は全社ベースで行うため、ケーブル事業単体の数字のみの抽出が困難なものは、「非管理項目」で入力。				削除済		放送通信部　事業課長代理						75,966		54,235		36,524		1,746		6,131		5,933		3,577		57				3/31/10		0

		10110135		(株)ジェイコム南横浜		南関東		神奈川県		0		51		361,485		361,485		246,349		0		82,807				82,807		246,349		82,807		77		61,735		20,722		1,079		39,934		71,080		71,080		0		5,009		9,502,000		4,163,000		3,539,000		1,800,000		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第一ブロック						360,757		360,757		245,758		42,696		82,100		82,100		59,544		70,509				3/31/19		0		神奈川県

		10110137		(株)シティテレコムかながわ		南関東		神奈川県		20		77		223,400		223,400		113,820		0		44,067		0				39,900		44,067		0		31,124		21,636		5,172		4,316		23,352		23,352				0		4,519,951		2,848,284		1,161,061		28,887		２００９年１２月本決算				ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部長						223,400		223,400		113,820		10,614		44,067		44,067		31,124		23,352				6/30/11		0

		10110139		湘南ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		39		44		151,660		151,660		76,630		62,334		36,350		0		0		36,350		36,350		169		34,674		4,244		29,083		2,469		32,695		32,695		15		0		3,517,153		1,988,089		1,489,676		39,386		3/31/21						高木　裕		営業本部　総務部　総務部長代理		0463-22-0419		takagi88@mx.scn-net.ne.jp		151,660		151,660		76,630		31,950		36,350		36,350		34,674		32,695						0		神奈川県

		10110141		イッツ・コミュニケーションズ(株)		南関東		東京都		492		744		1,400,336		1,156,937		963,693		120,765		95,278				180,455		963,693		155,992		4,341		269,832		42,505		86,465		140,862		197,914		197,914		0		4,114		31,135,000		9,658,000		14,131,000		7,346,000		3/31/21		※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正/株主名称変更				糸田　純一		経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		1,400,336		1,156,937		963,369		2,843		95,278		155,992		269,832		197,914						1		神奈川県

		10110142		(株)ジェイコム湘南・神奈川		南関東		神奈川県		0		191		2,589,680		2,589,680		1,712,266		0		677,591				677,591		1,712,266		677,591		162,920		552,636		33,761		101,176		417,699		550,124		550,124		0		60,163		86,617,000		36,343,000		24,394,000		25,878,000		3/31/21		※事業報告書データ使用 ※自治体出資占有率変更なし		ＪＣＯＭ(株)		山田　文雄		株式会社ジェイコム湘南・神奈川　人事・管理統括部　担当部長		045-514-2800		ML_JCSKT_047@jupiter.jcom.co.jp		2,589,680		2,589,680		1,712,266		255,393		677,591		677,591		552,636		550,124						1		神奈川県

		10110143		ＹＯＵテレビ(株)		南関東		神奈川県		77		27		579,723		458,627		286,750		13		42,823				42,823		249,552		42,823		2,716		43,605		11,472		6,007		26,126		38,819		38,819		0		268		4,380,291		2,538,234		1,799,773		42,284		3/31/21		20210730　年度総売上実績　を更新（事業者からのメールにより）（＠連盟）				梅田　穣		技術本部　技術統括部　部長		045-503-1222		ml-jcta@youtv.co.jp		579,723		458,627		286,750		37,198		42,823		42,823		43,605		38,819						0		神奈川県

		10110144		横浜ケーブルビジョン(株)		南関東		神奈川県		38		37		325,651		289,753		172,367				52,544				52,544		172,367		52,544		8,156		41,292		2,088		11,591		27,613		43,837		43,837				2,430		5,534,055		3,393,956		1,963,798		176,300		3/31/21						畔柳　圭甫		経営管理部　総務管理担当		045-567-1808		ycv_gyosei-kokyo@ml.ycv.jp		325,651		289,753		172,367		11,036		52,544		52,544		41,292		43,837						0		神奈川県

		10110145		横浜テレビ共同聴視(株)		南関東		神奈川県						290		290		290		0		0										0										0						0																削除済		代表取締役						290		290		290		290		0		0		0		0				7/2/08		0

		10110146		(株)横浜テレビ局		南関東		神奈川県		45		76		256,100		256,100		213,000		0		41,181		0		29,000		29,000		41,181		0		16,910		8,509		5,769		2,632		16,973		15,878		95		0		3,961,964		2,169,700		582,804		412,706						ＪＣＯＭ(株)		削除済		顧問						256,100		256,100		213,000		66,400		41,181		41,181		16,910		16,973				6/30/11		0

		10110150		河口湖有線テレビ放送(有)		南関東		山梨県		22				10,776		9,952		9,952		9,398		297				309		9,952		548		15		3,400								2,500		2,500						470,000		300,000		170,000		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				結城　聡		ネットワーク部　部長		0555-72-1931		satoshi_yuuki@lcnet.jp		10,776		9,952		9,952		72		297		548		3,400		2,500						0		山梨県

		10110151		北富士有線テレビ放送(株)		南関東		山梨県		4		0		3,300		3,030		2,125		0		2,125		0		158		2,125		606		0		0								0						0		57,941		57,042		0		899		6/30/20		20210730　総売上/実績内訳（放送その他）を更新（事業者からのメールにより）（@連盟） ※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正				渡辺 みゆき				0555-85-2331		kftv@fgo.jp		3,300		3,030		2,125		0		2,125		606		0		0						0		山梨県

		10110152		(有)峡西シーエーテーブイ		南関東		山梨県		31				11,900		11,900		9,134		9,134		210		0		210				333		0		657		0		657		0		0		0		0		0		461,632		207,961		17,714		235,957		3/31/21		年度総売上実績内訳・その他の収入は、電気通信工事業の売上です。				小松　恵美		総務部長		055-283-8383		info@cvk.ne.jp		11,900		11,900		9,134		12		210		333		657		0						0		山梨県

		10110153		峡東ケーブルネット(株)		南関東		山梨県		8		0		9,942		9,942		8,885		5,301		150		0		150		8,885		548		3		1,642		1,406		148		88		341		315		26		0		335,178		260,758		55,631		18,786		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				小澤　健太郎		代表取締役社長		0553-33-2252		k-ozawa@kcnet.ne.jp		9,942		9,942		8,885		20		150		548		1,642		341						0		山梨県

		10110154		(株)ケーブルテレビ富士		南関東		山梨県		2		0		3,420		3,242		2,276		1,042		164		0				2,276		164		0		186		92		94				0						0		88,955		85,705		3,250		0		3/31/21		９７，９９２千円				流石　洋一		取締役社長		0555-62-5951		catv-fuji@luck.ocn.ne.jp		3,420		3,242		2,276		0		164		164		186		0						0		山梨県

		10110155		(株)ＣＡＴＶ富士五湖		南関東		山梨県		23				19,865		19,865		18,494				493		0		185		18,436		1,252		87		2,225		1,359		593		273		0								815,039		444,959		82,228		287,852		8/31/20						宮下　睦		業務部情報通信課		0555-22-1714		miya@fgo.jp		19,865		19,865		18,494		0		493		1,252		2,225		0						0		山梨県

		10110156		富沢テレビ共聴組合		南関東		山梨県						750		750		627				627						627		0				0								0								15,356		13,597				1,789		3/31/21						稲葉　奈津美				05566-6-2312		kaori@inaba.ecnet.jp		750		750		627		627		627		0		0		0						0		山梨県

		10110157		(株)日本ネットワークサービス		南関東		山梨県		133		21		222,726		222,726		185,410		87,333		6,846				7,714		185,410		22,077		114		29,696		23,745				5,951		14,039		13,981		58				6,965,092		5,589,713		1,119,853		255,523		3/31/21						長田　憲		経営戦略室　室長		055-251-7110		a-osada@nns-catv.co.jp		222,726		222,726		185,410		0		6,846		22,077		29,696		14,039						0		山梨県

		10110158		富士川シーエーティーヴィ(株)		南関東		山梨県		7		1		11,416		11,257		9,031		144		684				197		9,031		684				317		302		15				0								257,751		243,412		10,563		3,776		5/31/20						櫻井　育也		局長		0556-22-1777		i-sakurai@fujikawa-net.co.jp		11,416		11,257		9,031		0		684		684		317		0						0		山梨県

		10110159		山梨ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		28		0		14,751		18,405		11,057		10,835		546		0		546		11,057		1,297		16		3,198		972		1,166		1,104		2,076		2,041		35		368		503,274		265,375		230,274		7,624		3/31/21		※20190924 内訳訂正				望月　茜		技術管理部		0553-22-6822		gikan@fruits.ne.jp		14,751		18,405		11,057		0		546		1,297		3,198		2,076						0		山梨県

		10110160		(株)上野原ブロードバンドコミュニケーションズ		南関東		山梨県		8		1		10,055		8,445		4,215		4,215		330				330		4,215		330				1,579						1,579		350				346				252,769		104,658		86,165		61,946		3/31/21						石井　夏希		総務部		0554-62-5504		ishii@u-bc.net		9,979		8,445		4,223		0		340		340		1,435		346						0		山梨県

		10110165		あづみ野テレビ(株)		信越		長野県		17		7		53,224		41,014		11,681		2,314		5,237		0						6,642		284		4,493		582		105		3,806		4,949		4,949				0		679,271		403,195		260,148		15,928		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				畠山　由美		総務部　部長		0263-82-7860		hatakeyama.yumi@anc-tv.co.jp		53,224		41,014		11,681		0		5,237		6,642		4,493		4,949						0		長野県

		10110166		アルプスケーブルビジョン(株)		信越		長野県		2		3		14,888		10,169		2,850		0		2,466		2,466								0		0														0		129,986		129,986		0										削除済		総務部　経理担当						14,888		10,169		3,274		0		2,890		0		0		0				3/31/11		0

		10110167		(株)飯田ケーブルテレビ		信越		長野県		33		5		38,713		33,050		16,116		9,100		7,145						16,116		7,921		272		10,509		132		619		9,758		8,162		8,097		65		450		1,673,667		584,257		660,135		429,275		4/30/21		※20190910　数値入手し連盟で登録 ※20201005 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				吉川　治司		常務取締役		0265-52-5406		ha-yoshikawa@iidacable.tv		38,713		33,050		16,116		700		7,145		7,921		10,509		8,162						0		長野県

		10110168		飯山市		信越		長野県		7		1		8,030		8,030		4,633				3,811				3,861		4,633		3,811		50		1,280				716		564		4				4				229,334		180,194		49,140				3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				俣野　和広		飯山市 総務部　事業戦略室　情報政策係長		0269-67-0724		senryaku@city.iiyama.nagano.jp		8,030		8,030		4,633		0		3,811		3,811		1,280		4						1		長野県

		10110169		伊那ケーブルテレビジョン(株)		信越		長野県		39		2		43,402		43,402		25,428		25,428		10,036		0		1,237		25,428		19,085		125		7,233		1,222				6,011		8,088		8,088				2,738		1,644,710		910,318		624,539		109,853		3/31/21		※20210730 内訳訂正(@連盟)				濱　康司		総務課		0265-73-2020		hama@inacatv.ne.jp		43,402		43,402		25,428		0		10,036		19,085		7,233		8,088						0		長野県

		10110170		(株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ		信越		長野県		36		20		169,859		164,216		45,493		5,471		17,346		0		17,346		45,493		24,990				19,034		1,505		4,684		12,723		17,488		17,488		0		4,915		2,015,898		1,138,406		819,821		57,672		3/31/21						市川　岳人		総務部　部長		026-233-1713		info@nagano-inc.co.jp		169,859		164,216		45,493		272		17,346		24,990		19,034		17,488						0		長野県

		10110171		(株)上田ケーブルビジョン		信越		長野県		55		0		76,168		76,168		39,096		22,800		11,606				11,606		39,096		28,068		853		11,537		4,599		2,383		4,555		4,696		4,696		0		0		1,732,378		1,086,353		646,025				3/31/21						中村　高章		営業部お客様担当　担当部長		0268-23-1600		taka@ucv.co.jp		76,168		76,168		39,096		171		11,606		28,068		11,537		4,696						0		長野県

		10110172		(株)エコーシティー・駒ヶ岳		信越		長野県		24		0		21,629		21,728		15,194		15,194		2,116		0		467		14,941		13,611		163		5,983		4,725		0		1,258		6,219		6,206		13		0		745,522		366,612		354,391		24,519		3/31/21						佐藤　幸宏		総務課		0265-82-4000		satoh@cek.co.jp		21,629		21,728		15,194		0		2,116		13,611		5,983		6,219						0		長野県

		10110173		エルシーブイ(株)		信越		長野県		133		35		94,291				96,023		0		20,504								11,457		0		24,792								704						0																削除済		取締役総務部長						93,695		0		94,839		0		20,504		5,397		24,767		704				3/31/09		0

		10110174		(有)木曽駒ケーブルネット		信越		長野県						121		121		21		0		0										0										0						0																								121		121		21		21		0		0		0		0				10/17/07		0

		10110175		(株)木曽福島ケーブルテレビ		信越		長野県		6				2,373		1,823		1,823		0		438		1,823						0		0		0								0						0		52,000														削除済		総務部						2,373		1,823		1,823		0		438		0		0		0				3/31/09		0

		10110176		(株)信州ケーブルテレビジョン		信越		長野県		12				22,391		17,000		7,527				3,481				322		7,527		3,565		107		625		31		432		162		0								295,330		260,473		34,856		0		9/30/20						山浦　宏一		代表取締役社長		026-272-1660		k-yamaura@chikuma-catv.co.jp		22,391		17,000		7,527		157		3,481		3,565		625		0						0		長野県

		10110177		(株)Ｇｏｏｌｉｇｈｔ		信越		長野県		22		9		25,859		24,000		11,892		6,618		11,104		0		6,491		11,892		11,104		828		6,074		2,150		2,080		1,696		4,368		4,285		83		247		985,459		448,235		444,113		93,111		3/31/21		その他項目には、電力販売収入、自治体委託事業収入、その他委託事業収入・放送コンテンツ海外展開事業収入を含んでいます。				岩下　正志		総務財務課		026-246-1222		iwashita@stvnet.co.jp		25,859		24,000		11,892		103		11,104		11,104		6,074		4,368						0		長野県

		10110178		蓼科ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		6		0		3,500		3,306		2,285		230		820		0		820		2,285		1,421		27		807		206		459		142		82		58		24		0		139,413		81,541		43,384		14,488		1/31/21						関　俊之		代表取締役		0267-56-3101		toshi@tcv21.co.jp		3,500		3,306		2,285		3		820		1,421		807		82						0		長野県

		10110179		テレビ北信ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		7		0		18,122		15,050		3,056		0		1,771		1,386		1,391		3,056		1,771		0		38		27		11		0		3		0		3		0		172,165		110,934		8,952		52,277		3/31/21						池田　清二		統括部長		0269-26-0202		ikeda@thvnet.tv		18,122		15,050		3,056		288		1,771		1,771		37		2						0		長野県

		10110180		(株)テレビ松本ケーブルビジョン		信越		長野県		61		11		132,500		133,936		62,642		39,330		28,836						62,642		28,836		2,628		16,916		2,434		4,313		7,624		16,275		16,275		0		0		2,757,221		1,669,931		1,087,286		0		5/31/20		※20201005 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				白鳥　忠夫		技術部　取締役技術部長		0263-35-1298		0005-shiratori@tvm.co.jp		132,500		133,936		62,642		3,426		28,836		28,836		16,916		16,275						0		長野県

		10110181		丸子テレビ放送(株)		信越		長野県		12		0		10,517		10,327		7,546		1,940		995		0		0		7,546		1,710		0		868		219		272		377		361		358		3		0		227,161		205,019		22,142		0		3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				池田　宏		代表取締役社長		0268-43-2111		info@marukotv.jp		10,517		10,327		7,546		0		995		1,710		868		361						0		長野県

		10110182		大町市		信越		長野県		1				11,887		11,887		2,962		2,136		668						2,962		1,180		0		0								0								68,324		68,324						3/31/21						倉科　太		大町市役所　総務部情報交通課　ケーブルテレビ係　係長		0261-21-3805		catv@city.omachi.nagano.jp		11,887		11,887		2,962		695		668		1,180		0		0						0		長野県

		10110183		東御市		信越		長野県		3		1		1,903		1,903		1,458		1,458		454				454		1,270		1,270		4		0								0								38,929		38,929						3/31/19						削除済		指定管理者　(株)上田ケーブルビジョン						1,903		1,903		1,458		0		454		1,270		0		0				3/31/20		0		長野県

		10110184		長野市		信越		長野県						4,882		4,882		3,761		1,946		911		0		911		3,761		911		0		0								0						0		86,651		69,900		4,260		12,491		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				関　信一郎		指定管理担当部長		026-233-1713		sekishin@nagano-inc.co.jp		4,882		4,882		3,761		3,420		911		911		0		0						0		長野県

		10110185		(株)ケーブルネット新潟		信越		新潟県		24		20		200,477		108,520		40,179		0		14,959		5,025				9,635		9,635		0		5,361		5,361						0						0		696,781		550,670		146,111		27,845		決算期変更２００７／４～１２月の９ヶ月						削除済		総務部長						200,477		108,520		37,953		10,259		14,959		9,122		5,039		0				3/31/09		0

		10110186		(株)佐渡テレビジョン		信越		新潟県		18		4		14,203		15,826		5,682		0		1,990				1,230		5,682		1,990		0		959		732				227		211				211		0		407,025		154,549		108,007		144,469		12/31/20						學之　基		営業部　取締役営業部長		0259-61-1212		netsell@e-sadonet.tv		14,203		15,826		5,682		0		1,990		1,990		959		211						0		新潟県

		10110187		上越ケーブルビジョン(株)		信越		新潟県		56		22		87,406		80,300		47,914		40,093		1,472				46,614		46,614		4,089		0		29,709		13,513		1,123		15,073		28,743		28,743		0		0		2,661,061		1,489,336		977,667		194,058		3/31/21				(株)ＣＣＪ		池端　芳江		営業部　部長		025-526-2111		ikehata@jcv.co.jp		87,406		80,300		47,914		0		1,472		4,089		29,709		28,743						0		新潟県

		10110188		(株)エヌ・シィ・ティ		信越		新潟県		100		21		218,037		192,415		50,060				23,948		0		23,948		50,060		26,838				40,545		6,384		3,925		30,236		38,785		38,785		0		715		3,668,448		1,582,136		1,655,367		430,945		3/31/21				(株)ＣＣＪ		河内　直之		総務部		0258-77-0337		kawauchi-n06@nct9.co.jp		218,037		192,415		50,060		3,755		23,948		26,838		40,545		38,785						0		新潟県

		10110189		糸魚川市		信越		新潟県		4				5,575		5,575		5,575		5,575		0						3,198		0				0								0								59,972		59,972						3/31/21		(年度総売上備考：民間事業者ではないため、実際の売上実績とは相違があります。） 行政が運営しているため、適切な回答ができるような項目がありませんので、記載した金額に相違があります。				池亀 正樹		能生事務所　有線テレビ係　主査		025-566-3111		nou@city.itoigawa.lg.jp		5,575		5,575		5,575		5,575		0		0		0		0						0		新潟県

		10110190		コミュニティネットワーク佐渡		信越		新潟県		2				12,782		12,782		5,784		0		156		0		0		5,728		156		0		0		0		0		0		0		0		0		0		114,380		103,991		0		10,389		3/31/21		２０２１．８．２７　総売上・実績内訳・決算年月日を更新（事業者からのメールにより）＠連盟				本間　義也		佐渡市　総務課　広報戦略室　情報政策係　主任		0259-63-5139		k-jyoho@city.sado.niigata.jp		12,782		12,782		5,784		4,882		156		156		0		0						0		新潟県

		10110191		長和町		信越		長野県		0		0		2,637		2,637		2,435		0		0				73		2,481		184		0		662		657				26		26		0		30		0		79,090		57,558		21,302		230		3/31/21		※20211020　年度総売上実績／内訳・放送　を修正（事業者よりのメールを元に修正）＠連盟				羽毛田　健次		情報広報課　ケーブルテレビ専門幹		0268-75-2043		catv@town.nagawa.nagano.jp		2,637		2,637		2,435		0		0		184		662		26						0		長野県

		10110192		(株)コミュニティテレビこもろ		信越		長野県		25		0		16,575		16,221		6,073		0		5,490		0		0		6,202		5,244		0		4,088		3,367		425		235		2,431		2,431				0		605,167		292,349		266,733		46,085		6/30/20		※20210802　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)  弊社決算月が６月のため、本年度決算はまだ確定しておりません。 上記数値は昨年度の数値です。				荻原　守		専務取締役		0267-22-9911		ogihara@ctk23.ne.jp		16,575		16,221		6,073		0		5,490		5,244		4,088		2,431						0		長野県

		10110200		(株)インフォメーションネットワーク郡上八幡		東海		岐阜県		6		0		4,720		4,000		2,686		39		2,491		2,718				2,686		0		0		520		138		206		176		14						43		111,902		70,082		28,270		13,550		2/28/21						二村　美賀子		取締役副社長		0575-65-6288		ing@gujocity.net		4,720		4,000		2,686		1		2,491		0		520		14						0		岐阜県

		10110201		(株)大垣ケーブルテレビ		東海		岐阜県		78				108,522		108,522		54,574		32,551		13,482		0						13,482				31,982		2,522		10,236		19,224		24,357		24,357				30		2,545,920		1,055,202		1,349,558		141,160		3/31/21		令和3年3月末決算実績				安田 正治		シニアマネージャー		0584-82-1200		yasuda@ogaki-tv.co.jp		108,522		108,522		54,574		673		13,482		13,482		31,982		24,357						0		岐阜県

		10110202		おりべネットワーク(株)		東海		岐阜県		29		13		77,039		77,039		26,903		16,476		6,164		0		6,164		26,845		6,164		11		18,867		4,271		2,064		12,532		21,591		21,591		0		0		1,304,063		755,116		548,948		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		(株)コミュニティネットワークセンター		福富　正浩		総務・技術部　部長		0572-24-7733		fukutomi@oribe-net.co.jp		77,039		77,039		26,903		59		6,164		6,164		18,867		21,591						0		岐阜県

		10110203		(株)ケーブルテレビ可児		東海		岐阜県		39		11		50,590		50,590		24,055		9,044		9,538				9,538		24,055		9,538		420		11,227		3,559		534		7,134		11,316		11,316		0		0		1,316,703		633,744		673,492		9,456		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		奥村　俊彦		企画部総務グループ　グループ長		0574-63-7955		okumura@tv.ctk.ne.jp		50,590		50,590		24,055		44		9,538		9,538		11,227		11,316						0		岐阜県

		10110204		シーシーエヌ(株)		東海		岐阜県		77		55		341,811		341,811		98,924		49,113		19,936		0		50,403		89,834		21,674		14		46,985		1,774		2,174		43,037		46,143		46,143		0		1,406		4,762,278		1,619,578		2,767,945		374,753		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		井上　美紀		総務部		058-268-2305		m-inoue@ccn-catv.co.jp		341,811		341,811		98,924		2,470		19,936		21,674		46,985		46,143						0		岐阜県

		10110205		山県市有線テレビ		東海		岐阜県						10,054		10,054		8,288		0		44		36						9		0		2,910		2,910						0						0																								10,013		10,013		8,237		0		44		11		2,756		0				12/19/07		0

		10110206		郡上ケーブルテレビ放送センター		東海		岐阜県		10				10,333		9,116		9,116		9,116		433						9,116		433		0		4,430		3,344		623		463		67		67						444,423		258,392		186,030				3/31/21						原　喜与朗		指定管理者　総務部		0575-67-2787		info@gujo-tv.ne.jp		10,333		9,116		9,116		5,648		433		433		4,430		67						0		岐阜県

		10110207		(株)アミックスコム		東海		岐阜県		16				23,356		23,356		14,242		14,242		5,548						14,242		0		0		9,442		0		7,185		2,257		4,709		4,709		4,709				672,037		193,156		384,812		94,069		3/20/21						松井　勇樹		技術チーム		0573-20-3252		jcta@amixcom.jp		23,356		23,356		14,242		0		5,548		0		9,442		4,709						0		岐阜県

		10110210		(株)伊豆急ケーブルネットワーク		東海		静岡県		39		9		49,975		38,000		26,601		0		8,647		0		5,904		26,939		8,647		230		5,515		561		217		4,737		6,811		6,811		0		0		1,266,991		699,939		456,422		110,628		3/31/21						小川　幸人		経営企画部　経営企画チーム		0557-81-3346		ogawa.y.041@ikctv.com		49,975		38,000		26,601		268		8,647		8,647		5,452		6,811						1		静岡県

		10110211		伊豆太陽サービス(株)		東海		静岡県		0		0		3,902		3,902		1,933		0		0						1,933		0		0		0								0						0		42,798		42,798		0		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201020　千円単位に修正 　42,963,668→42,964				佐藤　幸彦		河津有線テレビ所長		0558-32-1747		izu-yuusen@orange.ocn.ne.jp		3,902		3,902		1,933		476		0		0		0		0						0		静岡県

		10110212		(有)伊東テレビクラブ		東海		静岡県		5				8,800		8,534		4,491		1,100		509				127		4,491		509		59		0								0						0		114,782		110,631				4,151		8/31/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				堀江　稔		技術部所属　取締役統括部長		0557-37-4903		itotv325@quartz.ocn.ne.jp		8,800		8,534		4,491		172		509		509		0		0						0		静岡県

		10110213		小山町テレビ共聴組合		東海		静岡県		6		0		5,000		4,347		2,491		0		0		0				2,491		0		0		0								0								47,862		47,862						3/31/21						青木　直也		制作部		0550-76-4832		otk@oyama-tv.jp		5,000		4,347		2,491		2,410		0		0		0		0						0		静岡県

		10110214		小林テレビ設備(有)		東海		静岡県		7		3		5,500		5,500		4,048		0		0		0		0		4,048		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		107,782		107,782		0		0		6/30/20		(年度総売上備考：30年６月末決算実績） ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				渡邊　良平		代表取締役		0558-22-5232		kobayashi-tv@cy.tnc.ne.jp		5,500		5,500		4,048		2,062		0		0		0		0						0		静岡県

		10110215		(有)シオヤ		東海		静岡県		5		0		8,650		5,888		2,913				0		0						0				0								0								58,985		58,985						9/30/18		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				削除済								8,650		5,888		2,913		0		0		0		0		0				9/30/19		0		静岡県

		10110216		(株)トコちゃんねる静岡		東海		静岡県		15		25		188,893		188,893		55,302		39,942		13,530				13,530		55,302		13,530		734		40,272		329		2		39,941		35,941		35,941						3,008,722		848,242		2,160,480		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		鈴岡　靖章		技術部ＩＣＴ課　課長		054-347-9811		suzuoka_yasuaki@tocochannel.co.jp		188,893		188,893		55,302		7,477		13,530		13,530		40,272		35,941						0		静岡県

		10110217		下田有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		8		0		7,000		7,000		4,721		2		101		0		0		4,721		101		0		0								0						0		91,695		91,695		0		0		3/31/21						松本　邦久		代表取締役社長		0558-22-2443		matsumoto@shimoda-catv.co.jp		7,000		7,000		4,721		3,092		101		101		0		0						0		静岡県

		10110219		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		東海		静岡県		245		150		454,277		454,277		220,487		59,248		66,014		0		66,014		220,487		92,687		4,750		146,209		8,984		37,098		100,127		124,145		119,883		4,262		378		13,968,332		5,390,708		8,577,624				3/31/21						藤森　敏文		管理本部 総務部　副参事		054-253-2400		fujimori_tsfm@tokai-grp.co.jp		454,277		454,277		220,487		3,066		66,014		92,687		146,209		124,145						0		静岡県

		10110220		(株)東豆有線		東海		静岡県		4				4,330		4,100		3,135				735						3,135		0				0								0								70,888		70,888						9/30/20		※20161012 決算年月日修正（2014→2015） 売上は前年とは異なっていたので、修正漏れ。 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				水野　次男		取締役		0557-47-1728		touzu-u@giga.ocn.ne.jp		4,330		4,100		3,135		0		735		0		0		0						0		静岡県

		10110222		(株)御前崎ケーブルテレビ		東海		静岡県		10		3		12,035		12,035		10,734		10,734		5,153				5,153		10,734		5,373		0		1,870		128		925		817		1,281		1,281		0				565,363		214,476		78,887		272,000		3/31/21						山下　優孝		統括部　部長		0537-85-8700		tv-yamashita@maotv.ne.jp		12,035		12,035		10,734		0		5,153		5,373		1,870		1,281						0		静岡県

		10110223		浜松ケーブルテレビ(株)		東海		静岡県		53		4		226,550		226,550		59,748		81		18,423		0		18,423		59,748		18,423		631		19,303		7,539		9,752		2,012		11,958		11,958		0		0		1,752,133		976,955		775,178		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				野田　敬司		コンテンツ部　部長		053-445-2878		kn00002@sf.winde.jp		226,550		226,550		59,748		1,777		18,423		18,423		19,303		11,958						0		静岡県

		10110224		東伊豆有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		5		0		3,300		2,900		2,232				622						2,232		0				0								0								52,887		47,912				4,975		9/30/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) (年度総売上備考：特になし）				奈良 有起		局長代理		0557-95-2200		nara@hicat.co.jp		3,300		2,900		2,232		0		622		0		0		0						0		静岡県

		10110225		(株)御殿場ケーブルメディア		東海		静岡県		0		0		26,937		22,635		13,725		0		3,314		1,803						1,511		0		1,287		431		0		856		294		294		0		0		245,778		220,609		25,636										削除済		代表取締役専務						26,937		22,635		13,591		0		3,326		1,485		1,048		250				3/31/10		0

		10110230		(株)アイ・シー・シー		東海		愛知県		48		3		164,198		141,900		57,097		9,225		11,844				11,876		57,097		11,876		80		21,609		966				20,643		21,835		21,835				616		2,026,299		868,891		1,157,408		0		3/31/21		年度総売上備考：上記売上実績はR３年３月期の数字				加藤　寿		営業推進部　兼　技術部　部長		0586-26-2766		katoh@icc-media.co.jp		164,198		141,900		57,097		4,286		11,844		11,876		21,609		21,835						0		愛知県

		10110231		稲沢シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		13		1		36,000		23,000		8,591				1,965		0		2,136		8,786		1,965				989		575		234		180		949		949						280,055		206,936		66,281		6,838		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				石原　勝稔		業務部		0587-24-1234		k-ishihara@toptower.co.jp		36,000		23,000		8,591		732		1,965		1,965		989		949						0		愛知県

		10110232		(株)キャッチネットワーク		東海		愛知県		142		98		286,765		278,162		178,966		173,387		48,924						178,966		48,924		716		94,584		1,570		39,212		53,802		81,914		81,914		0		771		8,326,865		2,344,700		4,841,075		1,141,090		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		山田　耕嗣		コーポレート本部　人事総務課　課長		0566-27-2272		koji-y@katch.co.jp		286,765		278,162		178,966		157		48,924		48,924		94,584		81,914						0		愛知県

		10110233		グリーンシティケーブルテレビ(株)		東海		愛知県		55		25		173,040		165,697		63,473		24,283		16,265				16,265		63,473		16,265		33		29,513		2,162		2,828		24,523		28,236		28,236				16		2,618,409		990,816		1,614,618		12,973		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		半田　健		地域戦略本部　営業部　営業グループ　主任		0561-57-0246		t-handa@gctv.co.jp		173,040		165,697		63,473		54		16,265		16,265		29,513		28,236						0		愛知県

		10110234		(株)ＣＡＣ		東海		愛知県		50		8		63,653		63,653		27,222		24,490		4,365				4,111		26,999		4,365		75		5,978		174		3,358		2,446		6,670		6,670				153		938,347		554,415		346,186		37,745		3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・その他　を修正(@連盟) 1千円の差異については、千円未満を切り捨てのため生じた差異				板井　綾子		総務部 部長		0569-26-0606		soumu@cac12.jp		63,653		63,653		27,222		0		4,365		4,365		5,978		6,670						0		愛知県

		10110236		スターキャット・ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		154		125		1,066,639		1,066,639		546,523		81,672		89,085		0				546,523		89,085		20,415		131,747		1,156		29,186		101,405		81,585		81,585				507		11,518,118		6,311,862		4,592,142		614,114		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		松見　次郎		企画部　次長		052-231-2390		kikaku@starcat.co.jp		1,066,639		1,066,639		546,523		19,903		89,085		89,085		131,747		81,585						0		愛知県

		10110237		四国中央市		四国		愛媛県						4,000		4,000		2,653		0		433		0		433		2,653		433		0		1,281		891		303		87		1,433		1,433		0		0		130,654		61,517		39,986		29,151		3/31/21		２０２１．８．１３　総売上・内訳を更新（事業者からのメールにより）@連盟  指定管理者へ利用料金制を採用し委託しているため、決算後、売上等についても分割する必要があり、時間を要するため調査中としております。				冨原　英友		情報政策課　情報政策係　係長		0896-28-6204		h.tomihara@city.shikokuchuo.ehime.jp		4,000		4,000		2,653		0		433		433		1,281		1,433						0		愛媛県

		10110238		知多メディアスネットワーク(株)		東海		愛知県		86		13		149,794		149,794		90,011		88,047		29,860		0		29,860		90,011		29,860		613		41,716		2,774		19,600		19,342		39,927		39,927		0		261		4,310,109		1,662,351		2,096,001		551,757		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		松山　崇臣		経営企画部　経営戦略グループ　グループリーダー		0562-33-7101		matsuyama@medias.co.jp		149,794		149,794		90,011		7,606		29,860		29,860		41,716		39,927						0		愛知県

		10110239		中部ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		188		88		653,634		603,158		250,176		178,037		58,054		0		58,054		250,176		58,783		1,047		107,136		15,915		30,805		60,416		106,964		106,964		0		92		9,614,673		3,523,043		4,934,526		1,157,104		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ｢電気通信事業損益報告」 〈電気通信事業〉6,085,960（単位：千円）  〈電気通信事業以外の事業〉3,528,714（単位：千円）		(株)コミュニティネットワークセンター		安達　剛志		企画・営業本部　経営企画部長		052-339-2304		keiei-kikaku@ccnw.co.jp		653,634		603,158		250,176		1,234		58,054		58,783		107,136		106,964						1		愛知県

		10110240		知多半島ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		45		2		58,786		58,786		31,475		11,983		10,843				9,782		30,789		10,843		502		10,893		531		1,782		8,526		13,209		13,209				22		1,754,599		1,011,768		742,831		0		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		木学　洋和		企画管理部　次長		0569-34-8041		kigaku@tac-net.co.jp		58,786		58,786		31,475		25		10,843		10,843		10,893		13,209						0		愛知県

		10110241		豊橋ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		64		11		201,269		167,800		82,963		62,209		18,083				18,083		71,375		18,083		1,259		42,526								32,990		32,990		0				3,077,408		1,196,407		1,881,000				3/31/21						河辺　智勇		取締役		0532-56-1231		kawabe-t@sf.tees.ne.jp		201,269		167,800		82,963		4,586		18,083		18,083		42,526		32,990						0		愛知県

		10110242		(公財)名古屋ケーブルビジョン		東海		愛知県		12		1		12,390		12,390		7,153		0		0								0		0		0								0						0		600,072		233,027		0		367,045		3/31/16		エリア都道府県の入力について ・年度総売上実績、年度総売上実績内訳・放送、年度総売上実績内訳・その他 愛知県と岐阜県を世帯別に按分して入力済 愛知県（８０％）、岐阜県（２０％）				削除済		総務管理部　部長						12,390		12,390		7,153		7,153		0		0		0		0				3/31/17		1		愛知県

		10110243		西尾張シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		47		37		222,846		158,695		79,540		6,666		16,609		0		16,609		47,462		16,609		177		20,443		5,982		1,927		12,534		22,960		22,960		0		116		2,552,740		1,245,834		1,306,906		0		3/31/21						服部　吉貴		管理部　次長		0567-25-9350		soumu@clovernet.co.jp		222,846		158,695		79,540		2,982		16,609		16,609		20,443		22,960						0		愛知県

		10110244		ミクスネットワーク(株)		東海		愛知県		56		0		165,132		165,132		63,612		41,908		17,691		0		17,691		29,978		17,691		304		21,160		3,736		14,169		3,255		15,587		15,587				0		2,643,423		1,447,641		1,195,782		0		9/30/20						森崎　健吾		常務取締役		0564-25-5066		kengo@inc.catvmics.ne.jp		165,132		165,132		63,612		1,500		17,691		17,691		21,160		15,587						0		愛知県

		10110245		ひまわりネットワーク(株)		東海		愛知県		151		92		231,223		231,223		146,223		146,223		76,091		0		76,091		146,223		76,091		396		67,177		2,916		6,753		57,508		57,855		57,855		0		1,712		11,635,797		4,491,198		7,144,599		0		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		磯谷　由美子		総務部　係長		0565-35-3440		isogai@himawari.co.jp		231,223		231,223		146,223		104		76,091		76,091		67,177		57,855						0		愛知県

		10110246		三河湾ネットワーク(株)		東海		愛知県		13		11		49,570		49,570		19,932		17,102		3,259		0		3,259		19,529		3,337		13		11,347		1,318		1,078		8,951		11,681		11,681		0		12		758,978		399,135		285,989		73,853		3/31/21		(年度総売上備考：通信部門はひまわりネットワークより販促手数料となる）		(株)コミュニティネットワークセンター		會場　啓悟		取締役		0533-69-7784		aiba@sky-1.co.jp		49,570		49,570		19,932		403		3,259		3,337		11,347		11,681						0		愛知県

		10110255		伊賀上野ケーブルテレビ(株)		東海		三重県		46		6		36,592		36,592		23,984		23,984		12,974		0		12,974		12,974		12,974		113		15,502		652		6,648		8,202		12,716		12,695		21		0		2,763,744		1,354,930		1,391,151		17,662		3/31/21						伊室　晃治		総務部　部長		0595-24-2560		imuro@ict-tv.co.jp		36,592		36,592		23,984		551		12,974		12,974		15,502		12,716						0		三重県

		10110256		(株)アイティービー		東海		三重県		43		0		80,676		80,676		55,369		0		17,017						52,458		17,017		0		18,626		15,162		2,532		932		609				609		0		2,441,058								≪平成２５年３月３１日≫						削除済								80,058		80,058		55,341		0		11,184		17,326		19,532		678				3/31/14		0		三重県

		10110257		(株)ケーブルネット鈴鹿		東海		三重県		0		19		87,568		87,568		57,556		26,706		27,841		0		20,117		56,750		25,467		11,029		27,523		1,877		3,232		22,414		21,897		21,897		0		276		2,902,495		957,905		1,944,590				3/31/21				(株)ＣＣＪ		朝倉　広幸		総務部・次長		059-380-6600		cty_somu11@cty.co.jp		87,568		87,568		57,556		0		27,841		25,467		27,523		21,897						0		三重県

		10110258		(株)シー・ティー・ワイ		東海		三重県		199		61		184,489		184,387		160,101		55,372		54,310				22,490		158,365		47,426		24,185		60,729		1,264		10,954		48,511		46,149		46,149				877		6,280,820		1,932,758		4,348,062				3/31/21				(株)ＣＣＪ		朝倉　広幸		総務部　総務課　課長		059-353-6505		cty_somu11@cty.co.jp		184,489		184,387		160,101		0		54,310		47,426		60,729		46,149						0		三重県

		10110259		(株)ラッキータウンテレビ		東海		三重県		19		0		60,915		51,311		13,998		0		1,322		0						1,545		0		3,976						0		1,787		1,794		0		0		696,971		221,010		429,887		46,075		3/31/21		※20180725 売上円単位で誤入力⇒千単位に修正 ※20180725 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201009 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20210811 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				近藤　均		取締役		0594-24-0001		kondo@lucky-towntv.co.jp		60,915		51,311		13,998		0		1,322		1,545		3,976		1,787						0		三重県

		10110260		(株)ＺＴＶ		東海		三重県		252				560,886		560,886		279,584		264,036		117,642				117,642		279,584		117,642		12,501		130,384								97,128		97,117		11		2,031		16,402,331		6,268,442		9,994,870		139,019		6/30/20						川原田　剛		総務部　人事課　課長代理		059-236-5111		kawarada@ztv.co.jp		560,886		560,886		279,584		18,400		117,642		117,642		130,384		97,128						1		滋賀県

		10110261		(株)アドバンスコープ		東海		三重県		74		14		38,713		38,713		19,151		16,211		17,177		0		16,400		16,400		17,177		38		12,902		613		2,749		9,540		10,479		10,479		0		2,110		1,903,840		789,849		993,783		120,208		3/31/21						松鹿　友子		総務部　総務課　課長		0595-64-7821		matsushika@advanscope.jp		38,713		38,713		19,151		1,974		17,177		17,177		12,902		10,479						0		三重県

		10110262		松阪ケーブルテレビ・ステーション(株)		東海		三重県		79		8		107,987		107,987		70,235				16,531		0		16,531				17,074		2,501		34,118		15,104		8,805		9,874		26,757		26,757		0		1,876		3,627,285		1,635,865		1,991,420		0		3/31/21						掛橋　直也		総務部　総務課長		0598-50-2244		info@mctv.jp		107,987		107,987		70,235		555		16,531		17,074		34,118		26,757						0		三重県

		10110263		下呂市		東海		岐阜県		5		0		12,149		8,279		7,282		7,282		0						7,282		0				788		0		0		788		0								243,133		63,109		180,024		0		7/31/21						熊崎　龍登		下呂市市長公室企画課情報管理室　主任		0576-24-2222		ryuto-k@city.gero.lg.jp		12,149		8,279		7,282		5,834		0		0		788		0						0		岐阜県

		10110270		上婦負ケーブルテレビ(株)		北陸		富山県		11		0		16,215		10,485		6,860		6,819		4,601		0		4,021		6,860		4,162		0		2,141		1,053		175		913		178		0		178		0		375,728		290,079		85,649		0		3/31/21						燒田　賢一				076-469-6661		kct-jcta@knei.jp		16,215		10,485		6,860		16		4,601		4,162		2,141		178						0		富山県

		10110271		(株)ケーブルテレビ富山		北陸		富山県		78		30		165,896		165,896		113,692		107,570		39,203		0		39,203		113,692		61,086		1,815		38,957		868		1		38,088		38,247		38,247		0		5,886		5,535,754		2,933,990		2,601,764		0		3/31/21						島崎　正樹		経営管理部長		076-444-5952		shimasak@cttnet.co.jp		165,896		165,896		113,692		0		39,203		61,086		38,957		38,247						0		富山県

		10110272		富山市（ケーブルテレビ八尾センター）		北陸		富山県		0		10		6,537		6,537		6,423		0		4,123		3,923						200		0		2,689		2,689						60		60				0		175,261																						6,483		6,483		6,423		829		4,123		200		2,689		60				2/20/08		0

		10110273		能越ケーブルネット(株)		北陸		富山県		35		0		35,781		35,781		19,363		5,512		5,363		0		5,363		19,363		7,143		80		6,192		2,801		513		2,878		4,149		4,131		18		414		1,113,099		585,372		361,871		165,856		3/31/21						作道　実		総務部		0766-74-1166		tsukuri@cnethimi.co.jp		35,781		35,781		19,363		0		5,363		7,143		6,192		4,149						0		富山県

		10110274		射水ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		30		1		39,401		39,401		27,837		22,506		10,779		0		14,949		28,538		11,080		383		13,223		3,020		76		9,867		13,734		13,734		0		988		1,843,461		807,786		950,270		85,405		3/31/21						高山　一登		常務取締役		0766-82-7320		takayama@catvnet.co.jp		39,401		39,401		27,837		701		10,779		11,080		13,223		13,734						0		富山県

		10110275		高岡ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		40		1		65,857		65,857		47,813		26,026		12,442				12,442		47,813		12,442		1,257		16,388		844		8,669		6,813		15,354		15,354		0		1,149		2,217,306		1,388,004		829,301				3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				笠井　克祐		事業本部　執行役員事業本部長		0766-26-6900		kasai@takaoka-catv.jp		65,857		65,857		47,813		0		12,442		12,442		16,388		15,354						0		富山県

		10110276		となみ衛星通信テレビ(株)		北陸		富山県		41		0		42,753		42,753		29,672		9,795		13,305		0		13,305		29,672		13,305		869		11,788		2,222		2,791		6,775		9,747		9,747		0		780		1,813,113		1,042,338		770,775		0		3/31/21		年度総売上実績内訳・放送には砺波広域圏事務組合及び小矢部市ケーブルテレビ分も含みます。 【内訳】 となみ衛星通信テレビ㈱　539,540千円 砺波広域圏事務組合　241,282千円 小矢部市ケーブルテレビ　261,516千円				加賀谷　一幸		総務部次長　管理課　課長		0763-22-7600		smile-jcta@tst-tv.jp		42,753		42,753		29,672		0		13,305		13,305		11,788		9,747						0		富山県

		10110277		(株)新川インフォメーションセンター		北陸		富山県		18		4		15,856		15,856		10,950		2,783		4,533		0		4,533		10,950		5,732		145		4,548		2,764		990		868		4,433		4,433		0		0		858,498		330,968		236,396		291,134		3/31/21						松岡　千穂		取締役総務部長		0765-23-6110		matsuoka@nice-tv.jp		15,856		15,856		10,950		66		4,533		5,732		4,548		4,433						0		富山県

		10110278		新川広域圏事務組合		北陸		富山県		0		4		28,004		28,004		22,495		0		4,614				4,614		22,495		5,388		0		8,305		7,957				707		0						0		531,594		438,821		51,278		41,495		3/31/15						削除済								28,004		28,004		22,542		1,012		4,685		5,229		8,664		0				3/31/16		0		富山県

		10110279		滑川中新川地区広域情報事務組合		北陸		富山県		0		11		26,400		26,400		15,898		0		6,048		0		7,874		15,898		15,512				5,589		4,557		0		1,032		50		0		50		426		461,889		38,753		413,633		9,504		4/30/21		※20210721 事業状況・財務状況・・・事業譲渡先（株）ＴＡＭの確定データを元に更新（連盟）  ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				竹山　雅信		総務課　係長		076-474-9211		takeyama@net3-tv.jp		30,001		30,001		15,906		382		7,907		15,412		5,653		0				6/30/21		0		富山県

		10110280		加賀ケーブル(株)		北陸		石川県						29,163		29,163		8,935		0		8,056				8,056		8,935		8,056		641		3,692		1,533		289		1,870		2,880		2,880		0		0		732,596		331,216		220,956		180,424		3/31/21		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				髙田　直彦		代表取締役社長		0761-72-8191		takata@kagacable.jp		29,163		29,163		8,935		879		8,056		8,056		3,692		2,880						0		石川県

		10110281		金沢ケーブル(株)		北陸		石川県		30		34		255,815		255,815		103,153		3,188		22,862				41,931		103,153		41,931		2,575		35,523		9,125		2,875		23,523		24,034		24,007		27		6,209		5,122,818		2,752,589		2,370,228		0		3/31/21						多賀　陽市		営業部		076-224-1140		y-taga@kanazawacatv.jp		255,815		255,815		103,153		8,637		22,862		41,931		35,523		24,034						0		石川県

		10110282		(株)テレビ小松		北陸		石川県		22		0		57,483		30,300		19,709		14,130		7,788				7,788		18,623		12,333		2,477		10,002		1,216		1,959		6,827		9,409		9,409						1,147,943		546,844		569,112		31,987		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20190910 放送内訳修正値入手し連盟が登録 決算年月日更新漏れ⇒2019/03/31に修正				縄　洋平		代表取締役専務		0761-23-3911		y-nawa@tvk.ne.jp		57,483		30,300		19,709		2,600		7,788		12,333		10,002		9,409						0		石川県

		10110283		(株)あさがおテレビ		北陸		石川県		19		1		39,598		39,598		25,517		11,595		9,387		0		5,360		19,690		7,844		269		6,968		1,689		1,107		4,172		7,238		7,238						1,257,078		730,977		526,101		0		3/31/21		※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				森　謙一		取締役（事業推進担当）		076-274-3333		mori@asagaotv.ne.jp		39,598		39,598		25,517		61		9,387		7,844		6,968		7,238						0		石川県

		10110287		織田中央テレビ共同受信施設組合		北陸		福井県		0		1		1,370		1,370		1,370		0		0		1,370						0		0										0						0																								1,370		1,370		1,370		1,370		0		0		0		0				12/19/07		0

		10110288		丹南ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		38		5		61,362		61,362		42,403		36,145		27,476		0		27,476		42,403		27,476		0		19,017		325		326		18,366		14,473		14,473		0		782		2,323,097		1,411,138		911,959		0		3/31/21						石塚　喜章		経営企画部　部長		0778-21-5040		ishiduka@t-catv.co.jp		61,362		61,362		42,403		5,150		27,476		27,476		19,017		14,473						0		福井県

		10110289		福井ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		39		40		115,231		103,200		90,915		17,942		81,343		0		81,224		89,346		81,224		11,045		33,141		6,390		13,556		13,195		30,248		30,248				825		5,281,815		2,869,707		2,412,108		0		3/31/21						安田　誠		社長補佐		0776-20-3651		yasuda@fctv.co.jp		115,231		103,200		90,915		111		81,343		81,224		33,141		30,248						0		福井県

		10110290		美方ケーブルネットワーク(株)		北陸		福井県		4		5		8,677		8,651		7,482		2,355		5,218				3,678		7,385		4,902		0		2,581		390		1,971		137		69				80		28		273,719		135,390		99,475		38,854		3/31/21						真田　邦彦		事業局長兼サービス課 課長　		0770-32-3400		k-sanada@mmnet-ai.ne.jp		8,677		8,651		7,482		0		5,218		4,902		2,581		69						0		福井県

		10110292		(株)嶺南ケーブルネットワーク		北陸		福井県		30		12		29,013		29,013		26,056		6,152		19,110		0		19,110		19,110		21,860		395		11,148								7,772		7,740		32		1,097		1,507,433		786,724		663,413		57,295		3/31/21						平吹　明義		経営管理部　事業管理担当部長		0770-24-4101		rcn-man@rcn.ne.jp		29,013		29,013		26,056		0		19,110		21,860		11,148		7,772						0		福井県

		10110293		(株)ケーブルテレビ若狭小浜		北陸		福井県		15		2		12,114		12,114		11,039				2,257				1,490		11,039		2,257		104		915						915		0								367,584		318,489		38,542		10,553		3/31/21						中辻　文博		総務部　総務課長		0770-52-7201		nakatsuji@channel-oh.jp		12,114		12,114		11,039		0		2,257		2,257		915		0						0		福井県

		10110294		おおい町		北陸		福井県		9				3,266		3,266		3,266		0		714		0		2,411		3,266		2,411		0		0								0						0		12,713		12,713						3/31/21						濱田　知		まちづくり課　主事		0770-77-4051		tohamada@town.ohi.lg.jp		3,266		3,266		3,266		0		714		2,411		0		0						0		福井県

		10110300		環境エンジニアリング(株)		近畿		滋賀県						1,039		1,039		980		0		0								0		0		0								0						0																削除済		マネージャー						1,039		1,039		980		0		0		0		0		0				3/31/11		0

		10110301		余呉町		近畿		滋賀県		3				1,255		1,255		1,255		0		80								0		0		540		540						1,243						0																削除済		総務課情報係　係長						1,243		1,243		1,243		1,243		80		0		562		1,243				2/18/09		0

		10110302		(株)甲賀ケーブルネットワーク		近畿		滋賀県		7		3		18,403		9,925		2,055		0		2,055		2,055								0		271		271												0		105,943		99,195		5,310		1,437								削除済		営業部　主任						18,403		9,925		2,055		0		2,055		0		271		0				9/19/12		0

		10110303		滋賀ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		43		11		265,279		119,702		44,704		0		28,648		23,928						5,100		0		10,273								341		373				0		1,609,352																						118,363		118,363		42,104		0		28,648		4,382		9,640		341				12/19/07		0

		10110304		近江八幡ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県						29,557		29,557		13,368		0		9,684								0		0		2,529		2,529						72				72		0																削除済		技術部インターネット課						29,557		29,557		13,368		1,744		9,684		0		2,529		72				7/2/08		0

		10110310		(株)ＫＣＮ京都		近畿		京都府		23		20		188,089		76,563		38,447		0		25,798		0				38,447		12,687		2,286		34,899		40		151		32,661		32,650		32,611		39		0		2,509,890		668,588		1,755,184		86,117		12/31/20						山﨑　理		常務取締役総務部長		0774-95-0089		yamasaki@kcn-kyoto.jp		188,089		76,563		38,447		3,285		25,798		12,687		34,899		32,650						0		京都府

		10110311		(株)京都ケーブルコミュニケーションズ		近畿		京都府		37		30		686,500		313,000		136,000		0		34,000		0		12,970		0		12,970		0		10,300		10,300		0		0		0		0		0		0		2,924,000		1,243,000		490,000		0						ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　部長						686,500		313,000		136,000		0		34,000		8,850		10,300		0				10/22/08		0

		10110313		洛西ケーブルビジョン(株)		近畿		京都府		2		1		16,900		16,580		13,334				2,688		0		857		13,334		1,410				1,548				837		711		2,231		2,231						327,425		245,370		64,845		17,210		3/31/21						新治　光子		総務部　取締役総務部長		075-331-1411		niiharu@rcv.co.jp		16,900		16,580		13,334		0		2,688		1,410		1,548		2,231						0		京都府

		10110324		ケーブルウエスト(株)		近畿		大阪府		106		241		506,674		470,143		403,082		0		87,697		37,959						50,244		0		34,634								8,799		11,079				0														ＪＣＯＭ(株)										506,674		470,143		382,205		277,051		87,697		49,806		33,083		8,799				2/20/08		0

		10110326		(株)オプテージ		近畿		大阪府						8,547,305		7,581,906		930,902		930,902		299,468		0		299,468		930,902		299,468		0		1,578,271		0		0		1,578,271		1,637,241		1,471,554		165,687				260,897,000		30,226,000		167,938,000		62,732,000		3/31/21		20210728 データ更新				管理者								8,547,305		7,581,906		930,902		32,006		299,468		299,468		1,578,271		1,637,241						1		大阪府

		10110327		(財)京阪神ケーブルビジョン		近畿		大阪府		44		9		283,193		283,193		283,193		0		8,061		1,613		6,448		157,083		6,448		0		3,134		2,558		576		0		364		0		364		0		744,083		560,826		106,854		1,356								削除済		総務部長						280,550		280,550		280,550		234,567		6,918		5,659		3,218		356				3/31/10		0

		10110328		(株)ジェイコムウエスト		近畿		大阪府		0		251		5,666,125		5,666,125		3,772,470		0		988,906				988,906		3,772,470		988,906		247,468		965,370		47,332		73,318		844,720		931,490		931,490		0		92,267		130,798,206		51,330,015		53,943,641		25,524,550		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		石田　裕子		㈱ジェイコムウエスト 人事・管理統括部 管理グループ		06-7175-7301		jcw-corporate@jupiter.jcom.co.jp		5,666,125		5,666,125		3,772,470		893,956		988,906		988,906		965,370		931,490						1		大阪府

		10110330		吹田ケーブルテレビジョン(株)		近畿		大阪府		2		46		179,200		179,200		152,500		0		40,500		0						40,500		0		25,900								27,800						0		3,778,432												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						178,100		178,100		151,200		23,757		40,400		40,400		23,500		24,600				12/31/12		0

		10110331		(株)全関西ケーブルテレビジョン		近畿		大阪府		9		1		79,506		26,270		19,520		19,520		0						15,182		0				0								0								450,288		374,908				75,380		3/31/21						山田　茂生		エリア事業部　エリア事業部長		06-6201-3388		yamada@ac-tv.co.jp		79,506		26,270		19,520		17,223		0		0		0		0						1		大阪府

		10110332		高槻ケーブルネットワーク(株)		近畿		大阪府		0		44		167,000		167,000		114,900		0		43,300		0						43,300		0		28,400								34,100				0		0		4,393,710												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						166,500		166,500		114,100		25,400		43,800		43,800		27,100		31,400				12/31/12		0

		10110333		(株)テレビ岸和田		近畿		大阪府		48		9		96,367		89,521		71,660		25,346		27,455				27,455		71,660		27,455		3,060		29,303		1,099		630		27,574		31,566		31,566						2,699,052		1,225,884		1,359,887		113,281		3/31/21						嶋崎　宏和		技術本部　本部長		072-436-3636		shima@tvk.co.jp		96,367		89,521		71,660		24,002		27,455		27,455		29,303		31,566						0		大阪府

		10110334		豊中・池田ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0		56		237,900		237,900		178,800		0		52,300		0						52,300		0		33,500								36,900						0		4,994,113		2,847,288		1,642,168								ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						235,800		235,800		177,600		29,600		53,100		53,100		30,900		33,200				12/31/12		0

		10110337		東大阪ケーブルテレビ(株)		近畿		大阪府		0		49		246,100		246,100		155,700		0		57,200		0		37,200		95,907		57,200		0		31,900								41,000						0		5,469,225												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部　管理統括部						244,200		244,200		154,200		27,600		57,200		57,200		30,600		37,600				12/31/12		0

		10110338		北摂ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0				211,184		211,184		139,085		0		47,480		24,597						24,875		0										31,027						0		5,607,809												ＪＣＯＭ(株)										211,184		211,184		139,085		9,954		47,480		24,875		30,721		31,027				2/20/08		0

		10110339		北河内ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		33		120		320,076		320,076		174,720		0		62,869		7,422		55,447		174,720		55,447		0		32,568		25,319		5,498		1,751		30,606		23,372				0		5,903,437		3,648,607		1,459,003								ＪＣＯＭ(株)		削除済		ＣＳ推進課　課長						320,076		320,076		174,720		16,456		62,869		55,447		32,568		30,606				5/20/09		0

		10110341		(株)明石ケーブルテレビ		近畿		兵庫県		22		8		139,103		95,665		51,030		57,579		8,875						14,713		8,494		10		7,221		3,444		1,105		2,672		9,104		9,104						1,059,843		605,300		332,459		122,084		3/31/21						松尾　明美		管理部　担当課長		078-911-7000		matsuo@actv.zaq.ne.jp		139,103		95,665		51,030		36,317		8,875		8,494		7,221		9,104						0		兵庫県

		10110343		(株)淡路島テレビジョン		近畿		兵庫県		17		0		16,496		16,496		12,867		0		1,701				0		0		1,701		0						0		0		0		0		0		0		130,000														削除済		取締役総務管理部長						16,496		16,496		12,867		0		1,701		1,701		0		0				5/21/08		0

		10110344		ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス(株)		近畿		兵庫県		47		2		175,601		123,812		53,788		0		15,288		0		16,043		52,754		21,737		647		12,197		7,061		886		3,138		15,975		15,915		60				2,064,346		1,061,753		975,251		27,343		3/31/21						永濱　昭和		総務部　担当取締役		079-420-2525		ban-jcta@banban.co.jp		175,601		123,812		53,788		4,332		15,288		21,737		12,197		15,975						0		兵庫県

		10110345		神河町ケーブルテレビネットワーク		近畿		兵庫県		8		0		4,146		4,146		3,682		3,682		0		0		0		3,682		0		0		1,438		0		0		1,438		0						0		96,129		81,128		15,001		0		3/31/21						齊藤　斉		総務課　係長		0790-32-2752		jyoho@town.kamikawa.hyogo.jp		4,146		4,146		3,682		1,467		0		0		1,438		0						0		兵庫県

		10110347		(株)ケーブルネット神戸芦屋		近畿		兵庫県		0		198		812,500		812,500		615,700		0		159,700		0						159,700		0		109,600								143,100						0		17,917,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部　兵庫ブロック管理チーム長						810,700		810,700		608,600		131,300		156,800		156,800		102,000		131,900				12/31/12		0

		10110348		南あわじ市		近畿		兵庫県		4		4		19,743		19,743		0		0		0		0		0		13,963		0		0		0		0						0						0		1,050		1,013		37		0		3/31/21		市役所の一般会計のため、会計科目等当てはまるものがありませんので、非管理項目としています。				奥田 泰大		広報情報課　副課長		0799-43-2345		yasuhiro_okuda@city.minamiawaji.hyogo.jp		19,743		19,743		0		0		0		0		0		0						0		兵庫県

		10110349		(財)神戸市開発管理事業団		近畿		兵庫県		10		13		66,588		66,588		58,878		0		9,309		8,722		587		0		587		0		1,850		446		1,404		0		0						0		874,555		853,819		20,736				平成１８年度、金額はすべて税抜き額														66,588		66,588		58,878		0		9,309		587		1,850		0				2/20/08		0

		10110350		(株)ベイ・コミュニケーションズ		近畿		大阪府		245		19		884,700		883,900		808,400		29,257		130,193		0		104,434		808,400		130,193		20		216,457		10,484		72,245		133,729		154,359		154,318		41		192		18,756,555		5,554,113		11,374,516		1,827,925		3/31/21						竹村　健一郎		経営企画室　課長		06-6450-1179		ml-renmei@baycom.jp		884,700		883,900		808,400		677,052		130,193		130,193		216,457		154,359						1		大阪府

		10110351		姫路ケーブルテレビ(株)		近畿		兵庫県		53		14		248,600		248,600		125,757		36,249		39,658		0		23,437		125,757		39,658		940		46,890		5,732		11,764		29,394		43,415		43,355		60		0		4,319,453		1,991,265		2,328,189		0		3/31/21						松本　圭司		取締役総務部長兼企画部長		079-278-5070		k-matsumoto@winknet.ne.jp		248,600		248,600		125,757		42,304		39,658		39,658		46,890		43,415						0		兵庫県

		10110355		近鉄ケーブルネットワーク(株)		近畿		奈良県		233		133		567,506		418,209		197,644				60,633		0		60,633		197,644		72,532		16,166		145,855		14,382		776		130,697		139,141		136,045		3,096		3,019		13,527,622		4,310,266		9,217,356				12/31/20						金井　博美		監査役室・対外業務室		0743-75-5510		kanai@kcn.ad.jp		567,506		418,209		197,644		8,111		60,633		72,532		145,855		139,141						0		奈良県

		10110356		こまどりケーブル(株)		近畿		奈良県		10		2		38,357		38,357		32,640		26,478		3,815		0		10,827		32,640		10,827		12		0								0						0		1,621,801		701,437		0		920,364		12/31/20		特になし				山崎　理		常務取締役		0743-75-4744		yamasaki@kcn.ad.jp		38,357		38,357		32,640		27,023		3,815		10,827		0		0						0		奈良県

		10110357		(株)サイバーリンクス		近畿		和歌山県		535				7,780		4,025		4,025		4,025		307						4,025		307				1,263						1,263		26				26				10,321,048		91,692		85,173		10,144,183		12/31/20		20210729　総売上/実績内訳（放送・通信・その他）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				杉原　正洋		公共クラウド事業部　公共サービス運用部　ネットワーク運用課　課長補佐		0739-24-9500		m-sugihara@cyber-l.co.jp		7,780		4,025		4,025		4,025		307		307		1,263		26						0		和歌山県

		10110359		鹿足郡事務組合		中国		島根県		7		0		6,388		6,388		5,925		5,925		669				669		5,925		997		51		2,304		1,666		394		244		5,925		5,925		51		0		399,370		121,131		85,450		192,789		3/31/21						三宅　貴洋		主事		0856-74-2099		snn@tsuwano.net		6,388		6,388		5,925		2,830		669		997		2,304		5,925						0		島根県

		10110361		(株)中海テレビ放送		中国		鳥取県		64		11		100,740		100,740		55,420		27,271		38,476		0		38,476		55,420		38,476		1,113		23,679		1,763		317		21,599		25,452		25,452		42		848		5,624,157		2,630,433		1,197,890		1,795,834		3/31/21						鎌田　靖史		総務部　次長		0859-29-2211		catv@chukai.co.jp		100,740		100,740		55,420		2,985		38,476		38,476		23,679		25,452						0		鳥取県

		10110362		鳥取中央有線放送(株)		中国		鳥取県		26		0		18,280		18,280		14,667		14,667		3,161				1,459		14,667		3,161		131		5,381		2,351		2,051		979		0						497		527,641		287,326		240,314		0		3/31/21						谷口　成樹		事業部事業1係・係長		0858-53-2565		info@torichu.co.jp		18,280		18,280		14,667		1		3,161		3,161		5,381		0						0		鳥取県

		10110363		(株)鳥取テレトピア		中国		鳥取県		15		0		14,004		12,935		9,362		1,627		6,200		0				9,362		6,200		101		1,824		1,094		485		245		0						0		504,399		389,886		111,895		2,619		3/31/21						奈良井　大輔				0857-22-6111		daisuke-narai@inabapyonpyon.net		14,004		12,935		9,362		0		6,200		6,200		1,824		0						0		鳥取県

		10110364		日本海ケーブルネットワーク(株)		中国		鳥取県		68		0		91,547		91,547		63,785		8,108		39,984		0				63,772		39,984		1,451		15,463		9,606		1,379		4,478		17,291		17,291		0		2,526		3,027,543		2,071,919		955,624				7/31/20						坂口　淳子		総務部　総務課		0857-21-3202		catv@ncn-t.net		91,547		91,547		63,785		5,640		39,984		39,984		15,463		17,291						0		鳥取県

		10110365		出雲ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		34		7		42,568		42,568		27,829		11,945		10,179		0		25,078		27,829		25,078		273		9,181		1,333		1,780		6,068		11,077		11,077						1,798,439		1,135,686		662,753		0		3/31/21						北脇　厚		総務課　課長		0853-21-9811		kitawaki-atsushi@icv-izumo.ne.jp		42,568		42,568		27,829		0		10,179		25,078		9,181		11,077						0		島根県

		10110366		松江市		中国		島根県		0		3		3,320		2,508		2,272		0		633		615						37		0		347		347		0		0		0		11		0		0		57,795														削除済		鹿島ケーブルビジョン所長						3,320		2,508		2,291		0		665		38		335		0				3/31/11		0

		10110367		山陰ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		62		20		104,552		104,552		56,017		46,705		4,864				4,864		13,648		13,648		578		15,486		4,535		5,773		5,178		9,192		8,281		911		1,380		2,576,929		1,388,660		588,347		599,922		3/31/21		(年度総売上備考：行政が設備した施設の運営管理あり）				上代　徹		総務部　総務課長		0852-23-2522		jyoudai@mable.ne.jp		104,552		104,552		56,017		726		4,864		13,648		15,486		9,192						0		島根県

		10110368		石見ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		32				32,014		30,565		17,245				1,513				4,619		17,245		4,619		94		3,835		1,950		1,035		850		0								781,398		504,532		276,866				3/31/21						福浜　秀利		代表取締役社長		0855-23-4883		info@iwamicatv.jp		32,014		30,565		17,245		3,826		1,513		4,619		3,835		0						0		島根県

		10110369		井原放送(株)		中国		岡山県		23		1		18,408		18,408		12,998		11,652		685				685		12,998		685		9		6,629		2,855				3,774		3,254		3,254						716,234		341,970		344,175		30,089		3/31/21						原田　誠司		専務取締役		0866-62-8181		harada@icv.co.jp		18,408		18,408		12,998		7,813		685		685		6,629		3,254						1		岡山県

		10110370		岡山ネットワーク(株)		中国		岡山県		30		12		283,008		190,811		62,943				19,737				19,737		62,943		19,737		824		16,388		9,833		29		6,526		12,631		12,631						1,866,208		1,039,993		647,021		179,194		3/31/21						瀧　哲郎		営業部　課長補佐		086-805-0202		taki@oni.co.jp		283,008		190,811		62,943		39,784		19,737		19,737		16,388		12,631						0		岡山県

		10110371		(株)吉備ケーブルテレビ		中国		岡山県		35		9		29,503		29,503		21,709		117,169		15,259		0				21,709		15,259		230		5,574		4,286		0		1,288		0		0		0		0		1,315,806		1,026,089		251,788		37,929		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				三村　和正		総務部　経理課		0866-21-0123		mimura-k@kibi.ne.jp		29,503		29,503		21,709		0		15,259		15,259		5,574		0						0		岡山県

		10110372		(株)倉敷ケーブルテレビ		中国		岡山県		91		26		244,907		195,113		89,083		24,724		47,364		0		47,364		89,083		47,364		1,097		33,000		5,167		2,880		24,953		34,647		34,622		25		16		4,252,319		2,080,398		2,171,921		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		小川　洋子		総務部　部長		086-466-1717		y.ogawa@kct.co.jp		244,907		195,113		89,083		3,603		47,364		47,364		33,000		34,647						0		岡山県

		10110373		(株)ケーブルネットワーク金光		中国		岡山県		4		3		4,572		4,572		535		0		136				136		535		218		0																0		80,000		68,000		12,000		1,500								削除済		常務取締役						4,572		4,572		3,481		0		155		284		1,153		0				12/31/13		0		岡山県

		10110374		玉島テレビ放送(株)		中国		岡山県		39		8		26,724		26,724		15,130		15,130		12,953				12,953		15,130		12,953		39		5,958		1,132		0		4,826		5,002		5,002						918,445		429,695		406,654		82,096		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				大島　清		統括部長		086-526-7075		o-shima@tamashima.tv		26,724		26,724		15,130		0		12,953		12,953		5,958		5,002						0		岡山県

		10110375		(株)テレビ津山		中国		岡山県		12		4		43,730		43,730		11,780		3,896		8,535		0				11,780		8,535		0		6,548		2,652		0		3,896		3,367		3,367				0		613,171		276,752		336,419				3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		劔持　成利		代表取締役社長		0868-24-4000		info@tvt.ne.jp		43,730		43,730		11,780		3		8,535		8,535		6,548		3,367						0		岡山県

		10110376		笠岡放送(株)		中国		岡山県		35		0		35,617		34,806		23,257		23,257		751		0		13,954		23,257		751		86		13,578		2,090		0		11,488		8,365		8,304		61		1,110		1,364,293		546,492		791,793		26,007		3/31/21		2019年度より税理士変更により税込方式から税別方式に変更				小寺　惣一		常務取締役		0865-63-6181		kodera@nsg.kcv.ne.jp		35,617		34,806		23,257		0		751		751		13,578		8,365						0		岡山県

		10110377		矢掛放送(株)		中国		岡山県		3		0		5,568		5,568		4,091		4,091		0		0		1,065		4,091		1,065		0		751		351		294		106		0		0		0		8		123,870		84,477		30,228		9,165		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				水川　哲也		総務部　専務取締役		0866-84-8490		yct@yct.ne.jp		5,568		5,568		4,091		4,091		0		1,065		751		0						0		岡山県

		10110378		島根県浜田市		中国		島根県		1		2		2,824		2,664		2,355				532				532				2,355		0		939		718		221				0								95,826		67,083		27,447		1,297		3/31/21		令和2年度　事業運営にかかる歳入決算額				三輪　祐二		浜田市　三隅支所　防災自治課　防災係　主任主事		0855-32-4444		miwa-yuuji@city.hamada.lg.jp		2,824		2,664		2,355		0		532		2,355		939		0						0		島根県

		10110380		(株)ちゅピＣＯＭおのみち		中国		広島県		11		1		28,700		13,500		9,790		7,938		2,598		0		2,598		9,790		2,598		15		2,914		702		1,294		918		3,070		3,070		0		0		460,559		202,434		214,430		43,695		3/31/21						大池  茂文		営業課		0848-38-1881		oike@octv.co.jp		28,700		13,500		9,790		292		2,598		2,598		2,914		3,070						0		広島県

		10110382		(株)ケーブル・ジョイ		中国		広島県		14		1		25,000		19,702		6,610		4,330		1,600		0		1,600		6,610		1,600		0		1,990		1,990		0		0		20		0		20		0		414,000		290,000		112,000		12,000		3/31/21						唐川　克秀		営業・総務統括部　部長		0847-45-0557		jokaraka@pear.ccjnet.ne.jp		25,000		19,702		6,610		3,900		1,600		1,600		1,990		20						0		広島県

		10110383		(株)ちゅピＣＯＭ		中国		広島県		109		33		654,441		655,441		295,503		15,962		52,191						295,503		52,191		2,482		57,194		12,257		3,783		41,154		41,733		41,647		86		612		5,510,348		3,164,605		2,345,742		0		3/31/21						天野　陽介		営業企画部・係長		082-296-5564		amano-03@chupicom.co.jp		654,441		655,441		295,503		118,947		52,191		52,191		57,194		41,733						0		広島県

		10110384		(株)東広島ケーブルメディア		中国		広島県		9		2		39,143		31,468		10,881		3,442		2,916		0				10,881		2,916		163		619		140		0		169		0		0		0		0		268,401		236,759		31,642				3/31/21						徳永　功				082-424-8800		eigyo@kamon.ne.jp		39,143		31,468		10,881		0		2,916		2,916		619		0						0		広島県

		10110386		(株)ちゅピＣＯＭひろしま		中国		広島県		42		10		597,300		597,300		121,494		9,973		23,136		0		22,427				28,026		581		15,692		3,275		3,689		8,728		12,428		12,428				272		2,361,519		1,634,546		726,973		0		3/31/20						削除済		総務部　主任						597,300		597,300		121,494		13,741		23,136		28,026		15,692		12,428				9/30/20		0		広島県

		10110388		三原テレビ放送(株)		中国		広島県		28		4		43,678		43,000		14,920		5,447		2,323		0		2,323		14,857		3,319		33		6,033				6,033				113				113		10		705,614		350,105		338,052		17,457		9/30/20						勝村　祥治		統括部長		0848-63-8600		s-katsumura@g.mcat.co.jp		43,678		43,000		14,920		111		2,323		3,319		6,033		113						0		広島県

		10110391		(株)アイ・キャン		中国		山口県		45		4		75,611		96,658		37,905		21,638		7,133		0		5,655		37,905		7,133		910		9,888		4,301		2,079		3,508		6,612		6,612		0		0		1,310,421		569,503		508,428		232,489		3/31/21						吉村　満則		総務部　部長		0827-22-5678		icn@icntv.co.jp		75,611		96,658		37,905		11,519		7,133		7,133		9,888		6,612						0		山口県

		10110392		Ｋビジョン(株)		中国		山口県		30		3		63,675		62,003		41,875		8,270		20,485				20,485		41,875		20,485		521		11,008		4,697		1,291		5,020		7,794		7,794				0		1,481,562		1,010,034		471,528				3/31/21						山田　高徳		業務部　部長		0833-44-4936		takanori-yamada@kvision.ne.jp		63,675		62,003		41,875		357		20,485		20,485		11,008		7,794						0		山口県

		10110393		(株)ケーブルネット下関		中国		山口県		0		0		97,743		97,743		68,071		0		35,597		0		35,334		67,987		35,597		4,583		26,740		2,512		1,194		22,062		27,515		27,515		0		1,591		4,106,041		1,764,117		1,557,584		784,339		3/31/21		2014年以降は年度末（3月）決算に変更 20210730　総売上/実績内訳（放送・通信・その他）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）		ＪＣＯＭ(株)		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		97,743		97,743		68,071		1,196		35,597		35,597		26,740		27,515						0		山口県

		10110394		(株)シティーケーブル周南		中国		山口県		29		0		61,900		55,909		41,316		26,884		5,665		0		15,473		15,473		15,473		599		11,011		767		4,112		5,283		12,249		12,249						1,825,635		990,978		417,153		417,504		8/31/20						中山　浩太		総務経理部　総務経理部長		0834-21-3688		ko.nakayama@ccsnet.ne.jp		61,900		55,909		41,316		2,745		5,665		15,473		11,011		12,249						0		山口県

		10110395		長門市		中国		山口県		0		15		15,890		15,890		14,524		7,143		1,266		0		1,811		14,283		1,811		0		3,113		1,932		0		1,181		0		0		0		0		347,389		222,456		113,077		11,856		3/31/21		※令和元年度、会計システム（ＴＫＣ）変更により、税抜価格となりました。				森重　秀睦		山口県長門市ケーブルテレビ　指定管理者　ながとてれび株式会社　センター長		0837-23-1541		hidechika.morishige@nagato-tv.com		15,890		15,890		14,524		0		1,266		1,811		3,113		0						0		山口県

		10110396		萩ケーブルネットワーク(株)		中国		山口県		49		0		41,912		41,912		16,551		12,858		9,754								9,754				5,592		3,843		804		945		0								1,023,839		732,210		272,634		18,995		3/31/19		平成30年度決算より税抜としています。				削除済		代表取締役社長						41,912		41,912		16,551		2,105		9,754		9,754		5,592		0				8/29/19		1		山口県

		10110397		山口ケーブルビジョン(株)		中国		山口県		70		5		200,999		195,076		153,358		3,060		108,662		0		108,662		108,662		108,662		437		31,242		28,930		0		2,312		2,557		2,069		488		0		4,527,863		3,280,860		1,247,003		0		3/31/21						倉田　昌彦		技術局		083-934-1234		kurata@c-able.co.jp		200,999		195,076		153,358		0		108,662		108,662		31,242		2,557						0		山口県

		10110399		ひらたＣＡＴＶ(株)		中国		島根県		13		6		8,602		7,204		6,657		6,657		834				943		6,657		6,106		83		2,636		76		1,249		1,311		1,747		1,747		0		701		382,989		200,674		177,696		4,619		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				金　忠宏		業務部長		0853-63-5539		kon@hit-5.net		8,602		7,204		6,657		0		834		6,106		2,636		1,747						0		島根県

		10110400		(株)池田ケーブルネットワーク		四国		徳島県		0		1		4,735		4,735		4,053		4,053		134						4,053		134				475		281		187		7		0								277,591		115,478		19,779		142,334		3/31/21		※20190924 総売上/内訳訂正 ※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20211020 総売上/内訳訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				中川　由美		総務部　課長		0883-72-3399		y-nakagawa@awaikeda.net		0		0		4,053		0		134		134		475		0						0		徳島県

		10110401		石井町有線放送農業協同組合		四国		徳島県		12		0		10,781		13,800		8,353		8,353		232				232		8,353		232		0		3,826		27				3,799		3,351		3,351				0		298,399		235,984		59,869		2,546		3/31/21		20210729　決算年月日訂正(@連盟)				吉田　章吾		業務課長		088-674-7667		yoshida@ihk.or.jp		10,781		13,800		8,353		0		232		232		3,826		3,351						0		徳島県

		10110402		エーアイテレビ(株)		四国		徳島県		14		0		20,700		20,700		14,701		13,045		864		0		147		14,701		864		0		0								0								362,901		277,973		84,927		0		3/31/21						高堂　雅史		総務課　課長		088-692-8223		soumu@aitv.co.jp		20,700		20,700		14,701		0		864		864		0		0						0		徳島県

		10110403		ケーブルテレビ徳島(株)		四国		徳島県		37		7		133,342		133,342		124,777		124,777		21,250				21,250		124,777		21,250		37		5,568						5,568		5,557				5,557		1,633		3,530,733		2,559,343		922,570		48,819		3/31/21						磨見　達彦		営業部		088-655-4000		mami@tcn.ne.jp		133,342		133,342		124,777		2,291		21,250		21,250		5,568		5,557						0		徳島県

		10110404		国府町農事放送農業協同組合		四国		徳島県		13				12,940		12,940		8,954		8,954		444		0				8,954		444		0		0								0						0		300,000		250,000		50,000		0		3/31/21		※2020年度　前年と決算同様金額 ※20210802　メールにて齟齬ない事確認済（@連盟）				森岡　篤				088-642-6050		info@kbctv.ne.jp		12,940		12,940		8,954		0		444		444		0		0						0		徳島県

		10110405		(株)テレビ鳴門		四国		徳島県		14		1		26,157		26,100		19,622		15,584		1,043		0		1,043		19,622		1,043		0		6,778		0		0		6,778		5,225		5,225		0		0		504,147		388,445		115,702		0		7/31/20		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				四宮　努		代表取締役専務		088-685-7101		shinomiya@tv-naruto.ne.jp		26,157		26,100		19,622		0		1,043		1,043		6,778		5,225						0		徳島県

		10110406		日本中央テレビ(株)		四国		徳島県		9				22,300		22,300		5,576		5,576		1,700		0						1,700		0		1,000								900		900				0		162,694		162,694						3/31/21		※20210729　総売上実績/実績内訳・放送　を修正(事業者よりのメールを元に)決算年月日を2021/3/31にて登録(@連盟) 20151118　放送売上のみ入力されていたので、合計に同値を入力。				松本 博毅		企画開発部　部長		0883-22-1501		h-matsumoto@jctv.ne.jp		22,300		22,300		5,576		0		1,700		1,700		1,000		900						0		徳島県

		10110407		(株)ひのき		四国		徳島県		25		2		21,754		21,754		13,329		13,329		723		0				13,329		723		0		5,484								0						85		432,882		318,500		114,383		0		6/30/20						森田　貴		総務課		088-698-0811		core@cue.tv		21,754		21,754		13,329		0		723		723		5,484		0						0		徳島県

		10110408		(株)東阿波ケーブルテレビ		四国		徳島県		7		1		16,000		12,000		5,532		2,000		1,163		0		1,163		5,532		1,163		0		3,096				0		2,968		2,000		2,000		3		0		257,757		187,857		69,900		0		3/31/21		特になし				合田　直人		総務部事務局長		08853-2-3336		goda@e-awa.tv		16,000		12,000		5,532		37		1,163		1,163		3,096		2,000						0		徳島県

		10110409		牟岐町中村テレビ共同受信組合		四国		徳島県						490		490		490		0		0								0		0		0								0						0																削除済		専務理事						490		490		490		0		0		0		0		0				3/31/10		0

		10110410		香川テレビ放送網(株)		四国		香川県		16		1		29,703		23,731		16,215		4,789		5,340		0		5,340		15,435		5,922		410		5,974		1,217		809		3,144		5,446		5,446		0		19		735,232		443,453		287,355		4,424		6/30/20						松永　公伸		取締業務部長		0877-46-5000		matsunaga@kbn.ne.jp		29,703		23,731		16,215		850		5,340		5,922		5,974		5,446						0		香川県

		10110411		(株)ケーブルメディア四国		四国		香川県		29		9		230,607		220,660		70,424		0		19,654		0		15,460		70,424		19,654		1,055		0								0						0		1,921,617		1,789,857		131,760		0		3/31/21						石井　文治		お客さま本部　お客さまサービス部　部長		087-887-9759		ishii@cavy.co.jp		230,607		220,660		70,424		1,025		19,654		19,654		0		0						0		香川県

		10110412		中讃ケーブルビジョン(株)		四国		香川県		26		8		65,066		54,090		17,114				9,151		0		9,151		9,182		9,249		145		16,534		69				16,465		13,837		13,837				0		889,898		640,447		249,451		0		3/31/21						佐久間　知恵		企画室　係長		0877-24-6111		sakuma@cvc.co.jp		65,066		54,090		17,114		600		9,151		9,249		16,534		13,837						0		香川県

		10110413		三豊ケーブルテレビ放送(株)		四国		香川県		16		0		39,024		34,552		10,922		1,198		6,512		0		6,512		10,922		6,512		143		192		192						0						0		589,662		434,948		154,714				6/30/20		20210730　総売上/実績内訳（放送・通信）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				高谷　昌宏		技術課 通信係　係長		0875-24-1844		takaya-mcb@mc1.mcbnet.ne.jp		39,024		34,552		10,922		0		6,512		6,512		192		0						0		香川県

		10110414		テレビ阿波(株)		四国		徳島県		4		1		3,792		3,792		1,289		1,289		174				174		1,289		174				475		177		298		42		235				235				67,419		25,087		21,760		20,572		6/30/20		※20210729　実績内訳・放送/通信/その他　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) (年度総売上備考：2019年6月決算） 2019年6月末決算分 ※20201007 総売上等訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				八坂　晴彦		営業		0883-55-0055		yasaka@awacco.net		3,792		3,792		1,289		0		174		174		475		235						0		徳島県

		10110415		上板町有線テレビ(株)		四国		徳島県		3		1		4,900		4,900		1,561		1,561		225		0		2		1,561		225				156						156		49				46				50,162		39,816		10,345				12/31/20						長谷川　功一郎		業務課　課長		088-694-7633		info@kamiita-catv.com		4,900		4,900		1,561		0		225		225		156		49						0		徳島県

		10110416		(株)ケーブルネットおえ		四国		徳島県		14		0		15,784		15,784		8,564		8,564		0						8,564		0		0		3,788						3,788		3,520		3,520						220,185		154,290		60,084		5,810		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				片岡　和也		統括マネージャー		0883-26-9012		kataoka@cnet-oe.com		15,784		15,784		8,564		386		0		0		3,788		3,520						0		徳島県

		10110417		(株)四国中央テレビ		四国		愛媛県		23		28		29,000		29,000		17,674		0		2,862				2,862		14,086		2,862		215		8,415		5,386		3,029		530		7,186		7,186				3,170		1,006,592		385,558		562,133		58,901		3/31/21		(年度総売上備考：内、四国中央市からの指定管理料３５，７３４千円を含む）  ※20210730 内訳訂正(@連盟)				山下　博史		総務部兼システム部長		0896-24-0130		h.yamashita@s-tv.jp		29,000		29,000		17,674		624		2,862		2,862		8,415		7,186						0		愛媛県

		10110418		今治シーエーティーブィ(株)		四国		愛媛県		16		1		69,954		57,586		17,408		10,923		7,857				6,665		17,408		7,857		598		3,333		941		2,392		2,306		1,460		1,381		79				689,673		578,845		110,828		0		3/31/21						門田　尚樹		総務部　部長		0898-22-0001		n-kadota@icknet.ne.jp		69,954		57,586		17,408		4,941		7,857		7,857		3,333		1,460						0		愛媛県

		10110419		宇和島ケーブルテレビ(株)		四国		愛媛県		19		0		24,860		24,860		9,666		9,432		3,923		0		3,923		9,666		4,033		401		0		0		0		0		0		0		0		0		614,620		403,809				210,811		3/31/21		(年度総売上備考：インターネットは、通信会社への回線貸与事業であり、売上はない。） 特記事項なし				伊藤　克将		常務取締役		0895-24-3939		info@ucat.co.jp		24,860		24,860		9,666		3,951		3,923		4,033		0		0						0		愛媛県

		10110421		(株)愛媛ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		72		99		296,220		275,512		168,645				47,999		0						47,999				88,956								53,296		52,634		662		23,427		8,246,460		2,893,516		5,293,184		59,758		3/31/21		※20201001決算内容訂正(@連盟)				西田 文明		総務部　部長		089-943-5001		nishida@e-catv.ne.jp		296,220		275,512		168,645		3,944		47,999		47,999		88,956		53,296						0		愛媛県

		10110422		(株)ケーブルネットワーク西瀬戸		四国		愛媛県		10		0		27,000		14,000		4,240		35		2,454		0		187		4,273		2,454		3		1,051		318		0		733		490		490		0		100		223,379		141,532		67,356		14,491		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				尾上　浩司		執行役員技術・営業部　部長		0893-25-0212		cnw-soumu@cnw.ne.jp		27,000		14,000		4,240		702		2,454		2,454		1,051		490						0		愛媛県

		10110423		今治市波方シーエーティーブィ		四国		愛媛県						3,817		3,817		2,310		0		711				616		2,310		711		0		267		267												0		106,212		90,006		16,205		0		3/31/15						削除済		今治市波方支所総務課　情報係						3,817		3,817		2,310		2,310		711		711		267		0				3/31/16		0		愛媛県

		10110424		(株)ハートネットワーク		四国		愛媛県		31		34		108,664		90,138		25,143		34		14,409				705		25,143		17,952		2,524		4,686		2,582		220		1,884		1,056		948		108		1,389		1,728,776		1,133,824		374,596		220,354		9/30/20		(年度総売上備考：２０２０．９末現在の数字になります。）				岡部　裕介		業務局　総務課		0897-32-7777		yusuke@heartnetwork.jp		108,664		90,138		25,143		0		14,409		17,952		4,686		1,056						0		愛媛県

		10110425		西予ＣＡＴＶ(株)		四国		愛媛県		0		0		17,758		17,758		10,277		10,277		1,423		0		0		0		1,423		0		6,944		0		0		6,944		5,446		5,446		0		0		440,350		260,833		143,750		35,767		3/31/21						三瀬　春香		総務		0894-62-7811		haruka@seiyo-catv.co.jp		17,758		17,758		10,277		3,312		1,423		1,423		6,944		5,446						0		愛媛県

		10110430		甲浦テレビ共同聴視施設組合		四国		高知県						700		633		633		0		0								0		0		0								0						0																削除済		組合長						700		633		633		633		0		0		0		0				9/19/12		0

		10110431		高知ケーブルテレビ(株)		四国		高知県		38		4		158,264		158,264		52,693		52,693		19,320		0		15,694		52,693		19,320		677		0								0								1,638,877		1,448,896		189,981		0		3/31/21						近森　秀水		取締役　放送技術部長		088-880-1503		kcb-ekikaku-com@kcb.co.jp		158,264		158,264		52,693		111		19,320		19,320		0		0						0		高知県

		10110432		(一社)香南ケーブルテレビ		四国		高知県		12		0		15,022		9,145		6,021		6,021		283		0		5,950		6,021		688		0		4,107		15		0		4,092		3,180		3,180		20		0		479,006		180,004		299,001				3/31/21		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)				國松 美紀		総務		0887-56-0102		kunimiki@kctv.or.jp		15,022		9,145		6,021		14		283		688		4,107		3,180						0		高知県

		10110433		よさこいケーブルネット(株)		四国		高知県		18		1		23,835		23,835		11,944		5,052		4,553		0		4,553		8,618		4,553		183,183		6,632		354		0		6,278		4,360		4,346		14		0		391,838		249,783		24,961		117,094		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				今村　勉		取締役営業部長		0889-43-0050		imamura@scatv.co.jp		23,835		23,835		11,944		57		4,553		4,553		6,632		4,360						0		高知県

		10110434		西南地域ネットワーク(株)		四国		高知県		9		0		18,544		18,636		5,207		3,691		2,169		0		2,169		5,207		2,169		0		351		272		52		27		0		0		0		0		295,292		205,086		90,206		0		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				北川　明彦		設備工事部係長　係長		0880-62-0888		kitagawa@swantv.co.jp		18,544		18,636		5,207		3,038		2,169		2,169		351		0						0		高知県

		10110435		土佐有線テレビ施設組合		四国		高知県		1		1		4,944		698		698		0		698		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,120		8,120		0		0		3/31/21		20190910　放送内訳　桁補正				高橋　直人		組合長		0887-70-1315		laugh7010@icloud.com		4,944		698		698		698		698		0		0		0						0		高知県

		10110437		那賀町ケーブルテレビ		四国		徳島県		7		1		3,645		3,645		3,645		3,355		0		0				3,645		0				1,522		117				1,405		1,775		1,775						549,248		46,014		97,716		405,518		3/31/21						折坂　浩通		ケーブルテレビ課　係長		0884-64-1123		hiromichi-orisaka@naka.i-tokushima.jp		3,645		3,645		3,645		0		0		0		1,522		1,775						0		徳島県

		10110438		徳島県南メディアネットワーク(株)		四国		徳島県		8		2		13,244		8,220		2,279		2,279		450				29		2,279		450				1,206						1,206		984		984		72				208,178		83,970		30,264		93,944		3/31/21						山本 篤司		工事部　グループリーダー		0884-22-1728		yamamoto@kennan.tv		13,244		8,220		2,279		1		450		450		1,206		984						0		徳島県

		10110439		三好市		四国		徳島県						7,861		7,861		7,166		7,166		164		0				7,166		164				1,096		705		339		52		24				24				236,668		172,028		47,362		17,278		3/31/21						谷　直哉		総務課　情報政策担当		0883-72-7641		jyouhouseisaku@city.tokushima-miyoshi.lg.jp		0		0		7,166		0		164		164		1,096		24						0		徳島県

		10110440		(株)ケーブルネットワーク桂川		九州		福岡県		1		2		8,000		5,000		2,216		0		74		0		243		2,216		243		0		0								0						0		57,302		34,982		0		22,320		3/31/21						中嶋　浩仁		取締役		0948-65-0217		cnk@bronze.ocn.ne.jp		8,000		5,000		2,216		0		74		243		0		0						0		福岡県

		10110441		(財)北九州ケーブルビジョン		九州		福岡県		4		0		7,341		5,575		1,832		0		106		101						0		0		0								0						0		31,119		15,768												削除済		事務局長						7,341		5,575		1,842		1,842		106		0		0		0				3/31/09		0

		10110442		(株)ジェイコム九州		九州		福岡県		0		40		1,713,068		1,713,068		1,122,823		11,427		263,538		0		263,538		1,122,823		263,538		67,054		290,333		9,234		45,721		235,378		207,222		207,222		0		18,672		33,490,107		13,492,442		13,119,745		6,877,919		3/31/21		2014年以降は年度末（3月）決算に変更 20210730　売上実績内訳・その他　を更新（事業者からのメールにより）（＠連盟）		ＪＣＯＭ(株)		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		1,713,068		1,713,068		1,122,823		32,653		263,538		263,538		290,333		207,222						1		福岡県

		10110443		(株)ＣＲＣＣメディア		九州		福岡県		25		3		136,800		136,800		54,628		0		5,298				5,924		54,628		7,696		645		7,813		2,311		2,432		3,040		5,987		5,987		0		0		1,020,957		378,766		389,850		252,341		2/28/21		財務情報については弊社が2月末決算の為、2021年2月末現在の情報となります。				大曲　光邦		総務部		0942-37-6411		ohmagari@kumintv.co.jp		136,800		136,800		54,628		12,434		5,298		7,696		7,813		5,987						1		福岡県

		10110444		(株)ケーブルビジョン　２１		九州		福岡県								197,000		148,621		0		41,487		42,000						28,944		0		20,816								28,212						0		4,485,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　プロジェクト企画室						0		197,000		148,621		512		41,487		28,944		20,816		28,212				10/22/08		0

		10110445		(株)ジェイコム福岡		九州		福岡県						804,400		804,400		591,200		0		129,600		0						129,300		0		75,800								102,100						0		15,323,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		九州山口ブロック総務チーム						801,900		801,900		582,900		0		128,300		119,100		72,000		97,800				12/31/10		0

		10110446		(公財)福岡ケーブルビジョン		九州		福岡県		5		0		231,333		47,000		20,073		0		1,457		0		903		20,073		1,457		0		308		169		138		0		0		0		0		0		269,274		232,493		15,363		21,418		3/31/19						削除済		事務局長						231,333		47,000		20,073		20,073		1,457		1,457		308		0				3/31/20		0		福岡県

		10110447		(株)メック		九州		福岡県		48		5		28,832		16,526		1,176		618		1,026		0		715		1,200		715		0		2,183		1,022		0		1,161		0		0		0		0		141,296		35,050		99,346		6,900		4/30/21		FTTH接続世帯数の件数について 昨年までの報告内容に不備あり今回修正。 TVの加入件数の中のFTTH世帯と修正しました。				高木　利矩		総務部		0942-72-7266		takaki2@mecc.co.jp		28,832		16,526		1,176		124		1,026		706		2,123		0						0		福岡県

		10110450		有田ケーブル・ネットワーク(株)		九州		佐賀県		11				8,600		8,200		6,605		5,563		246						6,541		349		0		1,327		605		595		127		934		934						265,901		177,380		55,005		33,516		5/31/20						原田　好弘		総務部総務課課長		0955-43-2500		acn-hard@po.aritanet.ne.jp		8,600		8,200		6,605		0		246		349		1,327		934						0		佐賀県

		10110451		伊万里ケーブルテレビジョン(株)		九州		佐賀県		24		0		19,033		22,166		16,031		7,800		1,666				2,262		16,031		4,289		84		4,928		1,862		2,308		758		2,076		2,039		37		0		751,034		515,640		235,394				3/31/21						川田　毅		総務部長		0955-22-3506		kawada@i-catv.co.jp		19,033		22,166		16,031		0		1,666		4,289		4,928		2,076						0		佐賀県

		10110452		鏡テレビ共同受信組合		九州		佐賀県				3				3,623		2,906		0		0								0		0		0								0						0																削除済		副組合長						0		3,623		2,906		0		0		0		0		0				3/31/10		0

		10110453		(株)ぴーぷる		九州		佐賀県		42		0		23,000		22,000		20,945		0		2,338		0				20,945		4,454		48		6,962		2,394		4,005		563		1,534		1,429		105		0		1,207,906		576,544		355,344		276,018		3/31/21						山下　善史郎		常務取締役		0955-73-5466		yamashita@k-people.jp		23,000		22,000		20,945		0		2,338		4,454		6,962		1,534						0		佐賀県

		10110454		(株)ケーブルワン		九州		佐賀県		37		10		29,509		29,509		20,812		10,478		4,599				4,599		20,812		4,599		142		8,325		2,810		2,229		3,286		9,080		9,062		18		1,327		1,171,260		636,829		534,431		0		7/31/20						山口　伸吾		総務部		0954-23-7511		yamaguchi@cableone.co.jp		29,509		29,509		20,812		0		4,599		4,599		8,325		9,080						0		佐賀県

		10110455		西海テレビ(株)		九州		佐賀県		10		3		6,168		6,168		2,990		40		117				117		2,990		584				480		173		307				0								123,561		95,925		25,247		2,389		3/31/21						西山　真由美		総務部		0955-28-2466		sky-catv@po.chun2.ne.jp		6,168		6,168		2,990		11		117		584		480		0						1		佐賀県

		10110456		佐賀シティビジョン(株)		九州		佐賀県		27		9		123,089		87,950		51,761		30		13,529				13,529		49,557		14,361		3,215		13,725		3,415		987		9,323		9,493		9,404		89		134		1,636,222		1,014,857		621,365		0		2/28/21						江口　義弘		総務部 部長		0952-24-3734		eguchi@bunbun.co.jp		123,089		87,950		51,761		997		13,529		14,361		13,725		9,493						0		佐賀県

		10110457		(株)多久ケーブルメディア		九州		佐賀県		12				7,000		7,000		5,168		844		489		0				5,168		568		0		629		266		258		105		119		119						173,228		143,648		29,580		0		12/31/20						浦田　真治		常務取締役		0952-75-8585		taku@catv.taku.ne.jp		7,000		7,000		5,168		0		489		568		629		119						0		佐賀県

		10110459		(株)テレビ九州		九州		佐賀県		16		0		7,500		7,500		6,050		581		546		0		571		6,050		639		0		1,644		506		885		253		0						0		327,837		213,265		77,263		37,308		4/30/21		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				蒲原　繁則		総務部		0954-20-2580		kamohara@ktknet.jp		7,500		7,500		6,050		0		546		639		1,644		0						0		佐賀県

		10110460		(株)ネット鹿島		九州		佐賀県		14				14,947		14,947		7,517		4,409		270		0		906		7,517		859		0		2,533		1,194		1,216		123		1,557		1,546		11		0		329,554		179,785		149,769				4/30/21		※20180727 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20180725 売上　円単位で入力を千円単位に修正。				松浦　博彦		総務部		0954-63-1862		catv-ka@po.asunet.ne.jp		14,947		14,947		7,517		2,096		270		859		2,533		1,557						0		佐賀県

		10110461		藤津ケーブルビジョン(株)		九州		佐賀県		11				12,970		11,607		4,892		4,079		309		0		17		11,607		472		0		1,733		804		803		126		1,022		1,022		0		0		219,267		127,139		86,356		5,772		4/30/21		特段報告義務がなされていない場合は、極力開示を控えています。 ※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20160812　入力無しで確定→未確定に変更 　20161114映像実演使用料算定の為に管理部が「放送事業売上」データ収集。数値を登録。 ※20170809 売上実績に放送内訳値を転記 ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				松尾　秀則		CATV事業部　統括部長		0954-66-2657		fujippyhide@po.hagakure.ne.jp		12,970		11,607		4,892		15		309		472		1,733		1,022						0		佐賀県

		10110465		諫早ケーブルメディア(株)		九州		長崎県		40		10		60,000		52,000		20,800		1,500		8,700						20,800		16,600				6,000		4,400						4,500		4,500				170		950,864		629,211		289,294		32,359		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				高巣　友裕		総務部 経理課　主任		0957-22-1193		t-takasu@icv-net.co.jp		60,000		0		20,800		70		8,700		16,600		6,000		4,500						0		長崎県

		10110466		厳原有線テレビ利用共同組合		九州		長崎県		3		0		3,100		3,100		2,599		0		0		0						0		0		0								0						0		35,223														削除済		事務局長						3,100		3,100		2,599		27		0		0		0		0				2/18/09		0

		10110467		おおむらケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		0		0		31,000		26,000		7,680		236		6,461		0		6,461		7,680		6,461		137		3,393		2,995		366		32		2,176		2,176		0		0		417,104		283,552		133,552		0		3/31/21		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				永田　雅彦		情報企画部　部長		0957-54-3811		octpulse@octp-net.ne.jp		31,000		26,000		7,680		1,219		6,461		6,461		3,393		2,176						0		長崎県

		10110470		(株)ケーブルテレビジョン島原		九州		長崎県		16		1		21,056		20,510		7,237		0		4,767		0				7,237		4,767		0		1,496		1,135		361		49		0						299		333,951		202,107		84,753		47,091		9/30/20						佐々川　猛彦		営業部長		0957-63-3456		cabocha@shimabara.jp		21,056		20,510		7,237		187		4,767		4,767		1,496		0						0		長崎県

		10110471		九州テレ・コミュニケーションズ(株)		九州		長崎県		252				295,000		212,600		67,046		0		32,113		0		0		32,113		32,113		0		30,829						0		32,651		32,651		0		0		793,388		793,388						6/30/20		売り上げ情報は公開できません  20210816　年度総売上・内訳（放送）・決算年月日を更新（事業者からのメールにより）＠連盟 （20151119 放送内訳のみ連絡あり→総売上に同値を入力）				矢野　久仁男		総務部長		0956-25-6388		infome@tvs12.jp		295,000		212,600		67,046		0		32,113		32,113		30,829		32,651						1		福岡県

		10110472		(株)西彼ケーブルネットワーク		九州		長崎県						4,000		2,000		1,750		0		450								0		0		0								0						0																安達　政幸		代表取締役		095-892-7690		adachi@seihi.co.jp		4,000		2,000		1,750		100		450		0		0		0						0		長崎県

		10110473		東彼ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県				4		2,600		2,600		900		0		74		76				900		0		0		0								0						0		26,881		25,040				1,841		7/31/18		なし				大屋　武広		代表取締役		0956-83-3141		tvt27@po.touhinet.ne.jp		2,600		2,600		900		0		74		0		0		0						0		長崎県

		10110475		(株)長崎ケーブルメディア		九州		長崎県		72		6		108,352		165,328		94,752		20,887		23,279				44,234		85,188		44,234		2,829		30,435		16,407		7,503		6,525		16,682		16,474		208		2,739		3,879,971		1,987,023		1,892,948				3/31/21						青木　行久		常務取締役		095-828-3906		soumu@cncm.ne.jp		108,352		165,328		94,752		2,360		23,279		44,234		30,435		16,682						0		長崎県

		10110476		(株)ひまわりてれび		九州		長崎県		64		0		145,074		145,074		23,201		2,715		11,401						23,201		15,828		0		8,995		1,787		5,432		1,776		7,512		7,512						1,164,114		614,848		375,173		174,093		9/30/20		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				宮崎　和久		業務部　部長		0957-37-6177		kazuhisa@himawarinet.ne.jp		0		0		23,201		0		11,401		15,828		8,995		7,512						0		長崎県

		10110478		福江ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		9				13,790		13,790		4,264		0		1,545		0		1,545		4,264		1,545		0		953		953						0						0		147,438		111,039		36,399				3/31/21						椿崎　幸平		総務課		0959-74-5775		k-tubakizaki@vc.fctv-net.jp		13,790		13,790		4,264		355		1,545		1,545		953		0						0		長崎県

		10110480		天草ケーブルネットワーク(株)		九州		熊本県		33		1		23,200		23,200		9,637		1,744		4,956						9,209		5,775		66		3,438		2,076		264		1,098		0								677,719		325,186		177,083		175,450		4/30/21		※20210730 総売上訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				山田　由美子		総務課		0969-22-1311		yumiko.yamada@acn-tv.co.jp		23,200		23,200		9,637		428		4,956		5,775		3,438		0						0		熊本県

		10110481		(株)ジェイコム熊本		九州		熊本県		0		28		272,300		272,300		163,400		0		33,500		0						33,500		0		26,400		17,410		1,820		7,396		26,600		26,600				0		3,511,110		1,780,354		1,413,638		317,118		3/31/15				ＪＣＯＭ(株)		削除済		(株)ジュピターテレコム　九州山口ブロック　管理統括グループ　アシスタントマネージャー						272,300		272,300		163,400		12,284		33,500		33,500		26,400		26,600				3/31/16		0		熊本県

		10110485		臼杵市		九州		大分県						15,361		15,361		12,096		0		3,815		0		3,815		12,096		3,815		0		0								0						0		302,020		302,020						5/31/15						削除済		総務課　主任						15,361		15,361		12,096		0		3,815		3,815		0		0				3/31/16		0		大分県

		10110486		大分ケーブルテレコム(株)		九州		大分県		0		72		217,000		217,000		190,700		71,000		78,000		0						78,000		19,100		84,700								57,100		57,100				3,400		9,468,282		4,177,436		4,803,277		487,567		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		小林　太郎		管理本部　副本部長		097-542-6472		KobayashiTar@jupiter.jcom.co.jp		217,000		217,000		190,700		20,500		78,000		78,000		84,700		57,100						0		大分県

		10110487		大分ケーブルネットワーク(株)		九州		大分県						24,775		12,300		5,582		0		2,640		0						2,640		0		518		381		55		82		0								112,217		83,458		23,968		4,791		5/31/21						見越　俊介		情報通信営業部		097-558-3408		migoshi@ocn-catv.ne.jp		24,775		12,300		5,582		70		2,640		2,640		518		0						0		大分県

		10110488		ＫＣＶコミュニケーションズ(株)		九州		大分県		19				18,375		16,170		13,047		1,965		767		0				13,047		2,727				1,650		1,585				65		0								773,167		458,993		299,837		14,337		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				中島　靖和		専務取締役		0973-27-5001		nakashima@kcv.jp		18,375		16,170		13,047		0		767		2,727		1,650		0						0		大分県

		10110489		(株)ケーブルテレビ佐伯		九州		大分県		32		22		32,000		31,708		31,708		8,632		6,978		0		6,070		0		6,978		0		7,313		5,926		0		1,221		5,494		5,423		15		5		1,145,849		433,436		518,384		194,029		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				川野　知治		総務部　部長		0972-22-9811		kawano@saiki.tv		32,000		31,708		31,708		0		6,978		6,978		7,313		5,494						0		大分県

		10110490		ＣＴＢメディア(株)		九州		大分県		34		2		72,225		71,582		51,266		9,566		22,955		0		18,796		50,555		21,339		941		9,800		1,209				8,591		5,667		5,667		0		123		1,713,560		1,173,280		506,190		34,090		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				野上　徹順		専務取締役		0977-24-3553		nogami@t-ctb.co.jp		72,225		71,582		51,266		1,018		22,955		21,339		9,800		5,667						0		大分県

		10110491		東大分システム(株)		九州		大分県		2				24,899		3,290		1,654		1,654		1,654						1,654		0				0								0								40,108		39,686				422		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				岡本　代一		代表取締役		097-575-2110		sekitv@luck.ocn.ne.jp		24,899		3,290		1,654		910		1,654		0		0		0						0		大分県

		10110492		(株)北大ケーブル情報センター		九州		大分県						12,588		8,000		1,395		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17,569		17,532		0		37		3/31/15		（２０１５０９０７　その他売上も損益計算書から転記）				武下　秀信		代表取締役社長		0979-24-1188				12,588		8,000		1,395		0		0		0		0		0						0		大分県

		10110493		杵築市		九州		大分県		12		3		13,281		13,304		9,287		5,300		3,918		0		0		9,287		3,918		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,772,434		290,040		0		1,482,394		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				河野　真一		総務課　ケーブルネットワーク係長		0978-62-1801		shinichi-kouno@city.kitsuki.lg.jp		13,281		13,304		9,287		0		3,918		3,918		0		0						0		大分県

		10110495		(株)ケーブルメディアワイワイ		九州		宮崎県		53		23		105,856		102,963		38,246		9,554		37,127				1,584		37,127		37,127		6,940		19,383		2,869		5,604		10,886		16,488		16,488		0		454		4,089,581		2,290,380		914,835		884,366		3/31/21						緒方　義信		企画室		0982-22-1500		waiowc01@ma.wainet.ne.jp		105,856		102,963		38,246		1,119		37,127		37,127		19,383		16,488						0		宮崎県

		10110496		ＢＴＶ(株)		九州		宮崎県		91		38		219,358		219,358		56,614		16,468		48,156		0		45,233		65,894		48,156		628		40,567		3,007		226		34,404		37,357		37,357		0		1,704		4,803,012		2,813,487		1,768,342		221,183		3/31/21		※20210729　総売上/内訳　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@btvm.co.jp		219,358		219,358		56,614		1,124		48,156		48,156		40,567		37,357						1		宮崎県

		10110497		宮崎ケーブルテレビ(株)		九州		宮崎県		69		17		194,062		194,062		124,854		23,093		53,526		0		53,526		124,854		53,526		2,377		47,212		15,949		10,050		21,213		21,597		21,597		0		621		5,297,671		3,140,504		2,138,582		18,585		3/31/21						松尾　逸子		総務局　総務部　部長		0985-32-8585		mcn-soumu@miyazaki-catv.ne.jp		194,062		194,062		124,854		814		53,526		53,526		47,212		21,597						0		宮崎県

		10110500		奄美テレビ放送(株)		九州		鹿児島県		7		1		21,750		21,750		1,615		200		1,500		1,120		1,605		1,615		680		0		0		0		0		0		0		0		0		0		72,627		58,427				14,200		8/31/20						暁　良太		技術部		0997-53-2368		gijutsu2@amami-tv.co.jp		21,750		21,750		1,615		0		1,500		680		0		0						0		鹿児島県

		10110502		鹿児島光テレビ(株)		九州		鹿児島県						243,928		9,980		7,920		0		3,045								3,045		0																0																削除済		常務取締役						243,000		9,980		7,729		48		2,847		2,847		0		0				9/30/10		0

		10110503		瀬戸内ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県						4,113		4,113		1,938		0		0								0		0		0								0						0																削除済		代表取締役						4,113		4,113		1,938		0		0		0		0		0				5/19/10		0

		10110504		皇徳寺ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県		1				5,084		3,713		3,292		0		367		0		367		3,292		3,079		183		1,299		8		23		1,268		1,378		1,378		0		1		107,735		60,473		42,632		4,630		9/30/20		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)				福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@nils.ne.jp		5,084		3,713		3,292		0		367		3,079		1,299		1,378						0		鹿児島県

		10110505		南九州ケーブルテレビネット(株)		九州		鹿児島県		26		0		50,674		47,037		16,673		0		2,452				5,142		16,673		5,142		0		3,566		887		1,063		1,616		1,811		1,811		0		239		489,737		219,941		216,759		53,037		3/31/21		※20190924 総売上/内訳訂正 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				高山　美智子		総務部　部長		0995-43-0113		t-michiko@po.mct.ne.jp		50,674		47,037		16,673		314		2,452		5,142		3,566		1,811						0		鹿児島県

		10110506		西之表テレビ共同聴視施設組合		九州		鹿児島県		3		0		2,830		2,100		1,137		0		0								998		0		0								0						0		26,253		22,245				4,008		3/31/21		※2021.8.3　総売上/内訳/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				中園　宗義		事務局長		0997-22-0195		ntk.catv@fuga.ocn.ne.jp		2,830		2,100		1,137		0		0		998		0		0						0		鹿児島県

		10110508		石垣ケーブルテレビ(株)		九州		沖縄県		10		2		22,718		4,990		4,020		310		954		0		1,103		4,020		1,827		0		283		298						0						0		131,010		117,355		10,962		2,693		3/31/21						太田　裕人		ソリューション技術営業本部　部長		0980-83-0033		ictota@ictweb.ne.jp		22,718		4,990		4,020		9		954		1,827		283		0						0		沖縄県

		10110509		沖縄ケーブルネットワーク(株)		九州		沖縄県		66		5		390,870		302,512		92,780				16,765		0						16,765		2,291		8,936		5,148		2,211		1,577		5,182		5,182		0				1,598,282		1,051,905		528,304		18,073		12/31/20						比嘉　太一		総務部　主任		098-863-1115		taichi@nirai.ne.jp		390,870		302,512		92,780		4,401		16,765		16,765		8,936		5,182						0		沖縄県

		10110510		宮古テレビ(株)		九州		沖縄県		39		15		25,054		22,247		9,390		3,352		7,959		0		360		8,106		7,959		82		3,402		3,402						0						524		704,864		481,178		208,935		14,750		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				大窪　将介		総務部　総務部部長		0980-72-3859		mtv-soumu@miyakotv.co.jp		25,054		22,247		9,390		52		7,959		7,959		3,402		0						0		沖縄県

		10110511		(株)ＲＭＣ．ｔｖ		九州		沖縄県		2				50,757		2,632		695		0		156		0		0		0		156		0		136		136		0		0		0		0		0		0																削除済		ＣＡＴＶ・ＮＥＴお客様係り						50,757		2,632		687		296		161		175		146		0				3/31/10		0

		10112001		(株)時事タイムス放送社		北海道		北海道						52,583		15,500		3,360		0		1,872				354				354		0		496		496						0						0																削除済		営業部部長						52,583		15,500		3,390		1,518		1,872		0		502		0		7/4/07		2/18/09		0

		10112002		飛騨高山ケーブルネットワーク(株)		東海		岐阜県		26		3		42,709		21,268		15,462		15,462		1,583				0		14,478		1,616		0		12,265		2,263		3,360		6,642		8,899		8,899				96		1,356,157		302,424		789,632		264,101		3/31/21		※20211020　年度総売上実績内訳・放送／その他　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				原　弘展		お客様サービスグループ　マネージャー		0577-33-7330		jcta@hidatakayama.tv		42,709		21,268		15,462		77		1,583		1,616		12,265		8,899		7/4/07				0		岐阜県

		10112004		(株)三次ケーブルビジョン		中国		広島県		20		0		21,376		21,376		11,563		11,563		6,353		0		6,353		11,563		6,353		36		6,262		0		0		6,262		350		0		350		0		577,043		336,822		240,220				3/31/21						植木　恵美		管理課　課長補		0824-65-2211		e.ueki@pionet.jp		21,376		21,376		11,563		6,984		6,353		6,353		6,262		350						0		広島県

		10112005		輪島市ケーブルテレビ		北陸		石川県						12,912		12,912		6,525		0		924		0		399		6,525		924		0		1,437		1,437		0		0		1,437		0		1,437		0		257,755		140,481		57,803		59,471		7/6/21						平谷　健一		交流政策部　放送課　主幹		0768-42-1955		k-hiratani@city.wajima.lg.jp		12,912		12,912		6,525		4,258		924		924		1,437		1,437						0		石川県

		10112006		木曽広域連合		信越		長野県		5		1		13,898		13,108		13,108		6,452		658				0		13,108		658		0		4,172		3,623		28		521		211		0		211		0		397,696		259,597		136,200		1,849		5/30/20		地方公共団体による整備、運営のため、株式は該当なし。				高倉　剛		情報センター　所長		0264-21-2212		jouhou@kisoji.com		13,898		13,108		13,108		13,108		658		658		4,172		211						0		長野県

		10112007		七尾市		北陸		石川県						21,951		21,951		7,105		6,137		1,379				1,379		7,105		1,379		0		1,400		784		616				37				37				231,741		231,741						3/31/21		令和2年度決算				室木　政寿		市民生活部広報広聴課		0767-53-8699		m-muroki@city.nanao.lg.jp		21,951		21,951		7,105		4,257		1,379		1,379		1,400		37						0		石川県

		10112011		豊後高田市		九州		大分県						10,912		9,800		8,202		8,202		316		0		316		8,202		593		0		0								0								123,915		123,915						3/31/21						瀬々　賢幸		企画情報課・総括主幹兼係長		0978-25-6393		m-zeze@city.bungotakada.lg.jp		10,912		9,800		8,202		0		316		593		0		0		12/19/07				0		大分県

		10112012		笛吹きらめきテレビ(株)		南関東		山梨県		8				8,546		7,500		7,476		0		435						7,436		435		0		116														0		193,331		157,583				3,118								削除済		放送課　放送技術係長						8,512		7,500		7,439		0		134		427		123		0		12/19/07		3/31/14		0		山梨県

		10112017		(株)周防ケーブルネット		中国		山口県		7				13,134		12,056		4,098		4,098		452				629		4,098		629		0		1,013						1,013		0						0		135,800		89,766		42,634		3,400		3/31/21						廣茂　恵子		総務・経理担当		0820-22-6900		K-Hiroshige-023@snettv.co.jp		13,134		12,056		4,098		250		452		629		1,013		0		2/20/08				0		山口県

		10112019		佐伯市		九州		大分県						16,261		16,261		15,185		626		0						15,185		0				0								0								981,409		163,026				818,383		3/31/21		※財務情報については、総務省に報告後修正します。 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				戸高　真一		総務部 情報推進課　ケーブルテレビ係　総括主幹		0972-22-3645		shin-t@city.saiki.lg.jp		16,261		16,261		15,185		0		0		0		0		0		5/21/08				0		大分県

		10112023		那珂川町		北関東		栃木県				5		5,926		5,926		4,591				3,735				3,455		4,591		4,591				1,016		1,016						0								107,228		76,183		29,285		1,760		3/31/21						近部　哲		那珂川町ケーブルテレビ放送センター/センター長		0287-92-1121		konpe@jp.fujitsu.com		5,926		5,926		4,591		1,938		3,735		4,591		1,016		0		7/2/08				0		栃木県

		10112025		わたらせテレビ(株)		北関東		栃木県		32		5		72,000		54,000		11,222		3,486		8,177		0		9,610				8,177		172		7,660		1,796		1,928		3,936		5,060		5,060		0		13		909,000		460,000		294,000		155,000		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				滝上　勇樹		通信部		0284-42-8111		net@ml.watv.ne.jp		72,000		54,000		11,222		174		8,177		8,177		7,660		5,060		10/22/08				0		栃木県

		10112026		(株)五島テレビ		九州		長崎県		10		1		15,820		15,820		5,508		5,508		636		0		0		5,548		636		0		1,673		0		1,673		0		0		0		0		0		209,161		99,979		62,083		47,098		9/30/20		※20210729　総売上/内訳訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※内訳は千円未満切捨 ※20201022 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正				古田　正孝		技術部		0959-86-1910		masataka@goto-tv.com		15,820		15,820		5,508		0		636		636		1,673		0		10/22/08				0		長崎県

		10112027		(株)伊東アンテナ協会		東海		静岡県		2				3,514		2,321		1,545		0		85		0		50				85				0								0								45,101		44,368		0		733		8/31/20		※20210730 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				井戸　孝一		代表取締役		0557-37-4254		antena@itoantena.co.jp		3,514		2,321		1,545		0		85		85		0		0		10/22/08				0		静岡県

		10112030		石見銀山テレビ放送(株)		中国		島根県		22				13,613		13,613		9,431		2,931		726				13		13,613		911		8		3,464		2,255		996		213		0						1,065		481,913		289,505		192,408		0		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				米 卓哉		総務部　次長		0854-82-7755		soumu@ginzan-tv.ne.jp		13,613		13,613		9,431		2,221		726		911		3,464		0		12/17/08				0		島根県

		10112031		(株)ケーブルテレビあなん		四国		徳島県		17		1		22,739		12,384		9,030		9,030		7,177		2,276		0		12,311		0		0		5,328						5,328		4,955		4,955				0		1,090,226		276,493		695,659		118,073		10/31/20		(年度総売上備考：特になし）				勝瀬　稔		業務部　総務マネージャー		0884-23-0330		office-tvanan@mc.pikara.ne.jp		22,739		12,384		9,030		0		7,177		0		5,328		4,955		12/17/08				0		徳島県

		10112032		四万十町役場		四国		高知県						8,376		7,470		7,470		7,470		1,170		0		17		7,470		121		0		3,640		458		2,805		377		105		0		105		0		267,871		113,616		110,147		44,108		3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20191007 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201020 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				森下　克彦		公益財団法人四万十公社（四万十ケーブルテレビ）　チーフ		0880-22-1117		katsuhiko-morishita@shimanto.tv		8,376		7,470		7,470		3,166		1,170		121		3,640		105		12/17/08				0		高知県

		10112033		(株)コミュニティメディア		九州		長崎県		33				15,008		15,008		13,056		13,056		0						13,056		0				5,736		4,785		951				0								385,269		155,493		186,238		43,537		3/31/21						山﨑　広和		部長		095-829-5525		jcta@communitymedia.co.jp		15,008		15,008		13,056		13,056		0		0		5,736		0		12/17/08				0		長崎県

		10112034		北広島町		中国		広島県		7		0		7,667		7,667		5,956		0		343		0		0		5,956		343		0		3,159		1,936		809		414		5,540		0		5,540		0		315,453		137,166		158,791		19,496		3/31/21						道川　和樹		北広島町役場　総務課　情報電算係　主任		0826-72-2111		catv@town.kitahiroshima.lg.jp		7,667		7,667		5,956		2,678		343		343		3,159		5,540		12/17/08				0		広島県

		10112035		朝来市		近畿		兵庫県		3		7		12,322		12,322		11,747		11,747		1,221		0		1,221		11,747		1,797		0		0		0						0						0		268,889		216,268		0		52,621		3/31/21						大東 宜仁		朝来市総務企画部情報政策課　主幹		079-677-1044		ohhigashi-yoshihito@city.asago.hyogo.jp		12,322		12,322		11,747		6,112		1,221		1,797		0		0		2/18/09				0		兵庫県

		10112039		(株)ジェイコム北関東		北関東		埼玉県		240		94		829,779		829,779		388,631		0		151,914				151,914		388,631		151,914		114		128,730		48,862		1,307		78,561		138,976		138,976		0		21,748		24,597,877		9,695,003		10,155,705		4,747,168		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理統括部						1,110,125		1,110,125		512,631		23,466		197,668		197,668		167,556		185,431		5/20/09		3/31/19		0		埼玉県

		10112040		美郷町ケーブルテレビジョン		九州		宮崎県				1		2,530		2,530		2,376		1,564		0		0				2,376		0				0								0								7,386		7,386						3/31/21						松尾　洋希		美郷町役場企画情報課情報電算担当　主事		0982-66-3603		densan-g@town.miyazaki-misato.lg.jp		2,530		2,530		2,376		1,719		0		0		0		0		5/20/09				0		宮崎県

		10112041		邑南町		中国		島根県		3				4,887		4,953		4,245		4,401		249						4,245		249				2,199		2,199						3,921				3,921		0		229,378		76,994		115,870		36,514		3/31/21		※20210729　実績内訳・その他/決算年月日　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				植田　啓司		総務課情報推進室　室長		0855-95-1111		ueda-keiji@town.ohnan.lg.jp		4,887		4,953		4,245		2,106		249		249		2,199		3,921		10/21/09				0		島根県

		10112042		山江村役場		九州		熊本県						1,204		1,204		997		997		997		0		0		997		997		0		339		0		339		0		0		0		0		0		24,226		15,421		7,249		1,556		3/31/21						尾方　義和		企画調整課　主幹		0966-22-8808		ogata@yamae.kumamoto.jp		1,204		1,204		997		148		997		997		339		0		10/21/09				0		熊本県

		10112047		(有)韮崎電設		南関東		山梨県		2				2,000		2,000		1,497		1,497		0								0		0		0								0								43,653		43,653						3/31/21		設備利用料、電柱共架料他  ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				中山　満		ＣＡＴＶ事業部　技術部長		0551-27-2311		niraden@sweet.ocn.ne.jp		2,000		2,000		1,497		1,497		0		0		0		0		12/16/09				0		山梨県

		10112049		東近江ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		33				45,610		45,610		17,231		17,231		7,621		0		7,519		17,231		7,621		83		10,477				7,209		3,268		16,038		9,601		16,038				1,105,244		484,720		377,164		243,360		3/31/21						堀口　浩敬		総務部　部長		050-5801-1111		horiguchi.hiroyuki@hcnet.tv		45,610		45,610		17,231		1,448		7,621		7,621		10,477		16,038		4/1/10				0		滋賀県

		10112052		(株)たけはらケーブルネットワーク		中国		広島県		8		0		11,000		11,000		3,741		3,741		0				3,741		3,741		0		0		1,519		0		1,519		0		0		0		0		0		135,359		61,197		70,600		3,562		3/31/21						三國　はすみ		総務・係員		0846-23-5330		h.mikuni@tanet.co.jp		11,000		11,000		3,741		421		0		0		1,519		0		5/19/10				0		広島県

		10112053		テレビやつしろ(株)		九州		熊本県		15				14,759		10,113		3,532				753		0		349		3,532		753				235		169				66		40		40						163,183		123,937		33,549		5,697		3/31/21						船木　昇		総務部		0965-30-7171		funaki@hikoichi-tv.com		14,759		10,113		3,532		0		753		753		235		40		5/19/10				0		熊本県

		10112056		ゆずの里ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		5		1		16,688		16,688		4,653		4,653		1,894		0		1,894		1,894		1,894		71		1,674		41		1,155		478		1,581		1,581				195		171,057		74,262		96,795		0		3/31/21		2021年7月6日入力				小島　和喜		局次長		049-276-6300		k-kojima@ictv-g.co.jp		16,688		16,688		4,653		0		1,894		1,894		1,674		1,581		7/7/10				0		埼玉県

		10112057		(株)ケーブルネットワーク大月		南関東		山梨県		5				6,300		6,300		5,670		0		47				0		5,670		47		0		0								0								134,586		134,586						3/31/21						岸野　真見		総務部　総務部長		0554-22-5772		ocatv@maple.ocn.ne.jp		6,300		6,300		5,670		892		47		47		0		0		10/20/10				0		山梨県

		10112058		エルシーブイ(株)		信越		長野県		104		23		94,612		94,612		87,668		12,699		47,583		0		47,583		87,668		47,583		2,643		32,521		16,038				16,483		27,779		27,779				1,293		5,064,661		2,331,217		2,265,748		467,696		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		鴻野　国彦		営業部営業管理課　課長		0266-53-3833		kono.kunihiko@lcv.co.jp		94,612		94,612		87,668		0		47,583		47,583		32,521		27,779		10/20/10				0		長野県

		10112059		小国町		九州		熊本県						3,062		3,250		3,309		3,309		908						3,309		908		0		1,282						1,282		0						0		62,123		54,848		7,175		100		5/31/21		※20201020　千円単位に修正 62,122,716→62,123 54,847,876→54,848 7,175,350→7,175 123,142→100				佐々木　博隆		情報課　情報係長		0967-46-2111		sasaki@town.kumamoto-oguni.lg.jp		3,062		3,250		3,309		431		908		908		1,282		0		10/20/10				0		熊本県

		10112060		(株)ＱＴｎｅｔ		九州		福岡県		637		360		1,205,406		114,900		80,888		0		33,719		0		0		0		33,719		0		440,273		0		0		440,273		359,431		341,459		17,972		77,339		66,167,000		2,196,000		52,556,000		11,410,000		3/31/21		地区別の売り上げ実績なし ※20210811 申告値で売上更新				下本　優太		ＢＢＩＱ営業部　業務運営グループ 担当		092-981-7775		yu_shitamoto@qtnet.co.jp		0		114,900		80,888		1,307		33,719		33,719		440,273		359,431		10/20/10				1		福岡県

		10112063		五木村		九州		熊本県						594		594		598		0		598						578		0		0		250				224				598		607				0		19,157		5,019		6,595		7,543		5/31/20						奥村　薫寛		総務課　主事		0966-37-2211		n-okumura@itsuki.kumamoto.jp		594		594		598		0		598		0		250		598		12/15/10				0		熊本県

		10112065		豊後大野市		九州		大分県						16,500		14,100		12,660		12,660		0						12,660		0		0		0								0						0		374,851		374,851						3/31/21						首藤　英治		総務課情報推進室ケーブル管理係　係長		0974-34-3334		se4099@city.bungoono.lg.jp		16,500		14,100		12,660		0		0		0		0		0		4/1/11				0		大分県

		10112066		枝幸町		北海道		北海道		7		0		4,343		4,350		4,340		0		4,121						4,340		0		0		0								0						0		0		0		0		0		3/31/17		町の直営事業であり、加入者から利用料を徴収しておらず、また広告収入等もない。				宮崎 勇斗		総務課情報広報室　主事		0163-69-9000		miyazakiyuto@esashi.jp		4,343		4,350		4,340		520		4,121		0		0		0		4/1/11				0		北海道

		10112068		エフビットコミュニケーションズ(株)		四国		京都府		5		5		7,195		2,195		1,552		0		0						1,552		0		0		1,297		0		0		1,297		532		532		0		0		15,887		15,887						3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201002 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				北岡　翼		室戸支店		0887-23-3111		muroto-shiten@fbit.co.jp		7,195		2,195		1,552		0		0		0		1,297		532		4/1/11				0		高知県

		10112069		上島町ＣＡＴＶ		四国		愛媛県						3,155		3,155		2,652		2,652		2,652		0				2,652		0		0		36		0		0		36		0						0		51,951		34,779		1,549		15,624		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				居村　智仁		企画情報課ＣＡＴＶ係		0897-77-3951		catv@town.kamijima.ehime.jp		3,155		3,155		2,652		2,652		2,652		0		36		0		4/1/11				0		愛媛県

		10112075		阿波市ケーブルネットワーク		四国		徳島県						15,475		15,475		14,126		14,126		0						14,126		0		0		0								0								265,040		265,040						3/31/21						松田　健一		阿波市役所　企画総務部　市政情報課　地域情報担当　係長		0883-36-8708		jyoho@awa.i-tokushima.jp		15,475		15,475		14,126		0		0		0		0		0		10/19/11				0		徳島県

		10112078		嘉麻市		九州		福岡県						5,252		5,252		4,017		0		2,034						4,017		2,034		0		638		638						0						0		70,614		54,974		15,640				3/31/15						削除済		地域情報課　ケーブル事業係						5,252		5,252		4,017		0		2,034		2,034		638		0		4/1/12		3/31/16		0		福岡県

		10112079		竹田市		九州		大分県		2				10,653		7,856		7,856		7,818		0						7,818		506		0		0								0								114,477		114,477		0		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				中村　元勇		竹田市ケーブルネットワーク・情報政策室　主事		0974-63-1111		motohiro-nakamura@city.taketa.lg.jp		10,653		7,856		7,856		0		0		506		0		0		5/16/12				0		大分県

		10112080		奥出雲町		中国		島根県		8		4		4,746		4,746		4,499		4,499		0		0				4,499		0		0		2,159		334		1,825		0		0		0		0		0		247,675		74,228		173,446		0		3/31/21						恩田　梢		総務グループ		0854-54-2525		k-onda@okuizumo.ne.jp		4,746		4,746		4,499		1,817		0		0		2,159		0		5/16/12				0		島根県

		10112081		さぬき市		四国		香川県		4		2		20,797		20,797		14,702		14,702		0						14,702		1,801		0		0								0								2,558		2,558						3/31/21		令和2元年度は使用料請求は無い。過年度分の納付額及びスポンサー料等を記載				木村　晃祉		秘書広報課　副主幹		0879-43-2514		cable@city.sanuki.lg.jp		20,797		20,797		14,702		0		0		1,801		0		0		5/16/12				0		香川県

		10112082		豊丘村		信越		長野県		3				2,206		1,854		1,770				1,536		0				1,770		1,536				0								0								43,562		22,037				21,525		3/31/21						竹村　久永		総務課広報係　係長		0265-35-9052		koho@vill.nagano-toyooka.lg.jp		2,206		1,854		1,770		266		1,536		1,536		0		0		6/16/12				0		長野県

		10112083		白馬村		信越		長野県						6,648		6,648		1,941		1,941		0						1,941		0				0								0								36,754		36,754						3/31/21						川田　敏土		ケーブルテレビ白馬 指定管理者 （株）ＡＩＣ 業務担当		0261-85-0074		h-kawada@aicc.co.jp		6,648		6,648		1,941		0		0		0		0		0		5/16/12				0		長野県

		10112084		東白川ＣＡＴＶ（東白川村）		東海		岐阜県						830		938		938		938		0		0		938		938		0				474				405		69		0								32,337		15,170		17,146		21		3/31/21		東白川村としての公開は９月以降となります ※20210730 総売上等/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				小池　健明		地域振興課　情報通信係		0574-78-3111		tateaki-koike@vill.higashishirakawa.gifu.jp		830		938		938		938		0		0		474		0		5/16/12				0		岐阜県

		10112087		(株)あいコムこうか		近畿		滋賀県		21		0		34,000		34,000		8,921		8,921		2,425				2,425		8,921		8,921		0		7,152		1,542				5,610		9,935		9,935						720,880		142,172		303,662		275,046		3/31/21						喜多　洋一		総務部　部長		0748-66-0739		kita@aicom-koka.jp		34,000		34,000		8,921		1,527		2,425		8,921		7,152		9,935		9/19/12				0		滋賀県

		10112088		南越前町		北陸		福井県						3,469		3,377		3,195		0		0		0		0		3,195		0		0		803		803						0						0		121,384		82,814		38,570		0		3/31/16		（２０１6０９０１　決算月日は３月末日⇒決算年月日を修正。９月末日は確定日。）				削除済		主査						3,469		3,377		3,195		1,030		0		0		803		0		9/19/12		3/31/17		0		福井県

		10112092		佐久ケーブルテレビ(株)		信越		長野県		18		5		31,100		31,100		4,318		357		1,611				1,611		4,318		3,232		331		1,964		49		1,710		205		73				73		457		433,608		245,628		142,642		45,338		3/31/21						渡辺　香花		総務課		0267-63-4500		info@sakunet.jp		31,100		31,100		4,318		311		1,611		3,232		1,964		73		11/14/12				0		長野県

		10112101		白根ケーブルネットワーク(株)		南関東		山梨県		11		4		8,060		8,060		5,543		5,543		609				738		5,543		1,158		5		578		559		16		3		0		0		0		0		225,167		201,566		23,601		0		3/31/21						手塚　真規子		総務課　係長		055-282-6611		jcta@nus.co.jp		8,060		8,060		5,543		5,543		609		1,158		578		0		5/15/13				0		山梨県

		10112102		京丹波町ケーブルテレビ		近畿		京都府		8		2		6,561		6,561		5,722		3,996		0		0		0		5,722		16		0		3,408		3,408						0						0		222,320		77,541		132,908		11,871		5/31/21						西村　公貴		京丹波町企画財政課情報推進室　主任		0771-88-5000		k-nishimura32@town.kyotamba.lg.jp		6,561		6,561		5,722		5,722		0		16		3,408		0		5/15/13				0		京都府

		10112104		さかいケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		0		2		42,382		37,272		28,384				28,218		0		27,889		28,065		28,218		2,418		13,026		3,725		6,372		2,821		12,005		12,005						1,380,528		1,091,991		288,537		0		3/31/21		※20210802 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				西野　雅人		業務部　業務統括部長		0776-58-0505		nishino@fctv.co.jp		42,382		37,272		28,384		0		28,218		28,218		13,026		12,005		9/18/13				0		福井県

		10112112		(株)ネットワーク下部		南関東		山梨県		1		0		1,536		1,536		1,439		0		0								0		0		0								0						0		57,630		57,630		0		0		3/31/20						削除済								1,536		1,536		1,439		0		0		0		0		0		12/18/13		9/30/20		0		山梨県

		10112113		北杜市ケーブルテレビ		南関東		山梨県						8,003		8,003		6,005		0		0						6,005		0		0		302		302						0						0		259,457		247,748		11,709		0		3/31/18						削除済		政策秘書課広聴広報担当　主事						8,003		8,003		6,005		0		0		0		302		0		12/18/13		3/31/19		0		山梨県

		10112114		勝沼ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		5		0		3,247		3,247		2,764		212		157		0		31		2,764		157		1		515		415		101				20				9				101,289		82,156		19,133				3/31/21						岡部　舞子		事務担当		0553-44-5510		m-tanaka@katsunuma.ne.jp		3,247		3,247		2,764		0		157		157		515		20		12/18/13				0		山梨県

		10112118		佐賀市		九州		佐賀県						1,588		1,588		1,588		0		0		0		0		1,588		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30,964		30,964		0		0		3/31/21		令和元年度有線テレビ使用料の収入額を記載してます。 ※20200803 申告により修正 　7-2.売上年度総売上実績(千円) 	31,985→31,706に修正　年度総売上実績内訳・放送 	31,985→31,706に修正　決算年月日 	2019/03/31→2020/03/31に修正				本告　昌信		地域振興部　地域政策課　主査		0952-40-7210		chiiki@city.saga.lg.jp		1,588		1,588		1,588		1,588		0		0		0		0		12/18/13				0		佐賀県

		10112119		(一社)玖珠テレビ		九州		大分県		2				1,697		1,697		1,697		0		0								0		0		0								0						0		19,821		18,817		0		1,004		3/31/21		※20210804　総売上/実績内訳・放送、その他/決算年月日を更新（@連盟）TEL対応 ※20201003 総売上訂正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				池部　光則		事務局長		0973-72-1996		kusu8tv@lily.ocn.ne.jp		1,697		1,697		1,697		110		0		0		0		0		12/18/13				0		大分県

		10112120		壱岐市ケーブルテレビ		九州		長崎県						11,586		13,392		8,803		8,803		0				8,803		8,803		0				4,984				4,051		933		2,967		2,967				16		285,835		90,170		173,583		22,082		3/31/21						植村　祐司		企画振興部　情報管理課　主任主事		0920-48-1140		y-uemura@city.iki.lg.jp		11,586		13,392		8,803		1,786		0		0		4,984		2,967		12/18/13				0		長崎県

		10112126		西桂町テレビ共同視聴組合		南関東		山梨県						1,546		1,476		1,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22,908		22,908						3/31/21						渡辺　守		事務局		0555-25-2015		m-watanabe@shokokai-yamanashi.or.jp		1,546		1,476		1,476		0		0		0		0		0		4/1/14				0		山梨県

		10112127		木島平村		信越		長野県		4				1,568		1,473		1,383		1,383		0		0		0		1,383		0		0		628		74		9		554		0						0		65,915		39,712				26,203		3/31/21						小澤　和麻		総務課　政策情報係　主任		0269-82-3111		joho@vill.kijimadaira.lg.jp		1,568		1,473		1,383		0		0		0		628		0		4/1/14				0		長野県

		10112128		野沢温泉村		信越		長野県				2		1,327		1,327		1,310		1,310		0				1,310		1,310		0		0		0								0								34,800		34,800						3/31/21						鈴木　康平		総務課情報統計係　情報統計係長		0269-85-3111		jyoho@vill.nozawaonsen.nagano.jp		1,327		1,327		1,310		214		0		0		0		0		4/1/14				0		長野県

		10112129		雲南市・飯南町事務組合		中国		島根県		30				15,770		15,770		14,448		1,970		2,417				125		14,500		4,299		0		4,279		3,887		358		0		0						0		823,198		308,073		186,162		328,963		5/31/21		一般会計予算＋特別会計予算 ※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				幸村　瑞之		制作課統括　主幹		0854-42-5800		kkm-kou@bs.kkm.ne.jp		15,770		15,770		14,448		2,200		2,417		4,299		4,279		0		4/1/14				0		島根県

		10112130		能登町		北陸		石川県		4				6,582		6,582		6,734		5,477		0		0		0		6,675		0		0		2,234		1,374		594		63		262		262		0		0		177,435		91,329		84,808		1,298		3/31/21						寺下　昇		広報情報推進課　課長		0768-76-8301		terashita-n@town.noto.lg.jp		6,582		6,582		6,734		5,013		0		0		2,234		262		4/1/14				0		石川県

		10112131		魚沼市		信越		新潟県						2,624		2,624		1,236		0		109		0		109		1,236		109		0		0								0						0		17,847		17,847						3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟)				五十嵐　誠		総務政策部　秘書広報課　広報広聴係　副参事		025-792-1494		koho@city.uonuma.lg.jp		2,624		2,624		1,236		407		109		109		0		0		4/1/14				0		新潟県

		10112133		松浦ケーブル(株)		九州		長崎県		0		0		5,315		1,798		272		30		257				257		272		257				0								0								8,691		8,691				0		3/31/21						西山　真由美		総務		0956-73-4002		muc@po.chun2.ne.jp		5,315		1,798		272		0		257		257		0		0		4/1/14				0		長崎県

		10112134		(一財)八西ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		6		6		20,177		20,051		13,990		13,990		1,209		0		1,209		12,938		1,344		0		6,258		19		0		6,236		5,493		5,493		0		0		868,888		278,543		538,851		51,494		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				垣内　貴行		営業技術課技術総務係　係長		0894-38-2211		hassei@hassei.or.jp		20,177		20,051		13,990		0		1,209		1,344		6,258		5,493		4/1/14				0		愛媛県

		10112135		黒潮町		四国		高知県		3				5,459		5,353		2,436		2,436		0		0				2,436		0		0		1,663						1,663		0						0		115,254		29,656		83,875		1,723		3/31/21						酒井　真哉		情報防災課情報推進係長		0880-43-2188		10220010@town.kuroshio.lg.jp		5,459		5,353		2,436		1,485		0		0		1,663		0		4/1/14				0		高知県

		10112136		日田市		九州		大分県						8,541		5,947		5,900		0		0		0		0		5,900		0		0		2,329		0		0		2,329		0		0		0		0		258,246		135,479		122,767				5/31/21						江藤　柾輝		情報統計課　水郷テレビ係		0973-22-8229		suikyo-tv@city.hita.oita.jp		8,541		5,947		5,900		0		0		0		2,329		0		5/21/14				0		大分県

		10112137		こしの国広域事務組合		北陸		福井県		1		3		7,661		7,661		7,485		0		0		0		0		7,650		0		0		2,720								0						0		146,734		115,933		21,202		9,599		3/31/17						削除済		局長補佐						7,661		7,661		7,485		0		0		0		2,720		0		5/21/14		3/31/18		0		福井県

		10112142		(株)ネットフォー		九州		佐賀県		6		0		3,642		3,642		1,828		0		0		0		0		1,828		0		0		671		294		267		0		0		0		0		0		102,508		36,104		32,101		34,302		3/31/21						長尾　宏伸				0955-82-5970		nagao@netfour.ne.jp		3,642		3,642		1,828		0		0		0		671		0		9/17/14				0		佐賀県

		10112146		真岡市		北関東		栃木県						29,519		33,642		4,001		3,379		1,228		0		1,916		4,001		1,228		0		1,933		833		32		882		976		976		0		0		777		777		0		0		3/31/19		※20190920 前年度と同値確認				削除済		総務部情報政策課　主事						29,519		33,642		4,001		188		1,228		1,228		1,933		976		12/17/14		3/31/20		0		栃木県

		10112151		光ネットワーク(株)		九州		熊本県		0		0		18,447		18,447		13,415		13,415		0		0		738		13,415		0		0		7,013		0		4,051		2,962		2,967		2,967				16		671,900		179,500		388,330		104,070		3/31/21		※20211020　年度総売上実績内訳・放送/通信/その他　を修正（事業者よりのメールを元に）＠連盟				若林　敏康		サポート係　所長		0967-62-3355		support@tkbb.jp		18,447		18,447		13,415		2,278		0		0		7,013		2,967		2/18/15				0		熊本県

		10112156		西会津町ケーブルテレビ		東北		福島県		8				2,598		3,100		2,704		2,704		394		0		50		2,704		394		0		1,122		909		213		14		0								105,766		73,355		32,411				3/31/21						大出　伸男		所長		0241-45-4461		nct_oode@nct.ne.jp		2,598		3,100		2,704		2,704		394		394		1,122		0		9/16/15				0		福島県

		10112157		都留市テレビ利用者組合		南関東		山梨県		6		0		12,119		11,744		10,375		0		0		0		0		10,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		140,907		140,907						3/31/21						井上　和美				0554-43-2542		tsuru.tv@fine.ocn.ne.jp		12,119		11,744		10,375		10,375		0		0		0		0		9/16/15				0		山梨県

		10112158		東峰村		九州		福岡県						912		912		841		841		0		0				841		0		0		0								0								6,142		174		2,523		3,445		3/31/21		※加入者からの収入2,697（うち光ケーブル使用料2,523を通信に分類）、その他はＮＴＴからのケーブル使用料及びADSL装置等賃貸借料を含む。				中村　優佑		企画政策課　情報通信係　主事		0946-72-2311		kikaku@vill.toho.fukuoka.jp		912		912		841		841		0		0		0		0		9/16/15				0		福岡県

		10112163		新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合		北陸		富山県		0		13		27,929		27,929		23,232		0		3,978		0		5,278		23,232		5,231		0		6,809		5,308		0		1,501		0								472,910		431,769		41,141				3/31/21						椎名　貞仁		指定管理者　(株)新川コミュニティ放送　業務部長		0765-74-9321		shiina@niikawa-catv.jp		27,929		27,929		23,232		1,021		3,978		5,231		6,809		0		4/1/16				0		富山県

		10112166		臼杵ケーブルネット(株)		九州		大分県		22		3		14,884		14,884		12,433		11,934		2,726				2,726		12,433		3,045		36		0								0								528,717		469,348				59,368		3/31/21						糠塚　学		営業技術課　課長		0972-64-7000		m.nukaduka@usuki.gr.jp		14,884		14,884		12,433		0		2,726		3,045		0		0		5/25/16				0		大分県

		10112167		田子町		東北		青森県		8				2,364		2,400		2,364		2,364		2,350						2,364		0				0								0								0		0						3/31/21		自治体が運営しているため、売上は０円で総務省に提出しています。				稲垣　秀昭		事務局長		0179-20-7229		h-inagaki@229nw.or.jp		2,364		2,400		2,364		2,364		2,350		0		0		0		5/25/16				0		青森県

		10112170		古河ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県		18		1		63,500		63,500		8,388		5,951		4,644				4,644		8,388		4,644		4,503		4,318		31		129		4,168		4,366		4,366				64		469,172		226,989		214,399		27,783		3/31/21		※20210805　年間総売上実績を更新（事業者からのメールにより）（@連盟） 7-1.資本　2018年度資本金4500万増資 古河ケーブルテレビ株式会社 株主数　1　/　株主　ケーブルテレビ株式会社　/　資本金　5,500万円				野崎　圭一		営業技術課　主任		0280-32-4747		nozaki@koga-catv.jp		63,500		63,500		8,388		0		4,644		4,644		4,318		4,366		9/14/16				0		茨城県

		10112171		海士町		中国		島根県						1,194		1,194		1,194		1,194		0						1,194		0		0		662								0		0		0				2,302		2,302						3/31/21		海士町の場合、売上実績は「利用料」の回収実績の数字です。				村尾　由美子		海士町役場　総務課		08514-2-0115		murao-yumiko@town.ama.shimane.jp		1,194		1,194		1,194		700		0		0		662		0		9/14/16				0		島根県

		10112173		(株)忍野ＣＡＴＶ		南関東		山梨県		2				3,532		3,532		2,009		2,009		0				0		2,009		0				0								0								84,331		77,880		0		6,451		3/31/21		※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				萱沼　敦子		総務部		0555-84-4565		oshinocatv@aioros.ocn.ne.jp		3,532		3,532		2,009		0		0		0		0		0		3/15/17				0		山梨県

		10112186		西ノ島町		中国		島根県						1,567		1,551		1,551				0						1,551		0		0		773								677						0																削除済		企画財政課　主任主事						1,567		1,551		1,551		0		0		0		773		677		4/1/18		3/31/19		0		島根県

		10112189		萩テレビ(株)		中国		山口県						41,912		41,912		16,551		12,854		9,754				9,429		16,565		9,429		294		5,995		3,674		962		1,359		0								1,017,153		664,671		282,632		69,849		12/31/20						中嶋　啓文		取締役センター長		0838-25-7524		nakashima@hagi-tv.com		41,912		41,912		16,551		2,105		9,754		9,429		5,995		0		9/11/19				0		山口県

		10112193		(株)ＴＡＭ		北陸		富山県		25		2		26,400		26,400		15,898		0		6,048				7,874		15,898		15,512				5,589		4,557		0		1,032		50		0		50		426		461,889		38,753		413,633		9,504		4/30/21						稲場　康晴		取締役　技術部　部長		076-473-1213		yinaba@tam.co.jp		26,400		26,400		15,898		40		6,048		15,512		5,589		50		5/19/21				0		富山県

		10112194		ワイコム(株)		信越		北海道		4		1		2,136		2,136		1,234		1,234								1,234						725		332				403																								賣場　崇大		事業統括本部　部長		011-280-0722		info-catv@wi-com.jp		2,136		2,136		1,234		1,082		0		0		725		0		5/19/21				0		長野県

		10112195		由利本荘市ＣＡＴＶセンター		東北		秋田県		14				30,688		30,688		10,499				305				305		10,499		1,759				2,948		2,458				490		342				342				349,145		221,914		127,231				5/31/21						鈴木　優人		由利本荘市企画調整部ＣＡＴＶセンター　番組制作班長		0184-65-3722		catv@city.yurihonjo.lg.jp		30,688		30,688		10,499		4,797		305		1,759		2,948		342		5/19/21				0		秋田県
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		10110002		旭川ケーブルテレビ(株)		北海道		北海道		27				110,200		110,200		28,561		2,308		7,074		0		7,074		23,024		7,391		89		10,767		1,504		3,686		5,577		6,277		6,297		20		1,527		1,531,791		529,733		1,002,058		0		3/31/21						齋藤　裕一		常務取締役　		0166-22-0707		saitou@catv-potato.co.jp		110,200		110,200		28,561		13		7,074		7,391		10,767		6,277						0		北海道

		10110004		(株)帯広シティーケーブル		北海道		北海道		47		3		81,700		81,700		26,379		0		9,364				9,364		26,379		10,943		892		11,972		10,294				1,678		8,598		8,598				911		1,239,573		619,651		619,922		0		3/31/21						松浦　俊光		業務部長		0155-23-1511		t.matsuura@g.octv.ne.jp		81,700		81,700		26,379		82		9,364		10,943		11,972		8,598						0		北海道

		10110006		(株)ジェイコム札幌		北海道		北海道		0		17		846,591		846,591		550,037				129,961				129,961		550,037		129,961		37,688		125,892		2,711		15,212		107,969		101,438		101,438				13,967		16,870,427		6,216,073		6,583,993		4,070,361		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		國木　典昭		管理部　リーダー		011-857-2890		kunikin@jupiter.jcom.co.jp		846,591		846,591		550,037		19,511		129,961		129,961		125,892		101,438						0		北海道

		10110007		伊達市		北海道		北海道		1				629		629		428		0		0						428		0				189		189						0						0		10,627		10,627						3/31/21						大宮　富美夫				0142-68-6111		chiikijumin@city.date.hokkaido.jp		629		629		428		428		0		0		189		0						0		北海道

		10110010		青森ケーブルテレビ(株)		東北		青森県		29		5		90,035		90,035		30,933		5,349		17,990		0		15,330		30,933		16,077		334		8,805		5,468		0		3,337		4,033		3,988		45		66		1,339,181		887,711		451,470		0		3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟) ※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				工藤　哲		常務取締役		017-773-4422		s-kudo@actv.ne.jp		90,035		90,035		30,933		1,171		17,990		16,077		8,805		4,033						0		青森県

		10110011		三沢市ケーブルテレビジョン		東北		青森県		4		10		19,334		16,978		16,978				0						16,978		0				0								0								1,225		1,084		0		141		3/31/21		総務省に報告済みの令和2年度決算見込額である 決算年月日については2021年9月議会にて承認予定				中野　和恵		三沢市役所　政策部広報広聴課　ＣＡＴＶ情報室　放送サービス係長		0176-51-1349		msw_catv@misawashi.aomori.jp		19,334		16,978		16,978		16,978		0		0		0		0						0		青森県

		10110012		(株)八戸テレビ放送		東北		青森県		22		2		73,600		58,800		24,022		0		10,426								10,426		2,198		5,219		2,917		2,302				4,536		4,536		0		727		842,331		538,222		187,673		116,435		3/31/21		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				上野　由美子		総務部総務課　課長		0178-24-1111		soumu@htv-catv.co.jp		73,600		58,800		24,022		9,109		10,426		10,426		5,219		4,536						0		青森県

		10110015		(株)一関ケーブルネットワーク		東北		岩手県		14		3		14,400		13,997		7,270		0		1,858				1,858		8,872		3,035		69		1,505		651		764		42		1,310		1,310						299,778		185,393		85,308		29,077		6/30/20		※20210709 総売上等は前回入力時と変わりません。2021年6月期の決算が明らかになるのは9月上旬であるため。  ※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				清水　祐喜		局長		0191-21-1256		icn-simizu_yu@icn-net.ne.jp		14,400		13,997		7,270		0		1,858		3,035		1,505		1,310						0		岩手県

		10110016		岩手ケーブルテレビジョン(株)		東北		岩手県		14				93,450		79,432		33,397				2,118		0		3,588		33,397		3,588		226		1,496		1,496						0								408,564		274,481		57,144		76,939		9/30/20						千葉　繁雄		総務部　部長		019-654-7711		soumu@ictnet.co.jp		93,450		79,432		33,397		29,176		2,118		3,588		1,496		0						0		岩手県

		10110017		三陸ブロードネット(株)		東北		岩手県		13		0		16,860		9,216		3,828		1,344		359		55		316		3,828		316		0		0		0		0		0		0		0		0		0		107,812		99,247		0		8,564		3/31/21						坂本　由加		代表取締役専務		0193-24-2600		catvmaster@sanriku-broadnet.co.jp		16,860		9,216		3,828		1,344		359		316		0		0						0		岩手県

		10110018		北上ケーブルテレビ(株)		東北		岩手県		15		0		25,766		25,766		7,137		0		4,669		0						4,669		118		973								0						64		373,482		310,524		62,958		0		3/31/21						菊池　充		総務部課長		0197-64-5111		kctv@ginga-net.ne.jp		25,766		25,766		7,137		0		4,669		4,669		973		0						0		岩手県

		10110019		(株)遠野テレビ		東北		岩手県		15		3		10,700		10,700		7,539		1,977		5,960		0		5,960		7,539		5,960		363		3,738		3,217		521				0								273,680						273,680		3/31/21		(年度総売上備考：行政からの委託業務等により運営）				伊藤　賢一		技術グループマネージャー		0198-63-1711		k-ito@tonotv.com		10,700		10,700		7,539		1,179		5,960		5,960		3,738		0						0		岩手県

		10110020		ニューデジタルケーブル(株)		東北		岩手県		73		1		115,000		88,500		22,387		19,758		3,983				4,130		19,143		3,983		12		13,274		6,720		318		6,236		7,867		7,764		103		1,548		981,215		384,922		596,293				3/31/21						頓宮　雅子				0198-26-5110		tongu@newdc.co.jp		115,000		88,500		22,387		0		3,983		3,983		13,274		7,867						1		北海道

		10110021		水沢テレビ(株)		東北		岩手県		10		0		21,000		21,000		4,521		0		2,158		0		2,158				2,158		0		729		459		238		32		0						0		156,000		120,000		36,000		0		8/31/20						伊藤　泰司		代表取締役社長		0197-22-6060		t-ito@catv-mic.ne.jp		21,000		21,000		4,521		2,363		2,158		2,158		729		0						0		岩手県

		10110030		気仙沼ケーブルネットワーク(株)		東北		宮城県		10				22,764		18,065		3,788		157		1,739				1,739		3,832		1,739				1,188		1,188						0								346,064		111,468		30,175		204,421		3/31/21						小松　厚		総務部長		0226-23-3131		a-komatu@k-macs.ne.jp		22,764		18,065		3,788		92		1,739		1,739		1,188		0						0		宮城県

		10110031		宮城ケーブルテレビ(株)		東北		宮城県		15		0		390,000		390,000		14,444		0		4,290		0		4,290		14,444		4,083		277		1,113		899		0		214		964		964				86		472,230		312,393		75,827		84,100		3/31/21		その他売り上げ増加理由：平成29年10月よりケーブルプラスでんき販売開始 ※20180730 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				八木　伸太郎		事業統括部長代理		022-367-7711		s-yagi@c-marinet.ne.jp		390,000		390,000		14,444		3,767		4,290		4,083		1,113		964						0		宮城県

		10110032		仙台ＣＡＴＶ(株)		東北		宮城県		26		4		130,000		130,000		57,931		2,745		8,355		0		8,355		57,931		8,355		589		7,701		4,112		2,510		1,079		5,909		5,909				0		1,019,130		542,695		394,669		81,766		3/31/21						日高　邦明		代表取締役社長		022-225-2211		hidaka@cat-v.co.jp		130,000		130,000		57,931		32,212		8,355		8,355		7,701		5,909						0		宮城県

		10110033		宮城ネットワーク(株)		東北		宮城県		39		58		243,100		243,100		129,600		0		33,500		0		26,000		109,000		33,500		0		29,900		25,900		2,400		0		7,700		0		180		0		2,918,648												ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務本部　副本部長						190,400		190,400		128,300		41,937		33,000		28,900		29,500		1,200				10/1/11		0		北海道

		10110040		(株)秋田ケーブルテレビ		東北		秋田県		95		3		120,000		95,000		53,312		29,707		27,521		0		26,550		40,885		27,521		5,696		25,878		6,342		265		19,271		24,323		24,323				470		3,481,853		1,590,432		1,165,886		725,533		3/31/21		※当該年度より収益認識に関する会計基準を適用				飯塚　雅子		コーポレート本部　本部長		018-865-5141		cna-jcta@cna-catv.co.jp		120,000		95,000		53,312		7,964		27,521		27,521		25,878		24,323						0		秋田県

		10110045		(株)ダイバーシティメディア		東北		山形県		36		0		88,624		44,332		30,865		0		4,823								4,823		0		4,126		2,087				2,173		840		851		0		0		667,324		350,383		176,275		140,666		3/31/21						奥出　潔		総務局長		023-624-5000		kikaku@ma.catvy.ne.jp		88,624		44,332		30,865		0		4,823		4,823		4,126		840						0		山形県

		10110046		(株)庄内社会教育事業センター		東北		山形県						499		499		100		0		0								0		0		0								0						0												※20160812　0円更新				削除済		代表取締役						499		499		100		0		0		0		0		0				3/31/16		0		山形県

		10110047		(株)ニューメディア		東北		山形県		55		3		522,763		522,763		126,139		67,301		30,753		0		30,753		122,543		39,195		360		99,093		19,271		0		79,822		50,738		50,693		45		2,733		7,657,400		2,202,275		3,472,543		1,982,581		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20200707 決算年月日修正				安部　和樹		本社総務統括本部課長		0238-24-2525		abe.kazuki@ncv.co.jp		522,763		522,763		126,139		14,343		30,753		39,195		99,093		50,738						1		山形県

		10110051		(一財)研究学園都市コミュニティケーブルサービス		北関東		茨城県		28		8		72,945		72,198		65,783		7,315		9,246		0		10,083		65,783		9,246		150		8,603		1,150		1,490		5,957		6,973		6,973		0		0		1,643,493		805,091		725,251		113,151		3/31/21						森　理		放送部　放送部次長		029-852-6111		mori@accs.or.jp		72,945		72,198		65,783		43,128		9,246		9,246		8,603		6,973						0		茨城県

		10110052		土浦ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県				9		251,750		251,750		125,327		0		61,316				61,316		125,327		61,316		12,315		47,363		1,932		9,189		36,242		49,554		49,554				4,161		7,817,781		3,202,185		3,050,111		1,565,485		3/31/21		※20210802 内訳（放送）訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		ＪＣＯＭ(株)		千葉　隆志		人事・管理統括部 アシスタントマネージャー		047-315-9081		ChibaT@jupiter.jcom.co.jp		251,750		251,750		125,327		14,535		61,316		61,316		47,363		49,554						0		茨城県

		10110053		日本通信放送網(株)		北関東		茨城県		9		0		65,000		45,000		861		0		298		298				480		298		0		720		0		0		720		0		0		0		0																削除済		総務課						65,000		45,000		861		0		298		298		720		0				3/31/14		0		茨城県

		10110054		(株)ＪＷＡＹ		北関東		茨城県		49		29		107,171		107,171		31,552		1,983		14,633		0		14,633		31,552		16,497		165		17,367		5,664		5,510		6,193		14,658		14,559		99		0		1,903,746		1,018,685		885,061				3/31/21						清水　治		総務部		0294-22-3080		osamu.shimizu@jway.co.jp		107,171		107,171		31,552		547		14,633		16,497		17,367		14,658						0		茨城県

		10110055		宇都宮ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		46		2		135,000		135,000		40,685		11,808		9,394		0		1,410		40,685		9,394		0		14,645		3,532		237		10,876		9,946		9,946		0		0		1,555,139		582,706		950,803		21,630		3/31/21						加藤　靖		専務取締役		028-638-8090		ykato@ucatv.ne.jp		135,000		135,000		40,685		26,808		9,394		9,394		14,645		9,946						0		栃木県

		10110056		鹿沼ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		24		5		37,000		37,000		13,700		12,200		6,600				7,600		13,700		7,100		71		13,000		0		4,400		8,600		9,850		9,850		0		1,800		1,432,924		489,236		943,688				3/31/21						川口　信二		企画室　企画室長		0289-63-0005		kawaguti@bc9.ne.jp		37,000		37,000		13,700		100		6,600		7,100		13,000		9,850						0		栃木県

		10110057		佐野ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		21		13		41,900		41,900		18,478		9,000		5,279		0		5,279		18,478		7,459		88		9,034		4,542		2,212		2,280		8,333		8,301		32				1,055,147		473,856		581,291				3/31/21						成瀬　正彦　		経営企画開発室長		0283-21-2121		naruse@mirun.sctv.jp		41,900		41,900		18,478		0		5,279		7,459		9,034		8,333						0		栃木県

		10110058		塩原ケーブルテレビ協同組合		北関東		栃木県						1,269		859		859		0		0		0		0		859		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15,352		15,328				24		3/31/21		(年度総売上備考：組合費、施設使用料）  ※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟)				君島　一文		事務局		0287-32-3275		stv5@nasuinfo.or.jp		1,269		859		859		859		0		0		0		0						0		栃木県

		10110059		ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		179		11		236,015		236,015		55,240		52,582		45,964		0		45,964		55,240		45,964		10,775		54,128		4,519		1,184		48,425		43,426		43,215		211		1,856		5,438,071		2,132,489		2,075,975		1,229,607		3/31/21						藤枝　陽子		管理部経理課　主任		0282-25-1811		fujieda@cabletv.jp		236,015		236,015		55,240		2,539		45,964		45,964		54,128		43,426						1		茨城県

		10110060		テレビ小山放送(株)		北関東		栃木県		40		9		82,061		82,061		37,654		4,764		7,538		0				37,654		8,732		521		6,745		527		4,942		1,276		5,567		5,567		0		488		973,354		589,742		346,590		37,022		9/30/20						宇和嶋　則夫		事業部　部長		0285-23-2220		uwajima@tvoyama.ne.jp		82,061		82,061		37,654		32		7,538		8,732		6,745		5,567						0		栃木県

		10110061		光ケーブルネット(株)		北関東		群馬県		40				31,600		31,600		6,766		0		6,681		6,837						1,681		0		3,524														0																削除済		放送部						31,600		31,600		6,766		234		6,681		1,681		3,524		0				6/18/13		0		群馬県

		10110063		真岡ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		11		1		27,248		23,386		3,700		0		1,637		0		1,955		3,527		1,955		0		1,303		1,062		183		88		3						0		237,923														削除済		企画部　課長						27,248		23,386		3,700		5		1,637		1,955		1,303		3				9/18/14		0		栃木県

		10110065		入間ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		55		0		81,777		78,192		38,450		20,464		15,829		0		9,864		15,829		15,829		1,778		14,136		1,530		7,437		5,166		14,255		14,229		26		1,519		1,844,645		976,277		815,257		53,110		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				對馬　央大		管理部総務課　課長		04-2965-0550		a-tsushima@ictv-g.co.jp		81,777		78,192		38,450		0		15,829		15,829		14,136		14,255						1		埼玉県

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		716		130		2,848,889		2,848,889		1,681,138		5,822		582,811				582,811		1,681,138		582,811		152,795		527,971		36,514		103,066		388,391		505,539		505,539		0		52,833		77,044,499		28,695,119		30,931,324		17,418,056		3/31/21		＊		ＪＣＯＭ(株)		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,848,889		2,848,889		1,681,138		243,174		582,811		582,811		527,971		505,539						1		埼玉県

		10110067		川越ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		30		32		111,600		111,600		82,957		0		23,275		0		23,275				23,275		0		12,915		10,906		608		1,401		5,276		5,276				0		1,870,376		1,111,425		463,622		76,023						ジャパンケーブルネット(株)		削除済		総務部　人事・総務課長						111,600		111,600		80,082		5,800		22,576		24,640		11,935		0				3/31/11		0

		10110068		行田ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		11		1		34,000		34,000		5,685		1,158		2,900		0		2,096		5,685		2,900		5		1,577		120		323		1,134		909		909		0		0		284,372		178,342		106,030				3/31/21		※20210729　年度総売上実績　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				横須賀　公司　		取締役　放送局長		048-553-2122		yokosuka@tvg.ne.jp		34,000		34,000		5,685		13		2,900		2,900		1,577		909						0		埼玉県

		10110069		(株)ジェイコム熊谷		北関東		埼玉県		0		31		52,217		52,217		24,126		0		9,370				9,370		24,126		9,370		0		6,045		3,625		372		2,048		4,365		4,365				0		879,371		518,785		253,605		106,981		3/31/14				ＪＣＯＭ(株)		削除済		取締役　管理部長						52,217		52,217		24,845		570		9,193		9,193		5,740		3,764				12/31/14		0		埼玉県

		10110070		(株)ジェイコム川口戸田		北関東		埼玉県		54		14		235,215		235,215		185,869		0		46,052				46,052		185,869		46,052		31		41,529		13,331		1,440		26,758		38,186		38,186		0		5,394		5,570,027		2,319,896		2,164,430		1,085,701		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理統括部						232,688		232,688		182,709		44,324		45,041		45,041		39,230		37,854				3/31/19		0		埼玉県

		10110071		狭山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		33		9		70,221		70,221		38,174		4,324		6,716		0		4,115		38,174		6,716		0		6,687		1,353		457		4,877		7,230		7,230		0		0		1,106,247		548,074		441,596		116,577		3/31/21						太田　和正		総合企画部　総務課		04-2907-9246		oota@staff.s-cat.ne.jp		70,221		70,221		38,174		22,631		6,716		6,716		6,687		7,230						0		埼玉県

		10110072		(株)シティケーブルネット		北関東		埼玉県		29		51		146,107		146,107		93,427		0		30,712		536						30,176		0		19,670		10,868		6,086		2,716		6,741		6,741				0		3,009,883		1,815,457		727,640		6,037						ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理部						143,000		143,000		93,000		11,247		28,400		24,800		18,000		2,100				3/1/11		0

		10110074		(株)ジェイコム東上		北関東		埼玉県		16		49		177,800		172,143		101,504		0		24,453		356		16,000		16,000		24,097		0		14,099		9,752		2,573		1,774		7,392		7,392				0		2,130,551		1,154,231		386,427		168,578						ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部　部長						177,800		177,800		99,400		59,000		22,200		19,000		12,400		0				3/1/11		0

		10110075		飯能ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		19		18		54,000		50,000		21,588				1,004		0		1,004		21,588		2,634		0		5,167		2,728		123		2,316		3,795		3,795				86		619,652		377,182		242,470		0		3/31/21						小清水　豊		企画開発室　室長		042-974-3611		kosimizu@tv-hanno.co.jp		54,000		50,000		21,588		0		1,004		2,634		5,167		3,795						0		埼玉県

		10110076		本庄ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		18		0		27,000		26,000		4,264		4,264		3,739		0		3,742		3,914		3,914		0		2,183		0		0		2,183		290		205		85		68		424,436		305,594		118,842		0		3/31/21						山下　美由紀		管理本部　部長		0495-23-0001		toya-catv@catnet.jp		27,000		26,000		4,264		300		3,739		3,914		2,183		290						0		埼玉県

		10110078		蕨ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		18		1		36,000		30,000		24,770		4,236		5,673				1,453		24,770		5,673		71		5,534		1,944		2,301		1,289		3,547		3,497		50		0		818,173		379,772		227,176		211,225		3/31/21		※20210802 　総売上・内訳を更新（事業者よりのメールを元に）(@連盟)				高田　修介		総務部		048-444-3333		shusuke@warabi.ne.jp		36,000		30,000		24,772		7,003		4,416		5,936		5,752		3,427						0		埼玉県

		10110079		東松山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		8		0		68,017		34,831		7,022		2,449		3,213				1,659		3,213		3,213		300		4,154		389		2,617		1,148		4,079		4,072		7		587		426,571		173,999		231,066		21,506		3/31/21		※2021.8.3 実績内訳・その他　を更新(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				上野　晃		総務課		0493-27-8200		a-ueno@ictv-g.co.jp		68,017		34,831		7,022		51		3,213		3,213		4,154		4,079						0		埼玉県

		10110080		江戸川ケーブルテレビ(株)		東京		東京都		33		68		292,400		292,400		159,498		0		40,979		0		0		25,868		40,979		0		15,757		8,408		4,285		3,064		8,789		8,789				0		3,979,973		2,471,445		481,104								ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部　部長						292,400		292,400		159,498		10,534		40,979		40,979		15,757		8,789				6/30/11		0

		10110081		(株)ジェイコム大田		南関東		東京都		0		27		274,700		274,700		181,300		15,377		39,551				39,551		181,300		39,551		25		35,252		9,820		996		24,436		34,314		34,314		0		2,661		4,658,489		2,001,064		1,932,531		724,894		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						274,874		274,874		180,385		44,034		38,785		38,785		33,446		34,570				3/31/19		0		東京都

		10110082		(株)ジェイコムせたまち		南関東		神奈川県				62		436,265		436,265		151,318		0		56,199								42,674		0		26,518								9,024						0																								436,265		436,265		151,318		36,678		56,199		42,674		26,518		9,024				10/17/07		0

		10110084		(株)ジェイコム東京北		南関東		東京都		0		31		204,552		204,552		149,238				32,004				32,004		149,238		32,004		52		30,118		10,168		1,155		18,795		30,085		30,085				1,713		3,727,695		1,631,905		1,626,363		469,427		3/31/18				ＪＣＯＭ(株)		削除済								204,552		204,552		149,238		26,478		32,004		32,004		30,118		30,085				6/30/18		0		東京都

		10110085		(株)ジェイコム足立		南関東		東京都		0		22		333,200		333,200		189,100		0		53,838		0		53,838		189,100		53,838		33		44,456		14,795		484		29,177		42,261		42,261		0		3,045		6,168,388		2,798,368		2,382,260		987,761		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー						331,389		331,389		186,281		2,931		53,017		53,017		42,738		42,603				3/31/19		0		東京都

		10110086		(株)ジェイコム港新宿		南関東		東京都		0		33		401,988		401,988		248,129				35,669				35,669		248,129		35,669		73		25,250		7,349		635		17,266		21,716		21,716				1,481		4,805,713		2,890,780		1,409,607		505,326		3/31/18				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						401,988		401,988		248,129		51,932		35,669		35,669		25,250		21,716				12/31/18		0		東京都

		10110087		さくらケーブルテレビ(株)		東京		東京都						126,370		119,291		79,000		0		15,000								10,649		0		5,753								4,000						0														ＪＣＯＭ(株)		削除済		人事管理本部　管理部長						126,370		119,291		79,000		38,610		15,000		10,649		5,753		4,000				10/22/08		0

		10110088		(株)ジェイコム中野		南関東		東京都		0		25		218,700		218,700		155,300		0		37,248				37,248		155,300		37,248		32		32,196		11,101		487		20,608		25,008		25,008		0		2,308		4,272,742		2,016,421		1,660,844		595,477		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						217,219		217,219		149,918		42,432		36,158		36,158		30,043		25,300				3/31/19		0		東京都

		10110089		(株)ジェイコム東京		南関東		東京都		1231		438		5,044,103		5,044,103		3,528,858		17,014		998,229				998,229		3,528,858		998,229		254,824		893,620		51,699		161,666		680,255		776,101		776,101		0		83,339		131,963,287		53,004,469		52,279,844		26,678,973		3/31/21		自治体出資占有率は1.58%。		ＪＣＯＭ(株)		田畑　優仁		人事・管理統括部		03-4521-5100		TabataMs@jupiter.jcom.co.jp		5,044,103		5,044,103		3,528,858		545,277		998,229		998,229		893,620		776,101						1		東京都

		10110090		(株)城北ニューメディア		東京		東京都		11		34		104,600		104,600		104,600		0		14,016		1,976						12,040		0		5,872		2,705		2,408		759		3,485		3,485		0		0		1,050,585		866,796		237,867		158,563						ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　次長						93,200		81,600		80,900		43,274		13,100		9,400		5,100		1,800				10/31/10		0		北海道

		10110092		(株)ジェイコムイースト		南関東		東京都		0		245		3,705,700		3,705,700		2,423,900		740		830,813				830,813		2,423,900		830,813		1,266		708,967		177,429		24,215		507,323		704,853		704,853		0		60,142		104,949,238		42,491,346		42,959,697		19,498,194		3/31/19		千円未満切り捨てのため、県別合計と差異が生じています。		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第二ブロック						3,705,700		3,705,700		2,423,900		381,631		830,813		830,813		708,967		704,853				5/31/19		1		東京都

		10110093		多摩ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		32		10		113,561		113,561		59,872		1,640		23,453		0		23,453		59,872		23,453		300		18,466		1		4,107		14,358		18,774		18,753		21		101		2,685,199		1,526,906		1,158,293		0		3/31/21						宮寺　光久		取締役　技術部長		0428-32-1351		miyadera@tcnnet.co.jp		113,561		113,561		59,872		216		23,453		23,453		18,466		18,774						0		東京都

		10110094		(株)多摩テレビ		南関東		東京都		27		13		154,870		73,182		66,551		0		3,355				5,744				5,744		704		5,454		1,634		102		3,718		4,916		4,916				0		1,148,579		802,965		306,163		39,451		3/31/21		特になし。				三宅　徹平		総務経理課		042-339-5519		webmaster@ttv.co.jp		154,870		73,182		66,551		1,166		3,355		5,744		5,454		4,916						0		東京都

		10110095		調布ケーブルテレビジョン(株)		東京		東京都						190,000		190,000		135,000		0		36,000								14,700		0		14,600								800						0																								190,000		190,000		135,000		24,800		36,000		14,700		14,600		800				10/17/07		0

		10110096		(財)東京ケーブルビジョン		東京		東京都		30		6		170,000		170,000		69,758		0		6,104		0						6,104		0		2,910		1,023		1,236		651		3,159		3,159		0		0		708,608														削除済		総務部　課長補佐						170,000		170,000		73,771		0		6,316		6,126		3,000		3,239				10/31/13		0		東京都

		10110097		東京ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		72		26		280,000		280,000		181,000		18,200		24,100		0		24,100				24,100		751		13,700		1,000		1,300		11,400		10,600		10,600				0		4,844,101		2,018,071		1,464,374		1,361,656		3/31/21		２０２１／７／１３　更新				魚本　直隆		企画推進室　企画推進室長		03-5615-8213		n_uomoto@tcn-catv.co.jp		280,000		280,000		181,000		119,000		24,100		24,100		13,700		10,600						0		東京都

		10110098		(株)東京テレポートセンター		東京		東京都		14		14		3,301		3,301		3,245		0		0		0						0		0		0								0						0																削除済		管理部　事業課						3,301		3,301		3,245		3,245		0		0		0		0				3/31/11		0

		10110100		東京電力(株)		東京		東京都		38227				6,512		6,512		6,512		0												0																0																削除済		グループ事業推進部　グループ経営企画第二グループ　副長						3,239		3,239		3,239		3,239		0		0		0		0				3/31/11		0

		10110101		東京ベイネットワーク(株)		南関東		東京都		64		19		372,592		348,859		264,579		0		20,399								20,399		4,261		19,238								20,097		20,097				12		3,267,921		2,135,992		1,131,930		0		3/31/21		放送と通信の区分は、グループが定める基準で計算しています。		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		山路　広志		管理部		03-6811-6011		h.yamaji@tokyobaynet.co.jp		372,592		348,859		264,579		0		20,399		20,399		19,238		20,097						0		東京都

		10110103		豊島ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		31		12		178,595		140,000		137,373		0		9,274		0		9,274		137,373		20,038		958		18,678		6,446		901		11,331		11,318		11,318				0		1,745,643		943,016		738,295		64,332		8/31/20						内田　洋		営業部　部長		03-5951-4400		uchida@toshima.co.jp		178,595		140,000		137,373		0		9,274		20,038		18,678		11,318						0		東京都

		10110104		(株)日本ケーブルテレビジョン		南関東		東京都		73		0		11		11		11		0		0								0		0		0								0						0												※20160812　0円更新→未確定に変更				黒川　正明		放送事業局　第2営業部　企画担当部長		03-3568-8224		kurokawa@jctv.co.jp		11		11		11		0		0		0		0		0						0		東京都

		10110105		(株)ニューメディア総研		東京		東京都		302		268								0		0										0										0						0		5,149,294														削除済		開発第４部　部長						0		0		0		0		0		0		0		0				5/21/08		0

		10110107		(株)ジェイコム八王子		南関東		東京都		0		20		243,000		243,000		145,600		1,538		47,048				47,048		145,600		47,048		68		39,694		15,222		479		23,993		38,400		38,400		0		3,506		5,690,914		2,415,017		2,237,176		1,038,721		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						241,062		241,062		143,685		18,533		46,878		46,878		38,362		38,237				3/31/19		0		東京都

		10110108		(株)ジェイコム日野		南関東		東京都		0		10		96,700		96,700		71,700		0		23,402				23,402		71,700		23,402		28		20,998		7,465		317		13,216		19,009		19,009		0		1,504		2,866,404		1,174,223		1,161,788		530,393		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						96,503		96,503		72,158		11,612		23,232		23,232		20,240		18,966				3/31/19		0		東京都

		10110109		(株)ジェイコム多摩		南関東		東京都		0		19		260,900		260,900		170,000		0		48,967				48,967		170,000		48,967		47		41,424		14,015		1,366		26,043		43,815		43,815		0		3,059		6,047,366		2,559,475		2,437,278		1,050,614		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						254,200		254,200		168,263		12,964		48,507		48,507		40,113		43,810				3/31/19		0		東京都

		10110110		(株)ケーブルテレビ品川		南関東		東京都		1		0		214,029		210,000		190,603		1,191		12,351		0		24,135		190,603		24,135		397		30,399		7,587		17,656		6,272		25,153		25,153				55		3,021,583		1,650,727		1,370,856		0		3/31/21		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				糸田　純一		イッツ・コミュニケーションズ（株）経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		214,029		210,000		190,603		57,336		12,351		24,135		30,399		25,153						0		東京都

		10110111		(株)ジェイコム武蔵野三鷹		南関東		東京都		0		13		180,900		180,900		120,100		0		39,008				39,008		120,100		39,008		36		34,292		11,495		703		22,094		29,579		29,579		0		2,137		4,702,601		2,075,147		1,846,585		780,869		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						180,386		180,386		119,636		7,873		38,627		38,627		32,917		29,729				3/31/19		0		東京都

		10110115		(株)イースト・コミュニケーションズ		南関東		千葉県		0		2		7,650		7,650		6,715		1,216		867				867		6,715		1,723		0		2,666		0		0		2,666		2,302		2,302				0		288,345		142,426		145,919				3/31/20				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		削除済		課長						7,650		7,650		6,715		0		867		1,723		2,666		2,302				9/30/20		0		千葉県

		10110116		(株)ジェイコム市川		南関東		千葉県		0		26		249,708		249,708		166,822		0		47,500				47,500		166,822		47,500		115		42,521		13,406		646		28,469		35,343		35,343				3,061		5,788,934		2,346,827		2,247,253		1,194,855		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						249,708		249,708		166,822		8,405		47,500		47,500		42,521		35,343				3/31/19		0		千葉県

		10110117		(株)いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ		南関東		千葉県		10		7		179,086		68,701		37,855		5,296		6,368						37,855		12,115		238		16,410		696		2,817		12,897		12,514		12,514		0		0		1,514,840		662,616		852,224				3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		西村　昌訓		総務部		0436-24-0009		nishimura_masanori@icntv.jp		179,086		68,701		37,855		299		6,368		12,115		16,410		12,514						0		千葉県

		10110119		(株)ジェイコム千葉セントラル		南関東		千葉県		0		18		419,322		419,322		267,543		0		64,011				64,011		267,543		64,011		50		55,879		18,612		482		36,785		57,685		57,685				3,728		7,806,739		3,304,121		3,039,753		1,462,866		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						419,322		419,322		267,543		13,912		64,011		64,011		55,879		57,685				3/31/19		0		千葉県

		10110121		(株)ジェイコム東葛葛飾		南関東		千葉県		0		58		571,053		571,053		341,386		0		101,674		0		101,674		341,386		101,674		87		82,397		24,080		2,757		55,560		86,236		86,236		0		5,246		11,874,736		5,047,240		4,813,059		2,014,438		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー						568,269		568,269		336,938		28,502		101,119		101,119		79,242		87,020				3/31/19		1		千葉県

		10110122		(株)ジェイコム千葉		南関東		千葉県		0		88		2,240,000		2,240,000		1,415,874		0		466,107				466,107		1,415,874		466,107		119,163		409,420		22,526		77,094		309,800		386,563		386,563		0		38,590		60,875,680		23,607,679		24,147,209		13,120,792		3/31/21		※20210802 総売上訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		ＪＣＯＭ(株)		千葉　隆志		人事・管理統括部 アシスタントマネージャー		047-315-9081		ChibaT@jupiter.jcom.co.jp		2,240,000		2,240,000		1,415,874		109,567		466,107		466,107		409,420		386,563						0		千葉県

		10110124		(株)千葉ニュータウンセンター		南関東		千葉県		46				27,269		20,068		11,478		248		3,293						11,478		3,577		94		1,907		1,054		166		687		1,533		1,533				0		286,697		200,027		71,181		15,489		3/31/21		(年度総売上備考：他事業との複合会社のため、暫定売上高を掲載） 設備投資は、工事負担金を利用				寺田  純一		ケーブルテレビ部　業務課長代理		0476-46-5836		terada@rurbannet.ne.jp		27,269		20,068		11,478		0		3,293		3,577		1,907		1,533						0		千葉県

		10110125		銚子テレビ放送(株)		南関東		千葉県		8		0		15,444		10,220		1,458		1,458		1,458		0		1,458		1,458		1,458		0		1,530								1,860		1,860				0		180,128		38,702		141,426		0		3/31/21						平津　清美		総務部　マネージャー		0479-25-1001		hiratsu@catv9.ne.jp		15,444		10,220		1,458		0		1,458		1,458		1,530		1,860						0		千葉県

		10110126		成田ケーブルテレビ(株)		南関東		千葉県		0		15		61,520		65,800		24,028		2,600		3,917		0		3,917		24,028		6,640		77		3,018		966		552		1,500		846		846				0		569,524		426,201		143,323		0		3/31/21		該当なし				小野寺　ルミ子		管理部　総務・経理課　主任		0476-22-1001		soumu@nctv.co.jp		61,520		65,800		24,028		547		3,917		6,640		3,018		846						0		千葉県

		10110127		(株)広域高速ネット二九六		南関東		千葉県		135		40		258,560		208,936		83,073		70,148		51,355		0		19,221		83,073		45,548		1,102		42,611		22,828		4,404		15,379		43,340		43,322		18		3,686		5,538,727		2,239,937		3,219,537		79,250		12/31/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				木場　秀晃		管理本部総務部		043-497-0296		league_info@catv296.co.jp		258,560		208,936		83,073		310		51,355		45,548		42,611		43,340						0		千葉県

		10110128		(株)ジェイコム船橋習志野		南関東		千葉県		2		17		369,757		369,757		225,541		0		66,387				66,387		225,541		66,387		73		50,202		18,514		1,641		30,047		58,559		58,559				2,180		7,119,000		3,673,000		3,032,000		414,000		3/31/17		なし		ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						369,757		369,757		225,541		29,111		66,387		66,387		50,202		58,559				12/31/17		0		千葉県

		10110130		厚木伊勢原ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		9		7		100,792		96,835		50,886		4,538		12,341		0						12,341		0		15,486								11,433		11,433				7		1,589,096		757,602		831,494		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		村井　匡		総務部		046-220-2018		murai_masashi@s.ayu.ne.jp		100,792		96,835		50,886		7,923		12,341		12,341		15,486		11,433						0		神奈川県

		10110131		(株)ジェイコム小田原		南関東		神奈川県		0		8		92,381		92,381		52,900		0		21,121		0		21,109		52,700		21,121		0		15,869		9,716		1,197		4,715		18,661		18,661		0		0		2,237,519		1,292,856		284,162		660,502		3/31/15				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム 関東南ブロック　マネージャー						92,381		92,381		52,900		0		21,121		21,121		15,869		18,661				3/31/16		0		神奈川県

		10110132		(株)ジェイコム鎌倉		南関東		神奈川県		21		17		85,185		85,185		61,761		0		33,551		0		30,766		61,761		33,551		0		18,407		11,219		945		6,243		20,042		20,042				0		3,101,621		2,130,346		971,275		0		3/31/14				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理部						85,185		85,185		61,764		7,000		32,503		32,503		17,105		18,812				3/31/15		0		神奈川県

		10110133		(一財)ケーブルシティ横浜		南関東		神奈川県		8		2		5,689		5,689		4,850		0		0						4,850				0		0														0		73,510		6,556		1,060		1,800								削除済		事業推進課						5,689		5,689		5,689		5,689		0		0		0		0				7/1/14		0		神奈川県

		10110134		(株)横浜都市みらい		南関東		神奈川県		18		17		77,505		55,412		36,837		0		5,892		0		6,131		36,524		5,688		0		3,346		3,346		469		0		55		0		55		0												決算等は全社ベースで行うため、ケーブル事業単体の数字のみの抽出が困難なものは、「非管理項目」で入力。				削除済		放送通信部　事業課長代理						75,966		54,235		36,524		1,746		6,131		5,933		3,577		57				3/31/10		0

		10110135		(株)ジェイコム南横浜		南関東		神奈川県		0		51		361,485		361,485		246,349		0		82,807				82,807		246,349		82,807		77		61,735		20,722		1,079		39,934		71,080		71,080		0		5,009		9,502,000		4,163,000		3,539,000		1,800,000		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第一ブロック						360,757		360,757		245,758		42,696		82,100		82,100		59,544		70,509				3/31/19		0		神奈川県

		10110137		(株)シティテレコムかながわ		南関東		神奈川県		20		77		223,400		223,400		113,820		0		44,067		0				39,900		44,067		0		31,124		21,636		5,172		4,316		23,352		23,352				0		4,519,951		2,848,284		1,161,061		28,887		２００９年１２月本決算				ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部長						223,400		223,400		113,820		10,614		44,067		44,067		31,124		23,352				6/30/11		0

		10110139		湘南ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		39		44		151,660		151,660		76,630		62,334		36,350		0		0		36,350		36,350		169		34,674		4,244		29,083		2,469		32,695		32,695		15		0		3,517,153		1,988,089		1,489,676		39,386		3/31/21						高木　裕		営業本部　総務部　総務部長代理		0463-22-0419		takagi88@mx.scn-net.ne.jp		151,660		151,660		76,630		31,950		36,350		36,350		34,674		32,695						0		神奈川県

		10110141		イッツ・コミュニケーションズ(株)		南関東		東京都		492		744		1,400,336		1,156,937		963,693		120,765		95,278				180,455		963,693		155,992		4,341		269,832		42,505		86,465		140,862		197,914		197,914		0		4,114		31,135,000		9,658,000		14,131,000		7,346,000		3/31/21		※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正/株主名称変更				糸田　純一		経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		1,400,336		1,156,937		963,369		2,843		95,278		155,992		269,832		197,914						1		神奈川県

		10110142		(株)ジェイコム湘南・神奈川		南関東		神奈川県		0		191		2,589,680		2,589,680		1,712,266		0		677,591				677,591		1,712,266		677,591		162,920		552,636		33,761		101,176		417,699		550,124		550,124		0		60,163		86,617,000		36,343,000		24,394,000		25,878,000		3/31/21		※事業報告書データ使用 ※自治体出資占有率変更なし		ＪＣＯＭ(株)		山田　文雄		株式会社ジェイコム湘南・神奈川　人事・管理統括部　担当部長		045-514-2800		ML_JCSKT_047@jupiter.jcom.co.jp		2,589,680		2,589,680		1,712,266		255,393		677,591		677,591		552,636		550,124						1		神奈川県

		10110143		ＹＯＵテレビ(株)		南関東		神奈川県		77		27		579,723		458,627		286,750		13		42,823				42,823		249,552		42,823		2,716		43,605		11,472		6,007		26,126		38,819		38,819		0		268		4,380,291		2,538,234		1,799,773		42,284		3/31/21		20210730　年度総売上実績　を更新（事業者からのメールにより）（＠連盟）				梅田　穣		技術本部　技術統括部　部長		045-503-1222		ml-jcta@youtv.co.jp		579,723		458,627		286,750		37,198		42,823		42,823		43,605		38,819						0		神奈川県

		10110144		横浜ケーブルビジョン(株)		南関東		神奈川県		38		37		325,651		289,753		172,367				52,544				52,544		172,367		52,544		8,156		41,292		2,088		11,591		27,613		43,837		43,837				2,430		5,534,055		3,393,956		1,963,798		176,300		3/31/21						畔柳　圭甫		経営管理部　総務管理担当		045-567-1808		ycv_gyosei-kokyo@ml.ycv.jp		325,651		289,753		172,367		11,036		52,544		52,544		41,292		43,837						0		神奈川県

		10110145		横浜テレビ共同聴視(株)		南関東		神奈川県						290		290		290		0		0										0										0						0																削除済		代表取締役						290		290		290		290		0		0		0		0				7/2/08		0

		10110146		(株)横浜テレビ局		南関東		神奈川県		45		76		256,100		256,100		213,000		0		41,181		0		29,000		29,000		41,181		0		16,910		8,509		5,769		2,632		16,973		15,878		95		0		3,961,964		2,169,700		582,804		412,706						ＪＣＯＭ(株)		削除済		顧問						256,100		256,100		213,000		66,400		41,181		41,181		16,910		16,973				6/30/11		0

		10110150		河口湖有線テレビ放送(有)		南関東		山梨県		22				10,776		9,952		9,952		9,398		297				309		9,952		548		15		3,400								2,500		2,500						470,000		300,000		170,000		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				結城　聡		ネットワーク部　部長		0555-72-1931		satoshi_yuuki@lcnet.jp		10,776		9,952		9,952		72		297		548		3,400		2,500						0		山梨県

		10110151		北富士有線テレビ放送(株)		南関東		山梨県		4		0		3,300		3,030		2,125		0		2,125		0		158		2,125		606		0		0								0						0		57,941		57,042		0		899		6/30/20		20210730　総売上/実績内訳（放送その他）を更新（事業者からのメールにより）（@連盟） ※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正				渡辺 みゆき				0555-85-2331		kftv@fgo.jp		3,300		3,030		2,125		0		2,125		606		0		0						0		山梨県

		10110152		(有)峡西シーエーテーブイ		南関東		山梨県		31				11,900		11,900		9,134		9,134		210		0		210				333		0		657		0		657		0		0		0		0		0		461,632		207,961		17,714		235,957		3/31/21		年度総売上実績内訳・その他の収入は、電気通信工事業の売上です。				小松　恵美		総務部長		055-283-8383		info@cvk.ne.jp		11,900		11,900		9,134		12		210		333		657		0						0		山梨県

		10110153		峡東ケーブルネット(株)		南関東		山梨県		8		0		9,942		9,942		8,885		5,301		150		0		150		8,885		548		3		1,642		1,406		148		88		341		315		26		0		335,178		260,758		55,631		18,786		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				小澤　健太郎		代表取締役社長		0553-33-2252		k-ozawa@kcnet.ne.jp		9,942		9,942		8,885		20		150		548		1,642		341						0		山梨県

		10110154		(株)ケーブルテレビ富士		南関東		山梨県		2		0		3,420		3,242		2,276		1,042		164		0				2,276		164		0		186		92		94				0						0		88,955		85,705		3,250		0		3/31/21		９７，９９２千円				流石　洋一		取締役社長		0555-62-5951		catv-fuji@luck.ocn.ne.jp		3,420		3,242		2,276		0		164		164		186		0						0		山梨県

		10110155		(株)ＣＡＴＶ富士五湖		南関東		山梨県		23				19,865		19,865		18,494				493		0		185		18,436		1,252		87		2,225		1,359		593		273		0								815,039		444,959		82,228		287,852		8/31/20						宮下　睦		業務部情報通信課		0555-22-1714		miya@fgo.jp		19,865		19,865		18,494		0		493		1,252		2,225		0						0		山梨県

		10110156		富沢テレビ共聴組合		南関東		山梨県						750		750		627				627						627		0				0								0								15,356		13,597				1,789		3/31/21						稲葉　奈津美				05566-6-2312		kaori@inaba.ecnet.jp		750		750		627		627		627		0		0		0						0		山梨県

		10110157		(株)日本ネットワークサービス		南関東		山梨県		133		21		222,726		222,726		185,410		87,333		6,846				7,714		185,410		22,077		114		29,696		23,745				5,951		14,039		13,981		58				6,965,092		5,589,713		1,119,853		255,523		3/31/21						長田　憲		経営戦略室　室長		055-251-7110		a-osada@nns-catv.co.jp		222,726		222,726		185,410		0		6,846		22,077		29,696		14,039						0		山梨県

		10110158		富士川シーエーティーヴィ(株)		南関東		山梨県		7		1		11,416		11,257		9,031		144		684				197		9,031		684				317		302		15				0								257,751		243,412		10,563		3,776		5/31/20						櫻井　育也		局長		0556-22-1777		i-sakurai@fujikawa-net.co.jp		11,416		11,257		9,031		0		684		684		317		0						0		山梨県

		10110159		山梨ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		28		0		14,751		18,405		11,057		10,835		546		0		546		11,057		1,297		16		3,198		972		1,166		1,104		2,076		2,041		35		368		503,274		265,375		230,274		7,624		3/31/21		※20190924 内訳訂正				望月　茜		技術管理部		0553-22-6822		gikan@fruits.ne.jp		14,751		18,405		11,057		0		546		1,297		3,198		2,076						0		山梨県

		10110160		(株)上野原ブロードバンドコミュニケーションズ		南関東		山梨県		8		1		10,055		8,445		4,215		4,215		330				330		4,215		330				1,579						1,579		350				346				252,769		104,658		86,165		61,946		3/31/21						石井　夏希		総務部		0554-62-5504		ishii@u-bc.net		9,979		8,445		4,223		0		340		340		1,435		346						0		山梨県

		10110165		あづみ野テレビ(株)		信越		長野県		17		7		53,224		41,014		11,681		2,314		5,237		0						6,642		284		4,493		582		105		3,806		4,949		4,949				0		679,271		403,195		260,148		15,928		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				畠山　由美		総務部　部長		0263-82-7860		hatakeyama.yumi@anc-tv.co.jp		53,224		41,014		11,681		0		5,237		6,642		4,493		4,949						0		長野県

		10110166		アルプスケーブルビジョン(株)		信越		長野県		2		3		14,888		10,169		2,850		0		2,466		2,466								0		0														0		129,986		129,986		0										削除済		総務部　経理担当						14,888		10,169		3,274		0		2,890		0		0		0				3/31/11		0

		10110167		(株)飯田ケーブルテレビ		信越		長野県		33		5		38,713		33,050		16,116		9,100		7,145						16,116		7,921		272		10,509		132		619		9,758		8,162		8,097		65		450		1,673,667		584,257		660,135		429,275		4/30/21		※20190910　数値入手し連盟で登録 ※20201005 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				吉川　治司		常務取締役		0265-52-5406		ha-yoshikawa@iidacable.tv		38,713		33,050		16,116		700		7,145		7,921		10,509		8,162						0		長野県

		10110168		飯山市		信越		長野県		7		1		8,030		8,030		4,633				3,811				3,861		4,633		3,811		50		1,280				716		564		4				4				229,334		180,194		49,140				3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				俣野　和広		飯山市 総務部　事業戦略室　情報政策係長		0269-67-0724		senryaku@city.iiyama.nagano.jp		8,030		8,030		4,633		0		3,811		3,811		1,280		4						1		長野県

		10110169		伊那ケーブルテレビジョン(株)		信越		長野県		39		2		43,402		43,402		25,428		25,428		10,036		0		1,237		25,428		19,085		125		7,233		1,222				6,011		8,088		8,088				2,738		1,644,710		910,318		624,539		109,853		3/31/21		※20210730 内訳訂正(@連盟)				濱　康司		総務課		0265-73-2020		hama@inacatv.ne.jp		43,402		43,402		25,428		0		10,036		19,085		7,233		8,088						0		長野県

		10110170		(株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ		信越		長野県		36		20		169,859		164,216		45,493		5,471		17,346		0		17,346		45,493		24,990				19,034		1,505		4,684		12,723		17,488		17,488		0		4,915		2,015,898		1,138,406		819,821		57,672		3/31/21						市川　岳人		総務部　部長		026-233-1713		info@nagano-inc.co.jp		169,859		164,216		45,493		272		17,346		24,990		19,034		17,488						0		長野県

		10110171		(株)上田ケーブルビジョン		信越		長野県		55		0		76,168		76,168		39,096		22,800		11,606				11,606		39,096		28,068		853		11,537		4,599		2,383		4,555		4,696		4,696		0		0		1,732,378		1,086,353		646,025				3/31/21						中村　高章		営業部お客様担当　担当部長		0268-23-1600		taka@ucv.co.jp		76,168		76,168		39,096		171		11,606		28,068		11,537		4,696						0		長野県

		10110172		(株)エコーシティー・駒ヶ岳		信越		長野県		24		0		21,629		21,728		15,194		15,194		2,116		0		467		14,941		13,611		163		5,983		4,725		0		1,258		6,219		6,206		13		0		745,522		366,612		354,391		24,519		3/31/21						佐藤　幸宏		総務課		0265-82-4000		satoh@cek.co.jp		21,629		21,728		15,194		0		2,116		13,611		5,983		6,219						0		長野県

		10110173		エルシーブイ(株)		信越		長野県		133		35		94,291				96,023		0		20,504								11,457		0		24,792								704						0																削除済		取締役総務部長						93,695		0		94,839		0		20,504		5,397		24,767		704				3/31/09		0

		10110174		(有)木曽駒ケーブルネット		信越		長野県						121		121		21		0		0										0										0						0																								121		121		21		21		0		0		0		0				10/17/07		0

		10110175		(株)木曽福島ケーブルテレビ		信越		長野県		6				2,373		1,823		1,823		0		438		1,823						0		0		0								0						0		52,000														削除済		総務部						2,373		1,823		1,823		0		438		0		0		0				3/31/09		0

		10110176		(株)信州ケーブルテレビジョン		信越		長野県		12				22,391		17,000		7,527				3,481				322		7,527		3,565		107		625		31		432		162		0								295,330		260,473		34,856		0		9/30/20						山浦　宏一		代表取締役社長		026-272-1660		k-yamaura@chikuma-catv.co.jp		22,391		17,000		7,527		157		3,481		3,565		625		0						0		長野県

		10110177		(株)Ｇｏｏｌｉｇｈｔ		信越		長野県		22		9		25,859		24,000		11,892		6,618		11,104		0		6,491		11,892		11,104		828		6,074		2,150		2,080		1,696		4,368		4,285		83		247		985,459		448,235		444,113		93,111		3/31/21		その他項目には、電力販売収入、自治体委託事業収入、その他委託事業収入・放送コンテンツ海外展開事業収入を含んでいます。				岩下　正志		総務財務課		026-246-1222		iwashita@stvnet.co.jp		25,859		24,000		11,892		103		11,104		11,104		6,074		4,368						0		長野県

		10110178		蓼科ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		6		0		3,500		3,306		2,285		230		820		0		820		2,285		1,421		27		807		206		459		142		82		58		24		0		139,413		81,541		43,384		14,488		1/31/21						関　俊之		代表取締役		0267-56-3101		toshi@tcv21.co.jp		3,500		3,306		2,285		3		820		1,421		807		82						0		長野県

		10110179		テレビ北信ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		7		0		18,122		15,050		3,056		0		1,771		1,386		1,391		3,056		1,771		0		38		27		11		0		3		0		3		0		172,165		110,934		8,952		52,277		3/31/21						池田　清二		統括部長		0269-26-0202		ikeda@thvnet.tv		18,122		15,050		3,056		288		1,771		1,771		37		2						0		長野県

		10110180		(株)テレビ松本ケーブルビジョン		信越		長野県		61		11		132,500		133,936		62,642		39,330		28,836						62,642		28,836		2,628		16,916		2,434		4,313		7,624		16,275		16,275		0		0		2,757,221		1,669,931		1,087,286		0		5/31/20		※20201005 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				白鳥　忠夫		技術部　取締役技術部長		0263-35-1298		0005-shiratori@tvm.co.jp		132,500		133,936		62,642		3,426		28,836		28,836		16,916		16,275						0		長野県

		10110181		丸子テレビ放送(株)		信越		長野県		12		0		10,517		10,327		7,546		1,940		995		0		0		7,546		1,710		0		868		219		272		377		361		358		3		0		227,161		205,019		22,142		0		3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				池田　宏		代表取締役社長		0268-43-2111		info@marukotv.jp		10,517		10,327		7,546		0		995		1,710		868		361						0		長野県

		10110182		大町市		信越		長野県		1				11,887		11,887		2,962		2,136		668						2,962		1,180		0		0								0								68,324		68,324						3/31/21						倉科　太		大町市役所　総務部情報交通課　ケーブルテレビ係　係長		0261-21-3805		catv@city.omachi.nagano.jp		11,887		11,887		2,962		695		668		1,180		0		0						0		長野県

		10110183		東御市		信越		長野県		3		1		1,903		1,903		1,458		1,458		454				454		1,270		1,270		4		0								0								38,929		38,929						3/31/19						削除済		指定管理者　(株)上田ケーブルビジョン						1,903		1,903		1,458		0		454		1,270		0		0				3/31/20		0		長野県

		10110184		長野市		信越		長野県						4,882		4,882		3,761		1,946		911		0		911		3,761		911		0		0								0						0		86,651		69,900		4,260		12,491		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				関　信一郎		指定管理担当部長		026-233-1713		sekishin@nagano-inc.co.jp		4,882		4,882		3,761		3,420		911		911		0		0						0		長野県

		10110185		(株)ケーブルネット新潟		信越		新潟県		24		20		200,477		108,520		40,179		0		14,959		5,025				9,635		9,635		0		5,361		5,361						0						0		696,781		550,670		146,111		27,845		決算期変更２００７／４～１２月の９ヶ月						削除済		総務部長						200,477		108,520		37,953		10,259		14,959		9,122		5,039		0				3/31/09		0

		10110186		(株)佐渡テレビジョン		信越		新潟県		18		4		14,203		15,826		5,682		0		1,990				1,230		5,682		1,990		0		959		732				227		211				211		0		407,025		154,549		108,007		144,469		12/31/20						學之　基		営業部　取締役営業部長		0259-61-1212		netsell@e-sadonet.tv		14,203		15,826		5,682		0		1,990		1,990		959		211						0		新潟県

		10110187		上越ケーブルビジョン(株)		信越		新潟県		56		22		87,406		80,300		47,914		40,093		1,472				46,614		46,614		4,089		0		29,709		13,513		1,123		15,073		28,743		28,743		0		0		2,661,061		1,489,336		977,667		194,058		3/31/21				(株)ＣＣＪ		池端　芳江		営業部　部長		025-526-2111		ikehata@jcv.co.jp		87,406		80,300		47,914		0		1,472		4,089		29,709		28,743						0		新潟県

		10110188		(株)エヌ・シィ・ティ		信越		新潟県		100		21		218,037		192,415		50,060				23,948		0		23,948		50,060		26,838				40,545		6,384		3,925		30,236		38,785		38,785		0		715		3,668,448		1,582,136		1,655,367		430,945		3/31/21				(株)ＣＣＪ		河内　直之		総務部		0258-77-0337		kawauchi-n06@nct9.co.jp		218,037		192,415		50,060		3,755		23,948		26,838		40,545		38,785						0		新潟県

		10110189		糸魚川市		信越		新潟県		4				5,575		5,575		5,575		5,575		0						3,198		0				0								0								59,972		59,972						3/31/21		(年度総売上備考：民間事業者ではないため、実際の売上実績とは相違があります。） 行政が運営しているため、適切な回答ができるような項目がありませんので、記載した金額に相違があります。				池亀 正樹		能生事務所　有線テレビ係　主査		025-566-3111		nou@city.itoigawa.lg.jp		5,575		5,575		5,575		5,575		0		0		0		0						0		新潟県

		10110190		コミュニティネットワーク佐渡		信越		新潟県		2				12,782		12,782		5,784		0		156		0		0		5,728		156		0		0		0		0		0		0		0		0		0		114,380		103,991		0		10,389		3/31/21		２０２１．８．２７　総売上・実績内訳・決算年月日を更新（事業者からのメールにより）＠連盟				本間　義也		佐渡市　総務課　広報戦略室　情報政策係　主任		0259-63-5139		k-jyoho@city.sado.niigata.jp		12,782		12,782		5,784		4,882		156		156		0		0						0		新潟県

		10110191		長和町		信越		長野県		0		0		2,637		2,637		2,435		0		0				73		2,481		184		0		662		657				26		26		0		30		0		79,090		57,558		21,302		230		3/31/21		※20211020　年度総売上実績／内訳・放送　を修正（事業者よりのメールを元に修正）＠連盟				羽毛田　健次		情報広報課　ケーブルテレビ専門幹		0268-75-2043		catv@town.nagawa.nagano.jp		2,637		2,637		2,435		0		0		184		662		26						0		長野県

		10110192		(株)コミュニティテレビこもろ		信越		長野県		25		0		16,575		16,221		6,073		0		5,490		0		0		6,202		5,244		0		4,088		3,367		425		235		2,431		2,431				0		605,167		292,349		266,733		46,085		6/30/20		※20210802　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)  弊社決算月が６月のため、本年度決算はまだ確定しておりません。 上記数値は昨年度の数値です。				荻原　守		専務取締役		0267-22-9911		ogihara@ctk23.ne.jp		16,575		16,221		6,073		0		5,490		5,244		4,088		2,431						0		長野県

		10110200		(株)インフォメーションネットワーク郡上八幡		東海		岐阜県		6		0		4,720		4,000		2,686		39		2,491		2,718				2,686		0		0		520		138		206		176		14						43		111,902		70,082		28,270		13,550		2/28/21						二村　美賀子		取締役副社長		0575-65-6288		ing@gujocity.net		4,720		4,000		2,686		1		2,491		0		520		14						0		岐阜県

		10110201		(株)大垣ケーブルテレビ		東海		岐阜県		78				108,522		108,522		54,574		32,551		13,482		0						13,482				31,982		2,522		10,236		19,224		24,357		24,357				30		2,545,920		1,055,202		1,349,558		141,160		3/31/21		令和3年3月末決算実績				安田 正治		シニアマネージャー		0584-82-1200		yasuda@ogaki-tv.co.jp		108,522		108,522		54,574		673		13,482		13,482		31,982		24,357						0		岐阜県

		10110202		おりべネットワーク(株)		東海		岐阜県		29		13		77,039		77,039		26,903		16,476		6,164		0		6,164		26,845		6,164		11		18,867		4,271		2,064		12,532		21,591		21,591		0		0		1,304,063		755,116		548,948		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		(株)コミュニティネットワークセンター		福富　正浩		総務・技術部　部長		0572-24-7733		fukutomi@oribe-net.co.jp		77,039		77,039		26,903		59		6,164		6,164		18,867		21,591						0		岐阜県

		10110203		(株)ケーブルテレビ可児		東海		岐阜県		39		11		50,590		50,590		24,055		9,044		9,538				9,538		24,055		9,538		420		11,227		3,559		534		7,134		11,316		11,316		0		0		1,316,703		633,744		673,492		9,456		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		奥村　俊彦		企画部総務グループ　グループ長		0574-63-7955		okumura@tv.ctk.ne.jp		50,590		50,590		24,055		44		9,538		9,538		11,227		11,316						0		岐阜県

		10110204		シーシーエヌ(株)		東海		岐阜県		77		55		341,811		341,811		98,924		49,113		19,936		0		50,403		89,834		21,674		14		46,985		1,774		2,174		43,037		46,143		46,143		0		1,406		4,762,278		1,619,578		2,767,945		374,753		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		井上　美紀		総務部		058-268-2305		m-inoue@ccn-catv.co.jp		341,811		341,811		98,924		2,470		19,936		21,674		46,985		46,143						0		岐阜県

		10110205		山県市有線テレビ		東海		岐阜県						10,054		10,054		8,288		0		44		36						9		0		2,910		2,910						0						0																								10,013		10,013		8,237		0		44		11		2,756		0				12/19/07		0

		10110206		郡上ケーブルテレビ放送センター		東海		岐阜県		10				10,333		9,116		9,116		9,116		433						9,116		433		0		4,430		3,344		623		463		67		67						444,423		258,392		186,030				3/31/21						原　喜与朗		指定管理者　総務部		0575-67-2787		info@gujo-tv.ne.jp		10,333		9,116		9,116		5,648		433		433		4,430		67						0		岐阜県

		10110207		(株)アミックスコム		東海		岐阜県		16				23,356		23,356		14,242		14,242		5,548						14,242		0		0		9,442		0		7,185		2,257		4,709		4,709		4,709				672,037		193,156		384,812		94,069		3/20/21						松井　勇樹		技術チーム		0573-20-3252		jcta@amixcom.jp		23,356		23,356		14,242		0		5,548		0		9,442		4,709						0		岐阜県

		10110210		(株)伊豆急ケーブルネットワーク		東海		静岡県		39		9		49,975		38,000		26,601		0		8,647		0		5,904		26,939		8,647		230		5,515		561		217		4,737		6,811		6,811		0		0		1,266,991		699,939		456,422		110,628		3/31/21						小川　幸人		経営企画部　経営企画チーム		0557-81-3346		ogawa.y.041@ikctv.com		49,975		38,000		26,601		268		8,647		8,647		5,452		6,811						1		静岡県

		10110211		伊豆太陽サービス(株)		東海		静岡県		0		0		3,902		3,902		1,933		0		0						1,933		0		0		0								0						0		42,798		42,798		0		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201020　千円単位に修正 　42,963,668→42,964				佐藤　幸彦		河津有線テレビ所長		0558-32-1747		izu-yuusen@orange.ocn.ne.jp		3,902		3,902		1,933		476		0		0		0		0						0		静岡県

		10110212		(有)伊東テレビクラブ		東海		静岡県		5				8,800		8,534		4,491		1,100		509				127		4,491		509		59		0								0						0		114,782		110,631				4,151		8/31/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				堀江　稔		技術部所属　取締役統括部長		0557-37-4903		itotv325@quartz.ocn.ne.jp		8,800		8,534		4,491		172		509		509		0		0						0		静岡県

		10110213		小山町テレビ共聴組合		東海		静岡県		6		0		5,000		4,347		2,491		0		0		0				2,491		0		0		0								0								47,862		47,862						3/31/21						青木　直也		制作部		0550-76-4832		otk@oyama-tv.jp		5,000		4,347		2,491		2,410		0		0		0		0						0		静岡県

		10110214		小林テレビ設備(有)		東海		静岡県		7		3		5,500		5,500		4,048		0		0		0		0		4,048		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		107,782		107,782		0		0		6/30/20		(年度総売上備考：30年６月末決算実績） ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				渡邊　良平		代表取締役		0558-22-5232		kobayashi-tv@cy.tnc.ne.jp		5,500		5,500		4,048		2,062		0		0		0		0						0		静岡県

		10110215		(有)シオヤ		東海		静岡県		5		0		8,650		5,888		2,913				0		0						0				0								0								58,985		58,985						9/30/18		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				削除済								8,650		5,888		2,913		0		0		0		0		0				9/30/19		0		静岡県

		10110216		(株)トコちゃんねる静岡		東海		静岡県		15		25		188,893		188,893		55,302		39,942		13,530				13,530		55,302		13,530		734		40,272		329		2		39,941		35,941		35,941						3,008,722		848,242		2,160,480		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		鈴岡　靖章		技術部ＩＣＴ課　課長		054-347-9811		suzuoka_yasuaki@tocochannel.co.jp		188,893		188,893		55,302		7,477		13,530		13,530		40,272		35,941						0		静岡県

		10110217		下田有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		8		0		7,000		7,000		4,721		2		101		0		0		4,721		101		0		0								0						0		91,695		91,695		0		0		3/31/21						松本　邦久		代表取締役社長		0558-22-2443		matsumoto@shimoda-catv.co.jp		7,000		7,000		4,721		3,092		101		101		0		0						0		静岡県

		10110219		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		東海		静岡県		245		150		454,277		454,277		220,487		59,248		66,014		0		66,014		220,487		92,687		4,750		146,209		8,984		37,098		100,127		124,145		119,883		4,262		378		13,968,332		5,390,708		8,577,624				3/31/21						藤森　敏文		管理本部 総務部　副参事		054-253-2400		fujimori_tsfm@tokai-grp.co.jp		454,277		454,277		220,487		3,066		66,014		92,687		146,209		124,145						0		静岡県

		10110220		(株)東豆有線		東海		静岡県		4				4,330		4,100		3,135				735						3,135		0				0								0								70,888		70,888						9/30/20		※20161012 決算年月日修正（2014→2015） 売上は前年とは異なっていたので、修正漏れ。 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				水野　次男		取締役		0557-47-1728		touzu-u@giga.ocn.ne.jp		4,330		4,100		3,135		0		735		0		0		0						0		静岡県

		10110222		(株)御前崎ケーブルテレビ		東海		静岡県		10		3		12,035		12,035		10,734		10,734		5,153				5,153		10,734		5,373		0		1,870		128		925		817		1,281		1,281		0				565,363		214,476		78,887		272,000		3/31/21						山下　優孝		統括部　部長		0537-85-8700		tv-yamashita@maotv.ne.jp		12,035		12,035		10,734		0		5,153		5,373		1,870		1,281						0		静岡県

		10110223		浜松ケーブルテレビ(株)		東海		静岡県		53		4		226,550		226,550		59,748		81		18,423		0		18,423		59,748		18,423		631		19,303		7,539		9,752		2,012		11,958		11,958		0		0		1,752,133		976,955		775,178		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				野田　敬司		コンテンツ部　部長		053-445-2878		kn00002@sf.winde.jp		226,550		226,550		59,748		1,777		18,423		18,423		19,303		11,958						0		静岡県

		10110224		東伊豆有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		5		0		3,300		2,900		2,232				622						2,232		0				0								0								52,887		47,912				4,975		9/30/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) (年度総売上備考：特になし）				奈良 有起		局長代理		0557-95-2200		nara@hicat.co.jp		3,300		2,900		2,232		0		622		0		0		0						0		静岡県

		10110225		(株)御殿場ケーブルメディア		東海		静岡県		0		0		26,937		22,635		13,725		0		3,314		1,803						1,511		0		1,287		431		0		856		294		294		0		0		245,778		220,609		25,636										削除済		代表取締役専務						26,937		22,635		13,591		0		3,326		1,485		1,048		250				3/31/10		0

		10110230		(株)アイ・シー・シー		東海		愛知県		48		3		164,198		141,900		57,097		9,225		11,844				11,876		57,097		11,876		80		21,609		966				20,643		21,835		21,835				616		2,026,299		868,891		1,157,408		0		3/31/21		年度総売上備考：上記売上実績はR３年３月期の数字				加藤　寿		営業推進部　兼　技術部　部長		0586-26-2766		katoh@icc-media.co.jp		164,198		141,900		57,097		4,286		11,844		11,876		21,609		21,835						0		愛知県

		10110231		稲沢シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		13		1		36,000		23,000		8,591				1,965		0		2,136		8,786		1,965				989		575		234		180		949		949						280,055		206,936		66,281		6,838		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				石原　勝稔		業務部		0587-24-1234		k-ishihara@toptower.co.jp		36,000		23,000		8,591		732		1,965		1,965		989		949						0		愛知県

		10110232		(株)キャッチネットワーク		東海		愛知県		142		98		286,765		278,162		178,966		173,387		48,924						178,966		48,924		716		94,584		1,570		39,212		53,802		81,914		81,914		0		771		8,326,865		2,344,700		4,841,075		1,141,090		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		山田　耕嗣		コーポレート本部　人事総務課　課長		0566-27-2272		koji-y@katch.co.jp		286,765		278,162		178,966		157		48,924		48,924		94,584		81,914						0		愛知県

		10110233		グリーンシティケーブルテレビ(株)		東海		愛知県		55		25		173,040		165,697		63,473		24,283		16,265				16,265		63,473		16,265		33		29,513		2,162		2,828		24,523		28,236		28,236				16		2,618,409		990,816		1,614,618		12,973		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		半田　健		地域戦略本部　営業部　営業グループ　主任		0561-57-0246		t-handa@gctv.co.jp		173,040		165,697		63,473		54		16,265		16,265		29,513		28,236						0		愛知県

		10110234		(株)ＣＡＣ		東海		愛知県		50		8		63,653		63,653		27,222		24,490		4,365				4,111		26,999		4,365		75		5,978		174		3,358		2,446		6,670		6,670				153		938,347		554,415		346,186		37,745		3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・その他　を修正(@連盟) 1千円の差異については、千円未満を切り捨てのため生じた差異				板井　綾子		総務部 部長		0569-26-0606		soumu@cac12.jp		63,653		63,653		27,222		0		4,365		4,365		5,978		6,670						0		愛知県

		10110236		スターキャット・ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		154		125		1,066,639		1,066,639		546,523		81,672		89,085		0				546,523		89,085		20,415		131,747		1,156		29,186		101,405		81,585		81,585				507		11,518,118		6,311,862		4,592,142		614,114		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		松見　次郎		企画部　次長		052-231-2390		kikaku@starcat.co.jp		1,066,639		1,066,639		546,523		19,903		89,085		89,085		131,747		81,585						0		愛知県

		10110237		四国中央市		四国		愛媛県						4,000		4,000		2,653		0		433		0		433		2,653		433		0		1,281		891		303		87		1,433		1,433		0		0		130,654		61,517		39,986		29,151		3/31/21		２０２１．８．１３　総売上・内訳を更新（事業者からのメールにより）@連盟  指定管理者へ利用料金制を採用し委託しているため、決算後、売上等についても分割する必要があり、時間を要するため調査中としております。				冨原　英友		情報政策課　情報政策係　係長		0896-28-6204		h.tomihara@city.shikokuchuo.ehime.jp		4,000		4,000		2,653		0		433		433		1,281		1,433						0		愛媛県

		10110238		知多メディアスネットワーク(株)		東海		愛知県		86		13		149,794		149,794		90,011		88,047		29,860		0		29,860		90,011		29,860		613		41,716		2,774		19,600		19,342		39,927		39,927		0		261		4,310,109		1,662,351		2,096,001		551,757		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		松山　崇臣		経営企画部　経営戦略グループ　グループリーダー		0562-33-7101		matsuyama@medias.co.jp		149,794		149,794		90,011		7,606		29,860		29,860		41,716		39,927						0		愛知県

		10110239		中部ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		188		88		653,634		603,158		250,176		178,037		58,054		0		58,054		250,176		58,783		1,047		107,136		15,915		30,805		60,416		106,964		106,964		0		92		9,614,673		3,523,043		4,934,526		1,157,104		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ｢電気通信事業損益報告」 〈電気通信事業〉6,085,960（単位：千円）  〈電気通信事業以外の事業〉3,528,714（単位：千円）		(株)コミュニティネットワークセンター		安達　剛志		企画・営業本部　経営企画部長		052-339-2304		keiei-kikaku@ccnw.co.jp		653,634		603,158		250,176		1,234		58,054		58,783		107,136		106,964						1		愛知県

		10110240		知多半島ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		45		2		58,786		58,786		31,475		11,983		10,843				9,782		30,789		10,843		502		10,893		531		1,782		8,526		13,209		13,209				22		1,754,599		1,011,768		742,831		0		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		木学　洋和		企画管理部　次長		0569-34-8041		kigaku@tac-net.co.jp		58,786		58,786		31,475		25		10,843		10,843		10,893		13,209						0		愛知県

		10110241		豊橋ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		64		11		201,269		167,800		82,963		62,209		18,083				18,083		71,375		18,083		1,259		42,526								32,990		32,990		0				3,077,408		1,196,407		1,881,000				3/31/21						河辺　智勇		取締役		0532-56-1231		kawabe-t@sf.tees.ne.jp		201,269		167,800		82,963		4,586		18,083		18,083		42,526		32,990						0		愛知県

		10110242		(公財)名古屋ケーブルビジョン		東海		愛知県		12		1		12,390		12,390		7,153		0		0								0		0		0								0						0		600,072		233,027		0		367,045		3/31/16		エリア都道府県の入力について ・年度総売上実績、年度総売上実績内訳・放送、年度総売上実績内訳・その他 愛知県と岐阜県を世帯別に按分して入力済 愛知県（８０％）、岐阜県（２０％）				削除済		総務管理部　部長						12,390		12,390		7,153		7,153		0		0		0		0				3/31/17		1		愛知県

		10110243		西尾張シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		47		37		222,846		158,695		79,540		6,666		16,609		0		16,609		47,462		16,609		177		20,443		5,982		1,927		12,534		22,960		22,960		0		116		2,552,740		1,245,834		1,306,906		0		3/31/21						服部　吉貴		管理部　次長		0567-25-9350		soumu@clovernet.co.jp		222,846		158,695		79,540		2,982		16,609		16,609		20,443		22,960						0		愛知県

		10110244		ミクスネットワーク(株)		東海		愛知県		56		0		165,132		165,132		63,612		41,908		17,691		0		17,691		29,978		17,691		304		21,160		3,736		14,169		3,255		15,587		15,587				0		2,643,423		1,447,641		1,195,782		0		9/30/20						森崎　健吾		常務取締役		0564-25-5066		kengo@inc.catvmics.ne.jp		165,132		165,132		63,612		1,500		17,691		17,691		21,160		15,587						0		愛知県

		10110245		ひまわりネットワーク(株)		東海		愛知県		151		92		231,223		231,223		146,223		146,223		76,091		0		76,091		146,223		76,091		396		67,177		2,916		6,753		57,508		57,855		57,855		0		1,712		11,635,797		4,491,198		7,144,599		0		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		磯谷　由美子		総務部　係長		0565-35-3440		isogai@himawari.co.jp		231,223		231,223		146,223		104		76,091		76,091		67,177		57,855						0		愛知県

		10110246		三河湾ネットワーク(株)		東海		愛知県		13		11		49,570		49,570		19,932		17,102		3,259		0		3,259		19,529		3,337		13		11,347		1,318		1,078		8,951		11,681		11,681		0		12		758,978		399,135		285,989		73,853		3/31/21		(年度総売上備考：通信部門はひまわりネットワークより販促手数料となる）		(株)コミュニティネットワークセンター		會場　啓悟		取締役		0533-69-7784		aiba@sky-1.co.jp		49,570		49,570		19,932		403		3,259		3,337		11,347		11,681						0		愛知県

		10110255		伊賀上野ケーブルテレビ(株)		東海		三重県		46		6		36,592		36,592		23,984		23,984		12,974		0		12,974		12,974		12,974		113		15,502		652		6,648		8,202		12,716		12,695		21		0		2,763,744		1,354,930		1,391,151		17,662		3/31/21						伊室　晃治		総務部　部長		0595-24-2560		imuro@ict-tv.co.jp		36,592		36,592		23,984		551		12,974		12,974		15,502		12,716						0		三重県

		10110256		(株)アイティービー		東海		三重県		43		0		80,676		80,676		55,369		0		17,017						52,458		17,017		0		18,626		15,162		2,532		932		609				609		0		2,441,058								≪平成２５年３月３１日≫						削除済								80,058		80,058		55,341		0		11,184		17,326		19,532		678				3/31/14		0		三重県

		10110257		(株)ケーブルネット鈴鹿		東海		三重県		0		19		87,568		87,568		57,556		26,706		27,841		0		20,117		56,750		25,467		11,029		27,523		1,877		3,232		22,414		21,897		21,897		0		276		2,902,495		957,905		1,944,590				3/31/21				(株)ＣＣＪ		朝倉　広幸		総務部・次長		059-380-6600		cty_somu11@cty.co.jp		87,568		87,568		57,556		0		27,841		25,467		27,523		21,897						0		三重県

		10110258		(株)シー・ティー・ワイ		東海		三重県		199		61		184,489		184,387		160,101		55,372		54,310				22,490		158,365		47,426		24,185		60,729		1,264		10,954		48,511		46,149		46,149				877		6,280,820		1,932,758		4,348,062				3/31/21				(株)ＣＣＪ		朝倉　広幸		総務部　総務課　課長		059-353-6505		cty_somu11@cty.co.jp		184,489		184,387		160,101		0		54,310		47,426		60,729		46,149						0		三重県

		10110259		(株)ラッキータウンテレビ		東海		三重県		19		0		60,915		51,311		13,998		0		1,322		0						1,545		0		3,976						0		1,787		1,794		0		0		696,971		221,010		429,887		46,075		3/31/21		※20180725 売上円単位で誤入力⇒千単位に修正 ※20180725 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201009 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20210811 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				近藤　均		取締役		0594-24-0001		kondo@lucky-towntv.co.jp		60,915		51,311		13,998		0		1,322		1,545		3,976		1,787						0		三重県

		10110260		(株)ＺＴＶ		東海		三重県		252				560,886		560,886		279,584		264,036		117,642				117,642		279,584		117,642		12,501		130,384								97,128		97,117		11		2,031		16,402,331		6,268,442		9,994,870		139,019		6/30/20						川原田　剛		総務部　人事課　課長代理		059-236-5111		kawarada@ztv.co.jp		560,886		560,886		279,584		18,400		117,642		117,642		130,384		97,128						1		滋賀県

		10110261		(株)アドバンスコープ		東海		三重県		74		14		38,713		38,713		19,151		16,211		17,177		0		16,400		16,400		17,177		38		12,902		613		2,749		9,540		10,479		10,479		0		2,110		1,903,840		789,849		993,783		120,208		3/31/21						松鹿　友子		総務部　総務課　課長		0595-64-7821		matsushika@advanscope.jp		38,713		38,713		19,151		1,974		17,177		17,177		12,902		10,479						0		三重県

		10110262		松阪ケーブルテレビ・ステーション(株)		東海		三重県		79		8		107,987		107,987		70,235				16,531		0		16,531				17,074		2,501		34,118		15,104		8,805		9,874		26,757		26,757		0		1,876		3,627,285		1,635,865		1,991,420		0		3/31/21						掛橋　直也		総務部　総務課長		0598-50-2244		info@mctv.jp		107,987		107,987		70,235		555		16,531		17,074		34,118		26,757						0		三重県

		10110263		下呂市		東海		岐阜県		5		0		12,149		8,279		7,282		7,282		0						7,282		0				788		0		0		788		0								243,133		63,109		180,024		0		7/31/21						熊崎　龍登		下呂市市長公室企画課情報管理室　主任		0576-24-2222		ryuto-k@city.gero.lg.jp		12,149		8,279		7,282		5,834		0		0		788		0						0		岐阜県

		10110270		上婦負ケーブルテレビ(株)		北陸		富山県		11		0		16,215		10,485		6,860		6,819		4,601		0		4,021		6,860		4,162		0		2,141		1,053		175		913		178		0		178		0		375,728		290,079		85,649		0		3/31/21						燒田　賢一				076-469-6661		kct-jcta@knei.jp		16,215		10,485		6,860		16		4,601		4,162		2,141		178						0		富山県

		10110271		(株)ケーブルテレビ富山		北陸		富山県		78		30		165,896		165,896		113,692		107,570		39,203		0		39,203		113,692		61,086		1,815		38,957		868		1		38,088		38,247		38,247		0		5,886		5,535,754		2,933,990		2,601,764		0		3/31/21						島崎　正樹		経営管理部長		076-444-5952		shimasak@cttnet.co.jp		165,896		165,896		113,692		0		39,203		61,086		38,957		38,247						0		富山県

		10110272		富山市（ケーブルテレビ八尾センター）		北陸		富山県		0		10		6,537		6,537		6,423		0		4,123		3,923						200		0		2,689		2,689						60		60				0		175,261																						6,483		6,483		6,423		829		4,123		200		2,689		60				2/20/08		0

		10110273		能越ケーブルネット(株)		北陸		富山県		35		0		35,781		35,781		19,363		5,512		5,363		0		5,363		19,363		7,143		80		6,192		2,801		513		2,878		4,149		4,131		18		414		1,113,099		585,372		361,871		165,856		3/31/21						作道　実		総務部		0766-74-1166		tsukuri@cnethimi.co.jp		35,781		35,781		19,363		0		5,363		7,143		6,192		4,149						0		富山県

		10110274		射水ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		30		1		39,401		39,401		27,837		22,506		10,779		0		14,949		28,538		11,080		383		13,223		3,020		76		9,867		13,734		13,734		0		988		1,843,461		807,786		950,270		85,405		3/31/21						高山　一登		常務取締役		0766-82-7320		takayama@catvnet.co.jp		39,401		39,401		27,837		701		10,779		11,080		13,223		13,734						0		富山県

		10110275		高岡ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		40		1		65,857		65,857		47,813		26,026		12,442				12,442		47,813		12,442		1,257		16,388		844		8,669		6,813		15,354		15,354		0		1,149		2,217,306		1,388,004		829,301				3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				笠井　克祐		事業本部　執行役員事業本部長		0766-26-6900		kasai@takaoka-catv.jp		65,857		65,857		47,813		0		12,442		12,442		16,388		15,354						0		富山県

		10110276		となみ衛星通信テレビ(株)		北陸		富山県		41		0		42,753		42,753		29,672		9,795		13,305		0		13,305		29,672		13,305		869		11,788		2,222		2,791		6,775		9,747		9,747		0		780		1,813,113		1,042,338		770,775		0		3/31/21		年度総売上実績内訳・放送には砺波広域圏事務組合及び小矢部市ケーブルテレビ分も含みます。 【内訳】 となみ衛星通信テレビ㈱　539,540千円 砺波広域圏事務組合　241,282千円 小矢部市ケーブルテレビ　261,516千円				加賀谷　一幸		総務部次長　管理課　課長		0763-22-7600		smile-jcta@tst-tv.jp		42,753		42,753		29,672		0		13,305		13,305		11,788		9,747						0		富山県

		10110277		(株)新川インフォメーションセンター		北陸		富山県		18		4		15,856		15,856		10,950		2,783		4,533		0		4,533		10,950		5,732		145		4,548		2,764		990		868		4,433		4,433		0		0		858,498		330,968		236,396		291,134		3/31/21						松岡　千穂		取締役総務部長		0765-23-6110		matsuoka@nice-tv.jp		15,856		15,856		10,950		66		4,533		5,732		4,548		4,433						0		富山県

		10110278		新川広域圏事務組合		北陸		富山県		0		4		28,004		28,004		22,495		0		4,614				4,614		22,495		5,388		0		8,305		7,957				707		0						0		531,594		438,821		51,278		41,495		3/31/15						削除済								28,004		28,004		22,542		1,012		4,685		5,229		8,664		0				3/31/16		0		富山県

		10110279		滑川中新川地区広域情報事務組合		北陸		富山県		0		11		26,400		26,400		15,898		0		6,048		0		7,874		15,898		15,512				5,589		4,557		0		1,032		50		0		50		426		461,889		38,753		413,633		9,504		4/30/21		※20210721 事業状況・財務状況・・・事業譲渡先（株）ＴＡＭの確定データを元に更新（連盟）  ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				竹山　雅信		総務課　係長		076-474-9211		takeyama@net3-tv.jp		30,001		30,001		15,906		382		7,907		15,412		5,653		0				6/30/21		0		富山県

		10110280		加賀ケーブル(株)		北陸		石川県						29,163		29,163		8,935		0		8,056				8,056		8,935		8,056		641		3,692		1,533		289		1,870		2,880		2,880		0		0		732,596		331,216		220,956		180,424		3/31/21		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				髙田　直彦		代表取締役社長		0761-72-8191		takata@kagacable.jp		29,163		29,163		8,935		879		8,056		8,056		3,692		2,880						0		石川県

		10110281		金沢ケーブル(株)		北陸		石川県		30		34		255,815		255,815		103,153		3,188		22,862				41,931		103,153		41,931		2,575		35,523		9,125		2,875		23,523		24,034		24,007		27		6,209		5,122,818		2,752,589		2,370,228		0		3/31/21						多賀　陽市		営業部		076-224-1140		y-taga@kanazawacatv.jp		255,815		255,815		103,153		8,637		22,862		41,931		35,523		24,034						0		石川県

		10110282		(株)テレビ小松		北陸		石川県		22		0		57,483		30,300		19,709		14,130		7,788				7,788		18,623		12,333		2,477		10,002		1,216		1,959		6,827		9,409		9,409						1,147,943		546,844		569,112		31,987		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20190910 放送内訳修正値入手し連盟が登録 決算年月日更新漏れ⇒2019/03/31に修正				縄　洋平		代表取締役専務		0761-23-3911		y-nawa@tvk.ne.jp		57,483		30,300		19,709		2,600		7,788		12,333		10,002		9,409						0		石川県

		10110283		(株)あさがおテレビ		北陸		石川県		19		1		39,598		39,598		25,517		11,595		9,387		0		5,360		19,690		7,844		269		6,968		1,689		1,107		4,172		7,238		7,238						1,257,078		730,977		526,101		0		3/31/21		※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				森　謙一		取締役（事業推進担当）		076-274-3333		mori@asagaotv.ne.jp		39,598		39,598		25,517		61		9,387		7,844		6,968		7,238						0		石川県

		10110287		織田中央テレビ共同受信施設組合		北陸		福井県		0		1		1,370		1,370		1,370		0		0		1,370						0		0										0						0																								1,370		1,370		1,370		1,370		0		0		0		0				12/19/07		0

		10110288		丹南ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		38		5		61,362		61,362		42,403		36,145		27,476		0		27,476		42,403		27,476		0		19,017		325		326		18,366		14,473		14,473		0		782		2,323,097		1,411,138		911,959		0		3/31/21						石塚　喜章		経営企画部　部長		0778-21-5040		ishiduka@t-catv.co.jp		61,362		61,362		42,403		5,150		27,476		27,476		19,017		14,473						0		福井県

		10110289		福井ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		39		40		115,231		103,200		90,915		17,942		81,343		0		81,224		89,346		81,224		11,045		33,141		6,390		13,556		13,195		30,248		30,248				825		5,281,815		2,869,707		2,412,108		0		3/31/21						安田　誠		社長補佐		0776-20-3651		yasuda@fctv.co.jp		115,231		103,200		90,915		111		81,343		81,224		33,141		30,248						0		福井県

		10110290		美方ケーブルネットワーク(株)		北陸		福井県		4		5		8,677		8,651		7,482		2,355		5,218				3,678		7,385		4,902		0		2,581		390		1,971		137		69				80		28		273,719		135,390		99,475		38,854		3/31/21						真田　邦彦		事業局長兼サービス課 課長　		0770-32-3400		k-sanada@mmnet-ai.ne.jp		8,677		8,651		7,482		0		5,218		4,902		2,581		69						0		福井県

		10110292		(株)嶺南ケーブルネットワーク		北陸		福井県		30		12		29,013		29,013		26,056		6,152		19,110		0		19,110		19,110		21,860		395		11,148								7,772		7,740		32		1,097		1,507,433		786,724		663,413		57,295		3/31/21						平吹　明義		経営管理部　事業管理担当部長		0770-24-4101		rcn-man@rcn.ne.jp		29,013		29,013		26,056		0		19,110		21,860		11,148		7,772						0		福井県

		10110293		(株)ケーブルテレビ若狭小浜		北陸		福井県		15		2		12,114		12,114		11,039				2,257				1,490		11,039		2,257		104		915						915		0								367,584		318,489		38,542		10,553		3/31/21						中辻　文博		総務部　総務課長		0770-52-7201		nakatsuji@channel-oh.jp		12,114		12,114		11,039		0		2,257		2,257		915		0						0		福井県

		10110294		おおい町		北陸		福井県		9				3,266		3,266		3,266		0		714		0		2,411		3,266		2,411		0		0								0						0		12,713		12,713						3/31/21						濱田　知		まちづくり課　主事		0770-77-4051		tohamada@town.ohi.lg.jp		3,266		3,266		3,266		0		714		2,411		0		0						0		福井県

		10110300		環境エンジニアリング(株)		近畿		滋賀県						1,039		1,039		980		0		0								0		0		0								0						0																削除済		マネージャー						1,039		1,039		980		0		0		0		0		0				3/31/11		0

		10110301		余呉町		近畿		滋賀県		3				1,255		1,255		1,255		0		80								0		0		540		540						1,243						0																削除済		総務課情報係　係長						1,243		1,243		1,243		1,243		80		0		562		1,243				2/18/09		0

		10110302		(株)甲賀ケーブルネットワーク		近畿		滋賀県		7		3		18,403		9,925		2,055		0		2,055		2,055								0		271		271												0		105,943		99,195		5,310		1,437								削除済		営業部　主任						18,403		9,925		2,055		0		2,055		0		271		0				9/19/12		0

		10110303		滋賀ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		43		11		265,279		119,702		44,704		0		28,648		23,928						5,100		0		10,273								341		373				0		1,609,352																						118,363		118,363		42,104		0		28,648		4,382		9,640		341				12/19/07		0

		10110304		近江八幡ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県						29,557		29,557		13,368		0		9,684								0		0		2,529		2,529						72				72		0																削除済		技術部インターネット課						29,557		29,557		13,368		1,744		9,684		0		2,529		72				7/2/08		0

		10110310		(株)ＫＣＮ京都		近畿		京都府		23		20		188,089		76,563		38,447		0		25,798		0				38,447		12,687		2,286		34,899		40		151		32,661		32,650		32,611		39		0		2,509,890		668,588		1,755,184		86,117		12/31/20						山﨑　理		常務取締役総務部長		0774-95-0089		yamasaki@kcn-kyoto.jp		188,089		76,563		38,447		3,285		25,798		12,687		34,899		32,650						0		京都府

		10110311		(株)京都ケーブルコミュニケーションズ		近畿		京都府		37		30		686,500		313,000		136,000		0		34,000		0		12,970		0		12,970		0		10,300		10,300		0		0		0		0		0		0		2,924,000		1,243,000		490,000		0						ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　部長						686,500		313,000		136,000		0		34,000		8,850		10,300		0				10/22/08		0

		10110313		洛西ケーブルビジョン(株)		近畿		京都府		2		1		16,900		16,580		13,334				2,688		0		857		13,334		1,410				1,548				837		711		2,231		2,231						327,425		245,370		64,845		17,210		3/31/21						新治　光子		総務部　取締役総務部長		075-331-1411		niiharu@rcv.co.jp		16,900		16,580		13,334		0		2,688		1,410		1,548		2,231						0		京都府

		10110324		ケーブルウエスト(株)		近畿		大阪府		106		241		506,674		470,143		403,082		0		87,697		37,959						50,244		0		34,634								8,799		11,079				0														ＪＣＯＭ(株)										506,674		470,143		382,205		277,051		87,697		49,806		33,083		8,799				2/20/08		0

		10110326		(株)オプテージ		近畿		大阪府						8,547,305		7,581,906		930,902		930,902		299,468		0		299,468		930,902		299,468		0		1,578,271		0		0		1,578,271		1,637,241		1,471,554		165,687				260,897,000		30,226,000		167,938,000		62,732,000		3/31/21		20210728 データ更新				管理者								8,547,305		7,581,906		930,902		32,006		299,468		299,468		1,578,271		1,637,241						1		大阪府

		10110327		(財)京阪神ケーブルビジョン		近畿		大阪府		44		9		283,193		283,193		283,193		0		8,061		1,613		6,448		157,083		6,448		0		3,134		2,558		576		0		364		0		364		0		744,083		560,826		106,854		1,356								削除済		総務部長						280,550		280,550		280,550		234,567		6,918		5,659		3,218		356				3/31/10		0

		10110328		(株)ジェイコムウエスト		近畿		大阪府		0		251		5,666,125		5,666,125		3,772,470		0		988,906				988,906		3,772,470		988,906		247,468		965,370		47,332		73,318		844,720		931,490		931,490		0		92,267		130,798,206		51,330,015		53,943,641		25,524,550		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		石田　裕子		㈱ジェイコムウエスト 人事・管理統括部 管理グループ		06-7175-7301		jcw-corporate@jupiter.jcom.co.jp		5,666,125		5,666,125		3,772,470		893,956		988,906		988,906		965,370		931,490						1		大阪府

		10110330		吹田ケーブルテレビジョン(株)		近畿		大阪府		2		46		179,200		179,200		152,500		0		40,500		0						40,500		0		25,900								27,800						0		3,778,432												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						178,100		178,100		151,200		23,757		40,400		40,400		23,500		24,600				12/31/12		0

		10110331		(株)全関西ケーブルテレビジョン		近畿		大阪府		9		1		79,506		26,270		19,520		19,520		0						15,182		0				0								0								450,288		374,908				75,380		3/31/21						山田　茂生		エリア事業部　エリア事業部長		06-6201-3388		yamada@ac-tv.co.jp		79,506		26,270		19,520		17,223		0		0		0		0						1		大阪府

		10110332		高槻ケーブルネットワーク(株)		近畿		大阪府		0		44		167,000		167,000		114,900		0		43,300		0						43,300		0		28,400								34,100				0		0		4,393,710												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						166,500		166,500		114,100		25,400		43,800		43,800		27,100		31,400				12/31/12		0

		10110333		(株)テレビ岸和田		近畿		大阪府		48		9		96,367		89,521		71,660		25,346		27,455				27,455		71,660		27,455		3,060		29,303		1,099		630		27,574		31,566		31,566						2,699,052		1,225,884		1,359,887		113,281		3/31/21						嶋崎　宏和		技術本部　本部長		072-436-3636		shima@tvk.co.jp		96,367		89,521		71,660		24,002		27,455		27,455		29,303		31,566						0		大阪府

		10110334		豊中・池田ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0		56		237,900		237,900		178,800		0		52,300		0						52,300		0		33,500								36,900						0		4,994,113		2,847,288		1,642,168								ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						235,800		235,800		177,600		29,600		53,100		53,100		30,900		33,200				12/31/12		0

		10110337		東大阪ケーブルテレビ(株)		近畿		大阪府		0		49		246,100		246,100		155,700		0		57,200		0		37,200		95,907		57,200		0		31,900								41,000						0		5,469,225												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部　管理統括部						244,200		244,200		154,200		27,600		57,200		57,200		30,600		37,600				12/31/12		0

		10110338		北摂ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0				211,184		211,184		139,085		0		47,480		24,597						24,875		0										31,027						0		5,607,809												ＪＣＯＭ(株)										211,184		211,184		139,085		9,954		47,480		24,875		30,721		31,027				2/20/08		0

		10110339		北河内ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		33		120		320,076		320,076		174,720		0		62,869		7,422		55,447		174,720		55,447		0		32,568		25,319		5,498		1,751		30,606		23,372				0		5,903,437		3,648,607		1,459,003								ＪＣＯＭ(株)		削除済		ＣＳ推進課　課長						320,076		320,076		174,720		16,456		62,869		55,447		32,568		30,606				5/20/09		0

		10110341		(株)明石ケーブルテレビ		近畿		兵庫県		22		8		139,103		95,665		51,030		57,579		8,875						14,713		8,494		10		7,221		3,444		1,105		2,672		9,104		9,104						1,059,843		605,300		332,459		122,084		3/31/21						松尾　明美		管理部　担当課長		078-911-7000		matsuo@actv.zaq.ne.jp		139,103		95,665		51,030		36,317		8,875		8,494		7,221		9,104						0		兵庫県

		10110343		(株)淡路島テレビジョン		近畿		兵庫県		17		0		16,496		16,496		12,867		0		1,701				0		0		1,701		0						0		0		0		0		0		0		130,000														削除済		取締役総務管理部長						16,496		16,496		12,867		0		1,701		1,701		0		0				5/21/08		0

		10110344		ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス(株)		近畿		兵庫県		47		2		175,601		123,812		53,788		0		15,288		0		16,043		52,754		21,737		647		12,197		7,061		886		3,138		15,975		15,915		60				2,064,346		1,061,753		975,251		27,343		3/31/21						永濱　昭和		総務部　担当取締役		079-420-2525		ban-jcta@banban.co.jp		175,601		123,812		53,788		4,332		15,288		21,737		12,197		15,975						0		兵庫県

		10110345		神河町ケーブルテレビネットワーク		近畿		兵庫県		8		0		4,146		4,146		3,682		3,682		0		0		0		3,682		0		0		1,438		0		0		1,438		0						0		96,129		81,128		15,001		0		3/31/21						齊藤　斉		総務課　係長		0790-32-2752		jyoho@town.kamikawa.hyogo.jp		4,146		4,146		3,682		1,467		0		0		1,438		0						0		兵庫県

		10110347		(株)ケーブルネット神戸芦屋		近畿		兵庫県		0		198		812,500		812,500		615,700		0		159,700		0						159,700		0		109,600								143,100						0		17,917,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部　兵庫ブロック管理チーム長						810,700		810,700		608,600		131,300		156,800		156,800		102,000		131,900				12/31/12		0

		10110348		南あわじ市		近畿		兵庫県		4		4		19,743		19,743		0		0		0		0		0		13,963		0		0		0		0						0						0		1,050		1,013		37		0		3/31/21		市役所の一般会計のため、会計科目等当てはまるものがありませんので、非管理項目としています。				奥田 泰大		広報情報課　副課長		0799-43-2345		yasuhiro_okuda@city.minamiawaji.hyogo.jp		19,743		19,743		0		0		0		0		0		0						0		兵庫県

		10110349		(財)神戸市開発管理事業団		近畿		兵庫県		10		13		66,588		66,588		58,878		0		9,309		8,722		587		0		587		0		1,850		446		1,404		0		0						0		874,555		853,819		20,736				平成１８年度、金額はすべて税抜き額														66,588		66,588		58,878		0		9,309		587		1,850		0				2/20/08		0

		10110350		(株)ベイ・コミュニケーションズ		近畿		大阪府		245		19		884,700		883,900		808,400		29,257		130,193		0		104,434		808,400		130,193		20		216,457		10,484		72,245		133,729		154,359		154,318		41		192		18,756,555		5,554,113		11,374,516		1,827,925		3/31/21						竹村　健一郎		経営企画室　課長		06-6450-1179		ml-renmei@baycom.jp		884,700		883,900		808,400		677,052		130,193		130,193		216,457		154,359						1		大阪府

		10110351		姫路ケーブルテレビ(株)		近畿		兵庫県		53		14		248,600		248,600		125,757		36,249		39,658		0		23,437		125,757		39,658		940		46,890		5,732		11,764		29,394		43,415		43,355		60		0		4,319,453		1,991,265		2,328,189		0		3/31/21						松本　圭司		取締役総務部長兼企画部長		079-278-5070		k-matsumoto@winknet.ne.jp		248,600		248,600		125,757		42,304		39,658		39,658		46,890		43,415						0		兵庫県

		10110355		近鉄ケーブルネットワーク(株)		近畿		奈良県		233		133		567,506		418,209		197,644				60,633		0		60,633		197,644		72,532		16,166		145,855		14,382		776		130,697		139,141		136,045		3,096		3,019		13,527,622		4,310,266		9,217,356				12/31/20						金井　博美		監査役室・対外業務室		0743-75-5510		kanai@kcn.ad.jp		567,506		418,209		197,644		8,111		60,633		72,532		145,855		139,141						0		奈良県

		10110356		こまどりケーブル(株)		近畿		奈良県		10		2		38,357		38,357		32,640		26,478		3,815		0		10,827		32,640		10,827		12		0								0						0		1,621,801		701,437		0		920,364		12/31/20		特になし				山崎　理		常務取締役		0743-75-4744		yamasaki@kcn.ad.jp		38,357		38,357		32,640		27,023		3,815		10,827		0		0						0		奈良県

		10110357		(株)サイバーリンクス		近畿		和歌山県		535				7,780		4,025		4,025		4,025		307						4,025		307				1,263						1,263		26				26				10,321,048		91,692		85,173		10,144,183		12/31/20		20210729　総売上/実績内訳（放送・通信・その他）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				杉原　正洋		公共クラウド事業部　公共サービス運用部　ネットワーク運用課　課長補佐		0739-24-9500		m-sugihara@cyber-l.co.jp		7,780		4,025		4,025		4,025		307		307		1,263		26						0		和歌山県

		10110359		鹿足郡事務組合		中国		島根県		7		0		6,388		6,388		5,925		5,925		669				669		5,925		997		51		2,304		1,666		394		244		5,925		5,925		51		0		399,370		121,131		85,450		192,789		3/31/21						三宅　貴洋		主事		0856-74-2099		snn@tsuwano.net		6,388		6,388		5,925		2,830		669		997		2,304		5,925						0		島根県

		10110361		(株)中海テレビ放送		中国		鳥取県		64		11		100,740		100,740		55,420		27,271		38,476		0		38,476		55,420		38,476		1,113		23,679		1,763		317		21,599		25,452		25,452		42		848		5,624,157		2,630,433		1,197,890		1,795,834		3/31/21						鎌田　靖史		総務部　次長		0859-29-2211		catv@chukai.co.jp		100,740		100,740		55,420		2,985		38,476		38,476		23,679		25,452						0		鳥取県

		10110362		鳥取中央有線放送(株)		中国		鳥取県		26		0		18,280		18,280		14,667		14,667		3,161				1,459		14,667		3,161		131		5,381		2,351		2,051		979		0						497		527,641		287,326		240,314		0		3/31/21						谷口　成樹		事業部事業1係・係長		0858-53-2565		info@torichu.co.jp		18,280		18,280		14,667		1		3,161		3,161		5,381		0						0		鳥取県

		10110363		(株)鳥取テレトピア		中国		鳥取県		15		0		14,004		12,935		9,362		1,627		6,200		0				9,362		6,200		101		1,824		1,094		485		245		0						0		504,399		389,886		111,895		2,619		3/31/21						奈良井　大輔				0857-22-6111		daisuke-narai@inabapyonpyon.net		14,004		12,935		9,362		0		6,200		6,200		1,824		0						0		鳥取県

		10110364		日本海ケーブルネットワーク(株)		中国		鳥取県		68		0		91,547		91,547		63,785		8,108		39,984		0				63,772		39,984		1,451		15,463		9,606		1,379		4,478		17,291		17,291		0		2,526		3,027,543		2,071,919		955,624				7/31/20						坂口　淳子		総務部　総務課		0857-21-3202		catv@ncn-t.net		91,547		91,547		63,785		5,640		39,984		39,984		15,463		17,291						0		鳥取県

		10110365		出雲ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		34		7		42,568		42,568		27,829		11,945		10,179		0		25,078		27,829		25,078		273		9,181		1,333		1,780		6,068		11,077		11,077						1,798,439		1,135,686		662,753		0		3/31/21						北脇　厚		総務課　課長		0853-21-9811		kitawaki-atsushi@icv-izumo.ne.jp		42,568		42,568		27,829		0		10,179		25,078		9,181		11,077						0		島根県

		10110366		松江市		中国		島根県		0		3		3,320		2,508		2,272		0		633		615						37		0		347		347		0		0		0		11		0		0		57,795														削除済		鹿島ケーブルビジョン所長						3,320		2,508		2,291		0		665		38		335		0				3/31/11		0

		10110367		山陰ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		62		20		104,552		104,552		56,017		46,705		4,864				4,864		13,648		13,648		578		15,486		4,535		5,773		5,178		9,192		8,281		911		1,380		2,576,929		1,388,660		588,347		599,922		3/31/21		(年度総売上備考：行政が設備した施設の運営管理あり）				上代　徹		総務部　総務課長		0852-23-2522		jyoudai@mable.ne.jp		104,552		104,552		56,017		726		4,864		13,648		15,486		9,192						0		島根県

		10110368		石見ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		32				32,014		30,565		17,245				1,513				4,619		17,245		4,619		94		3,835		1,950		1,035		850		0								781,398		504,532		276,866				3/31/21						福浜　秀利		代表取締役社長		0855-23-4883		info@iwamicatv.jp		32,014		30,565		17,245		3,826		1,513		4,619		3,835		0						0		島根県

		10110369		井原放送(株)		中国		岡山県		23		1		18,408		18,408		12,998		11,652		685				685		12,998		685		9		6,629		2,855				3,774		3,254		3,254						716,234		341,970		344,175		30,089		3/31/21						原田　誠司		専務取締役		0866-62-8181		harada@icv.co.jp		18,408		18,408		12,998		7,813		685		685		6,629		3,254						1		岡山県

		10110370		岡山ネットワーク(株)		中国		岡山県		30		12		283,008		190,811		62,943				19,737				19,737		62,943		19,737		824		16,388		9,833		29		6,526		12,631		12,631						1,866,208		1,039,993		647,021		179,194		3/31/21						瀧　哲郎		営業部　課長補佐		086-805-0202		taki@oni.co.jp		283,008		190,811		62,943		39,784		19,737		19,737		16,388		12,631						0		岡山県

		10110371		(株)吉備ケーブルテレビ		中国		岡山県		35		9		29,503		29,503		21,709		117,169		15,259		0				21,709		15,259		230		5,574		4,286		0		1,288		0		0		0		0		1,315,806		1,026,089		251,788		37,929		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				三村　和正		総務部　経理課		0866-21-0123		mimura-k@kibi.ne.jp		29,503		29,503		21,709		0		15,259		15,259		5,574		0						0		岡山県

		10110372		(株)倉敷ケーブルテレビ		中国		岡山県		91		26		244,907		195,113		89,083		24,724		47,364		0		47,364		89,083		47,364		1,097		33,000		5,167		2,880		24,953		34,647		34,622		25		16		4,252,319		2,080,398		2,171,921		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		小川　洋子		総務部　部長		086-466-1717		y.ogawa@kct.co.jp		244,907		195,113		89,083		3,603		47,364		47,364		33,000		34,647						0		岡山県

		10110373		(株)ケーブルネットワーク金光		中国		岡山県		4		3		4,572		4,572		535		0		136				136		535		218		0																0		80,000		68,000		12,000		1,500								削除済		常務取締役						4,572		4,572		3,481		0		155		284		1,153		0				12/31/13		0		岡山県

		10110374		玉島テレビ放送(株)		中国		岡山県		39		8		26,724		26,724		15,130		15,130		12,953				12,953		15,130		12,953		39		5,958		1,132		0		4,826		5,002		5,002						918,445		429,695		406,654		82,096		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				大島　清		統括部長		086-526-7075		o-shima@tamashima.tv		26,724		26,724		15,130		0		12,953		12,953		5,958		5,002						0		岡山県

		10110375		(株)テレビ津山		中国		岡山県		12		4		43,730		43,730		11,780		3,896		8,535		0				11,780		8,535		0		6,548		2,652		0		3,896		3,367		3,367				0		613,171		276,752		336,419				3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		劔持　成利		代表取締役社長		0868-24-4000		info@tvt.ne.jp		43,730		43,730		11,780		3		8,535		8,535		6,548		3,367						0		岡山県

		10110376		笠岡放送(株)		中国		岡山県		35		0		35,617		34,806		23,257		23,257		751		0		13,954		23,257		751		86		13,578		2,090		0		11,488		8,365		8,304		61		1,110		1,364,293		546,492		791,793		26,007		3/31/21		2019年度より税理士変更により税込方式から税別方式に変更				小寺　惣一		常務取締役		0865-63-6181		kodera@nsg.kcv.ne.jp		35,617		34,806		23,257		0		751		751		13,578		8,365						0		岡山県

		10110377		矢掛放送(株)		中国		岡山県		3		0		5,568		5,568		4,091		4,091		0		0		1,065		4,091		1,065		0		751		351		294		106		0		0		0		8		123,870		84,477		30,228		9,165		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				水川　哲也		総務部　専務取締役		0866-84-8490		yct@yct.ne.jp		5,568		5,568		4,091		4,091		0		1,065		751		0						0		岡山県

		10110378		島根県浜田市		中国		島根県		1		2		2,824		2,664		2,355				532				532				2,355		0		939		718		221				0								95,826		67,083		27,447		1,297		3/31/21		令和2年度　事業運営にかかる歳入決算額				三輪　祐二		浜田市　三隅支所　防災自治課　防災係　主任主事		0855-32-4444		miwa-yuuji@city.hamada.lg.jp		2,824		2,664		2,355		0		532		2,355		939		0						0		島根県

		10110380		(株)ちゅピＣＯＭおのみち		中国		広島県		11		1		28,700		13,500		9,790		7,938		2,598		0		2,598		9,790		2,598		15		2,914		702		1,294		918		3,070		3,070		0		0		460,559		202,434		214,430		43,695		3/31/21						大池  茂文		営業課		0848-38-1881		oike@octv.co.jp		28,700		13,500		9,790		292		2,598		2,598		2,914		3,070						0		広島県

		10110382		(株)ケーブル・ジョイ		中国		広島県		14		1		25,000		19,702		6,610		4,330		1,600		0		1,600		6,610		1,600		0		1,990		1,990		0		0		20		0		20		0		414,000		290,000		112,000		12,000		3/31/21						唐川　克秀		営業・総務統括部　部長		0847-45-0557		jokaraka@pear.ccjnet.ne.jp		25,000		19,702		6,610		3,900		1,600		1,600		1,990		20						0		広島県

		10110383		(株)ちゅピＣＯＭ		中国		広島県		109		33		654,441		655,441		295,503		15,962		52,191						295,503		52,191		2,482		57,194		12,257		3,783		41,154		41,733		41,647		86		612		5,510,348		3,164,605		2,345,742		0		3/31/21						天野　陽介		営業企画部・係長		082-296-5564		amano-03@chupicom.co.jp		654,441		655,441		295,503		118,947		52,191		52,191		57,194		41,733						0		広島県

		10110384		(株)東広島ケーブルメディア		中国		広島県		9		2		39,143		31,468		10,881		3,442		2,916		0				10,881		2,916		163		619		140		0		169		0		0		0		0		268,401		236,759		31,642				3/31/21						徳永　功				082-424-8800		eigyo@kamon.ne.jp		39,143		31,468		10,881		0		2,916		2,916		619		0						0		広島県

		10110386		(株)ちゅピＣＯＭひろしま		中国		広島県		42		10		597,300		597,300		121,494		9,973		23,136		0		22,427				28,026		581		15,692		3,275		3,689		8,728		12,428		12,428				272		2,361,519		1,634,546		726,973		0		3/31/20						削除済		総務部　主任						597,300		597,300		121,494		13,741		23,136		28,026		15,692		12,428				9/30/20		0		広島県

		10110388		三原テレビ放送(株)		中国		広島県		28		4		43,678		43,000		14,920		5,447		2,323		0		2,323		14,857		3,319		33		6,033				6,033				113				113		10		705,614		350,105		338,052		17,457		9/30/20						勝村　祥治		統括部長		0848-63-8600		s-katsumura@g.mcat.co.jp		43,678		43,000		14,920		111		2,323		3,319		6,033		113						0		広島県

		10110391		(株)アイ・キャン		中国		山口県		45		4		75,611		96,658		37,905		21,638		7,133		0		5,655		37,905		7,133		910		9,888		4,301		2,079		3,508		6,612		6,612		0		0		1,310,421		569,503		508,428		232,489		3/31/21						吉村　満則		総務部　部長		0827-22-5678		icn@icntv.co.jp		75,611		96,658		37,905		11,519		7,133		7,133		9,888		6,612						0		山口県

		10110392		Ｋビジョン(株)		中国		山口県		30		3		63,675		62,003		41,875		8,270		20,485				20,485		41,875		20,485		521		11,008		4,697		1,291		5,020		7,794		7,794				0		1,481,562		1,010,034		471,528				3/31/21						山田　高徳		業務部　部長		0833-44-4936		takanori-yamada@kvision.ne.jp		63,675		62,003		41,875		357		20,485		20,485		11,008		7,794						0		山口県

		10110393		(株)ケーブルネット下関		中国		山口県		0		0		97,743		97,743		68,071		0		35,597		0		35,334		67,987		35,597		4,583		26,740		2,512		1,194		22,062		27,515		27,515		0		1,591		4,106,041		1,764,117		1,557,584		784,339		3/31/21		2014年以降は年度末（3月）決算に変更 20210730　総売上/実績内訳（放送・通信・その他）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）		ＪＣＯＭ(株)		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		97,743		97,743		68,071		1,196		35,597		35,597		26,740		27,515						0		山口県

		10110394		(株)シティーケーブル周南		中国		山口県		29		0		61,900		55,909		41,316		26,884		5,665		0		15,473		15,473		15,473		599		11,011		767		4,112		5,283		12,249		12,249						1,825,635		990,978		417,153		417,504		8/31/20						中山　浩太		総務経理部　総務経理部長		0834-21-3688		ko.nakayama@ccsnet.ne.jp		61,900		55,909		41,316		2,745		5,665		15,473		11,011		12,249						0		山口県

		10110395		長門市		中国		山口県		0		15		15,890		15,890		14,524		7,143		1,266		0		1,811		14,283		1,811		0		3,113		1,932		0		1,181		0		0		0		0		347,389		222,456		113,077		11,856		3/31/21		※令和元年度、会計システム（ＴＫＣ）変更により、税抜価格となりました。				森重　秀睦		山口県長門市ケーブルテレビ　指定管理者　ながとてれび株式会社　センター長		0837-23-1541		hidechika.morishige@nagato-tv.com		15,890		15,890		14,524		0		1,266		1,811		3,113		0						0		山口県

		10110396		萩ケーブルネットワーク(株)		中国		山口県		49		0		41,912		41,912		16,551		12,858		9,754								9,754				5,592		3,843		804		945		0								1,023,839		732,210		272,634		18,995		3/31/19		平成30年度決算より税抜としています。				削除済		代表取締役社長						41,912		41,912		16,551		2,105		9,754		9,754		5,592		0				8/29/19		1		山口県

		10110397		山口ケーブルビジョン(株)		中国		山口県		70		5		200,999		195,076		153,358		3,060		108,662		0		108,662		108,662		108,662		437		31,242		28,930		0		2,312		2,557		2,069		488		0		4,527,863		3,280,860		1,247,003		0		3/31/21						倉田　昌彦		技術局		083-934-1234		kurata@c-able.co.jp		200,999		195,076		153,358		0		108,662		108,662		31,242		2,557						0		山口県

		10110399		ひらたＣＡＴＶ(株)		中国		島根県		13		6		8,602		7,204		6,657		6,657		834				943		6,657		6,106		83		2,636		76		1,249		1,311		1,747		1,747		0		701		382,989		200,674		177,696		4,619		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				金　忠宏		業務部長		0853-63-5539		kon@hit-5.net		8,602		7,204		6,657		0		834		6,106		2,636		1,747						0		島根県

		10110400		(株)池田ケーブルネットワーク		四国		徳島県		0		1		4,735		4,735		4,053		4,053		134						4,053		134				475		281		187		7		0								489,025		245,598		123,070		120,357		3/31/21		※20190924 総売上/内訳訂正 ※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				中川　由美		総務部　課長		0883-72-3399		y-nakagawa@awaikeda.net		0		0		4,053		0		134		134		475		0						0		徳島県

		10110401		石井町有線放送農業協同組合		四国		徳島県		12		0		10,781		13,800		8,353		8,353		232				232		8,353		232		0		3,826		27				3,799		3,351		3,351				0		298,399		235,984		59,869		2,546		3/31/21		20210729　決算年月日訂正(@連盟)				吉田　章吾		業務課長		088-674-7667		yoshida@ihk.or.jp		10,781		13,800		8,353		0		232		232		3,826		3,351						0		徳島県

		10110402		エーアイテレビ(株)		四国		徳島県		14		0		20,700		20,700		14,701		13,045		864		0		147		14,701		864		0		0								0								362,901		277,973		84,927		0		3/31/21						高堂　雅史		総務課　課長		088-692-8223		soumu@aitv.co.jp		20,700		20,700		14,701		0		864		864		0		0						0		徳島県

		10110403		ケーブルテレビ徳島(株)		四国		徳島県		37		7		133,342		133,342		124,777		124,777		21,250				21,250		124,777		21,250		37		5,568						5,568		5,557				5,557		1,633		3,530,733		2,559,343		922,570		48,819		3/31/21						磨見　達彦		営業部		088-655-4000		mami@tcn.ne.jp		133,342		133,342		124,777		2,291		21,250		21,250		5,568		5,557						0		徳島県

		10110404		国府町農事放送農業協同組合		四国		徳島県		13				12,940		12,940		8,954		8,954		444		0				8,954		444		0		0								0						0		300,000		250,000		50,000		0		3/31/21		※2020年度　前年と決算同様金額 ※20210802　メールにて齟齬ない事確認済（@連盟）				森岡　篤				088-642-6050		info@kbctv.ne.jp		12,940		12,940		8,954		0		444		444		0		0						0		徳島県

		10110405		(株)テレビ鳴門		四国		徳島県		14		1		26,157		26,100		19,622		15,584		1,043		0		1,043		19,622		1,043		0		6,778		0		0		6,778		5,225		5,225		0		0		504,147		388,445		115,702		0		7/31/20		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				四宮　努		代表取締役専務		088-685-7101		shinomiya@tv-naruto.ne.jp		26,157		26,100		19,622		0		1,043		1,043		6,778		5,225						0		徳島県

		10110406		日本中央テレビ(株)		四国		徳島県		9				22,300		22,300		5,576		5,576		1,700		0						1,700		0		1,000								900		900				0		162,694		162,694						3/31/21		※20210729　総売上実績/実績内訳・放送　を修正(事業者よりのメールを元に)決算年月日を2021/3/31にて登録(@連盟) 20151118　放送売上のみ入力されていたので、合計に同値を入力。				松本 博毅		企画開発部　部長		0883-22-1501		h-matsumoto@jctv.ne.jp		22,300		22,300		5,576		0		1,700		1,700		1,000		900						0		徳島県

		10110407		(株)ひのき		四国		徳島県		25		2		21,754		21,754		13,329		13,329		723		0				13,329		723		0		5,484								0						85		432,882		318,500		114,383		0		6/30/20						森田　貴		総務課		088-698-0811		core@cue.tv		21,754		21,754		13,329		0		723		723		5,484		0						0		徳島県

		10110408		(株)東阿波ケーブルテレビ		四国		徳島県		7		1		16,000		12,000		5,532		2,000		1,163		0		1,163		5,532		1,163		0		3,096				0		2,968		2,000		2,000		3		0		257,757		187,857		69,900		0		3/31/21		特になし				合田　直人		総務部事務局長		08853-2-3336		goda@e-awa.tv		16,000		12,000		5,532		37		1,163		1,163		3,096		2,000						0		徳島県

		10110409		牟岐町中村テレビ共同受信組合		四国		徳島県						490		490		490		0		0								0		0		0								0						0																削除済		専務理事						490		490		490		0		0		0		0		0				3/31/10		0

		10110410		香川テレビ放送網(株)		四国		香川県		16		1		29,703		23,731		16,215		4,789		5,340		0		5,340		15,435		5,922		410		5,974		1,217		809		3,144		5,446		5,446		0		19		735,232		443,453		287,355		4,424		6/30/20						松永　公伸		取締業務部長		0877-46-5000		matsunaga@kbn.ne.jp		29,703		23,731		16,215		850		5,340		5,922		5,974		5,446						0		香川県

		10110411		(株)ケーブルメディア四国		四国		香川県		29		9		230,607		220,660		70,424		0		19,654		0		15,460		70,424		19,654		1,055		0								0						0		1,921,617		1,789,857		131,760		0		3/31/21						石井　文治		お客さま本部　お客さまサービス部　部長		087-887-9759		ishii@cavy.co.jp		230,607		220,660		70,424		1,025		19,654		19,654		0		0						0		香川県

		10110412		中讃ケーブルビジョン(株)		四国		香川県		26		8		65,066		54,090		17,114				9,151		0		9,151		9,182		9,249		145		16,534		69				16,465		13,837		13,837				0		889,898		640,447		249,451		0		3/31/21						佐久間　知恵		企画室　係長		0877-24-6111		sakuma@cvc.co.jp		65,066		54,090		17,114		600		9,151		9,249		16,534		13,837						0		香川県

		10110413		三豊ケーブルテレビ放送(株)		四国		香川県		16		0		39,024		34,552		10,922		1,198		6,512		0		6,512		10,922		6,512		143		192		192						0						0		589,662		434,948		154,714				6/30/20		20210730　総売上/実績内訳（放送・通信）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				高谷　昌宏		技術課 通信係　係長		0875-24-1844		takaya-mcb@mc1.mcbnet.ne.jp		39,024		34,552		10,922		0		6,512		6,512		192		0						0		香川県

		10110414		テレビ阿波(株)		四国		徳島県		4		1		3,792		3,792		1,289		1,289		174				174		1,289		174				475		177		298		42		235				235				67,419		25,087		21,760		20,572		6/30/20		※20210729　実績内訳・放送/通信/その他　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) (年度総売上備考：2019年6月決算） 2019年6月末決算分 ※20201007 総売上等訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				八坂　晴彦		営業		0883-55-0055		yasaka@awacco.net		3,792		3,792		1,289		0		174		174		475		235						0		徳島県

		10110415		上板町有線テレビ(株)		四国		徳島県		3		1		4,900		4,900		1,561		1,561		225		0		2		1,561		225				156						156		49				46				50,162		39,816		10,345				12/31/20						長谷川　功一郎		業務課　課長		088-694-7633		info@kamiita-catv.com		4,900		4,900		1,561		0		225		225		156		49						0		徳島県

		10110416		(株)ケーブルネットおえ		四国		徳島県		14		0		15,784		15,784		8,564		8,564		0						8,564		0		0		3,788						3,788		3,520		3,520						220,185		154,290		60,084		5,810		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				片岡　和也		統括マネージャー		0883-26-9012		kataoka@cnet-oe.com		15,784		15,784		8,564		386		0		0		3,788		3,520						0		徳島県

		10110417		(株)四国中央テレビ		四国		愛媛県		23		28		29,000		29,000		17,674		0		2,862				2,862		14,086		2,862		215		8,415		5,386		3,029		530		7,186		7,186				3,170		1,006,592		385,558		562,133		58,901		3/31/21		(年度総売上備考：内、四国中央市からの指定管理料３５，７３４千円を含む）  ※20210730 内訳訂正(@連盟)				山下　博史		総務部兼システム部長		0896-24-0130		h.yamashita@s-tv.jp		29,000		29,000		17,674		624		2,862		2,862		8,415		7,186						0		愛媛県

		10110418		今治シーエーティーブィ(株)		四国		愛媛県		16		1		69,954		57,586		17,408		10,923		7,857				6,665		17,408		7,857		598		3,333		941		2,392		2,306		1,460		1,381		79				689,673		578,845		110,828		0		3/31/21						門田　尚樹		総務部　部長		0898-22-0001		n-kadota@icknet.ne.jp		69,954		57,586		17,408		4,941		7,857		7,857		3,333		1,460						0		愛媛県

		10110419		宇和島ケーブルテレビ(株)		四国		愛媛県		19		0		24,860		24,860		9,666		9,432		3,923		0		3,923		9,666		4,033		401		0		0		0		0		0		0		0		0		614,620		403,809				210,811		3/31/21		(年度総売上備考：インターネットは、通信会社への回線貸与事業であり、売上はない。） 特記事項なし				伊藤　克将		常務取締役		0895-24-3939		info@ucat.co.jp		24,860		24,860		9,666		3,951		3,923		4,033		0		0						0		愛媛県

		10110421		(株)愛媛ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		72		99		296,220		275,512		168,645				47,999		0						47,999				88,956								53,296		52,634		662		23,427		8,246,460		2,893,516		5,293,184		59,758		3/31/21		※20201001決算内容訂正(@連盟)				西田 文明		総務部　部長		089-943-5001		nishida@e-catv.ne.jp		296,220		275,512		168,645		3,944		47,999		47,999		88,956		53,296						0		愛媛県

		10110422		(株)ケーブルネットワーク西瀬戸		四国		愛媛県		10		0		27,000		14,000		4,240		35		2,454		0		187		4,273		2,454		3		1,051		318		0		733		490		490		0		100		223,379		141,532		67,356		14,491		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				尾上　浩司		執行役員技術・営業部　部長		0893-25-0212		cnw-soumu@cnw.ne.jp		27,000		14,000		4,240		702		2,454		2,454		1,051		490						0		愛媛県

		10110423		今治市波方シーエーティーブィ		四国		愛媛県						3,817		3,817		2,310		0		711				616		2,310		711		0		267		267												0		106,212		90,006		16,205		0		3/31/15						削除済		今治市波方支所総務課　情報係						3,817		3,817		2,310		2,310		711		711		267		0				3/31/16		0		愛媛県

		10110424		(株)ハートネットワーク		四国		愛媛県		31		34		108,664		90,138		25,143		34		14,409				705		25,143		17,952		2,524		4,686		2,582		220		1,884		1,056		948		108		1,389		1,728,776		1,133,824		374,596		220,354		9/30/20		(年度総売上備考：２０２０．９末現在の数字になります。）				岡部　裕介		業務局　総務課		0897-32-7777		yusuke@heartnetwork.jp		108,664		90,138		25,143		0		14,409		17,952		4,686		1,056						0		愛媛県

		10110425		西予ＣＡＴＶ(株)		四国		愛媛県		0		0		17,758		17,758		10,277		10,277		1,423		0		0		0		1,423		0		6,944		0		0		6,944		5,446		5,446		0		0		440,350		260,833		143,750		35,767		3/31/21						三瀬　春香		総務		0894-62-7811		haruka@seiyo-catv.co.jp		17,758		17,758		10,277		3,312		1,423		1,423		6,944		5,446						0		愛媛県

		10110430		甲浦テレビ共同聴視施設組合		四国		高知県						700		633		633		0		0								0		0		0								0						0																削除済		組合長						700		633		633		633		0		0		0		0				9/19/12		0

		10110431		高知ケーブルテレビ(株)		四国		高知県		38		4		158,264		158,264		52,693		52,693		19,320		0		15,694		52,693		19,320		677		0								0								1,638,877		1,448,896		189,981		0		3/31/21						近森　秀水		取締役　放送技術部長		088-880-1503		kcb-ekikaku-com@kcb.co.jp		158,264		158,264		52,693		111		19,320		19,320		0		0						0		高知県

		10110432		(一社)香南ケーブルテレビ		四国		高知県		12		0		15,022		9,145		6,021		6,021		283		0		5,950		6,021		688		0		4,107		15		0		4,092		3,180		3,180		20		0		479,006		180,004		299,001				3/31/21		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)				國松 美紀		総務		0887-56-0102		kunimiki@kctv.or.jp		15,022		9,145		6,021		14		283		688		4,107		3,180						0		高知県

		10110433		よさこいケーブルネット(株)		四国		高知県		18		1		23,835		23,835		11,944		5,052		4,553		0		4,553		8,618		4,553		183,183		6,632		354		0		6,278		4,360		4,346		14		0		391,838		249,783		24,961		117,094		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				今村　勉		取締役営業部長		0889-43-0050		imamura@scatv.co.jp		23,835		23,835		11,944		57		4,553		4,553		6,632		4,360						0		高知県

		10110434		西南地域ネットワーク(株)		四国		高知県		9		0		18,544		18,636		5,207		3,691		2,169		0		2,169		5,207		2,169		0		351		272		52		27		0		0		0		0		295,292		205,086		90,206		0		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				北川　明彦		設備工事部係長　係長		0880-62-0888		kitagawa@swantv.co.jp		18,544		18,636		5,207		3,038		2,169		2,169		351		0						0		高知県

		10110435		土佐有線テレビ施設組合		四国		高知県		1		1		4,944		698		698		0		698		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,120		8,120		0		0		3/31/21		20190910　放送内訳　桁補正				高橋　直人		組合長		0887-70-1315		laugh7010@icloud.com		4,944		698		698		698		698		0		0		0						0		高知県

		10110437		那賀町ケーブルテレビ		四国		徳島県		7		1		3,645		3,645		3,645		3,355		0		0				3,645		0				1,522		117				1,405		1,775		1,775						549,248		46,014		97,716		405,518		3/31/21						折坂　浩通		ケーブルテレビ課　係長		0884-64-1123		hiromichi-orisaka@naka.i-tokushima.jp		3,645		3,645		3,645		0		0		0		1,522		1,775						0		徳島県

		10110438		徳島県南メディアネットワーク(株)		四国		徳島県		8		2		13,244		8,220		2,279		2,279		450				29		2,279		450				1,206						1,206		984		984		72				208,178		83,970		30,264		93,944		3/31/21						山本 篤司		工事部　グループリーダー		0884-22-1728		yamamoto@kennan.tv		13,244		8,220		2,279		1		450		450		1,206		984						0		徳島県

		10110439		三好市		四国		徳島県						7,861		7,861		7,166		7,166		164		0				7,166		164				1,096		705		339		52		24				24				236,668		172,028		47,362		17,278		3/31/21						谷　直哉		総務課　情報政策担当		0883-72-7641		jyouhouseisaku@city.tokushima-miyoshi.lg.jp		0		0		7,166		0		164		164		1,096		24						0		徳島県

		10110440		(株)ケーブルネットワーク桂川		九州		福岡県		1		2		8,000		5,000		2,216		0		74		0		243		2,216		243		0		0								0						0		57,302		34,982		0		22,320		3/31/21						中嶋　浩仁		取締役		0948-65-0217		cnk@bronze.ocn.ne.jp		8,000		5,000		2,216		0		74		243		0		0						0		福岡県

		10110441		(財)北九州ケーブルビジョン		九州		福岡県		4		0		7,341		5,575		1,832		0		106		101						0		0		0								0						0		31,119		15,768												削除済		事務局長						7,341		5,575		1,842		1,842		106		0		0		0				3/31/09		0

		10110442		(株)ジェイコム九州		九州		福岡県		0		40		1,713,068		1,713,068		1,122,823		11,427		263,538		0		263,538		1,122,823		263,538		67,054		290,333		9,234		45,721		235,378		207,222		207,222		0		18,672		33,490,107		13,492,442		13,119,745		6,877,919		3/31/21		2014年以降は年度末（3月）決算に変更 20210730　売上実績内訳・その他　を更新（事業者からのメールにより）（＠連盟）		ＪＣＯＭ(株)		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		1,713,068		1,713,068		1,122,823		32,653		263,538		263,538		290,333		207,222						1		福岡県

		10110443		(株)ＣＲＣＣメディア		九州		福岡県		25		3		136,800		136,800		54,628		0		5,298				5,924		54,628		7,696		645		7,813		2,311		2,432		3,040		5,987		5,987		0		0		1,020,957		378,766		389,850		252,341		2/28/21		財務情報については弊社が2月末決算の為、2021年2月末現在の情報となります。				大曲　光邦		総務部		0942-37-6411		ohmagari@kumintv.co.jp		136,800		136,800		54,628		12,434		5,298		7,696		7,813		5,987						1		福岡県

		10110444		(株)ケーブルビジョン　２１		九州		福岡県								197,000		148,621		0		41,487		42,000						28,944		0		20,816								28,212						0		4,485,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　プロジェクト企画室						0		197,000		148,621		512		41,487		28,944		20,816		28,212				10/22/08		0

		10110445		(株)ジェイコム福岡		九州		福岡県						804,400		804,400		591,200		0		129,600		0						129,300		0		75,800								102,100						0		15,323,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		九州山口ブロック総務チーム						801,900		801,900		582,900		0		128,300		119,100		72,000		97,800				12/31/10		0

		10110446		(公財)福岡ケーブルビジョン		九州		福岡県		5		0		231,333		47,000		20,073		0		1,457		0		903		20,073		1,457		0		308		169		138		0		0		0		0		0		269,274		232,493		15,363		21,418		3/31/19						削除済		事務局長						231,333		47,000		20,073		20,073		1,457		1,457		308		0				3/31/20		0		福岡県

		10110447		(株)メック		九州		福岡県		48		5		28,832		16,526		1,176		618		1,026		0		715		1,200		715		0		2,183		1,022		0		1,161		0		0		0		0		141,296		35,050		99,346		6,900		4/30/21		FTTH接続世帯数の件数について 昨年までの報告内容に不備あり今回修正。 TVの加入件数の中のFTTH世帯と修正しました。				高木　利矩		総務部		0942-72-7266		takaki2@mecc.co.jp		28,832		16,526		1,176		124		1,026		706		2,123		0						0		福岡県

		10110450		有田ケーブル・ネットワーク(株)		九州		佐賀県		11				8,600		8,200		6,605		5,563		246						6,541		349		0		1,327		605		595		127		934		934						265,901		177,380		55,005		33,516		5/31/20						原田　好弘		総務部総務課課長		0955-43-2500		acn-hard@po.aritanet.ne.jp		8,600		8,200		6,605		0		246		349		1,327		934						0		佐賀県

		10110451		伊万里ケーブルテレビジョン(株)		九州		佐賀県		24		0		19,033		22,166		16,031		7,800		1,666				2,262		16,031		4,289		84		4,928		1,862		2,308		758		2,076		2,039		37		0		751,034		515,640		235,394				3/31/21						川田　毅		総務部長		0955-22-3506		kawada@i-catv.co.jp		19,033		22,166		16,031		0		1,666		4,289		4,928		2,076						0		佐賀県

		10110452		鏡テレビ共同受信組合		九州		佐賀県				3				3,623		2,906		0		0								0		0		0								0						0																削除済		副組合長						0		3,623		2,906		0		0		0		0		0				3/31/10		0

		10110453		(株)ぴーぷる		九州		佐賀県		42		0		23,000		22,000		20,945		0		2,338		0				20,945		4,454		48		6,962		2,394		4,005		563		1,534		1,429		105		0		1,207,906		576,544		355,344		276,018		3/31/21						山下　善史郎		常務取締役		0955-73-5466		yamashita@k-people.jp		23,000		22,000		20,945		0		2,338		4,454		6,962		1,534						0		佐賀県

		10110454		(株)ケーブルワン		九州		佐賀県		37		10		29,509		29,509		20,812		10,478		4,599				4,599		20,812		4,599		142		8,325		2,810		2,229		3,286		9,080		9,062		18		1,327		1,171,260		636,829		534,431		0		7/31/20						山口　伸吾		総務部		0954-23-7511		yamaguchi@cableone.co.jp		29,509		29,509		20,812		0		4,599		4,599		8,325		9,080						0		佐賀県

		10110455		西海テレビ(株)		九州		佐賀県		10		3		6,168		6,168		2,990		40		117				117		2,990		584				480		173		307				0								123,561		95,925		25,247		2,389		3/31/21						西山　真由美		総務部		0955-28-2466		sky-catv@po.chun2.ne.jp		6,168		6,168		2,990		11		117		584		480		0						1		佐賀県

		10110456		佐賀シティビジョン(株)		九州		佐賀県		27		9		123,089		87,950		51,761		30		13,529				13,529		49,557		14,361		3,215		13,725		3,415		987		9,323		9,493		9,404		89		134		1,636,222		1,014,857		621,365		0		2/28/21						江口　義弘		総務部 部長		0952-24-3734		eguchi@bunbun.co.jp		123,089		87,950		51,761		997		13,529		14,361		13,725		9,493						0		佐賀県

		10110457		(株)多久ケーブルメディア		九州		佐賀県		12				7,000		7,000		5,168		844		489		0				5,168		568		0		629		266		258		105		119		119						173,228		143,648		29,580		0		12/31/20						浦田　真治		常務取締役		0952-75-8585		taku@catv.taku.ne.jp		7,000		7,000		5,168		0		489		568		629		119						0		佐賀県

		10110459		(株)テレビ九州		九州		佐賀県		16		0		7,500		7,500		6,050		581		546		0		571		6,050		639		0		1,644		506		885		253		0						0		327,837		213,265		77,263		37,308		4/30/21		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				蒲原　繁則		総務部		0954-20-2580		kamohara@ktknet.jp		7,500		7,500		6,050		0		546		639		1,644		0						0		佐賀県

		10110460		(株)ネット鹿島		九州		佐賀県		14				14,947		14,947		7,517		4,409		270		0		906		7,517		859		0		2,533		1,194		1,216		123		1,557		1,546		11		0		329,554		179,785		149,769				4/30/21		※20180727 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20180725 売上　円単位で入力を千円単位に修正。				松浦　博彦		総務部		0954-63-1862		catv-ka@po.asunet.ne.jp		14,947		14,947		7,517		2,096		270		859		2,533		1,557						0		佐賀県

		10110461		藤津ケーブルビジョン(株)		九州		佐賀県		11				12,970		11,607		4,892		4,079		309		0		17		11,607		472		0		1,733		804		803		126		1,022		1,022		0		0		219,267		127,139		86,356		5,772		4/30/21		特段報告義務がなされていない場合は、極力開示を控えています。 ※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20160812　入力無しで確定→未確定に変更 　20161114映像実演使用料算定の為に管理部が「放送事業売上」データ収集。数値を登録。 ※20170809 売上実績に放送内訳値を転記 ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				松尾　秀則		CATV事業部　統括部長		0954-66-2657		fujippyhide@po.hagakure.ne.jp		12,970		11,607		4,892		15		309		472		1,733		1,022						0		佐賀県

		10110465		諫早ケーブルメディア(株)		九州		長崎県		40		10		60,000		52,000		20,800		1,500		8,700						20,800		16,600				6,000		4,400						4,500		4,500				170		950,864		629,211		289,294		32,359		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				高巣　友裕		総務部 経理課　主任		0957-22-1193		t-takasu@icv-net.co.jp		60,000		0		20,800		70		8,700		16,600		6,000		4,500						0		長崎県

		10110466		厳原有線テレビ利用共同組合		九州		長崎県		3		0		3,100		3,100		2,599		0		0		0						0		0		0								0						0		35,223														削除済		事務局長						3,100		3,100		2,599		27		0		0		0		0				2/18/09		0

		10110467		おおむらケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		0		0		31,000		26,000		7,680		236		6,461		0		6,461		7,680		6,461		137		3,393		2,995		366		32		2,176		2,176		0		0		417,104		283,552		133,552		0		3/31/21		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				永田　雅彦		情報企画部　部長		0957-54-3811		octpulse@octp-net.ne.jp		31,000		26,000		7,680		1,219		6,461		6,461		3,393		2,176						0		長崎県

		10110470		(株)ケーブルテレビジョン島原		九州		長崎県		16		1		21,056		20,510		7,237		0		4,767		0				7,237		4,767		0		1,496		1,135		361		49		0						299		333,951		202,107		84,753		47,091		9/30/20						佐々川　猛彦		営業部長		0957-63-3456		cabocha@shimabara.jp		21,056		20,510		7,237		187		4,767		4,767		1,496		0						0		長崎県

		10110471		九州テレ・コミュニケーションズ(株)		九州		長崎県		252				295,000		212,600		67,046		0		32,113		0		0		32,113		32,113		0		30,829						0		32,651		32,651		0		0		793,388		793,388						6/30/20		売り上げ情報は公開できません  20210816　年度総売上・内訳（放送）・決算年月日を更新（事業者からのメールにより）＠連盟 （20151119 放送内訳のみ連絡あり→総売上に同値を入力）				矢野　久仁男		総務部長		0956-25-6388		infome@tvs12.jp		295,000		212,600		67,046		0		32,113		32,113		30,829		32,651						1		福岡県

		10110472		(株)西彼ケーブルネットワーク		九州		長崎県						4,000		2,000		1,750		0		450								0		0		0								0						0																安達　政幸		代表取締役		095-892-7690		adachi@seihi.co.jp		4,000		2,000		1,750		100		450		0		0		0						0		長崎県

		10110473		東彼ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県				4		2,600		2,600		900		0		74		76				900		0		0		0								0						0		26,881		25,040				1,841		7/31/18		なし				大屋　武広		代表取締役		0956-83-3141		tvt27@po.touhinet.ne.jp		2,600		2,600		900		0		74		0		0		0						0		長崎県

		10110475		(株)長崎ケーブルメディア		九州		長崎県		72		6		108,352		165,328		94,752		20,887		23,279				44,234		85,188		44,234		2,829		30,435		16,407		7,503		6,525		16,682		16,474		208		2,739		3,879,971		1,987,023		1,892,948				3/31/21						青木　行久		常務取締役		095-828-3906		soumu@cncm.ne.jp		108,352		165,328		94,752		2,360		23,279		44,234		30,435		16,682						0		長崎県

		10110476		(株)ひまわりてれび		九州		長崎県		64		0		145,074		145,074		23,201		2,715		11,401						23,201		15,828		0		8,995		1,787		5,432		1,776		7,512		7,512						1,164,114		614,848		375,173		174,093		9/30/20		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				宮崎　和久		業務部　部長		0957-37-6177		kazuhisa@himawarinet.ne.jp		0		0		23,201		0		11,401		15,828		8,995		7,512						0		長崎県

		10110478		福江ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		9				13,790		13,790		4,264		0		1,545		0		1,545		4,264		1,545		0		953		953						0						0		147,438		111,039		36,399				3/31/21						椿崎　幸平		総務課		0959-74-5775		k-tubakizaki@vc.fctv-net.jp		13,790		13,790		4,264		355		1,545		1,545		953		0						0		長崎県

		10110480		天草ケーブルネットワーク(株)		九州		熊本県		33		1		23,200		23,200		9,637		1,744		4,956						9,209		5,775		66		3,438		2,076		264		1,098		0								677,719		325,186		177,083		175,450		4/30/21		※20210730 総売上訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				山田　由美子		総務課		0969-22-1311		yumiko.yamada@acn-tv.co.jp		23,200		23,200		9,637		428		4,956		5,775		3,438		0						0		熊本県

		10110481		(株)ジェイコム熊本		九州		熊本県		0		28		272,300		272,300		163,400		0		33,500		0						33,500		0		26,400		17,410		1,820		7,396		26,600		26,600				0		3,511,110		1,780,354		1,413,638		317,118		3/31/15				ＪＣＯＭ(株)		削除済		(株)ジュピターテレコム　九州山口ブロック　管理統括グループ　アシスタントマネージャー						272,300		272,300		163,400		12,284		33,500		33,500		26,400		26,600				3/31/16		0		熊本県

		10110485		臼杵市		九州		大分県						15,361		15,361		12,096		0		3,815		0		3,815		12,096		3,815		0		0								0						0		302,020		302,020						5/31/15						削除済		総務課　主任						15,361		15,361		12,096		0		3,815		3,815		0		0				3/31/16		0		大分県

		10110486		大分ケーブルテレコム(株)		九州		大分県		0		72		217,000		217,000		190,700		71,000		78,000		0						78,000		19,100		84,700								57,100		57,100				3,400		9,468,282		4,177,436		4,803,277		487,567		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		小林　太郎		管理本部　副本部長		097-542-6472		KobayashiTar@jupiter.jcom.co.jp		217,000		217,000		190,700		20,500		78,000		78,000		84,700		57,100						0		大分県

		10110487		大分ケーブルネットワーク(株)		九州		大分県						24,775		12,300		5,582		0		2,640		0						2,640		0		518		381		55		82		0								112,217		83,458		23,968		4,791		5/31/21						見越　俊介		情報通信営業部		097-558-3408		migoshi@ocn-catv.ne.jp		24,775		12,300		5,582		70		2,640		2,640		518		0						0		大分県

		10110488		ＫＣＶコミュニケーションズ(株)		九州		大分県		19				18,375		16,170		13,047		1,965		767		0				13,047		2,727				1,650		1,585				65		0								773,167		458,993		299,837		14,337		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				中島　靖和		専務取締役		0973-27-5001		nakashima@kcv.jp		18,375		16,170		13,047		0		767		2,727		1,650		0						0		大分県

		10110489		(株)ケーブルテレビ佐伯		九州		大分県		32		22		32,000		31,708		31,708		8,632		6,978		0		6,070		0		6,978		0		7,313		5,926		0		1,221		5,494		5,423		15		5		1,145,849		433,436		518,384		194,029		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				川野　知治		総務部　部長		0972-22-9811		kawano@saiki.tv		32,000		31,708		31,708		0		6,978		6,978		7,313		5,494						0		大分県

		10110490		ＣＴＢメディア(株)		九州		大分県		34		2		72,225		71,582		51,266		9,566		22,955		0		18,796		50,555		21,339		941		9,800		1,209				8,591		5,667		5,667		0		123		1,713,560		1,173,280		506,190		34,090		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				野上　徹順		専務取締役		0977-24-3553		nogami@t-ctb.co.jp		72,225		71,582		51,266		1,018		22,955		21,339		9,800		5,667						0		大分県

		10110491		東大分システム(株)		九州		大分県		2				24,899		3,290		1,654		1,654		1,654						1,654		0				0								0								40,108		39,686				422		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				岡本　代一		代表取締役		097-575-2110		sekitv@luck.ocn.ne.jp		24,899		3,290		1,654		910		1,654		0		0		0						0		大分県

		10110492		(株)北大ケーブル情報センター		九州		大分県						12,588		8,000		1,395		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17,569		17,532		0		37		3/31/15		（２０１５０９０７　その他売上も損益計算書から転記）				武下　秀信		代表取締役社長		0979-24-1188				12,588		8,000		1,395		0		0		0		0		0						0		大分県

		10110493		杵築市		九州		大分県		12		3		13,281		13,304		9,287		5,300		3,918		0		0		9,287		3,918		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,772,434		290,040		0		1,482,394		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				河野　真一		総務課　ケーブルネットワーク係長		0978-62-1801		shinichi-kouno@city.kitsuki.lg.jp		13,281		13,304		9,287		0		3,918		3,918		0		0						0		大分県

		10110495		(株)ケーブルメディアワイワイ		九州		宮崎県		53		23		105,856		102,963		38,246		9,554		37,127				1,584		37,127		37,127		6,940		19,383		2,869		5,604		10,886		16,488		16,488		0		454		4,089,581		2,290,380		914,835		884,366		3/31/21						緒方　義信		企画室		0982-22-1500		waiowc01@ma.wainet.ne.jp		105,856		102,963		38,246		1,119		37,127		37,127		19,383		16,488						0		宮崎県

		10110496		ＢＴＶ(株)		九州		宮崎県		91		38		219,358		219,358		56,614		16,468		48,156		0		45,233		65,894		48,156		628		40,567		3,007		226		34,404		37,357		37,357		0		1,704		4,803,012		2,813,487		1,768,342		221,183		3/31/21		※20210729　総売上/内訳　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@btvm.co.jp		219,358		219,358		56,614		1,124		48,156		48,156		40,567		37,357						1		宮崎県

		10110497		宮崎ケーブルテレビ(株)		九州		宮崎県		69		17		194,062		194,062		124,854		23,093		53,526		0		53,526		124,854		53,526		2,377		47,212		15,949		10,050		21,213		21,597		21,597		0		621		5,297,671		3,140,504		2,138,582		18,585		3/31/21						松尾　逸子		総務局　総務部　部長		0985-32-8585		mcn-soumu@miyazaki-catv.ne.jp		194,062		194,062		124,854		814		53,526		53,526		47,212		21,597						0		宮崎県

		10110500		奄美テレビ放送(株)		九州		鹿児島県		7		1		21,750		21,750		1,615		200		1,500		1,120		1,605		1,615		680		0		0		0		0		0		0		0		0		0		72,627		58,427				14,200		8/31/20						暁　良太		技術部		0997-53-2368		gijutsu2@amami-tv.co.jp		21,750		21,750		1,615		0		1,500		680		0		0						0		鹿児島県

		10110502		鹿児島光テレビ(株)		九州		鹿児島県						243,928		9,980		7,920		0		3,045								3,045		0																0																削除済		常務取締役						243,000		9,980		7,729		48		2,847		2,847		0		0				9/30/10		0

		10110503		瀬戸内ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県						4,113		4,113		1,938		0		0								0		0		0								0						0																削除済		代表取締役						4,113		4,113		1,938		0		0		0		0		0				5/19/10		0

		10110504		皇徳寺ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県		1				5,084		3,713		3,292		0		367		0		367		3,292		3,079		183		1,299		8		23		1,268		1,378		1,378		0		1		107,735		60,473		42,632		4,630		9/30/20		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)				福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@nils.ne.jp		5,084		3,713		3,292		0		367		3,079		1,299		1,378						0		鹿児島県

		10110505		南九州ケーブルテレビネット(株)		九州		鹿児島県		26		0		50,674		47,037		16,673		0		2,452				5,142		16,673		5,142		0		3,566		887		1,063		1,616		1,811		1,811		0		239		489,737		219,941		216,759		53,037		3/31/21		※20190924 総売上/内訳訂正 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				高山　美智子		総務部　部長		0995-43-0113		t-michiko@po.mct.ne.jp		50,674		47,037		16,673		314		2,452		5,142		3,566		1,811						0		鹿児島県

		10110506		西之表テレビ共同聴視施設組合		九州		鹿児島県		3		0		2,830		2,100		1,137		0		0								998		0		0								0						0		26,253		22,245				4,008		3/31/21		※2021.8.3　総売上/内訳/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				中園　宗義		事務局長		0997-22-0195		ntk.catv@fuga.ocn.ne.jp		2,830		2,100		1,137		0		0		998		0		0						0		鹿児島県

		10110508		石垣ケーブルテレビ(株)		九州		沖縄県		10		2		22,718		4,990		4,020		310		954		0		1,103		4,020		1,827		0		283		298						0						0		131,010		117,355		10,962		2,693		3/31/21						太田　裕人		ソリューション技術営業本部　部長		0980-83-0033		ictota@ictweb.ne.jp		22,718		4,990		4,020		9		954		1,827		283		0						0		沖縄県

		10110509		沖縄ケーブルネットワーク(株)		九州		沖縄県		66		5		390,870		302,512		92,780				16,765		0						16,765		2,291		8,936		5,148		2,211		1,577		5,182		5,182		0				1,598,282		1,051,905		528,304		18,073		12/31/20						比嘉　太一		総務部　主任		098-863-1115		taichi@nirai.ne.jp		390,870		302,512		92,780		4,401		16,765		16,765		8,936		5,182						0		沖縄県

		10110510		宮古テレビ(株)		九州		沖縄県		39		15		25,054		22,247		9,390		3,352		7,959		0		360		8,106		7,959		82		3,402		3,402						0						524		704,864		481,178		208,935		14,750		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				大窪　将介		総務部　総務部部長		0980-72-3859		mtv-soumu@miyakotv.co.jp		25,054		22,247		9,390		52		7,959		7,959		3,402		0						0		沖縄県

		10110511		(株)ＲＭＣ．ｔｖ		九州		沖縄県		2				50,757		2,632		695		0		156		0		0		0		156		0		136		136		0		0		0		0		0		0																削除済		ＣＡＴＶ・ＮＥＴお客様係り						50,757		2,632		687		296		161		175		146		0				3/31/10		0

		10112001		(株)時事タイムス放送社		北海道		北海道						52,583		15,500		3,360		0		1,872				354				354		0		496		496						0						0																削除済		営業部部長						52,583		15,500		3,390		1,518		1,872		0		502		0		7/4/07		2/18/09		0

		10112002		飛騨高山ケーブルネットワーク(株)		東海		岐阜県		26		3		42,709		21,268		15,462		15,462		1,583				0		14,478		1,616		0		12,265		2,263		3,360		6,642		8,899		8,899				96		1,356,157		302,424		789,632		264,101		3/31/21		※20211020　年度総売上実績内訳・放送／その他　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				原　弘展		お客様サービスグループ　マネージャー		0577-33-7330		jcta@hidatakayama.tv		42,709		21,268		15,462		77		1,583		1,616		12,265		8,899		7/4/07				0		岐阜県

		10112004		(株)三次ケーブルビジョン		中国		広島県		20		0		21,376		21,376		11,563		11,563		6,353		0		6,353		11,563		6,353		36		6,262		0		0		6,262		350		0		350		0		577,043		336,822		240,220				3/31/21						植木　恵美		管理課　課長補		0824-65-2211		e.ueki@pionet.jp		21,376		21,376		11,563		6,984		6,353		6,353		6,262		350						0		広島県

		10112005		輪島市ケーブルテレビ		北陸		石川県						12,912		12,912		6,525		0		924		0		399		6,525		924		0		1,437		1,437		0		0		1,437		0		1,437		0		257,755		140,481		57,803		59,471		7/6/21						平谷　健一		交流政策部　放送課　主幹		0768-42-1955		k-hiratani@city.wajima.lg.jp		12,912		12,912		6,525		4,258		924		924		1,437		1,437						0		石川県

		10112006		木曽広域連合		信越		長野県		5		1		13,898		13,108		13,108		6,452		658				0		13,108		658		0		4,172		3,623		28		521		211		0		211		0		397,696		259,597		136,200		1,849		5/30/20		地方公共団体による整備、運営のため、株式は該当なし。				高倉　剛		情報センター　所長		0264-21-2212		jouhou@kisoji.com		13,898		13,108		13,108		13,108		658		658		4,172		211						0		長野県

		10112007		七尾市		北陸		石川県						21,951		21,951		7,105		6,137		1,379				1,379		7,105		1,379		0		1,400		784		616				37				37				231,741		231,741						3/31/21		令和2年度決算				室木　政寿		市民生活部広報広聴課		0767-53-8699		m-muroki@city.nanao.lg.jp		21,951		21,951		7,105		4,257		1,379		1,379		1,400		37						0		石川県

		10112011		豊後高田市		九州		大分県						10,912		9,800		8,202		8,202		316		0		316		8,202		593		0		0								0								123,915		123,915						3/31/21						瀬々　賢幸		企画情報課・総括主幹兼係長		0978-25-6393		m-zeze@city.bungotakada.lg.jp		10,912		9,800		8,202		0		316		593		0		0		12/19/07				0		大分県

		10112012		笛吹きらめきテレビ(株)		南関東		山梨県		8				8,546		7,500		7,476		0		435						7,436		435		0		116														0		193,331		157,583				3,118								削除済		放送課　放送技術係長						8,512		7,500		7,439		0		134		427		123		0		12/19/07		3/31/14		0		山梨県

		10112017		(株)周防ケーブルネット		中国		山口県		7				13,134		12,056		4,098		4,098		452				629		4,098		629		0		1,013						1,013		0						0		135,800		89,766		42,634		3,400		3/31/21						廣茂　恵子		総務・経理担当		0820-22-6900		K-Hiroshige-023@snettv.co.jp		13,134		12,056		4,098		250		452		629		1,013		0		2/20/08				0		山口県

		10112019		佐伯市		九州		大分県						16,261		16,261		15,185		626		0						15,185		0				0								0								981,409		163,026				818,383		3/31/21		※財務情報については、総務省に報告後修正します。 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				戸高　真一		総務部 情報推進課　ケーブルテレビ係　総括主幹		0972-22-3645		shin-t@city.saiki.lg.jp		16,261		16,261		15,185		0		0		0		0		0		5/21/08				0		大分県

		10112023		那珂川町		北関東		栃木県				5		5,926		5,926		4,591				3,735				3,455		4,591		4,591				1,016		1,016						0								107,228		76,183		29,285		1,760		3/31/21						近部　哲		那珂川町ケーブルテレビ放送センター/センター長		0287-92-1121		konpe@jp.fujitsu.com		5,926		5,926		4,591		1,938		3,735		4,591		1,016		0		7/2/08				0		栃木県

		10112025		わたらせテレビ(株)		北関東		栃木県		32		5		72,000		54,000		11,222		3,486		8,177		0		9,610				8,177		172		7,660		1,796		1,928		3,936		5,060		5,060		0		13		909,000		460,000		294,000		155,000		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				滝上　勇樹		通信部		0284-42-8111		net@ml.watv.ne.jp		72,000		54,000		11,222		174		8,177		8,177		7,660		5,060		10/22/08				0		栃木県

		10112026		(株)五島テレビ		九州		長崎県		10		1		15,820		15,820		5,508		5,508		636		0		0		5,548		636		0		1,673		0		1,673		0		0		0		0		0		209,161		99,979		62,083		47,098		9/30/20		※20210729　総売上/内訳訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※内訳は千円未満切捨 ※20201022 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正				古田　正孝		技術部		0959-86-1910		masataka@goto-tv.com		15,820		15,820		5,508		0		636		636		1,673		0		10/22/08				0		長崎県

		10112027		(株)伊東アンテナ協会		東海		静岡県		2				3,514		2,321		1,545		0		85		0		50				85				0								0								45,101		44,368		0		733		8/31/20		※20210730 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				井戸　孝一		代表取締役		0557-37-4254		antena@itoantena.co.jp		3,514		2,321		1,545		0		85		85		0		0		10/22/08				0		静岡県

		10112030		石見銀山テレビ放送(株)		中国		島根県		22				13,613		13,613		9,431		2,931		726				13		13,613		911		8		3,464		2,255		996		213		0						1,065		481,913		289,505		192,408		0		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				米 卓哉		総務部　次長		0854-82-7755		soumu@ginzan-tv.ne.jp		13,613		13,613		9,431		2,221		726		911		3,464		0		12/17/08				0		島根県

		10112031		(株)ケーブルテレビあなん		四国		徳島県		17		1		22,739		12,384		9,030		9,030		7,177		2,276		0		12,311		0		0		5,328						5,328		4,955		4,955				0		1,090,226		276,493		695,659		118,073		10/31/20		(年度総売上備考：特になし）				勝瀬　稔		業務部　総務マネージャー		0884-23-0330		office-tvanan@mc.pikara.ne.jp		22,739		12,384		9,030		0		7,177		0		5,328		4,955		12/17/08				0		徳島県

		10112032		四万十町役場		四国		高知県						8,376		7,470		7,470		7,470		1,170		0		17		7,470		121		0		3,640		458		2,805		377		105		0		105		0		267,871		113,616		110,147		44,108		3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20191007 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201020 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				森下　克彦		公益財団法人四万十公社（四万十ケーブルテレビ）　チーフ		0880-22-1117		katsuhiko-morishita@shimanto.tv		8,376		7,470		7,470		3,166		1,170		121		3,640		105		12/17/08				0		高知県

		10112033		(株)コミュニティメディア		九州		長崎県		33				15,008		15,008		13,056		13,056		0						13,056		0				5,736		4,785		951				0								385,269		155,493		186,238		43,537		3/31/21						山﨑　広和		部長		095-829-5525		jcta@communitymedia.co.jp		15,008		15,008		13,056		13,056		0		0		5,736		0		12/17/08				0		長崎県

		10112034		北広島町		中国		広島県		7		0		7,667		7,667		5,956		0		343		0		0		5,956		343		0		3,159		1,936		809		414		5,540		0		5,540		0		315,453		137,166		158,791		19,496		3/31/21						道川　和樹		北広島町役場　総務課　情報電算係　主任		0826-72-2111		catv@town.kitahiroshima.lg.jp		7,667		7,667		5,956		2,678		343		343		3,159		5,540		12/17/08				0		広島県

		10112035		朝来市		近畿		兵庫県		3		7		12,322		12,322		11,747		11,747		1,221		0		1,221		11,747		1,797		0		0		0						0						0		268,889		216,268		0		52,621		3/31/21						大東 宜仁		朝来市総務企画部情報政策課　主幹		079-677-1044		ohhigashi-yoshihito@city.asago.hyogo.jp		12,322		12,322		11,747		6,112		1,221		1,797		0		0		2/18/09				0		兵庫県

		10112039		(株)ジェイコム北関東		北関東		埼玉県		240		94		829,779		829,779		388,631		0		151,914				151,914		388,631		151,914		114		128,730		48,862		1,307		78,561		138,976		138,976		0		21,748		24,597,877		9,695,003		10,155,705		4,747,168		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理統括部						1,110,125		1,110,125		512,631		23,466		197,668		197,668		167,556		185,431		5/20/09		3/31/19		0		埼玉県

		10112040		美郷町ケーブルテレビジョン		九州		宮崎県				1		2,530		2,530		2,376		1,564		0		0				2,376		0				0								0								7,386		7,386						3/31/21						松尾　洋希		美郷町役場企画情報課情報電算担当　主事		0982-66-3603		densan-g@town.miyazaki-misato.lg.jp		2,530		2,530		2,376		1,719		0		0		0		0		5/20/09				0		宮崎県

		10112041		邑南町		中国		島根県		3				4,887		4,953		4,245		4,401		249						4,245		249				2,199		2,199						3,921				3,921		0		229,378		76,994		115,870		36,514		3/31/21		※20210729　実績内訳・その他/決算年月日　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				植田　啓司		総務課情報推進室　室長		0855-95-1111		ueda-keiji@town.ohnan.lg.jp		4,887		4,953		4,245		2,106		249		249		2,199		3,921		10/21/09				0		島根県

		10112042		山江村役場		九州		熊本県						1,204		1,204		997		997		997		0		0		997		997		0		339		0		339		0		0		0		0		0		24,226		15,421		7,249		1,556		3/31/21						尾方　義和		企画調整課　主幹		0966-22-8808		ogata@yamae.kumamoto.jp		1,204		1,204		997		148		997		997		339		0		10/21/09				0		熊本県

		10112047		(有)韮崎電設		南関東		山梨県		2				2,000		2,000		1,497		1,497		0								0		0		0								0								43,653		43,653						3/31/21		設備利用料、電柱共架料他  ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				中山　満		ＣＡＴＶ事業部　技術部長		0551-27-2311		niraden@sweet.ocn.ne.jp		2,000		2,000		1,497		1,497		0		0		0		0		12/16/09				0		山梨県

		10112049		東近江ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		33				45,610		45,610		17,231		17,231		7,621		0		7,519		17,231		7,621		83		10,477				7,209		3,268		16,038		9,601		16,038				1,105,244		484,720		377,164		243,360		3/31/21						堀口　浩敬		総務部　部長		050-5801-1111		horiguchi.hiroyuki@hcnet.tv		45,610		45,610		17,231		1,448		7,621		7,621		10,477		16,038		4/1/10				0		滋賀県

		10112052		(株)たけはらケーブルネットワーク		中国		広島県		8		0		11,000		11,000		3,741		3,741		0				3,741		3,741		0		0		1,519		0		1,519		0		0		0		0		0		135,359		61,197		70,600		3,562		3/31/21						三國　はすみ		総務・係員		0846-23-5330		h.mikuni@tanet.co.jp		11,000		11,000		3,741		421		0		0		1,519		0		5/19/10				0		広島県

		10112053		テレビやつしろ(株)		九州		熊本県		15				14,759		10,113		3,532				753		0		349		3,532		753				235		169				66		40		40						163,183		123,937		33,549		5,697		3/31/21						船木　昇		総務部		0965-30-7171		funaki@hikoichi-tv.com		14,759		10,113		3,532		0		753		753		235		40		5/19/10				0		熊本県

		10112056		ゆずの里ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		5		1		16,688		16,688		4,653		4,653		1,894		0		1,894		1,894		1,894		71		1,674		41		1,155		478		1,581		1,581				195		171,057		74,262		96,795		0		3/31/21		2021年7月6日入力				小島　和喜		局次長		049-276-6300		k-kojima@ictv-g.co.jp		16,688		16,688		4,653		0		1,894		1,894		1,674		1,581		7/7/10				0		埼玉県

		10112057		(株)ケーブルネットワーク大月		南関東		山梨県		5				6,300		6,300		5,670		0		47				0		5,670		47		0		0								0								134,586		134,586						3/31/21						岸野　真見		総務部　総務部長		0554-22-5772		ocatv@maple.ocn.ne.jp		6,300		6,300		5,670		892		47		47		0		0		10/20/10				0		山梨県

		10112058		エルシーブイ(株)		信越		長野県		104		23		94,612		94,612		87,668		12,699		47,583		0		47,583		87,668		47,583		2,643		32,521		16,038				16,483		27,779		27,779				1,293		5,064,661		2,331,217		2,265,748		467,696		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		鴻野　国彦		営業部営業管理課　課長		0266-53-3833		kono.kunihiko@lcv.co.jp		94,612		94,612		87,668		0		47,583		47,583		32,521		27,779		10/20/10				0		長野県

		10112059		小国町		九州		熊本県						3,062		3,250		3,309		3,309		908						3,309		908		0		1,282						1,282		0						0		62,123		54,848		7,175		100		5/31/21		※20201020　千円単位に修正 62,122,716→62,123 54,847,876→54,848 7,175,350→7,175 123,142→100				佐々木　博隆		情報課　情報係長		0967-46-2111		sasaki@town.kumamoto-oguni.lg.jp		3,062		3,250		3,309		431		908		908		1,282		0		10/20/10				0		熊本県

		10112060		(株)ＱＴｎｅｔ		九州		福岡県		637		360		1,205,406		114,900		80,888		0		33,719		0		0		0		33,719		0		440,273		0		0		440,273		359,431		341,459		17,972		77,339		66,167,000		2,196,000		52,556,000		11,410,000		3/31/21		地区別の売り上げ実績なし ※20210811 申告値で売上更新				下本　優太		ＢＢＩＱ営業部　業務運営グループ 担当		092-981-7775		yu_shitamoto@qtnet.co.jp		0		114,900		80,888		1,307		33,719		33,719		440,273		359,431		10/20/10				1		福岡県

		10112063		五木村		九州		熊本県						594		594		598		0		598						578		0		0		250				224				598		607				0		19,157		5,019		6,595		7,543		5/31/20						奥村　薫寛		総務課　主事		0966-37-2211		n-okumura@itsuki.kumamoto.jp		594		594		598		0		598		0		250		598		12/15/10				0		熊本県

		10112065		豊後大野市		九州		大分県						16,500		14,100		12,660		12,660		0						12,660		0		0		0								0						0		374,851		374,851						3/31/21						首藤　英治		総務課情報推進室ケーブル管理係　係長		0974-34-3334		se4099@city.bungoono.lg.jp		16,500		14,100		12,660		0		0		0		0		0		4/1/11				0		大分県

		10112066		枝幸町		北海道		北海道		7		0		4,343		4,350		4,340		0		4,121						4,340		0		0		0								0						0		0		0		0		0		3/31/17		町の直営事業であり、加入者から利用料を徴収しておらず、また広告収入等もない。				宮崎 勇斗		総務課情報広報室　主事		0163-69-9000		miyazakiyuto@esashi.jp		4,343		4,350		4,340		520		4,121		0		0		0		4/1/11				0		北海道

		10112068		エフビットコミュニケーションズ(株)		四国		京都府		5		5		7,195		2,195		1,552		0		0						1,552		0		0		1,297		0		0		1,297		532		532		0		0		15,887		15,887						3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201002 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				北岡　翼		室戸支店		0887-23-3111		muroto-shiten@fbit.co.jp		7,195		2,195		1,552		0		0		0		1,297		532		4/1/11				0		高知県

		10112069		上島町ＣＡＴＶ		四国		愛媛県						3,155		3,155		2,652		2,652		2,652		0				2,652		0		0		36		0		0		36		0						0		51,951		34,779		1,549		15,624		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				居村　智仁		企画情報課ＣＡＴＶ係		0897-77-3951		catv@town.kamijima.ehime.jp		3,155		3,155		2,652		2,652		2,652		0		36		0		4/1/11				0		愛媛県

		10112075		阿波市ケーブルネットワーク		四国		徳島県						15,475		15,475		14,126		14,126		0						14,126		0		0		0								0								265,040		265,040						3/31/21						松田　健一		阿波市役所　企画総務部　市政情報課　地域情報担当　係長		0883-36-8708		jyoho@awa.i-tokushima.jp		15,475		15,475		14,126		0		0		0		0		0		10/19/11				0		徳島県

		10112078		嘉麻市		九州		福岡県						5,252		5,252		4,017		0		2,034						4,017		2,034		0		638		638						0						0		70,614		54,974		15,640				3/31/15						削除済		地域情報課　ケーブル事業係						5,252		5,252		4,017		0		2,034		2,034		638		0		4/1/12		3/31/16		0		福岡県

		10112079		竹田市		九州		大分県		2				10,653		7,856		7,856		7,818		0						7,818		506		0		0								0								114,477		114,477		0		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				中村　元勇		竹田市ケーブルネットワーク・情報政策室　主事		0974-63-1111		motohiro-nakamura@city.taketa.lg.jp		10,653		7,856		7,856		0		0		506		0		0		5/16/12				0		大分県

		10112080		奥出雲町		中国		島根県		8		4		4,746		4,746		4,499		4,499		0		0				4,499		0		0		2,159		334		1,825		0		0		0		0		0		247,675		74,228		173,446		0		3/31/21						恩田　梢		総務グループ		0854-54-2525		k-onda@okuizumo.ne.jp		4,746		4,746		4,499		1,817		0		0		2,159		0		5/16/12				0		島根県

		10112081		さぬき市		四国		香川県		4		2		20,797		20,797		14,702		14,702		0						14,702		1,801		0		0								0								2,558		2,558						3/31/21		令和2元年度は使用料請求は無い。過年度分の納付額及びスポンサー料等を記載				木村　晃祉		秘書広報課　副主幹		0879-43-2514		cable@city.sanuki.lg.jp		20,797		20,797		14,702		0		0		1,801		0		0		5/16/12				0		香川県

		10112082		豊丘村		信越		長野県		3				2,206		1,854		1,770				1,536		0				1,770		1,536				0								0								43,562		22,037				21,525		3/31/21						竹村　久永		総務課広報係　係長		0265-35-9052		koho@vill.nagano-toyooka.lg.jp		2,206		1,854		1,770		266		1,536		1,536		0		0		6/16/12				0		長野県

		10112083		白馬村		信越		長野県						6,648		6,648		1,941		1,941		0						1,941		0				0								0								36,754		36,754						3/31/21						川田　敏土		ケーブルテレビ白馬 指定管理者 （株）ＡＩＣ 業務担当		0261-85-0074		h-kawada@aicc.co.jp		6,648		6,648		1,941		0		0		0		0		0		5/16/12				0		長野県

		10112084		東白川ＣＡＴＶ（東白川村）		東海		岐阜県						830		938		938		938		0		0		938		938		0				474				405		69		0								32,337		15,170		17,146		21		3/31/21		東白川村としての公開は９月以降となります ※20210730 総売上等/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				小池　健明		地域振興課　情報通信係		0574-78-3111		tateaki-koike@vill.higashishirakawa.gifu.jp		830		938		938		938		0		0		474		0		5/16/12				0		岐阜県

		10112087		(株)あいコムこうか		近畿		滋賀県		21		0		34,000		34,000		8,921		8,921		2,425				2,425		8,921		8,921		0		7,152		1,542				5,610		9,935		9,935						720,880		142,172		303,662		275,046		3/31/21						喜多　洋一		総務部　部長		0748-66-0739		kita@aicom-koka.jp		34,000		34,000		8,921		1,527		2,425		8,921		7,152		9,935		9/19/12				0		滋賀県

		10112088		南越前町		北陸		福井県						3,469		3,377		3,195		0		0		0		0		3,195		0		0		803		803						0						0		121,384		82,814		38,570		0		3/31/16		（２０１6０９０１　決算月日は３月末日⇒決算年月日を修正。９月末日は確定日。）				削除済		主査						3,469		3,377		3,195		1,030		0		0		803		0		9/19/12		3/31/17		0		福井県

		10112092		佐久ケーブルテレビ(株)		信越		長野県		18		5		31,100		31,100		4,318		357		1,611				1,611		4,318		3,232		331		1,964		49		1,710		205		73				73		457		433,608		245,628		142,642		45,338		3/31/21						渡辺　香花		総務課		0267-63-4500		info@sakunet.jp		31,100		31,100		4,318		311		1,611		3,232		1,964		73		11/14/12				0		長野県

		10112101		白根ケーブルネットワーク(株)		南関東		山梨県		11		4		8,060		8,060		5,543		5,543		609				738		5,543		1,158		5		578		559		16		3		0		0		0		0		225,167		201,566		23,601		0		3/31/21						手塚　真規子		総務課　係長		055-282-6611		jcta@nus.co.jp		8,060		8,060		5,543		5,543		609		1,158		578		0		5/15/13				0		山梨県

		10112102		京丹波町ケーブルテレビ		近畿		京都府		8		2		6,561		6,561		5,722		3,996		0		0		0		5,722		16		0		3,408		3,408						0						0		222,320		77,541		132,908		11,871		5/31/21						西村　公貴		京丹波町企画財政課情報推進室　主任		0771-88-5000		k-nishimura32@town.kyotamba.lg.jp		6,561		6,561		5,722		5,722		0		16		3,408		0		5/15/13				0		京都府

		10112104		さかいケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		0		2		42,382		37,272		28,384				28,218		0		27,889		28,065		28,218		2,418		13,026		3,725		6,372		2,821		12,005		12,005						1,380,528		1,091,991		288,537		0		3/31/21		※20210802 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				西野　雅人		業務部　業務統括部長		0776-58-0505		nishino@fctv.co.jp		42,382		37,272		28,384		0		28,218		28,218		13,026		12,005		9/18/13				0		福井県

		10112112		(株)ネットワーク下部		南関東		山梨県		1		0		1,536		1,536		1,439		0		0								0		0		0								0						0		57,630		57,630		0		0		3/31/20						削除済								1,536		1,536		1,439		0		0		0		0		0		12/18/13		9/30/20		0		山梨県

		10112113		北杜市ケーブルテレビ		南関東		山梨県						8,003		8,003		6,005		0		0						6,005		0		0		302		302						0						0		259,457		247,748		11,709		0		3/31/18						削除済		政策秘書課広聴広報担当　主事						8,003		8,003		6,005		0		0		0		302		0		12/18/13		3/31/19		0		山梨県

		10112114		勝沼ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		5		0		3,247		3,247		2,764		212		157		0		31		2,764		157		1		515		415		101				20				9				101,289		82,156		19,133				3/31/21						岡部　舞子		事務担当		0553-44-5510		m-tanaka@katsunuma.ne.jp		3,247		3,247		2,764		0		157		157		515		20		12/18/13				0		山梨県

		10112118		佐賀市		九州		佐賀県						1,588		1,588		1,588		0		0		0		0		1,588		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30,964		30,964		0		0		3/31/21		令和元年度有線テレビ使用料の収入額を記載してます。 ※20200803 申告により修正 　7-2.売上年度総売上実績(千円) 	31,985→31,706に修正　年度総売上実績内訳・放送 	31,985→31,706に修正　決算年月日 	2019/03/31→2020/03/31に修正				本告　昌信		地域振興部　地域政策課　主査		0952-40-7210		chiiki@city.saga.lg.jp		1,588		1,588		1,588		1,588		0		0		0		0		12/18/13				0		佐賀県

		10112119		(一社)玖珠テレビ		九州		大分県		2				1,697		1,697		1,697		0		0								0		0		0								0						0		19,821		18,817		0		1,004		3/31/21		※20210804　総売上/実績内訳・放送、その他/決算年月日を更新（@連盟）TEL対応 ※20201003 総売上訂正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				池部　光則		事務局長		0973-72-1996		kusu8tv@lily.ocn.ne.jp		1,697		1,697		1,697		110		0		0		0		0		12/18/13				0		大分県

		10112120		壱岐市ケーブルテレビ		九州		長崎県						11,586		13,392		8,803		8,803		0				8,803		8,803		0				4,984				4,051		933		2,967		2,967				16		285,835		90,170		173,583		22,082		3/31/21						植村　祐司		企画振興部　情報管理課　主任主事		0920-48-1140		y-uemura@city.iki.lg.jp		11,586		13,392		8,803		1,786		0		0		4,984		2,967		12/18/13				0		長崎県

		10112126		西桂町テレビ共同視聴組合		南関東		山梨県						1,546		1,476		1,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22,908		22,908						3/31/21						渡辺　守		事務局		0555-25-2015		m-watanabe@shokokai-yamanashi.or.jp		1,546		1,476		1,476		0		0		0		0		0		4/1/14				0		山梨県

		10112127		木島平村		信越		長野県		4				1,568		1,473		1,383		1,383		0		0		0		1,383		0		0		628		74		9		554		0						0		65,915		39,712				26,203		3/31/21						小澤　和麻		総務課　政策情報係　主任		0269-82-3111		joho@vill.kijimadaira.lg.jp		1,568		1,473		1,383		0		0		0		628		0		4/1/14				0		長野県

		10112128		野沢温泉村		信越		長野県				2		1,327		1,327		1,310		1,310		0				1,310		1,310		0		0		0								0								34,800		34,800						3/31/21						鈴木　康平		総務課情報統計係　情報統計係長		0269-85-3111		jyoho@vill.nozawaonsen.nagano.jp		1,327		1,327		1,310		214		0		0		0		0		4/1/14				0		長野県

		10112129		雲南市・飯南町事務組合		中国		島根県		30				15,770		15,770		14,448		1,970		2,417				125		14,500		4,299		0		4,279		3,887		358		0		0						0		823,198		308,073		186,162		328,963		5/31/21		一般会計予算＋特別会計予算 ※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				幸村　瑞之		制作課統括　主幹		0854-42-5800		kkm-kou@bs.kkm.ne.jp		15,770		15,770		14,448		2,200		2,417		4,299		4,279		0		4/1/14				0		島根県

		10112130		能登町		北陸		石川県		4				6,582		6,582		6,734		5,477		0		0		0		6,675		0		0		2,234		1,374		594		63		262		262		0		0		177,435		91,329		84,808		1,298		3/31/21						寺下　昇		広報情報推進課　課長		0768-76-8301		terashita-n@town.noto.lg.jp		6,582		6,582		6,734		5,013		0		0		2,234		262		4/1/14				0		石川県

		10112131		魚沼市		信越		新潟県						2,624		2,624		1,236		0		109		0		109		1,236		109		0		0								0						0		17,847		17,847						3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟)				五十嵐　誠		総務政策部　秘書広報課　広報広聴係　副参事		025-792-1494		koho@city.uonuma.lg.jp		2,624		2,624		1,236		407		109		109		0		0		4/1/14				0		新潟県

		10112133		松浦ケーブル(株)		九州		長崎県		0		0		5,315		1,798		272		30		257				257		272		257				0								0								8,691		8,691				0		3/31/21						西山　真由美		総務		0956-73-4002		muc@po.chun2.ne.jp		5,315		1,798		272		0		257		257		0		0		4/1/14				0		長崎県

		10112134		(一財)八西ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		6		6		20,177		20,051		13,990		13,990		1,209		0		1,209		12,938		1,344		0		6,258		19		0		6,236		5,493		5,493		0		0		868,888		278,543		538,851		51,494		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				垣内　貴行		営業技術課技術総務係　係長		0894-38-2211		hassei@hassei.or.jp		20,177		20,051		13,990		0		1,209		1,344		6,258		5,493		4/1/14				0		愛媛県

		10112135		黒潮町		四国		高知県		3				5,459		5,353		2,436		2,436		0		0				2,436		0		0		1,663						1,663		0						0		115,254		29,656		83,875		1,723		3/31/21						酒井　真哉		情報防災課情報推進係長		0880-43-2188		10220010@town.kuroshio.lg.jp		5,459		5,353		2,436		1,485		0		0		1,663		0		4/1/14				0		高知県

		10112136		日田市		九州		大分県						8,541		5,947		5,900		0		0		0		0		5,900		0		0		2,329		0		0		2,329		0		0		0		0		258,246		135,479		122,767				5/31/21						江藤　柾輝		情報統計課　水郷テレビ係		0973-22-8229		suikyo-tv@city.hita.oita.jp		8,541		5,947		5,900		0		0		0		2,329		0		5/21/14				0		大分県

		10112137		こしの国広域事務組合		北陸		福井県		1		3		7,661		7,661		7,485		0		0		0		0		7,650		0		0		2,720								0						0		146,734		115,933		21,202		9,599		3/31/17						削除済		局長補佐						7,661		7,661		7,485		0		0		0		2,720		0		5/21/14		3/31/18		0		福井県

		10112142		(株)ネットフォー		九州		佐賀県		6		0		3,642		3,642		1,828		0		0		0		0		1,828		0		0		671		294		267		0		0		0		0		0		102,508		36,104		32,101		34,302		3/31/21						長尾　宏伸				0955-82-5970		nagao@netfour.ne.jp		3,642		3,642		1,828		0		0		0		671		0		9/17/14				0		佐賀県

		10112146		真岡市		北関東		栃木県						29,519		33,642		4,001		3,379		1,228		0		1,916		4,001		1,228		0		1,933		833		32		882		976		976		0		0		777		777		0		0		3/31/19		※20190920 前年度と同値確認				削除済		総務部情報政策課　主事						29,519		33,642		4,001		188		1,228		1,228		1,933		976		12/17/14		3/31/20		0		栃木県

		10112151		光ネットワーク(株)		九州		熊本県		0		0		18,447		18,447		13,415		13,415		0		0		738		13,415		0		0		7,013		0		4,051		2,962		2,967		2,967				16		671,900		179,500		388,330		104,070		3/31/21		※20211020　年度総売上実績内訳・放送/通信/その他　を修正（事業者よりのメールを元に）＠連盟				若林　敏康		サポート係　所長		0967-62-3355		support@tkbb.jp		18,447		18,447		13,415		2,278		0		0		7,013		2,967		2/18/15				0		熊本県

		10112156		西会津町ケーブルテレビ		東北		福島県		8				2,598		3,100		2,704		2,704		394		0		50		2,704		394		0		1,122		909		213		14		0								105,766		73,355		32,411				3/31/21						大出　伸男		所長		0241-45-4461		nct_oode@nct.ne.jp		2,598		3,100		2,704		2,704		394		394		1,122		0		9/16/15				0		福島県

		10112157		都留市テレビ利用者組合		南関東		山梨県		6		0		12,119		11,744		10,375		0		0		0		0		10,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		140,907		140,907						3/31/21						井上　和美				0554-43-2542		tsuru.tv@fine.ocn.ne.jp		12,119		11,744		10,375		10,375		0		0		0		0		9/16/15				0		山梨県

		10112158		東峰村		九州		福岡県						912		912		841		841		0		0				841		0		0		0								0								6,142		174		2,523		3,445		3/31/21		※加入者からの収入2,697（うち光ケーブル使用料2,523を通信に分類）、その他はＮＴＴからのケーブル使用料及びADSL装置等賃貸借料を含む。				中村　優佑		企画政策課　情報通信係　主事		0946-72-2311		kikaku@vill.toho.fukuoka.jp		912		912		841		841		0		0		0		0		9/16/15				0		福岡県

		10112163		新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合		北陸		富山県		0		13		27,929		27,929		23,232		0		3,978		0		5,278		23,232		5,231		0		6,809		5,308		0		1,501		0								472,910		431,769		41,141				3/31/21						椎名　貞仁		指定管理者　(株)新川コミュニティ放送　業務部長		0765-74-9321		shiina@niikawa-catv.jp		27,929		27,929		23,232		1,021		3,978		5,231		6,809		0		4/1/16				0		富山県

		10112166		臼杵ケーブルネット(株)		九州		大分県		22		3		14,884		14,884		12,433		11,934		2,726				2,726		12,433		3,045		36		0								0								528,717		469,348				59,368		3/31/21						糠塚　学		営業技術課　課長		0972-64-7000		m.nukaduka@usuki.gr.jp		14,884		14,884		12,433		0		2,726		3,045		0		0		5/25/16				0		大分県

		10112167		田子町		東北		青森県		8				2,364		2,400		2,364		2,364		2,350						2,364		0				0								0								0		0						3/31/21		自治体が運営しているため、売上は０円で総務省に提出しています。				稲垣　秀昭		事務局長		0179-20-7229		h-inagaki@229nw.or.jp		2,364		2,400		2,364		2,364		2,350		0		0		0		5/25/16				0		青森県

		10112170		古河ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県		18		1		63,500		63,500		8,388		5,951		4,644				4,644		8,388		4,644		4,503		4,318		31		129		4,168		4,366		4,366				64		469,172		226,989		214,399		27,783		3/31/21		※20210805　年間総売上実績を更新（事業者からのメールにより）（@連盟） 7-1.資本　2018年度資本金4500万増資 古河ケーブルテレビ株式会社 株主数　1　/　株主　ケーブルテレビ株式会社　/　資本金　5,500万円				野崎　圭一		営業技術課　主任		0280-32-4747		nozaki@koga-catv.jp		63,500		63,500		8,388		0		4,644		4,644		4,318		4,366		9/14/16				0		茨城県

		10112171		海士町		中国		島根県						1,194		1,194		1,194		1,194		0						1,194		0		0		662								0		0		0				2,302		2,302						3/31/21		海士町の場合、売上実績は「利用料」の回収実績の数字です。				村尾　由美子		海士町役場　総務課		08514-2-0115		murao-yumiko@town.ama.shimane.jp		1,194		1,194		1,194		700		0		0		662		0		9/14/16				0		島根県

		10112173		(株)忍野ＣＡＴＶ		南関東		山梨県		2				3,532		3,532		2,009		2,009		0				0		2,009		0				0								0								84,331		77,880		0		6,451		3/31/21		※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				萱沼　敦子		総務部		0555-84-4565		oshinocatv@aioros.ocn.ne.jp		3,532		3,532		2,009		0		0		0		0		0		3/15/17				0		山梨県

		10112186		西ノ島町		中国		島根県						1,567		1,551		1,551				0						1,551		0		0		773								677						0																削除済		企画財政課　主任主事						1,567		1,551		1,551		0		0		0		773		677		4/1/18		3/31/19		0		島根県

		10112189		萩テレビ(株)		中国		山口県						41,912		41,912		16,551		12,854		9,754				9,429		16,565		9,429		294		5,995		3,674		962		1,359		0								1,017,153		664,671		282,632		69,849		12/31/20						中嶋　啓文		取締役センター長		0838-25-7524		nakashima@hagi-tv.com		41,912		41,912		16,551		2,105		9,754		9,429		5,995		0		9/11/19				0		山口県

		10112193		(株)ＴＡＭ		北陸		富山県		25		2		26,400		26,400		15,898		0		6,048				7,874		15,898		15,512				5,589		4,557		0		1,032		50		0		50		426		461,889		38,753		413,633		9,504		4/30/21						稲場　康晴		取締役　技術部　部長		076-473-1213		yinaba@tam.co.jp		26,400		26,400		15,898		40		6,048		15,512		5,589		50		5/19/21				0		富山県

		10112194		ワイコム(株)		信越		北海道		4		1		2,136		2,136		1,234		1,234								1,234						725		332				403																								賣場　崇大		事業統括本部　部長		011-280-0722		info-catv@wi-com.jp		2,136		2,136		1,234		1,082		0		0		725		0		5/19/21				0		長野県

		10112195		由利本荘市ＣＡＴＶセンター		東北		秋田県		14				30,688		30,688		10,499				305				305		10,499		1,759				2,948		2,458				490		342				342				349,145		221,914		127,231				5/31/21						鈴木　優人		由利本荘市企画調整部ＣＡＴＶセンター　番組制作班長		0184-65-3722		catv@city.yurihonjo.lg.jp		30,688		30,688		10,499		4,797		305		1,759		2,948		342		5/19/21				0		秋田県
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		10110002		旭川ケーブルテレビ(株)		北海道		北海道		27				110,200		110,200		28,561		2,308		7,074		0		7,074		23,024		7,391		89		10,767		1,504		3,686		5,577		6,277		6,297		20		1,527		1,531,791		529,733		1,002,058		0		3/31/21						齋藤　裕一		常務取締役　		0166-22-0707		saitou@catv-potato.co.jp		110,200		110,200		28,561		13		7,074		7,391		10,767		6,277						0		北海道

		10110004		(株)帯広シティーケーブル		北海道		北海道		47		3		81,700		81,700		26,379		0		9,364				9,364		26,379		10,943		892		11,972		10,294				1,678		8,598		8,598				911		1,239,573		619,651		619,922		0		3/31/21						松浦　俊光		業務部長		0155-23-1511		t.matsuura@g.octv.ne.jp		81,700		81,700		26,379		82		9,364		10,943		11,972		8,598						0		北海道

		10110006		(株)ジェイコム札幌		北海道		北海道		0		17		846,591		846,591		550,037				129,961				129,961		550,037		129,961		37,688		125,892		2,711		15,212		107,969		101,438		101,438				13,967		16,870,427		6,216,073		6,583,993		4,070,361		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		國木　典昭		管理部　リーダー		011-857-2890		kunikin@jupiter.jcom.co.jp		846,591		846,591		550,037		19,511		129,961		129,961		125,892		101,438						0		北海道

		10110007		伊達市		北海道		北海道		1				629		629		428		0		0						428		0				189		189						0						0		10,627		10,627						3/31/21						大宮　富美夫				0142-68-6111		chiikijumin@city.date.hokkaido.jp		629		629		428		428		0		0		189		0						0		北海道

		10110010		青森ケーブルテレビ(株)		東北		青森県		29		5		90,035		90,035		30,933		5,349		17,990		0		15,330		30,933		16,077		334		8,805		5,468		0		3,337		4,033		3,988		45		66		1,339,181		887,711		451,470		0		3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟) ※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				工藤　哲		常務取締役		017-773-4422		s-kudo@actv.ne.jp		90,035		90,035		30,933		1,171		17,990		16,077		8,805		4,033						0		青森県

		10110011		三沢市ケーブルテレビジョン		東北		青森県		4		10		19,334		16,978		16,978				0						16,978		0				0								0								1,225		1,084		0		141		3/31/21		総務省に報告済みの令和2年度決算見込額である 決算年月日については2021年9月議会にて承認予定				中野　和恵		三沢市役所　政策部広報広聴課　ＣＡＴＶ情報室　放送サービス係長		0176-51-1349		msw_catv@misawashi.aomori.jp		19,334		16,978		16,978		16,978		0		0		0		0						0		青森県

		10110012		(株)八戸テレビ放送		東北		青森県		22		2		73,600		58,800		24,022		0		10,426								10,426		2,198		5,219		2,917		2,302				4,536		4,536		0		727		842,331		538,222		187,673		116,435		3/31/21		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				上野　由美子		総務部総務課　課長		0178-24-1111		soumu@htv-catv.co.jp		73,600		58,800		24,022		9,109		10,426		10,426		5,219		4,536						0		青森県

		10110015		(株)一関ケーブルネットワーク		東北		岩手県		14		3		14,400		13,997		7,270		0		1,858				1,858		8,872		3,035		69		1,505		651		764		42		1,310		1,310						299,778		185,393		85,308		29,077		6/30/20		※20210709 総売上等は前回入力時と変わりません。2021年6月期の決算が明らかになるのは9月上旬であるため。  ※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				清水　祐喜		局長		0191-21-1256		icn-simizu_yu@icn-net.ne.jp		14,400		13,997		7,270		0		1,858		3,035		1,505		1,310						0		岩手県

		10110016		岩手ケーブルテレビジョン(株)		東北		岩手県		14				93,450		79,432		33,397				2,118		0		3,588		33,397		3,588		226		1,496		1,496						0								408,564		274,481		57,144		76,939		9/30/20						千葉　繁雄		総務部　部長		019-654-7711		soumu@ictnet.co.jp		93,450		79,432		33,397		29,176		2,118		3,588		1,496		0						0		岩手県

		10110017		三陸ブロードネット(株)		東北		岩手県		12		0		16,860		9,216		3,828		1,344		359		55		316		3,828		316		0		0		0		0		0		0		0		0		0		107,812		99,247		0		8,564		3/31/21						坂本　由加		代表取締役専務		0193-24-2600		catvmaster@sanriku-broadnet.co.jp		16,860		9,216		3,828		1,344		359		316		0		0						0		岩手県

		10110018		北上ケーブルテレビ(株)		東北		岩手県		15		0		25,766		25,766		7,137		0		4,669		0						4,669		118		973								0						64		373,482		310,524		62,958		0		3/31/21						菊池　充		総務部課長		0197-64-5111		kctv@ginga-net.ne.jp		25,766		25,766		7,137		0		4,669		4,669		973		0						0		岩手県

		10110019		(株)遠野テレビ		東北		岩手県		15		3		10,700		10,700		7,539		1,977		5,960		0		5,960		7,539		5,960		363		3,738		3,217		521				0								273,680						273,680		3/31/21		(年度総売上備考：行政からの委託業務等により運営）				伊藤　賢一		技術グループマネージャー		0198-63-1711		k-ito@tonotv.com		10,700		10,700		7,539		1,179		5,960		5,960		3,738		0						0		岩手県

		10110020		ニューデジタルケーブル(株)		東北		岩手県		73		1		115,000		88,500		22,387		19,758		3,983				4,130		19,143		3,983		12		13,274		6,720		318		6,236		7,867		7,764		103		1,548		981,215		384,922		596,293				3/31/21						洲脇　唯宏				0198-26-5110		jcta-smile@newdc.co.jp		115,000		88,500		22,387		0		3,983		3,983		13,274		7,867						1		全社合計(北海道)

		10110020		ニューデジタルケーブル(株)		東北		岩手県		73		1		72,000		57,000		10,360		10,360		1,625				1,671		8,626		1,625		8		7,802		4,181		0		3,621		5,021		5,005		16		1,058		512,396		162,190		350,206										洲脇　唯宏				0198-26-5110		jcta-smile@newdc.co.jp		115,000		88,500		22,387		0		3,983		3,983		13,274		7,867						1		北海道

		10110020		ニューデジタルケーブル(株)		東北		岩手県		73		1		18,000		12,000		3,879		3,879		593				645		3,635		593		2		1,330		521		0		809		503		435		68		50		139,631		72,423		67,208										洲脇　唯宏				0198-26-5110		jcta-smile@newdc.co.jp		115,000		88,500		22,387		0		3,983		3,983		13,274		7,867						1		宮城県

		10110020		ニューデジタルケーブル(株)		東北		岩手県		73		1		10,000		10,000		2,972		343		1,140				1,159		2,259		1,140				1,877		853		318		706		1,247		1,243		4		361		148,515		71,672		76,843										洲脇　唯宏				0198-26-5110		jcta-smile@newdc.co.jp		115,000		88,500		22,387		0		3,983		3,983		13,274		7,867						1		岩手県

		10110020		ニューデジタルケーブル(株)		東北		岩手県		73		1		15,000		9,500		5,176		5,176		625				655		4,623		625		2		2,265		1,165		0		1,100		1,096		1,081		15		79		180,673		78,637		102,036										洲脇　唯宏				0198-26-5110		jcta-smile@newdc.co.jp		115,000		88,500		22,387		0		3,983		3,983		13,274		7,867						1		秋田県

		10110021		水沢テレビ(株)		東北		岩手県		10		0		21,000		21,000		4,521		0		2,158		0		2,158				2,158		0		729		459		238		32		0						0		156,000		120,000		36,000		0		8/31/20						伊藤　泰司		代表取締役社長		0197-22-6060		t-ito@catv-mic.ne.jp		21,000		21,000		4,521		2,363		2,158		2,158		729		0						0		岩手県

		10110030		気仙沼ケーブルネットワーク(株)		東北		宮城県		10				22,764		18,065		3,788		157		1,739				1,739		3,832		1,739				1,188		1,188						0								346,064		111,468		30,175		204,421		3/31/21						小松　厚		総務部長		0226-23-3131		a-komatu@k-macs.ne.jp		22,764		18,065		3,788		92		1,739		1,739		1,188		0						0		宮城県

		10110031		宮城ケーブルテレビ(株)		東北		宮城県		15		0		390,000		390,000		14,444		0		4,290		0		4,290		14,444		4,083		277		1,113		899		0		214		964		964				86		472,230		312,393		75,827		84,100		3/31/21		その他売り上げ増加理由：平成29年10月よりケーブルプラスでんき販売開始 ※20180730 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				八木　伸太郎		事業統括部長代理		022-367-7711		s-yagi@c-marinet.ne.jp		390,000		390,000		14,444		3,767		4,290		4,083		1,113		964						0		宮城県

		10110032		仙台ＣＡＴＶ(株)		東北		宮城県		26		4		130,000		130,000		57,931		2,745		8,355		0		8,355		57,931		8,355		589		7,701		4,112		2,510		1,079		5,909		5,909				0		1,019,130		542,695		394,669		81,766		3/31/21						日高　邦明		代表取締役社長		022-225-2211		hidaka@cat-v.co.jp		130,000		130,000		57,931		32,212		8,355		8,355		7,701		5,909						0		宮城県

		10110033		宮城ネットワーク(株)		東北		宮城県		39		58		243,100		243,100		129,600		0		33,500		0		26,000		109,000		33,500		0		29,900		25,900		2,400		0		7,700		0		180		0		2,918,648												ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務本部　副本部長						190,400		190,400		128,300		41,937		33,000		28,900		29,500		1,200				10/1/11		0		北海道

		10110040		(株)秋田ケーブルテレビ		東北		秋田県		95		3		120,000		95,000		53,312		29,707		27,521		0		26,550		40,885		27,521		5,696		25,878		6,342		265		19,271		24,323		24,323				470		3,481,853		1,590,432		1,165,886		725,533		3/31/21		※当該年度より収益認識に関する会計基準を適用				飯塚　雅子		コーポレート本部　本部長		018-865-5141		cna-jcta@cna-catv.co.jp		120,000		95,000		53,312		7,964		27,521		27,521		25,878		24,323						0		秋田県

		10110045		(株)ダイバーシティメディア		東北		山形県		36		0		88,624		44,332		30,865		0		4,823								4,823		0		4,126		2,087				2,173		840		851		0		0		667,324		350,383		176,275		140,666		3/31/21						奥出　潔		総務局長		023-624-5000		kikaku@ma.catvy.ne.jp		88,624		44,332		30,865		0		4,823		4,823		4,126		840						0		山形県

		10110046		(株)庄内社会教育事業センター		東北		山形県						499		499		100		0		0								0		0		0								0						0												※20160812　0円更新				削除済		代表取締役						499		499		100		0		0		0		0		0				3/31/16		0		山形県

		10110047		(株)ニューメディア		東北		山形県		55		3		522,763		522,763		126,139		67,301		30,753		0		30,753		122,543		39,195		360		99,093		19,271		0		79,822		50,738		50,693		45		2,733		7,657,400		2,202,275		3,472,543		1,982,581		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20200707 決算年月日修正				安部　和樹		本社総務統括本部課長		0238-24-2525		abe.kazuki@ncv.co.jp		522,763		522,763		126,139		14,343		30,753		39,195		99,093		50,738						1		全社合計(山形県)

		10110047		(株)ニューメディア		東北		山形県		55		3		121,137		121,137		50,037		32,693		9,163				9,163		49,600		13,204		120		40,689		7,996		0		32,693		19,200		19,160		40		1,591		2,906,499		603,986		1,580,013		722,499								安部　和樹		本社総務統括本部課長		0238-24-2525		abe.kazuki@ncv.co.jp		522,763		522,763		126,139		14,343		30,753		39,195		99,093		50,738						1		北海道

		10110047		(株)ニューメディア		東北		山形県		55		3		43,426		43,426		30,829		12,943		11,278				11,278		29,552		11,336		105		17,707		1,312		0		16,395		13,107		13,102		5		568		2,193,948		911,877		713,460		568,614								安部　和樹		本社総務統括本部課長		0238-24-2525		abe.kazuki@ncv.co.jp		522,763		522,763		126,139		14,343		30,753		39,195		99,093		50,738						1		山形県

		10110047		(株)ニューメディア		東北		山形県		55		3		249,200		249,200		41,368		17,760		9,543				9,543		41,368		13,836		105		36,792		9,963		0		26,829		16,450		16,450		0		519		2,318,696		626,233		1,070,842		621,620								安部　和樹		本社総務統括本部課長		0238-24-2525		abe.kazuki@ncv.co.jp		522,763		522,763		126,139		14,343		30,753		39,195		99,093		50,738						1		新潟県

		10110047		(株)ニューメディア		東北		山形県		55		3		109,000		109,000		3,905		3,905		769				769		2,023		819		30		3,905		0		0		3,905		1,981		1,981		0		55		238,257		60,179		108,228		69,848								安部　和樹		本社総務統括本部課長		0238-24-2525		abe.kazuki@ncv.co.jp		522,763		522,763		126,139		14,343		30,753		39,195		99,093		50,738						1		福島県

		10110051		(一財)研究学園都市コミュニティケーブルサービス		北関東		茨城県		28		8		72,945		72,198		65,783		7,315		9,246		0		10,083		65,783		9,246		150		8,603		1,150		1,490		5,957		6,973		6,973		0		0		1,643,493		805,091		725,251		113,151		3/31/21						森　理		放送部　放送部次長		029-852-6111		mori@accs.or.jp		72,945		72,198		65,783		43,128		9,246		9,246		8,603		6,973						0		茨城県

		10110052		土浦ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県				9		251,750		251,750		125,327		0		61,316				61,316		125,327		61,316		12,315		47,363		1,932		9,189		36,242		49,554		49,554				4,161		7,817,781		3,202,185		3,050,111		1,565,485		3/31/21		※20210802 内訳（放送）訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		ＪＣＯＭ(株)		千葉　隆志		人事・管理統括部 アシスタントマネージャー		047-315-9081		ChibaT@jupiter.jcom.co.jp		251,750		251,750		125,327		14,535		61,316		61,316		47,363		49,554						0		茨城県

		10110053		日本通信放送網(株)		北関東		茨城県		9		0		65,000		45,000		861		0		298		298				480		298		0		720		0		0		720		0		0		0		0																削除済		総務課						65,000		45,000		861		0		298		298		720		0				3/31/14		0		茨城県

		10110054		(株)ＪＷＡＹ		北関東		茨城県		49		29		107,171		107,171		31,552		1,983		14,633		0		14,633		31,552		16,497		165		17,367		5,664		5,510		6,193		14,658		14,559		99		0		1,903,746		1,018,685		885,061				3/31/21						清水　治		総務部		0294-22-3080		osamu.shimizu@jway.co.jp		107,171		107,171		31,552		547		14,633		16,497		17,367		14,658						0		茨城県

		10110055		宇都宮ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		46		2		135,000		135,000		40,685		11,808		9,394		0		1,410		40,685		9,394		0		14,645		3,532		237		10,876		9,946		9,946		0		0		1,555,139		582,706		950,803		21,630		3/31/21						加藤　靖		専務取締役		028-638-8090		ykato@ucatv.ne.jp		135,000		135,000		40,685		26,808		9,394		9,394		14,645		9,946						0		栃木県

		10110056		鹿沼ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		24		5		37,000		37,000		13,700		12,200		6,600				7,600		13,700		7,100		71		13,000		0		4,400		8,600		9,850		9,850		0		1,800		1,432,924		489,236		943,688				3/31/21						川口　信二		企画室　企画室長		0289-63-0005		kawaguti@bc9.ne.jp		37,000		37,000		13,700		100		6,600		7,100		13,000		9,850						0		栃木県

		10110057		佐野ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		21		13		41,900		41,900		18,478		9,000		5,279		0		5,279		18,478		7,459		88		9,034		4,542		2,212		2,280		8,333		8,301		32				1,055,147		473,856		581,291				3/31/21						成瀬　正彦　		経営企画開発室長		0283-21-2121		naruse@mirun.sctv.jp		41,900		41,900		18,478		0		5,279		7,459		9,034		8,333						0		栃木県

		10110058		塩原ケーブルテレビ協同組合		北関東		栃木県						1,269		859		859		0		0		0		0		859		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15,352		15,328				24		3/31/21		(年度総売上備考：組合費、施設使用料）  ※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟)				君島　一文		事務局		0287-32-3275		stv5@nasuinfo.or.jp		1,269		859		859		859		0		0		0		0						0		栃木県

		10110059		ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		179		11		236,015		236,015		55,240		52,582		45,964		0		45,964		55,240		45,964		10,775		54,128		4,519		1,184		48,425		43,426		43,215		211		1,856		5,438,071		2,132,489		2,075,975		1,229,607		3/31/21						藤枝　陽子		管理部経理課　主任		0282-25-1811		fujieda@cabletv.jp		236,015		236,015		55,240		2,539		45,964		45,964		54,128		43,426						1		全社合計(茨城県)

		10110059		ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		179		11		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																藤枝　陽子		管理部経理課　主任		0282-25-1811		fujieda@cabletv.jp		236,015		236,015		55,240		2,539		45,964		45,964		54,128		43,426						1		栃木県

		10110059		ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		179		11		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																藤枝　陽子		管理部経理課　主任		0282-25-1811		fujieda@cabletv.jp		236,015		236,015		55,240		2,539		45,964		45,964		54,128		43,426						1		群馬県

		10110059		ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		179		11		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																藤枝　陽子		管理部経理課　主任		0282-25-1811		fujieda@cabletv.jp		236,015		236,015		55,240		2,539		45,964		45,964		54,128		43,426						1		茨城県

		10110060		テレビ小山放送(株)		北関東		栃木県		40		9		82,061		82,061		37,654		4,764		7,538		0				37,654		8,732		521		6,745		527		4,942		1,276		5,567		5,567		0		488		973,354		589,742		346,590		37,022		9/30/20						宇和嶋　則夫		事業部　部長		0285-23-2220		uwajima@tvoyama.ne.jp		82,061		82,061		37,654		32		7,538		8,732		6,745		5,567						0		栃木県

		10110061		光ケーブルネット(株)		北関東		群馬県		40				31,600		31,600		6,766		0		6,681		6,837						1,681		0		3,524														0																削除済		放送部						31,600		31,600		6,766		234		6,681		1,681		3,524		0				6/18/13		0		群馬県

		10110063		真岡ケーブルテレビ(株)		北関東		栃木県		11		1		27,248		23,386		3,700		0		1,637		0		1,955		3,527		1,955		0		1,303		1,062		183		88		3						0		237,923														削除済		企画部　課長						27,248		23,386		3,700		5		1,637		1,955		1,303		3				9/18/14		0		栃木県

		10110065		入間ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		55		0		81,777		78,192		38,450		20,464		15,829		0		9,864		15,829		15,829		1,778		14,136		1,530		7,437		5,166		14,255		14,229		26		1,519		1,844,645		976,277		815,257		53,110		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				對馬　央大		管理部総務課　課長		04-2965-0550		a-tsushima@ictv-g.co.jp		81,777		78,192		38,450		0		15,829		15,829		14,136		14,255						1		全社合計(埼玉県)

		10110065		入間ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		55		0		66,722		63,680		34,027		17,464		13,781				8,553		13,781		13,781		1,487		12,309		1,295		6,518		4,493		12,455		12,430		25		1,383		1,844,645		976,277		815,257		53,110								對馬　央大		管理部総務課　課長		04-2965-0550		a-tsushima@ictv-g.co.jp		81,777		78,192		38,450		0		15,829		15,829		14,136		14,255						1		埼玉県

		10110065		入間ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		55		0		15,055		14,512		4,423		3,000		2,048				1,311		2,048		2,048		291		1,827		235		919		673		1,800		1,799		1		136																對馬　央大		管理部総務課　課長		04-2965-0550		a-tsushima@ictv-g.co.jp		81,777		78,192		38,450		0		15,829		15,829		14,136		14,255						1		東京都

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		716		130		2,848,889		2,848,889		1,681,138		5,822		582,811				582,811		1,681,138		582,811		152,795		527,971		36,514		103,066		388,391		505,539		505,539		0		52,833		77,044,499		28,695,119		30,931,324		17,418,056		3/31/21		＊		ＪＣＯＭ(株)		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,848,889		2,848,889		1,681,138		243,174		582,811		582,811		527,971		505,539						1		全社合計(埼玉県)

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		716		130		2,387,981		2,387,981		1,438,892		5,453		502,545				502,545		1,438,892		502,545		134,114		450,647		30,545		87,769		332,333		439,699		439,699		0		45,074		66,347,956												ＪＣＯＭ(株)		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,848,889		2,848,889		1,681,138		243,174		582,811		582,811		527,971		505,539						1		埼玉県

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		716		130		284,290		284,290		168,583		369		58,850				58,850		168,583		58,850		14,163		55,001		4,603		11,061		39,337		44,746		44,746		0		5,555		7,602,866												ＪＣＯＭ(株)		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,848,889		2,848,889		1,681,138		243,174		582,811		582,811		527,971		505,539						1		宮城県

		10110066		(株)ジェイコム埼玉・東日本		北関東		埼玉県		716		130		176,618		176,618		73,663		0		21,416				21,416		73,663		21,416		4,518		22,323		1,366		4,236		16,721		21,094		21,094		0		2,204		3,093,677												ＪＣＯＭ(株)		坂本　泰紀		人事・管理統括部　アシスタントマネージャー		048-709-6880		SakamotoYas@jupiter.jcom.co.jp		2,848,889		2,848,889		1,681,138		243,174		582,811		582,811		527,971		505,539						1		群馬県

		10110067		川越ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		30		32		111,600		111,600		82,957		0		23,275		0		23,275				23,275		0		12,915		10,906		608		1,401		5,276		5,276				0		1,870,376		1,111,425		463,622		76,023						ジャパンケーブルネット(株)		削除済		総務部　人事・総務課長						111,600		111,600		80,082		5,800		22,576		24,640		11,935		0				3/31/11		0

		10110068		行田ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		11		1		34,000		34,000		5,685		1,158		2,900		0		2,096		5,685		2,900		5		1,577		120		323		1,134		909		909		0		0		284,372		178,342		106,030				3/31/21		※20210729　年度総売上実績　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				横須賀　公司　		取締役　放送局長		048-553-2122		yokosuka@tvg.ne.jp		34,000		34,000		5,685		13		2,900		2,900		1,577		909						0		埼玉県

		10110069		(株)ジェイコム熊谷		北関東		埼玉県		0		31		52,217		52,217		24,126		0		9,370				9,370		24,126		9,370		0		6,045		3,625		372		2,048		4,365		4,365				0		879,371		518,785		253,605		106,981		3/31/14				ＪＣＯＭ(株)		削除済		取締役　管理部長						52,217		52,217		24,845		570		9,193		9,193		5,740		3,764				12/31/14		0		埼玉県

		10110070		(株)ジェイコム川口戸田		北関東		埼玉県		54		14		235,215		235,215		185,869		0		46,052				46,052		185,869		46,052		31		41,529		13,331		1,440		26,758		38,186		38,186		0		5,394		5,570,027		2,319,896		2,164,430		1,085,701		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理統括部						232,688		232,688		182,709		44,324		45,041		45,041		39,230		37,854				3/31/19		0		埼玉県

		10110071		狭山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		33		9		70,221		70,221		38,174		4,324		6,716		0		4,115		38,174		6,716		0		6,687		1,353		457		4,877		7,230		7,230		0		0		1,106,247		548,074		441,596		116,577		3/31/21						太田　和正		総合企画部　総務課		04-2907-9246		oota@staff.s-cat.ne.jp		70,221		70,221		38,174		22,631		6,716		6,716		6,687		7,230						0		埼玉県

		10110072		(株)シティケーブルネット		北関東		埼玉県		29		51		146,107		146,107		93,427		0		30,712		536						30,176		0		19,670		10,868		6,086		2,716		6,741		6,741				0		3,009,883		1,815,457		727,640		6,037						ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理部						143,000		143,000		93,000		11,247		28,400		24,800		18,000		2,100				3/1/11		0

		10110074		(株)ジェイコム東上		北関東		埼玉県		16		49		177,800		172,143		101,504		0		24,453		356		16,000		16,000		24,097		0		14,099		9,752		2,573		1,774		7,392		7,392				0		2,130,551		1,154,231		386,427		168,578						ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部　部長						177,800		177,800		99,400		59,000		22,200		19,000		12,400		0				3/1/11		0

		10110075		飯能ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		19		18		54,000		50,000		21,588				1,004		0		1,004		21,588		2,634		0		5,167		2,728		123		2,316		3,795		3,795				86		619,652		377,182		242,470		0		3/31/21						小清水　豊		企画開発室　室長		042-974-3611		kosimizu@tv-hanno.co.jp		54,000		50,000		21,588		0		1,004		2,634		5,167		3,795						0		埼玉県

		10110076		本庄ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		18		0		27,000		26,000		4,264		4,264		3,739		0		3,742		3,914		3,914		0		2,183		0		0		2,183		290		205		85		68		424,436		305,594		118,842		0		3/31/21						山下　美由紀		管理本部　部長		0495-23-0001		toya-catv@catnet.jp		27,000		26,000		4,264		300		3,739		3,914		2,183		290						0		埼玉県

		10110078		蕨ケーブルビジョン(株)		北関東		埼玉県		18		1		36,000		30,000		24,770		4,236		5,673				1,453		24,770		5,673		71		5,534		1,944		2,301		1,289		3,547		3,497		50		0		818,173		379,772		227,176		211,225		3/31/21		※20210802 　総売上・内訳を更新（事業者よりのメールを元に）(@連盟)				高田　修介		総務部		048-444-3333		shusuke@warabi.ne.jp		36,000		30,000		24,772		7,003		4,416		5,936		5,752		3,427						0		埼玉県

		10110079		東松山ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		8		0		68,017		34,831		7,022		2,449		3,213				1,659		3,213		3,213		300		4,154		389		2,617		1,148		4,079		4,072		7		587		426,571		173,999		231,066		21,506		3/31/21		※2021.8.3 実績内訳・その他　を更新(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				上野　晃		総務課		0493-27-8200		a-ueno@ictv-g.co.jp		68,017		34,831		7,022		51		3,213		3,213		4,154		4,079						0		埼玉県

		10110080		江戸川ケーブルテレビ(株)		東京		東京都		33		68		292,400		292,400		159,498		0		40,979		0		0		25,868		40,979		0		15,757		8,408		4,285		3,064		8,789		8,789				0		3,979,973		2,471,445		481,104								ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部　部長						292,400		292,400		159,498		10,534		40,979		40,979		15,757		8,789				6/30/11		0

		10110081		(株)ジェイコム大田		南関東		東京都		0		27		274,700		274,700		181,300		15,377		39,551				39,551		181,300		39,551		25		35,252		9,820		996		24,436		34,314		34,314		0		2,661		4,658,489		2,001,064		1,932,531		724,894		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						274,874		274,874		180,385		44,034		38,785		38,785		33,446		34,570				3/31/19		0		東京都

		10110082		(株)ジェイコムせたまち		南関東		神奈川県				62		436,265		436,265		151,318		0		56,199								42,674		0		26,518								9,024						0																								436,265		436,265		151,318		36,678		56,199		42,674		26,518		9,024				10/17/07		0

		10110084		(株)ジェイコム東京北		南関東		東京都		0		31		204,552		204,552		149,238				32,004				32,004		149,238		32,004		52		30,118		10,168		1,155		18,795		30,085		30,085				1,713		3,727,695		1,631,905		1,626,363		469,427		3/31/18				ＪＣＯＭ(株)		削除済								204,552		204,552		149,238		26,478		32,004		32,004		30,118		30,085				6/30/18		0		東京都

		10110085		(株)ジェイコム足立		南関東		東京都		0		22		333,200		333,200		189,100		0		53,838		0		53,838		189,100		53,838		33		44,456		14,795		484		29,177		42,261		42,261		0		3,045		6,168,388		2,798,368		2,382,260		987,761		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー						331,389		331,389		186,281		2,931		53,017		53,017		42,738		42,603				3/31/19		0		東京都

		10110086		(株)ジェイコム港新宿		南関東		東京都		0		33		401,988		401,988		248,129				35,669				35,669		248,129		35,669		73		25,250		7,349		635		17,266		21,716		21,716				1,481		4,805,713		2,890,780		1,409,607		505,326		3/31/18				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						401,988		401,988		248,129		51,932		35,669		35,669		25,250		21,716				12/31/18		0		東京都

		10110087		さくらケーブルテレビ(株)		東京		東京都						126,370		119,291		79,000		0		15,000								10,649		0		5,753								4,000						0														ＪＣＯＭ(株)		削除済		人事管理本部　管理部長						126,370		119,291		79,000		38,610		15,000		10,649		5,753		4,000				10/22/08		0

		10110088		(株)ジェイコム中野		南関東		東京都		0		25		218,700		218,700		155,300		0		37,248				37,248		155,300		37,248		32		32,196		11,101		487		20,608		25,008		25,008		0		2,308		4,272,742		2,016,421		1,660,844		595,477		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第一ブロック　アシスタントマネージャー						217,219		217,219		149,918		42,432		36,158		36,158		30,043		25,300				3/31/19		0		東京都

		10110089		(株)ジェイコム東京		南関東		東京都		1231		438		5,044,103		5,044,103		3,528,858		17,014		998,229				998,229		3,528,858		998,229		254,824		893,620		51,699		161,666		680,255		776,101		776,101		0		83,339		131,963,287		53,004,469		52,279,844		26,678,973		3/31/21		自治体出資占有率は1.58%。		ＪＣＯＭ(株)		田畑　優仁		人事・管理統括部		03-4521-5100		TabataMs@jupiter.jcom.co.jp		5,044,103		5,044,103		3,528,858		545,277		998,229		998,229		893,620		776,101						1		全社合計(東京都)

		10110089		(株)ジェイコム東京		南関東		東京都		1231		438		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														ＪＣＯＭ(株)		田畑　優仁		人事・管理統括部		03-4521-5100		TabataMs@jupiter.jcom.co.jp		5,044,103		5,044,103		3,528,858		545,277		998,229		998,229		893,620		776,101						1		埼玉県

		10110089		(株)ジェイコム東京		南関東		東京都		1231		438		5,044,103		5,044,103		3,528,858		17,014		998,229				998,229		3,528,858		998,229		254,824		893,620		51,699		161,666		680,255		776,101		776,101				83,339		131,963,287		53,004,469		52,279,844		26,678,973						ＪＣＯＭ(株)		田畑　優仁		人事・管理統括部		03-4521-5100		TabataMs@jupiter.jcom.co.jp		5,044,103		5,044,103		3,528,858		545,277		998,229		998,229		893,620		776,101						1		東京都

		10110090		(株)城北ニューメディア		東京		東京都		11		34		104,600		104,600		104,600		0		14,016		1,976						12,040		0		5,872		2,705		2,408		759		3,485		3,485		0		0		1,050,585		866,796		237,867		158,563						ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　次長						93,200		81,600		80,900		43,274		13,100		9,400		5,100		1,800				10/31/10		0		北海道

		10110092		(株)ジェイコムイースト		南関東		東京都		0		245		3,705,700		3,705,700		2,423,900		740		830,813				830,813		2,423,900		830,813		1,266		708,967		177,429		24,215		507,323		704,853		704,853		0		60,142		104,949,238		42,491,346		42,959,697		19,498,194		3/31/19		千円未満切り捨てのため、県別合計と差異が生じています。		ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第二ブロック						3,705,700		3,705,700		2,423,900		381,631		830,813		830,813		708,967		704,853				5/31/19		1		全社合計(東京都)

		10110092		(株)ジェイコムイースト		南関東		東京都		0		245		313,300		313,300		179,000		0		81,451				81,451		179,000		81,451		100		66,847		15,933		2,563		48,351		76,140		8,642		0		6,064		10,558,638		4,151,245		4,502,492		1,904,900						ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第二ブロック						3,705,700		3,705,700		2,423,900		381,631		830,813		830,813		708,967		704,853				5/31/19		1		千葉県

		10110092		(株)ジェイコムイースト		南関東		東京都		0		245		284,600		284,600		172,500		378		57,281				57,281		172,500		57,281		59		51,876		16,286		2,242		33,348		45,442		0		0		4,095		6,749,719		2,720,674		2,780,597		1,248,448						ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第二ブロック						3,705,700		3,705,700		2,423,900		381,631		830,813		830,813		708,967		704,853				5/31/19		1		宮城県

		10110092		(株)ジェイコムイースト		南関東		東京都		0		245		1,406,700		1,406,700		1,003,700		0		313,927				313,927		1,003,700		313,927		575		271,137		58,809		9,238		203,090		257,805		31,725		0		19,532		40,898,945		16,965,328		16,148,661		7,784,956						ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第二ブロック						3,705,700		3,705,700		2,423,900		381,631		830,813		830,813		708,967		704,853				5/31/19		1		東京都

		10110092		(株)ジェイコムイースト		南関東		東京都		0		245		1,525,100		1,525,100		994,700		362		355,814				355,814		994,700		355,814		518		295,967		80,031		9,078		206,858		302,101		33,387		0		28,290		43,641,510		17,498,058		18,114,040		8,029,412						ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第二ブロック						3,705,700		3,705,700		2,423,900		381,631		830,813		830,813		708,967		704,853				5/31/19		1		神奈川県

		10110092		(株)ジェイコムイースト		南関東		東京都		0		245		176,000		176,000		74,000		0		22,340				22,340		74,000		22,340		14		23,140		6,370		1,094		15,676		23,365		4,952		0		2,161		3,100,426		1,156,041		1,413,907		530,478						ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第二ブロック						3,705,700		3,705,700		2,423,900		381,631		830,813		830,813		708,967		704,853				5/31/19		1		群馬県

		10110093		多摩ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		32		10		113,561		113,561		59,872		1,640		23,453		0		23,453		59,872		23,453		300		18,466		1		4,107		14,358		18,774		18,753		21		101		2,685,199		1,526,906		1,158,293		0		3/31/21						宮寺　光久		取締役　技術部長		0428-32-1351		miyadera@tcnnet.co.jp		113,561		113,561		59,872		216		23,453		23,453		18,466		18,774						0		東京都

		10110094		(株)多摩テレビ		南関東		東京都		27		13		154,870		73,182		66,551		0		3,355				5,744				5,744		704		5,454		1,634		102		3,718		4,916		4,916				0		1,148,579		802,965		306,163		39,451		3/31/21		特になし。				三宅　徹平		総務経理課		042-339-5519		webmaster@ttv.co.jp		154,870		73,182		66,551		1,166		3,355		5,744		5,454		4,916						0		東京都

		10110095		調布ケーブルテレビジョン(株)		東京		東京都						190,000		190,000		135,000		0		36,000								14,700		0		14,600								800						0																								190,000		190,000		135,000		24,800		36,000		14,700		14,600		800				10/17/07		0

		10110096		(財)東京ケーブルビジョン		東京		東京都		30		6		170,000		170,000		69,758		0		6,104		0						6,104		0		2,910		1,023		1,236		651		3,159		3,159		0		0		708,608														削除済		総務部　課長補佐						170,000		170,000		73,771		0		6,316		6,126		3,000		3,239				10/31/13		0		東京都

		10110097		東京ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		72		26		280,000		280,000		181,000		18,200		24,100		0		24,100				24,100		751		13,700		1,000		1,300		11,400		10,600		10,600				0		4,844,101		2,018,071		1,464,374		1,361,656		3/31/21		２０２１／７／１３　更新				魚本　直隆		企画推進室　企画推進室長		03-5615-8213		n_uomoto@tcn-catv.co.jp		280,000		280,000		181,000		119,000		24,100		24,100		13,700		10,600						0		東京都

		10110098		(株)東京テレポートセンター		東京		東京都		14		14		3,301		3,301		3,245		0		0		0						0		0		0								0						0																削除済		管理部　事業課						3,301		3,301		3,245		3,245		0		0		0		0				3/31/11		0

		10110100		東京電力(株)		東京		東京都		38227				6,512		6,512		6,512		0												0																0																削除済		グループ事業推進部　グループ経営企画第二グループ　副長						3,239		3,239		3,239		3,239		0		0		0		0				3/31/11		0

		10110101		東京ベイネットワーク(株)		南関東		東京都		64		19		372,592		348,859		264,579		0		20,399								20,399		4,261		19,238								20,097		20,097				12		3,267,921		2,135,992		1,131,930		0		3/31/21		放送と通信の区分は、グループが定める基準で計算しています。		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		山路　広志		管理部		03-6811-6011		h.yamaji@tokyobaynet.co.jp		372,592		348,859		264,579		0		20,399		20,399		19,238		20,097						0		東京都

		10110103		豊島ケーブルネットワーク(株)		南関東		東京都		31		12		178,595		140,000		137,373		0		9,274		0		9,274		137,373		20,038		958		18,678		6,446		901		11,331		11,318		11,318				0		1,745,643		943,016		738,295		64,332		8/31/20						内田　洋		営業部　部長		03-5951-4400		uchida@toshima.co.jp		178,595		140,000		137,373		0		9,274		20,038		18,678		11,318						0		東京都

		10110104		(株)日本ケーブルテレビジョン		南関東		東京都		73		0		11		11		11		0		0								0		0		0								0						0												※20160812　0円更新→未確定に変更				黒川　正明		放送事業局　第2営業部　企画担当部長		03-3568-8224		kurokawa@jctv.co.jp		11		11		11		0		0		0		0		0						0		東京都

		10110105		(株)ニューメディア総研		東京		東京都		302		268								0		0										0										0						0		5,149,294														削除済		開発第４部　部長						0		0		0		0		0		0		0		0				5/21/08		0

		10110107		(株)ジェイコム八王子		南関東		東京都		0		20		243,000		243,000		145,600		1,538		47,048				47,048		145,600		47,048		68		39,694		15,222		479		23,993		38,400		38,400		0		3,506		5,690,914		2,415,017		2,237,176		1,038,721		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						241,062		241,062		143,685		18,533		46,878		46,878		38,362		38,237				3/31/19		0		東京都

		10110108		(株)ジェイコム日野		南関東		東京都		0		10		96,700		96,700		71,700		0		23,402				23,402		71,700		23,402		28		20,998		7,465		317		13,216		19,009		19,009		0		1,504		2,866,404		1,174,223		1,161,788		530,393		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						96,503		96,503		72,158		11,612		23,232		23,232		20,240		18,966				3/31/19		0		東京都

		10110109		(株)ジェイコム多摩		南関東		東京都		0		19		260,900		260,900		170,000		0		48,967				48,967		170,000		48,967		47		41,424		14,015		1,366		26,043		43,815		43,815		0		3,059		6,047,366		2,559,475		2,437,278		1,050,614		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						254,200		254,200		168,263		12,964		48,507		48,507		40,113		43,810				3/31/19		0		東京都

		10110110		(株)ケーブルテレビ品川		南関東		東京都		1		0		214,029		210,000		190,603		1,191		12,351		0		24,135		190,603		24,135		397		30,399		7,587		17,656		6,272		25,153		25,153				55		3,021,583		1,650,727		1,370,856		0		3/31/21		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				糸田　純一		イッツ・コミュニケーションズ（株）経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		214,029		210,000		190,603		57,336		12,351		24,135		30,399		25,153						0		東京都

		10110111		(株)ジェイコム武蔵野三鷹		南関東		東京都		0		13		180,900		180,900		120,100		0		39,008				39,008		120,100		39,008		36		34,292		11,495		703		22,094		29,579		29,579		0		2,137		4,702,601		2,075,147		1,846,585		780,869		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　東京第二ブロック　アシスタントマネージャー						180,386		180,386		119,636		7,873		38,627		38,627		32,917		29,729				3/31/19		0		東京都

		10110115		(株)イースト・コミュニケーションズ		南関東		千葉県		0		2		7,650		7,650		6,715		1,216		867				867		6,715		1,723		0		2,666		0		0		2,666		2,302		2,302				0		288,345		142,426		145,919				3/31/20				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		削除済		課長						7,650		7,650		6,715		0		867		1,723		2,666		2,302				9/30/20		0		千葉県

		10110116		(株)ジェイコム市川		南関東		千葉県		0		26		249,708		249,708		166,822		0		47,500				47,500		166,822		47,500		115		42,521		13,406		646		28,469		35,343		35,343				3,061		5,788,934		2,346,827		2,247,253		1,194,855		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						249,708		249,708		166,822		8,405		47,500		47,500		42,521		35,343				3/31/19		0		千葉県

		10110117		(株)いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ		南関東		千葉県		10		7		179,086		68,701		37,855		5,296		6,368						37,855		12,115		238		16,410		696		2,817		12,897		12,514		12,514		0		0		1,514,840		662,616		852,224				3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		西村　昌訓		総務部		0436-24-0009		nishimura_masanori@icntv.jp		179,086		68,701		37,855		299		6,368		12,115		16,410		12,514						0		千葉県

		10110119		(株)ジェイコム千葉セントラル		南関東		千葉県		0		18		419,322		419,322		267,543		0		64,011				64,011		267,543		64,011		50		55,879		18,612		482		36,785		57,685		57,685				3,728		7,806,739		3,304,121		3,039,753		1,462,866		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						419,322		419,322		267,543		13,912		64,011		64,011		55,879		57,685				3/31/19		0		千葉県

		10110121		(株)ジェイコム東葛葛飾		南関東		千葉県		0		58		571,053		571,053		341,386		0		101,674		0		101,674		341,386		101,674		87		82,397		24,080		2,757		55,560		86,236		86,236		0		5,246		11,874,736		5,047,240		4,813,059		2,014,438		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー						568,269		568,269		336,938		28,502		101,119		101,119		79,242		87,020				3/31/19		1		全社合計(千葉県)

		10110121		(株)ジェイコム東葛葛飾		南関東		千葉県		0		58		568,269		568,269		336,938		0		101,119				101,119		336,938		101,119		108		79,242		24,845		3,268		51,129		87,020		87,020				4,407		8,986,031												ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー						568,269		568,269		336,938		28,502		101,119		101,119		79,242		87,020				3/31/19		1		千葉県

		10110121		(株)ジェイコム東葛葛飾		南関東		千葉県		0		58		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0														ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　関東東第二ブロック　アシスタントマネージャー						568,269		568,269		336,938		28,502		101,119		101,119		79,242		87,020				3/31/19		1		東京都

		10110122		(株)ジェイコム千葉		南関東		千葉県		0		88		2,240,000		2,240,000		1,415,874		0		466,107				466,107		1,415,874		466,107		119,163		409,420		22,526		77,094		309,800		386,563		386,563		0		38,590		60,875,680		23,607,679		24,147,209		13,120,792		3/31/21		※20210802 総売上訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)		ＪＣＯＭ(株)		千葉　隆志		人事・管理統括部 アシスタントマネージャー		047-315-9081		ChibaT@jupiter.jcom.co.jp		2,240,000		2,240,000		1,415,874		109,567		466,107		466,107		409,420		386,563						0		千葉県

		10110124		(株)千葉ニュータウンセンター		南関東		千葉県		46				27,269		20,068		11,478		248		3,293						11,478		3,577		94		1,907		1,054		166		687		1,533		1,533				0		286,697		200,027		71,181		15,489		3/31/21		(年度総売上備考：他事業との複合会社のため、暫定売上高を掲載） 設備投資は、工事負担金を利用				寺田  純一		ケーブルテレビ部　業務課長代理		0476-46-5836		terada@rurbannet.ne.jp		27,269		20,068		11,478		0		3,293		3,577		1,907		1,533						0		千葉県

		10110125		銚子テレビ放送(株)		南関東		千葉県		8		0		15,444		10,220		1,458		1,458		1,458		0		1,458		1,458		1,458		0		1,530								1,860		1,860				0		180,128		38,702		141,426		0		3/31/21						平津　清美		総務部　マネージャー		0479-25-1001		hiratsu@catv9.ne.jp		15,444		10,220		1,458		0		1,458		1,458		1,530		1,860						0		千葉県

		10110126		成田ケーブルテレビ(株)		南関東		千葉県		0		15		61,520		65,800		24,028		2,600		3,917		0		3,917		24,028		6,640		77		3,018		966		552		1,500		846		846				0		569,524		426,201		143,323		0		3/31/21		該当なし				小野寺　ルミ子		管理部　総務・経理課　主任		0476-22-1001		soumu@nctv.co.jp		61,520		65,800		24,028		547		3,917		6,640		3,018		846						0		千葉県

		10110127		(株)広域高速ネット二九六		南関東		千葉県		135		40		258,560		208,936		83,073		70,148		51,355		0		19,221		83,073		45,548		1,102		42,611		22,828		4,404		15,379		43,340		43,322		18		3,686		5,538,727		2,239,937		3,219,537		79,250		12/31/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				木場　秀晃		管理本部総務部		043-497-0296		league_info@catv296.co.jp		258,560		208,936		83,073		310		51,355		45,548		42,611		43,340						0		千葉県

		10110128		(株)ジェイコム船橋習志野		南関東		千葉県		2		17		369,757		369,757		225,541		0		66,387				66,387		225,541		66,387		73		50,202		18,514		1,641		30,047		58,559		58,559				2,180		7,119,000		3,673,000		3,032,000		414,000		3/31/17		なし		ＪＣＯＭ(株)		削除済		ジュピターテレコム　関東東第一ブロック　管理統括部						369,757		369,757		225,541		29,111		66,387		66,387		50,202		58,559				12/31/17		0		千葉県

		10110130		厚木伊勢原ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		9		7		100,792		96,835		50,886		4,538		12,341		0						12,341		0		15,486								11,433		11,433				7		1,589,096		757,602		831,494		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		村井　匡		総務部		046-220-2018		murai_masashi@s.ayu.ne.jp		100,792		96,835		50,886		7,923		12,341		12,341		15,486		11,433						0		神奈川県

		10110131		(株)ジェイコム小田原		南関東		神奈川県		0		8		92,381		92,381		52,900		0		21,121		0		21,109		52,700		21,121		0		15,869		9,716		1,197		4,715		18,661		18,661		0		0		2,237,519		1,292,856		284,162		660,502		3/31/15				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム 関東南ブロック　マネージャー						92,381		92,381		52,900		0		21,121		21,121		15,869		18,661				3/31/16		0		神奈川県

		10110132		(株)ジェイコム鎌倉		南関東		神奈川県		21		17		85,185		85,185		61,761		0		33,551		0		30,766		61,761		33,551		0		18,407		11,219		945		6,243		20,042		20,042				0		3,101,621		2,130,346		971,275		0		3/31/14				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理部						85,185		85,185		61,764		7,000		32,503		32,503		17,105		18,812				3/31/15		0		神奈川県

		10110133		(一財)ケーブルシティ横浜		南関東		神奈川県		8		2		5,689		5,689		4,850		0		0						4,850				0		0														0		73,510		6,556		1,060		1,800								削除済		事業推進課						5,689		5,689		5,689		5,689		0		0		0		0				7/1/14		0		神奈川県

		10110134		(株)横浜都市みらい		南関東		神奈川県		18		17		77,505		55,412		36,837		0		5,892		0		6,131		36,524		5,688		0		3,346		3,346		469		0		55		0		55		0												決算等は全社ベースで行うため、ケーブル事業単体の数字のみの抽出が困難なものは、「非管理項目」で入力。				削除済		放送通信部　事業課長代理						75,966		54,235		36,524		1,746		6,131		5,933		3,577		57				3/31/10		0

		10110135		(株)ジェイコム南横浜		南関東		神奈川県		0		51		361,485		361,485		246,349		0		82,807				82,807		246,349		82,807		77		61,735		20,722		1,079		39,934		71,080		71,080		0		5,009		9,502,000		4,163,000		3,539,000		1,800,000		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		株式会社ジュピターテレコム　神奈川第一ブロック						360,757		360,757		245,758		42,696		82,100		82,100		59,544		70,509				3/31/19		0		神奈川県

		10110137		(株)シティテレコムかながわ		南関東		神奈川県		20		77		223,400		223,400		113,820		0		44,067		0				39,900		44,067		0		31,124		21,636		5,172		4,316		23,352		23,352				0		4,519,951		2,848,284		1,161,061		28,887		２００９年１２月本決算				ＪＣＯＭ(株)		削除済		業務管理部長						223,400		223,400		113,820		10,614		44,067		44,067		31,124		23,352				6/30/11		0

		10110139		湘南ケーブルネットワーク(株)		南関東		神奈川県		39		44		151,660		151,660		76,630		62,334		36,350		0		0		36,350		36,350		169		34,674		4,244		29,083		2,469		32,695		32,695		15		0		3,517,153		1,988,089		1,489,676		39,386		3/31/21						高木　裕		営業本部　総務部　総務部長代理		0463-22-0419		takagi88@mx.scn-net.ne.jp		151,660		151,660		76,630		31,950		36,350		36,350		34,674		32,695						0		神奈川県

		10110141		イッツ・コミュニケーションズ(株)		南関東		東京都		492		744		1,400,336		1,156,937		963,693		120,765		95,278				180,455		963,693		155,992		4,341		269,832		42,505		86,465		140,862		197,914		197,914		0		4,114		31,135,000		9,658,000		14,131,000		7,346,000		3/31/21		※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正/株主名称変更				糸田　純一		経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		1,400,336		1,156,937		963,369		2,843		95,278		155,992		269,832		197,914						1		全社合計(神奈川県)

		10110141		イッツ・コミュニケーションズ(株)		南関東		東京都		492		744		643,093		528,556		395,656		0		80,505				80,505		395,656		80,505		0		101,959		32,609		39,961		29,389		65,552		65,552				389												東京都と神奈川県での区分を行っていませんので、便宜上神奈川県に全額を記載します。				糸田　純一		経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		1,400,336		1,156,937		963,369		2,843		95,278		155,992		269,832		197,914						1		東京都

		10110141		イッツ・コミュニケーションズ(株)		南関東		東京都		492		744		688,363		565,763		453,870		0		101,340				101,340		453,870		101,340		0		158,883		47,982		65,229		45,672		115,930		115,930				416		30,778,000		11,487,000		11,357,000		7,934,000				東京都と神奈川県での区分は行っていないため、便宜上感側に全額を記載しました。				糸田　純一		経営統括室　部長代理		044-577-7503		itoda@itscom.jp		1,400,336		1,156,937		963,369		2,843		95,278		155,992		269,832		197,914						1		神奈川県

		10110142		(株)ジェイコム湘南・神奈川		南関東		神奈川県		0		191		2,589,680		2,589,680		1,712,266		0		677,591				677,591		1,712,266		677,591		162,920		552,636		33,761		101,176		417,699		550,124		550,124		0		60,163		86,617,000		36,343,000		24,394,000		25,878,000		3/31/21		※事業報告書データ使用 ※自治体出資占有率変更なし		ＪＣＯＭ(株)		山田　文雄		株式会社ジェイコム湘南・神奈川　人事・管理統括部　担当部長		045-514-2800		ML_JCSKT_047@jupiter.jcom.co.jp		2,589,680		2,589,680		1,712,266		255,393		677,591		677,591		552,636		550,124						1		全社合計(神奈川県)

		10110142		(株)ジェイコム湘南・神奈川		南関東		神奈川県		0		191		155,381		155,381		102,736		0		40,655				40,655		102,736		40,655		9,775		33,158		2,026		6,071		25,062		33,007		0		0		3,610		5,197,000		2,181,000		1,464,000		1,553,000				神奈川県96％ 東京都4％		ＪＣＯＭ(株)		山田　文雄		株式会社ジェイコム湘南・神奈川　人事・管理統括部　担当部長		045-514-2800		ML_JCSKT_047@jupiter.jcom.co.jp		2,589,680		2,589,680		1,712,266		255,393		677,591		677,591		552,636		550,124						1		東京都

		10110142		(株)ジェイコム湘南・神奈川		南関東		神奈川県		0		191		2,434,299		2,434,299		1,609,530		0		636,936				636,936		1,609,530		636,936		153,145		519,478		31,735		95,105		392,637		517,117		0		0		56,553		81,420,000		34,162,000		22,930,000		24,325,000				神奈川県96％ 東京都4％		ＪＣＯＭ(株)		山田　文雄		株式会社ジェイコム湘南・神奈川　人事・管理統括部　担当部長		045-514-2800		ML_JCSKT_047@jupiter.jcom.co.jp		2,589,680		2,589,680		1,712,266		255,393		677,591		677,591		552,636		550,124						1		神奈川県

		10110143		ＹＯＵテレビ(株)		南関東		神奈川県		77		27		579,723		458,627		286,750		13		42,823				42,823		249,552		42,823		2,716		43,605		11,472		6,007		26,126		38,819		38,819		0		268		4,380,291		2,538,234		1,799,773		42,284		3/31/21		20210730　年度総売上実績　を更新（事業者からのメールにより）（＠連盟）				梅田　穣		技術本部　技術統括部　部長		045-503-1222		ml-jcta@youtv.co.jp		579,723		458,627		286,750		37,198		42,823		42,823		43,605		38,819						0		神奈川県

		10110144		横浜ケーブルビジョン(株)		南関東		神奈川県		38		37		325,651		289,753		172,367				52,544				52,544		172,367		52,544		8,156		41,292		2,088		11,591		27,613		43,837		43,837				2,430		5,534,055		3,393,956		1,963,798		176,300		3/31/21						畔柳　圭甫		経営管理部　総務管理担当		045-567-1808		ycv_gyosei-kokyo@ml.ycv.jp		325,651		289,753		172,367		11,036		52,544		52,544		41,292		43,837						0		神奈川県

		10110145		横浜テレビ共同聴視(株)		南関東		神奈川県						290		290		290		0		0										0										0						0																削除済		代表取締役						290		290		290		290		0		0		0		0				7/2/08		0

		10110146		(株)横浜テレビ局		南関東		神奈川県		45		76		256,100		256,100		213,000		0		41,181		0		29,000		29,000		41,181		0		16,910		8,509		5,769		2,632		16,973		15,878		95		0		3,961,964		2,169,700		582,804		412,706						ＪＣＯＭ(株)		削除済		顧問						256,100		256,100		213,000		66,400		41,181		41,181		16,910		16,973				6/30/11		0

		10110150		河口湖有線テレビ放送(有)		南関東		山梨県		22				10,776		9,952		9,952		9,398		297				309		9,952		548		15		3,400								2,500		2,500						470,000		300,000		170,000		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				結城　聡		ネットワーク部　部長		0555-72-1931		satoshi_yuuki@lcnet.jp		10,776		9,952		9,952		72		297		548		3,400		2,500						0		山梨県

		10110151		北富士有線テレビ放送(株)		南関東		山梨県		4		0		3,300		3,030		2,125		0		2,125		0		158		2,125		606		0		0								0						0		57,941		57,042		0		899		6/30/20		20210730　総売上/実績内訳（放送その他）を更新（事業者からのメールにより）（@連盟） ※20191004 総売上/内訳/決算年月日訂正				渡辺 みゆき				0555-85-2331		kftv@fgo.jp		3,300		3,030		2,125		0		2,125		606		0		0						0		山梨県

		10110152		(有)峡西シーエーテーブイ		南関東		山梨県		31				11,900		11,900		9,134		9,134		210		0		210				333		0		657		0		657		0		0		0		0		0		461,632		207,961		17,714		235,957		3/31/21		年度総売上実績内訳・その他の収入は、電気通信工事業の売上です。				小松　恵美		総務部長		055-283-8383		info@cvk.ne.jp		11,900		11,900		9,134		12		210		333		657		0						0		山梨県

		10110153		峡東ケーブルネット(株)		南関東		山梨県		8		0		9,942		9,942		8,885		5,301		150		0		150		8,885		548		3		1,642		1,406		148		88		341		315		26		0		335,178		260,758		55,631		18,786		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				小澤　健太郎		代表取締役社長		0553-33-2252		k-ozawa@kcnet.ne.jp		9,942		9,942		8,885		20		150		548		1,642		341						0		山梨県

		10110154		(株)ケーブルテレビ富士		南関東		山梨県		2		0		3,420		3,242		2,276		1,042		164		0				2,276		164		0		186		92		94				0						0		88,955		85,705		3,250		0		3/31/21		９７，９９２千円				流石　洋一		取締役社長		0555-62-5951		catv-fuji@luck.ocn.ne.jp		3,420		3,242		2,276		0		164		164		186		0						0		山梨県

		10110155		(株)ＣＡＴＶ富士五湖		南関東		山梨県		23				19,865		19,865		18,494				493		0		185		18,436		1,252		87		2,225		1,359		593		273		0								815,039		444,959		82,228		287,852		8/31/20						宮下　睦		業務部情報通信課		0555-22-1714		miya@fgo.jp		19,865		19,865		18,494		0		493		1,252		2,225		0						0		山梨県

		10110156		富沢テレビ共聴組合		南関東		山梨県						750		750		627				627						627		0				0								0								15,356		13,597				1,789		3/31/21						稲葉　奈津美				05566-6-2312		kaori@inaba.ecnet.jp		750		750		627		627		627		0		0		0						0		山梨県

		10110157		(株)日本ネットワークサービス		南関東		山梨県		133		21		222,726		222,726		185,410		87,333		6,846				7,714		185,410		22,077		114		29,696		23,745				5,951		14,039		13,981		58				6,965,092		5,589,713		1,119,853		255,523		3/31/21						長田　憲		経営企画室　経営企画室長		055-251-7110		a-osada@nns-catv.co.jp		222,726		222,726		185,410		0		6,846		22,077		29,696		14,039						0		山梨県

		10110158		富士川シーエーティーヴィ(株)		南関東		山梨県		7		1		11,416		11,257		9,031		144		684				197		9,031		684				317		302		15				0								257,751		243,412		10,563		3,776		5/31/20						櫻井　育也		局長		0556-22-1777		i-sakurai@fujikawa-net.co.jp		11,416		11,257		9,031		0		684		684		317		0						0		山梨県

		10110159		山梨ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		28		0		14,751		18,405		11,057		10,835		546		0		546		11,057		1,297		16		3,198		972		1,166		1,104		2,076		2,041		35		368		503,274		265,375		230,274		7,624		3/31/21		※20190924 内訳訂正				望月　茜		技術管理部		0553-22-6822		gikan@fruits.ne.jp		14,751		18,405		11,057		0		546		1,297		3,198		2,076						0		山梨県

		10110160		(株)上野原ブロードバンドコミュニケーションズ		南関東		山梨県		8		1		10,055		8,445		4,215		4,215		330				330		4,215		330				1,579						1,579		350				346				252,769		104,658		86,165		61,946		3/31/21						石井　夏希		総務部		0554-62-5504		ishii@u-bc.net		9,979		8,445		4,223		0		340		340		1,435		346						0		山梨県

		10110165		あづみ野テレビ(株)		信越		長野県		17		7		53,224		41,014		11,681		2,314		5,237		0						6,642		284		4,493		582		105		3,806		4,949		4,949				0		679,271		403,195		260,148		15,928		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				畠山　由美		総務部　部長		0263-82-7860		hatakeyama.yumi@anc-tv.co.jp		53,224		41,014		11,681		0		5,237		6,642		4,493		4,949						0		長野県

		10110166		アルプスケーブルビジョン(株)		信越		長野県		2		3		14,888		10,169		2,850		0		2,466		2,466								0		0														0		129,986		129,986		0										削除済		総務部　経理担当						14,888		10,169		3,274		0		2,890		0		0		0				3/31/11		0

		10110167		(株)飯田ケーブルテレビ		信越		長野県		33		5		38,713		33,050		16,116		9,100		7,145						16,116		7,921		272		10,509		132		619		9,758		8,162		8,097		65		450		1,673,667		584,257		660,135		429,275		4/30/21		※20190910　数値入手し連盟で登録 ※20201005 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				吉川　治司		常務取締役		0265-52-5406		ha-yoshikawa@iidacable.tv		38,713		33,050		16,116		700		7,145		7,921		10,509		8,162						0		長野県

		10110168		飯山市		信越		長野県		7		1		8,030		8,030		4,633				3,811				3,861		4,633		3,811		50		1,280				716		564		4				4				229,334		180,194		49,140				3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				俣野　和広		飯山市 総務部　事業戦略室　情報政策係長		0269-67-0724		senryaku@city.iiyama.nagano.jp		8,030		8,030		4,633		0		3,811		3,811		1,280		4						1		全社合計(長野県)

		10110168		飯山市		信越		長野県		7		1		32		32		44				18				18		44		18				23				9		14										2,594		1,711		883										俣野　和広		飯山市 総務部　事業戦略室　情報政策係長		0269-67-0724		senryaku@city.iiyama.nagano.jp		8,030		8,030		4,633		0		3,811		3,811		1,280		4						1		新潟県

		10110168		飯山市		信越		長野県		7		1		7,998		7,998		4,589				3,793				3,843		4,589		3,793		50		1,257				707		550		4				4				226,740		178,483		48,257										俣野　和広		飯山市 総務部　事業戦略室　情報政策係長		0269-67-0724		senryaku@city.iiyama.nagano.jp		8,030		8,030		4,633		0		3,811		3,811		1,280		4						1		長野県

		10110169		伊那ケーブルテレビジョン(株)		信越		長野県		39		2		43,402		43,402		25,428		25,428		10,036		0		1,237		25,428		19,085		125		7,233		1,222				6,011		8,088		8,088				2,738		1,644,710		910,318		624,539		109,853		3/31/21		※20210730 内訳訂正(@連盟)				濱　康司		総務課		0265-73-2020		hama@inacatv.ne.jp		43,402		43,402		25,428		0		10,036		19,085		7,233		8,088						0		長野県

		10110170		(株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ		信越		長野県		34		20		169,859		164,216		45,493		5,471		17,346		0		17,346		45,493		24,990				19,034		1,505		4,684		12,723		17,488		17,488		0		4,915		2,015,898		1,138,406		819,821		57,672		3/31/21						市川　岳人		総務部　部長		026-233-1713		info@nagano-inc.co.jp		169,859		164,216		45,493		272		17,346		24,990		19,034		17,488						0		長野県

		10110171		(株)上田ケーブルビジョン		信越		長野県		55		0		76,168		76,168		39,096		22,800		11,606				11,606		39,096		28,068		853		11,537		4,599		2,383		4,555		4,696		4,696		0		0		1,732,378		1,086,353		646,025				3/31/21						中村　高章		営業部お客様担当　担当部長		0268-23-1600		taka@ucv.co.jp		76,168		76,168		39,096		171		11,606		28,068		11,537		4,696						0		長野県

		10110172		(株)エコーシティー・駒ヶ岳		信越		長野県		23		0		21,629		21,728		15,194		15,194		2,116		0		467		14,941		13,611		163		5,983		4,725		0		1,258		6,219		6,206		13		0		745,522		366,612		354,391		24,519		3/31/21						佐藤　幸宏		総務課		0265-82-4000		satoh@cek.co.jp		21,629		21,728		15,194		0		2,116		13,611		5,983		6,219						0		長野県

		10110173		エルシーブイ(株)		信越		長野県		133		35		94,291				96,023		0		20,504								11,457		0		24,792								704						0																削除済		取締役総務部長						93,695		0		94,839		0		20,504		5,397		24,767		704				3/31/09		0

		10110174		(有)木曽駒ケーブルネット		信越		長野県						121		121		21		0		0										0										0						0																								121		121		21		21		0		0		0		0				10/17/07		0

		10110175		(株)木曽福島ケーブルテレビ		信越		長野県		6				2,373		1,823		1,823		0		438		1,823						0		0		0								0						0		52,000														削除済		総務部						2,373		1,823		1,823		0		438		0		0		0				3/31/09		0

		10110176		(株)信州ケーブルテレビジョン		信越		長野県		12				22,391		17,000		7,527				3,481				322		7,527		3,565		107		625		31		432		162		0								295,330		260,473		34,856		0		9/30/20						山浦　宏一		代表取締役社長		026-272-1660		k-yamaura@chikuma-catv.co.jp		22,391		17,000		7,527		157		3,481		3,565		625		0						0		長野県

		10110177		(株)Ｇｏｏｌｉｇｈｔ		信越		長野県		22		9		25,859		24,000		11,892		6,618		11,104		0		6,491		11,892		11,104		828		6,074		2,150		2,080		1,696		4,368		4,285		83		247		985,459		448,235		444,113		93,111		3/31/21		その他項目には、電力販売収入、自治体委託事業収入、その他委託事業収入・放送コンテンツ海外展開事業収入を含んでいます。				岩下　正志		総務財務課		026-246-1222		iwashita@stvnet.co.jp		25,859		24,000		11,892		103		11,104		11,104		6,074		4,368						0		長野県

		10110178		蓼科ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		6		0		3,500		3,306		2,285		230		820		0		820		2,285		1,421		27		807		206		459		142		82		58		24		0		139,413		81,541		43,384		14,488		1/31/21						関　俊之		代表取締役		0267-56-3101		toshi@tcv21.co.jp		3,500		3,306		2,285		3		820		1,421		807		82						0		長野県

		10110179		テレビ北信ケーブルビジョン(株)		信越		長野県		7		0		18,122		15,050		3,056		0		1,771		1,386		1,391		3,056		1,771		0		38		27		11		0		3		0		3		0		172,165		110,934		8,952		52,277		3/31/21						池田　清二		統括部長		0269-26-0202		ikeda@thvnet.tv		18,122		15,050		3,056		288		1,771		1,771		37		2						0		長野県

		10110180		(株)テレビ松本ケーブルビジョン		信越		長野県		61		11		132,500		133,936		62,642		39,330		28,836						62,642		28,836		2,628		16,916		2,434		4,313		7,624		16,275		16,275		0		0		2,757,221		1,669,931		1,087,286		0		5/31/20		※20201005 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				白鳥　忠夫		技術部　取締役技術部長		0263-35-1298		0005-shiratori@tvm.co.jp		132,500		133,936		62,642		3,426		28,836		28,836		16,916		16,275						0		長野県

		10110181		丸子テレビ放送(株)		信越		長野県		12		0		10,517		10,327		7,546		1,940		995		0		0		7,546		1,710		0		868		219		272		377		361		358		3		0		227,161		205,019		22,142		0		3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				池田　宏		代表取締役社長		0268-43-2111		info@marukotv.jp		10,517		10,327		7,546		0		995		1,710		868		361						0		長野県

		10110182		大町市		信越		長野県		1				11,887		11,887		2,962		2,136		668						2,962		1,180		0		0								0								68,324		68,324						3/31/21						倉科　太		大町市役所　総務部情報交通課　ケーブルテレビ係　係長		0261-21-3805		catv@city.omachi.nagano.jp		11,887		11,887		2,962		695		668		1,180		0		0						0		長野県

		10110183		東御市		信越		長野県		3		1		1,903		1,903		1,458		1,458		454				454		1,270		1,270		4		0								0								38,929		38,929						3/31/19						削除済		指定管理者　(株)上田ケーブルビジョン						1,903		1,903		1,458		0		454		1,270		0		0				3/31/20		0		長野県

		10110184		長野市		信越		長野県						4,882		4,882		3,761		1,946		911		0		911		3,761		911		0		0								0						0		86,651		69,900		4,260		12,491		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				関　信一郎		指定管理担当部長		026-233-1713		sekishin@nagano-inc.co.jp		4,882		4,882		3,761		3,420		911		911		0		0						0		長野県

		10110185		(株)ケーブルネット新潟		信越		新潟県		24		20		200,477		108,520		40,179		0		14,959		5,025				9,635		9,635		0		5,361		5,361						0						0		696,781		550,670		146,111		27,845		決算期変更２００７／４～１２月の９ヶ月						削除済		総務部長						200,477		108,520		37,953		10,259		14,959		9,122		5,039		0				3/31/09		0

		10110186		(株)佐渡テレビジョン		信越		新潟県		18		4		14,203		15,826		5,682		0		1,990				1,230		5,682		1,990		0		959		732				227		211				211		0		407,025		154,549		108,007		144,469		12/31/20						學之　基		営業部　取締役営業部長		0259-61-1212		netsell@e-sadonet.tv		14,203		15,826		5,682		0		1,990		1,990		959		211						0		新潟県

		10110187		上越ケーブルビジョン(株)		信越		新潟県		56		22		87,406		80,300		47,914		40,093		1,472				46,614		46,614		4,089		0		29,709		13,513		1,123		15,073		28,743		28,743		0		0		2,661,061		1,489,336		977,667		194,058		3/31/21				(株)ＣＣＪ		池端　芳江		営業部　部長		025-526-2111		ikehata@jcv.co.jp		87,406		80,300		47,914		0		1,472		4,089		29,709		28,743						0		新潟県

		10110188		(株)エヌ・シィ・ティ		信越		新潟県		100		21		218,037		192,415		50,060				23,948		0		23,948		50,060		26,838				40,545		6,384		3,925		30,236		38,785		38,785		0		715		3,668,448		1,582,136		1,655,367		430,945		3/31/21				(株)ＣＣＪ		河内　直之		総務部		0258-77-0337		kawauchi-n06@nct9.co.jp		218,037		192,415		50,060		3,755		23,948		26,838		40,545		38,785						0		新潟県

		10110189		糸魚川市		信越		新潟県		4				5,575		5,575		5,575		5,575		0						3,198		0				0								0								59,972		59,972						3/31/21		(年度総売上備考：民間事業者ではないため、実際の売上実績とは相違があります。） 行政が運営しているため、適切な回答ができるような項目がありませんので、記載した金額に相違があります。				池亀 正樹		能生事務所　有線テレビ係　主査		025-566-3111		nou@city.itoigawa.lg.jp		5,575		5,575		5,575		5,575		0		0		0		0						0		新潟県

		10110190		コミュニティネットワーク佐渡		信越		新潟県		2				12,782		12,782		5,784		0		156		0		0		5,728		156		0		0		0		0		0		0		0		0		0		106,993		99,657		0		7,336		3/31/20		平成31年度売上高				本間　義也		佐渡市　総務課　広報戦略室　情報政策係　主任		0259-63-5139		k-jyoho@city.sado.niigata.jp		12,782		12,782		5,784		4,882		156		156		0		0						0		新潟県

		10110191		長和町		信越		長野県		0		0		2,637		2,637		2,435		0		0				73		2,481		184		0		662		657				26		26		0		30		0		209,328		187,796		21,302		230		3/31/21						羽毛田　健次		情報広報課　ケーブルテレビ専門幹		0268-75-2043		catv@town.nagawa.nagano.jp		2,637		2,637		2,435		0		0		184		662		26						0		長野県

		10110192		(株)コミュニティテレビこもろ		信越		長野県		25		0		16,575		16,221		6,073		0		5,490		0		0		6,202		5,244		0		4,088		3,367		425		235		2,431		2,431				0		605,167		292,349		266,733		46,085		6/30/20		※20210802　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)  弊社決算月が６月のため、本年度決算はまだ確定しておりません。 上記数値は昨年度の数値です。				荻原　守		専務取締役		0267-22-9911		ogihara@ctk23.ne.jp		16,575		16,221		6,073		0		5,490		5,244		4,088		2,431						0		長野県

		10110200		(株)インフォメーションネットワーク郡上八幡		東海		岐阜県		6		0		4,720		4,000		2,686		39		2,491		2,718				2,686		0		0		520		138		206		176		14						43		111,902		70,082		28,270		13,550		2/28/21						二村　美賀子		代表取締役社長		0575-65-6288		ing@gujocity.net		4,720		4,000		2,686		1		2,491		0		520		14						0		岐阜県

		10110201		(株)大垣ケーブルテレビ		東海		岐阜県		78				108,522		108,522		54,574		32,551		13,482		0						13,482				31,982		2,522		10,236		19,224		24,357		24,357				30		2,545,920		1,055,202		1,349,558		141,160		3/31/21		令和3年3月末決算実績				安田 正治		シニアマネージャー		0584-82-1200		yasuda@ogaki-tv.co.jp		108,522		108,522		54,574		673		13,482		13,482		31,982		24,357						0		岐阜県

		10110202		おりべネットワーク(株)		東海		岐阜県		35		3		77,039		77,039		26,903		16,476		6,164		0		6,164		26,845		6,164		11		18,867		4,271		2,064		12,532		21,591		21,591		0		0		1,304,063		755,116		548,948		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)		(株)コミュニティネットワークセンター		福富　正浩		総務・技術部　部長		0572-24-7733		fukutomi@oribe-net.co.jp		77,039		77,039		26,903		59		6,164		6,164		18,867		21,591						0		岐阜県

		10110203		(株)ケーブルテレビ可児		東海		岐阜県		39		11		50,590		50,590		24,055		9,044		9,538				9,538		24,055		9,538		420		11,227		3,559		534		7,134		11,316		11,316		0		0		1,316,703		633,744		673,492		9,456		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		奥村　俊彦		企画部総務グループ　グループ長		0574-63-7955		okumura@tv.ctk.ne.jp		50,590		50,590		24,055		44		9,538		9,538		11,227		11,316						0		岐阜県

		10110204		シーシーエヌ(株)		東海		岐阜県		77		55		341,811		341,811		98,924		49,113		19,936		0		50,403		89,834		21,674		14		46,985		1,774		2,174		43,037		46,143		46,143		0		1,406		4,762,278		1,619,578		2,767,945		374,753		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		井上　美紀		総務部		058-268-2305		m-inoue@ccn-catv.co.jp		341,811		341,811		98,924		2,470		19,936		21,674		46,985		46,143						0		岐阜県

		10110205		山県市有線テレビ		東海		岐阜県						10,054		10,054		8,288		0		44		36						9		0		2,910		2,910						0						0																								10,013		10,013		8,237		0		44		11		2,756		0				12/19/07		0

		10110206		郡上ケーブルテレビ放送センター		東海		岐阜県		10				10,333		9,116		9,116		9,116		433						9,116		433		0		4,430		3,344		623		463		67		67						444,423		258,392		186,030				3/31/21						原　喜与朗		指定管理者　総務部		0575-67-2787		info@gujo-tv.ne.jp		10,333		9,116		9,116		5,648		433		433		4,430		67						0		岐阜県

		10110207		(株)アミックスコム		東海		岐阜県		16				23,356		23,356		14,242		14,242		5,548						14,242		0		0		9,442		0		7,185		2,257		4,709		4,709		4,709				672,037		193,156		384,812		94,069		3/20/21						松井　勇樹		技術チーム		0573-20-3252		jcta@amixcom.jp		23,356		23,356		14,242		0		5,548		0		9,442		4,709						0		岐阜県

		10110210		(株)伊豆急ケーブルネットワーク		東海		静岡県		39		9		49,975		38,000		26,601		0		8,647		0		5,904		26,939		8,647		230		5,515		561		217		4,737		6,811		6,811		0		0		1,266,991		699,939		456,422		110,628		3/31/21						小川　幸人		経営企画部　経営企画チーム		0557-81-3346		ogawa.y.041@ikctv.com		49,975		38,000		26,601		268		8,647		8,647		5,452		6,811						1		全社合計(静岡県)

		10110210		(株)伊豆急ケーブルネットワーク		東海		静岡県		39		9		5,000		4,000		811		0		373				303		811		373		7		362		107		22		233		307		307		0		0																小川　幸人		経営企画部　経営企画チーム		0557-81-3346		ogawa.y.041@ikctv.com		49,975		38,000		26,601		268		8,647		8,647		5,452		6,811						1		神奈川県

		10110210		(株)伊豆急ケーブルネットワーク		東海		静岡県		39		9		44,975		34,000		25,926		0		8,140				6,154		25,658		8,140		178		4,852		471		148		4,233		6,599		6,599		0		0		1,333,443		751,830		453,913		127,699								小川　幸人		経営企画部　経営企画チーム		0557-81-3346		ogawa.y.041@ikctv.com		49,975		38,000		26,601		268		8,647		8,647		5,452		6,811						1		静岡県

		10110211		伊豆太陽サービス(株)		東海		静岡県		0		0		3,902		3,902		1,933		0		0						1,933		0		0		0								0						0		42,798		42,798		0		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201020　千円単位に修正 　42,963,668→42,964				佐藤　幸彦		河津有線テレビ所長		0558-32-1747		izu-yuusen@orange.ocn.ne.jp		3,902		3,902		1,933		476		0		0		0		0						0		静岡県

		10110212		(有)伊東テレビクラブ		東海		静岡県		5				8,800		8,534		4,491		1,100		509				127		4,491		509		59		0								0						0		114,782		110,631				4,151		8/31/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				堀江　稔		技術部所属　取締役統括部長		0557-37-4903		itotv325@quartz.ocn.ne.jp		8,800		8,534		4,491		172		509		509		0		0						0		静岡県

		10110213		小山町テレビ共聴組合		東海		静岡県		6		0		5,000		4,347		2,491		0		0		0				2,491		0		0		0								0								47,862		47,862						3/31/21						青木　直也		制作部		0550-76-4832		otk@oyama-tv.jp		5,000		4,347		2,491		2,410		0		0		0		0						0		静岡県

		10110214		小林テレビ設備(有)		東海		静岡県		7		3		5,500		5,500		4,048		0		0		0		0		4,048		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		107,782		107,782		0		0		6/30/20		(年度総売上備考：30年６月末決算実績） ※20201016 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				渡邊　良平		代表取締役		0558-22-5232		kobayashi-tv@cy.tnc.ne.jp		5,500		5,500		4,048		2,062		0		0		0		0						0		静岡県

		10110215		(有)シオヤ		東海		静岡県		5		0		8,650		5,888		2,913				0		0						0				0								0								58,985		58,985						9/30/18		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				削除済								8,650		5,888		2,913		0		0		0		0		0				9/30/19		0		静岡県

		10110216		(株)トコちゃんねる静岡		東海		静岡県		15		25		188,893		188,893		55,302		39,942		13,530				13,530		55,302		13,530		734		40,272		329		2		39,941		35,941		35,941						3,008,722		848,242		2,160,480		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		鈴岡　靖章		技術部ＩＣＴ課　課長		054-347-9811		suzuoka_yasuaki@tocochannel.co.jp		188,893		188,893		55,302		7,477		13,530		13,530		40,272		35,941						0		静岡県

		10110217		下田有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		8		0		7,000		7,000		4,721		2		101		0		0		4,721		101		0		0								0						0		91,695		91,695		0		0		3/31/21						松本　邦久		代表取締役社長		0558-22-2443		matsumoto@shimoda-catv.co.jp		7,000		7,000		4,721		3,092		101		101		0		0						0		静岡県

		10110219		(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		東海		静岡県		245		150		454,277		454,277		220,487		59,248		66,014		0		66,014		220,487		92,687		4,750		146,209		8,984		37,098		100,127		124,145		119,883		4,262		378		13,968,332		5,390,708		8,577,624				3/31/21						藤森　敏文		管理本部 総務部　副参事		054-253-2400		fujimori_tsfm@tokai-grp.co.jp		454,277		454,277		220,487		3,066		66,014		92,687		146,209		124,145						0		静岡県

		10110220		(株)東豆有線		東海		静岡県		4				4,330		4,100		3,135				735						3,135		0				0								0								70,888		70,888						9/30/20		※20161012 決算年月日修正（2014→2015） 売上は前年とは異なっていたので、修正漏れ。 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				水野　次男		取締役		0557-47-1728		touzu-u@giga.ocn.ne.jp		4,330		4,100		3,135		0		735		0		0		0						0		静岡県

		10110222		(株)御前崎ケーブルテレビ		東海		静岡県		10		3		12,035		12,035		10,734		10,734		5,153				5,153		10,734		5,373		0		1,870		128		925		817		1,281		1,281		0				565,363		214,476		78,887		272,000		3/31/21						山下　優孝		統括部　部長		0537-85-8700		tv-yamashita@maotv.ne.jp		12,035		12,035		10,734		0		5,153		5,373		1,870		1,281						0		静岡県

		10110223		浜松ケーブルテレビ(株)		東海		静岡県		53		4		226,550		226,550		59,748		81		18,423		0		18,423		59,748		18,423		631		19,303		7,539		9,752		2,012		11,958		11,958		0		0		1,752,133		976,955		775,178		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				野田　敬司		コンテンツ部　部長		053-445-2878		kn00002@sf.winde.jp		226,550		226,550		59,748		1,777		18,423		18,423		19,303		11,958						0		静岡県

		10110224		東伊豆有線テレビ放送(株)		東海		静岡県		5		0		3,300		2,900		2,232				622						2,232		0				0								0								52,887		47,912				4,975		9/30/20		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) (年度総売上備考：特になし）				奈良 有起		局長代理		0557-95-2200		nara@hicat.co.jp		3,300		2,900		2,232		0		622		0		0		0						0		静岡県

		10110225		(株)御殿場ケーブルメディア		東海		静岡県		0		0		26,937		22,635		13,725		0		3,314		1,803						1,511		0		1,287		431		0		856		294		294		0		0		245,778		220,609		25,636										削除済		代表取締役専務						26,937		22,635		13,591		0		3,326		1,485		1,048		250				3/31/10		0

		10110230		(株)アイ・シー・シー		東海		愛知県		48		3		164,198		141,900		57,097		9,225		11,844				11,876		57,097		11,876		80		21,609		966				20,643		21,835		21,835				616		2,026,299		868,891		1,157,408		0		3/31/21		年度総売上備考：上記売上実績はR３年３月期の数字				加藤　寿		営業推進部　兼　技術部　部長		0586-26-2766		katoh@icc-media.co.jp		164,198		141,900		57,097		4,286		11,844		11,876		21,609		21,835						0		愛知県

		10110231		稲沢シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		13		1		36,000		23,000		8,591				1,965		0		2,136		8,786		1,965				989		575		234		180		949		949						280,055		206,936		66,281		6,838		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				石原　勝稔		業務部		0587-24-1234		k-ishihara@toptower.co.jp		36,000		23,000		8,591		732		1,965		1,965		989		949						0		愛知県

		10110232		(株)キャッチネットワーク		東海		愛知県		142		98		286,765		278,162		178,966		173,387		48,924						178,966		48,924		716		94,584		1,570		39,212		53,802		81,914		81,914		0		771		8,326,865		2,344,700		4,841,075		1,141,090		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		山田　耕嗣		コーポレート本部　人事総務課　課長		0566-27-2272		koji-y@katch.co.jp		286,765		278,162		178,966		157		48,924		48,924		94,584		81,914						0		愛知県

		10110233		グリーンシティケーブルテレビ(株)		東海		愛知県		55		25		173,040		165,697		63,473		24,283		16,265				16,265		63,473		16,265		33		29,513		2,162		2,828		24,523		28,236		28,236				16		2,618,409		990,816		1,614,618		12,973		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		半田　健		地域戦略本部　営業部　営業グループ　主任		0561-57-0246		t-handa@gctv.co.jp		173,040		165,697		63,473		54		16,265		16,265		29,513		28,236						0		愛知県

		10110234		(株)ＣＡＣ		東海		愛知県		50		8		63,653		63,653		27,222		24,490		4,365				4,111		26,999		4,365		75		5,978		174		3,358		2,446		6,670		6,670				153		938,347		554,415		346,186		37,745		3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・その他　を修正(@連盟) 1千円の差異については、千円未満を切り捨てのため生じた差異				板井　綾子		総務部 部長		0569-26-0606		soumu@cac12.jp		63,653		63,653		27,222		0		4,365		4,365		5,978		6,670						0		愛知県

		10110236		スターキャット・ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		154		125		1,066,639		1,066,639		546,523		81,672		89,085		0				546,523		89,085		20,415		131,747		1,156		29,186		101,405		81,585		81,585				507		11,518,118		6,311,862		4,592,142		614,114		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		松見　次郎		企画部　次長		052-231-2390		kikaku@starcat.co.jp		1,066,639		1,066,639		546,523		19,903		89,085		89,085		131,747		81,585						0		愛知県

		10110237		四国中央市		四国		愛媛県						4,000		4,000		2,653		0		433		0		433		2,653		433		0		1,281		891		303		87		1,433		1,433		0		0										3/31/21		指定管理者へ利用料金制を採用し委託しているため、決算後、売上等についても分割する必要があり、時間を要するため調査中としております。				冨原　英友		情報政策課　情報政策係　係長		0896-28-6204		h.tomihara@city.shikokuchuo.ehime.jp		4,000		4,000		2,653		0		433		433		1,281		1,433						0		愛媛県

		10110238		知多メディアスネットワーク(株)		東海		愛知県		86		13		149,794		149,794		90,011		88,047		29,860		0		29,860		90,011		29,860		613		41,716		2,774		19,600		19,342		39,927		39,927		0		261		4,310,109		1,662,351		2,096,001		551,757		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		松山　崇臣		経営企画部　経営戦略グループ　グループリーダー		0562-33-7101		matsuyama@medias.co.jp		149,794		149,794		90,011		7,606		29,860		29,860		41,716		39,927						0		愛知県

		10110239		中部ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		186		88		653,634		603,158		250,176		178,037		58,054		0		58,054		250,176		58,783		1,047		107,136		15,915		30,805		60,416		106,964		106,964		0		92		9,614,673		3,523,043		4,934,526		1,157,104		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ｢電気通信事業損益報告」 〈電気通信事業〉6,085,960（単位：千円）  〈電気通信事業以外の事業〉3,528,714（単位：千円）		(株)コミュニティネットワークセンター		安達　剛志		企画・営業本部　経営企画部長		052-339-2304		keiei-kikaku@ccnw.co.jp		653,634		603,158		250,176		1,234		58,054		58,783		107,136		106,964						1		全社合計(愛知県)

		10110239		中部ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		186		88		15,001		15,001		11,012		5,249		2,345				2,345		11,012		2,350		17		3,367		1,200		667		1,500		3,352		3,352		0		0														(株)コミュニティネットワークセンター		安達　剛志		企画・営業本部　経営企画部長		052-339-2304		keiei-kikaku@ccnw.co.jp		653,634		603,158		250,176		1,234		58,054		58,783		107,136		106,964						1		三重県

		10110239		中部ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		186		88		117,638		109,540		38,974		18,396		12,238				12,238		38,974		12,321		226		22,739		6,977		3,074		12,688		23,825		23,825		0		11														(株)コミュニティネットワークセンター		安達　剛志		企画・営業本部　経営企画部長		052-339-2304		keiei-kikaku@ccnw.co.jp		653,634		603,158		250,176		1,234		58,054		58,783		107,136		106,964						1		岐阜県

		10110239		中部ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		186		88		520,995		478,617		200,190		154,392		43,471				43,471		200,190		44,112		804		81,030		7,738		27,064		46,228		79,787		79,787		0		81														(株)コミュニティネットワークセンター		安達　剛志		企画・営業本部　経営企画部長		052-339-2304		keiei-kikaku@ccnw.co.jp		653,634		603,158		250,176		1,234		58,054		58,783		107,136		106,964						1		愛知県

		10110240		知多半島ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		45		2		58,786		58,786		31,475		11,983		10,843				9,782		30,789		10,843		502		10,893		531		1,782		8,526		13,209		13,209				22		1,754,599		1,011,768		742,831		0		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		木学　洋和		企画管理部　次長		0569-34-8041		kigaku@tac-net.co.jp		58,786		58,786		31,475		25		10,843		10,843		10,893		13,209						0		愛知県

		10110241		豊橋ケーブルネットワーク(株)		東海		愛知県		64		11		201,269		167,800		82,963		62,209		18,083				18,083		71,375		18,083		1,259		42,526								32,990		32,990		0				3,077,408		1,196,407		1,881,000				3/31/21						河辺　智勇		取締役		0532-56-1231		kawabe-t@sf.tees.ne.jp		201,269		167,800		82,963		4,586		18,083		18,083		42,526		32,990						0		愛知県

		10110242		(公財)名古屋ケーブルビジョン		東海		愛知県		12		1		12,390		12,390		7,153		0		0								0		0		0								0						0		600,072		233,027		0		367,045		3/31/16		エリア都道府県の入力について ・年度総売上実績、年度総売上実績内訳・放送、年度総売上実績内訳・その他 愛知県と岐阜県を世帯別に按分して入力済 愛知県（８０％）、岐阜県（２０％）				削除済		総務管理部　部長						12,390		12,390		7,153		7,153		0		0		0		0				3/31/17		1		全社合計(愛知県)

		10110242		(公財)名古屋ケーブルビジョン		東海		愛知県		12		1		2,397		2,397		1,459		0												0																0		120,015		46,606		0		73,409								削除済		総務管理部　部長						12,390		12,390		7,153		7,153		0		0		0		0				3/31/17		1		岐阜県

		10110242		(公財)名古屋ケーブルビジョン		東海		愛知県		12		1		9,993		9,993		5,694		0												0																0		480,057		186,421		0		293,636								削除済		総務管理部　部長						12,390		12,390		7,153		7,153		0		0		0		0				3/31/17		1		愛知県

		10110243		西尾張シーエーティーヴィ(株)		東海		愛知県		47		37		222,846		158,695		79,540		6,666		16,609		0		16,609		47,462		16,609		177		20,443		5,982		1,927		12,534		22,960		22,960		0		116		2,552,740		1,245,834		1,306,906		0		3/31/21						服部　吉貴		管理部　次長		0567-25-9350		soumu@clovernet.co.jp		222,846		158,695		79,540		2,982		16,609		16,609		20,443		22,960						0		愛知県

		10110244		ミクスネットワーク(株)		東海		愛知県		56		0		165,132		165,132		63,612		41,908		17,691		0		17,691		29,978		17,691		304		21,160		3,736		14,169		3,255		15,587		15,587				0		2,643,423		1,447,641		1,195,782		0		9/30/20						森崎　健吾		常務取締役		0564-25-5066		kengo@inc.catvmics.ne.jp		165,132		165,132		63,612		1,500		17,691		17,691		21,160		15,587						0		愛知県

		10110245		ひまわりネットワーク(株)		東海		愛知県		151		92		231,223		231,223		146,223		146,223		76,091		0		76,091		146,223		76,091		396		67,177		2,916		6,753		57,508		57,855		57,855		0		1,712		11,635,797		4,491,198		7,144,599		0		3/31/21				(株)コミュニティネットワークセンター		磯谷　由美子		総務部　係長		0565-35-3440		isogai@himawari.co.jp		231,223		231,223		146,223		104		76,091		76,091		67,177		57,855						0		愛知県

		10110246		三河湾ネットワーク(株)		東海		愛知県		13		11		49,570		49,570		19,932		17,102		3,259		0		3,259		19,529		3,337		13		11,347		1,318		1,078		8,951		11,681		11,681		0		12		758,978		399,135		285,989		73,853		3/31/21		(年度総売上備考：通信部門はひまわりネットワークより販促手数料となる）		(株)コミュニティネットワークセンター		會場　啓悟		取締役		0533-69-7784		aiba@sky-1.co.jp		49,570		49,570		19,932		403		3,259		3,337		11,347		11,681						0		愛知県

		10110255		伊賀上野ケーブルテレビ(株)		東海		三重県		43		7		36,592		36,592		23,984		23,984		12,974		0		12,974		12,974		12,974		113		15,502		652		6,648		8,202		12,716		12,695		21		0		2,763,744		1,354,930		1,391,151		17,662		3/31/21						伊室　晃治		総務部　部長		0595-24-2560		imuro@ict-tv.co.jp		36,592		36,592		23,984		551		12,974		12,974		15,502		12,716						0		三重県

		10110256		(株)アイティービー		東海		三重県		43		0		80,676		80,676		55,369		0		17,017						52,458		17,017		0		18,626		15,162		2,532		932		609				609		0		2,441,058								≪平成２５年３月３１日≫						削除済								80,058		80,058		55,341		0		11,184		17,326		19,532		678				3/31/14		0		三重県

		10110257		(株)ケーブルネット鈴鹿		東海		三重県		0		19		87,568		87,568		57,556		26,706		27,841		0		20,117		56,750		25,467		11,029		27,523		1,877		3,232		22,414		21,897		21,897		0		276		2,902,495		957,905		1,944,590				3/31/21				(株)ＣＣＪ		朝倉　広幸		総務部・次長		059-380-6600		cty_somu11@cty.co.jp		87,568		87,568		57,556		0		27,841		25,467		27,523		21,897						0		三重県

		10110258		(株)シー・ティー・ワイ		東海		三重県		199		61		184,489		184,387		160,101		55,372		54,310				22,490		158,365		47,426		24,185		60,729		1,264		10,954		48,511		46,149		46,149				877		6,280,820		1,932,758		4,348,062				3/31/21				(株)ＣＣＪ		朝倉　広幸		総務部　総務課　課長		059-353-6505		cty_somu11@cty.co.jp		184,489		184,387		160,101		0		54,310		47,426		60,729		46,149						0		三重県

		10110259		(株)ラッキータウンテレビ		東海		三重県		19		0		60,915		51,311		13,998		0		1,322		0						1,545		0		3,976						0		1,787		1,794		0		0		704,449		223,381		455,222		25,846		3/31/20		※20180725 売上円単位で誤入力⇒千単位に修正 ※20180725 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201009 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				近藤　均		取締役		0594-24-0001		kondo@lucky-towntv.co.jp		60,915		51,311		13,998		0		1,322		1,545		3,976		1,787						0		三重県

		10110260		(株)ＺＴＶ		東海		三重県		252				560,886		560,886		279,584		264,036		117,642				117,642		279,584		117,642		12,501		130,384								97,128		97,117		11		2,031		16,402,331		6,268,442		9,994,870		139,019		6/30/20						川原田　剛		総務部　人事課　課長代理		059-236-5111		kawarada@ztv.co.jp		560,886		560,886		279,584		18,400		117,642		117,642		130,384		97,128						1		全社合計(滋賀県)

		10110260		(株)ＺＴＶ		東海		三重県		252				274,489		274,489		162,920		158,943		69,127				69,127		162,920		69,127		7,079		79,796								48,742		48,742		0		992																川原田　剛		総務部　人事課　課長代理		059-236-5111		kawarada@ztv.co.jp		560,886		560,886		279,584		18,400		117,642		117,642		130,384		97,128						1		三重県

		10110260		(株)ＺＴＶ		東海		三重県		252				46,143		46,143		26,231		25,887		7,602				7,602		26,231		7,602		1,146		11,814								9,380		9,374		6		544																川原田　剛		総務部　人事課　課長代理		059-236-5111		kawarada@ztv.co.jp		560,886		560,886		279,584		18,400		117,642		117,642		130,384		97,128						1		和歌山県

		10110260		(株)ＺＴＶ		東海		三重県		252				240,254		240,254		90,433		79,206		40,913				40,913		90,433		40,913		4,276		38,774								39,006		39,001		5		495																川原田　剛		総務部　人事課　課長代理		059-236-5111		kawarada@ztv.co.jp		560,886		560,886		279,584		18,400		117,642		117,642		130,384		97,128						1		滋賀県

		10110261		(株)アドバンスコープ		東海		三重県		74		14		38,713		38,713		19,151		16,211		17,177		0		16,400		16,400		17,177		38		12,902		613		2,749		9,540		10,479		10,479		0		2,110		1,903,840		789,849		993,783		120,208		3/31/21						松鹿　友子		総務部　サブマネージャ		0595-62-1881		matsushika@advanscope.jp		38,713		38,713		19,151		1,974		17,177		17,177		12,902		10,479						0		三重県

		10110262		松阪ケーブルテレビ・ステーション(株)		東海		三重県		79		8		107,987		107,987		70,235				16,531		0		16,531				17,074		2,501		34,118		15,104		8,805		9,874		26,757		26,757		0		1,876		3,627,285		1,635,865		1,991,420		0		3/31/21						掛橋　直也		総務部　総務課長		0598-50-2244		info@mctv.jp		107,987		107,987		70,235		555		16,531		17,074		34,118		26,757						0		三重県

		10110263		下呂市		東海		岐阜県		5		0		12,149		8,279		7,282		7,282		0						7,282		0				788		0		0		788		0								243,133		63,109		180,024		0		7/31/21						長尾　飛鳥		市長公室企画課情報管理室		0576-24-2222		asuka-n@city.gero.lg.jp		12,149		8,279		7,282		5,834		0		0		788		0						0		岐阜県

		10110270		上婦負ケーブルテレビ(株)		北陸		富山県		11		0		16,215		10,485		6,860		6,819		4,601		0		4,021		6,860		4,162		0		2,141		1,053		175		913		178		0		178		0		375,728		290,079		85,649		0		3/31/21						燒田　賢一				076-469-6661		kct-jcta@knei.jp		16,215		10,485		6,860		16		4,601		4,162		2,141		178						0		富山県

		10110271		(株)ケーブルテレビ富山		北陸		富山県		78		30		165,896		165,896		113,692		107,570		39,203		0		39,203		113,692		61,086		1,815		38,957		868		1		38,088		38,247		38,247		0		5,886		5,535,754		2,933,990		2,601,764		0		3/31/21						島崎　正樹		経営管理部長		076-444-5952		shimasak@cttnet.co.jp		165,896		165,896		113,692		0		39,203		61,086		38,957		38,247						0		富山県

		10110272		富山市（ケーブルテレビ八尾センター）		北陸		富山県		0		10		6,537		6,537		6,423		0		4,123		3,923						200		0		2,689		2,689						60		60				0		175,261																						6,483		6,483		6,423		829		4,123		200		2,689		60				2/20/08		0

		10110273		能越ケーブルネット(株)		北陸		富山県		35		0		35,781		35,781		19,363		5,512		5,363		0		5,363		19,363		7,143		80		6,192		2,801		513		2,878		4,149		4,131		18		414		1,113,099		585,372		361,871		165,856		3/31/21						作道　実		総務部		0766-74-1166		tsukuri@cnethimi.co.jp		35,781		35,781		19,363		0		5,363		7,143		6,192		4,149						0		富山県

		10110274		射水ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		30		1		39,401		39,401		27,837		22,506		10,779		0		14,949		28,538		11,080		383		13,223		3,020		76		9,867		13,734		13,734		0		988		1,843,461		807,786		950,270		85,405		3/31/21						高山　一登		常務取締役		0766-82-7320		takayama@catvnet.co.jp		39,401		39,401		27,837		701		10,779		11,080		13,223		13,734						0		富山県

		10110275		高岡ケーブルネットワーク(株)		北陸		富山県		40		1		65,857		65,857		47,813		26,026		12,442				12,442		47,813		12,442		1,257		16,388		844		8,669		6,813		15,354		15,354		0		1,149		2,217,306		1,388,004		829,301				3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次々年度に修正 ※20190926 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				笠井　克祐		事業本部　執行役員事業本部長		0766-26-6900		kasai@takaoka-catv.jp		65,857		65,857		47,813		0		12,442		12,442		16,388		15,354						0		富山県

		10110276		となみ衛星通信テレビ(株)		北陸		富山県		41		0		42,753		42,753		29,672		9,795		13,305		0		13,305		29,672		13,305		869		11,788		2,222		2,791		6,775		9,747		9,747		0		780		1,813,113		1,042,338		770,775		0		3/31/21		年度総売上実績内訳・放送には砺波広域圏事務組合及び小矢部市ケーブルテレビ分も含みます。 【内訳】 となみ衛星通信テレビ㈱　539,540千円 砺波広域圏事務組合　241,282千円 小矢部市ケーブルテレビ　261,516千円				加賀谷　一幸		総務部次長　管理課　課長		0763-22-7600		smile-jcta@tst-tv.jp		42,753		42,753		29,672		0		13,305		13,305		11,788		9,747						0		富山県

		10110277		(株)新川インフォメーションセンター		北陸		富山県		18		4		15,856		15,856		10,950		2,783		4,533		0		4,533		10,950		5,732		145		4,548		2,764		990		868		4,433		4,433		0		0		858,498		330,968		236,396		291,134		3/31/21						松岡　千穂		執行役員総務部長		0765-23-6110		matsuoka@nice-tv.jp		15,856		15,856		10,950		66		4,533		5,732		4,548		4,433						0		富山県

		10110278		新川広域圏事務組合		北陸		富山県		0		4		28,004		28,004		22,495		0		4,614				4,614		22,495		5,388		0		8,305		7,957				707		0						0		531,594		438,821		51,278		41,495		3/31/15						削除済								28,004		28,004		22,542		1,012		4,685		5,229		8,664		0				3/31/16		0		富山県

		10110279		滑川中新川地区広域情報事務組合		北陸		富山県		0		11		26,400		26,400		15,898		0		6,048		0		7,874		15,898		15,512				5,589		4,557		0		1,032		50		0		50		426		461,889		38,753		413,633		9,504		4/30/21		※20210721 事業状況・財務状況・・・事業譲渡先（株）ＴＡＭの確定データを元に更新（連盟）  ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				竹山　雅信		総務課　係長		076-474-9211		takeyama@net3-tv.jp		30,001		30,001		15,906		382		7,907		15,412		5,653		0						0		富山県

		10110280		加賀ケーブル(株)		北陸		石川県						29,163		29,163		8,935		0		8,056				8,056		8,935		8,056		641		3,692		1,533		289		1,870		2,880		2,880		0		0		732,596		331,216		220,956		180,424		3/31/21		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				髙田　直彦		代表取締役社長		0761-72-8191		takata@kagacable.jp		29,163		29,163		8,935		879		8,056		8,056		3,692		2,880						0		石川県

		10110281		金沢ケーブル(株)		北陸		石川県		30		34		255,815		255,815		103,153		3,188		22,862				41,931		103,153		41,931		2,575		35,523		9,125		2,875		23,523		24,034		24,007		27		6,209		5,122,818		2,752,589		2,370,228		0		3/31/21						多賀　陽市		営業部		076-224-1140		y-taga@kanazawacatv.jp		255,815		255,815		103,153		8,637		22,862		41,931		35,523		24,034						0		石川県

		10110282		(株)テレビ小松		北陸		石川県		22		0		57,483		30,300		19,709		14,130		7,788				7,788		18,623		12,333		2,477		10,002		1,216		1,959		6,827		9,409		9,409						1,147,943		546,844		569,112		31,987		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20190910 放送内訳修正値入手し連盟が登録 決算年月日更新漏れ⇒2019/03/31に修正				縄　洋平		代表取締役専務		0761-23-3911		y-nawa@tvk.ne.jp		57,483		30,300		19,709		2,600		7,788		12,333		10,002		9,409						0		石川県

		10110283		(株)あさがおテレビ		北陸		石川県		19		1		39,598		39,598		25,517		11,595		9,387		0		5,360		19,690		7,844		269		6,968		1,689		1,107		4,172		7,238		7,238						1,257,078		730,977		526,101		0		3/31/21		※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				森　謙一		取締役（事業推進担当）		076-274-3333		mori@asagaotv.ne.jp		39,598		39,598		25,517		61		9,387		7,844		6,968		7,238						0		石川県

		10110287		織田中央テレビ共同受信施設組合		北陸		福井県		0		1		1,370		1,370		1,370		0		0		1,370						0		0										0						0																								1,370		1,370		1,370		1,370		0		0		0		0				12/19/07		0

		10110288		丹南ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		38		5		61,362		61,362		42,403		36,145		27,476		0		27,476		42,403		27,476		0		19,017		325		326		18,366		14,473		14,473		0		782		2,323,097		1,411,138		911,959		0		3/31/21						石塚　喜章		経営企画部　部長		0778-21-5040		ishiduka@t-catv.co.jp		61,362		61,362		42,403		5,150		27,476		27,476		19,017		14,473						0		福井県

		10110289		福井ケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		39		40		115,231		103,200		90,915		17,942		81,343		0		81,224		89,346		81,224		11,045		33,141		6,390		13,556		13,195		30,248		30,248				825		5,281,815		2,869,707		2,412,108		0		3/31/21						安田　誠		社長補佐		0776-20-3651		yasuda@fctv.co.jp		115,231		103,200		90,915		111		81,343		81,224		33,141		30,248						0		福井県

		10110290		美方ケーブルネットワーク(株)		北陸		福井県		4		5		8,677		8,651		7,482		2,355		5,218				3,678		7,385		4,902		0		2,581		390		1,971		137		69				80		28		273,719		135,390		99,475		38,854		3/31/21						真田　邦彦		事業局長兼サービス課 課長　		0770-32-3400		k-sanada@mmnet-ai.ne.jp		8,677		8,651		7,482		0		5,218		4,902		2,581		69						0		福井県

		10110292		(株)嶺南ケーブルネットワーク		北陸		福井県		30		12		29,013		29,013		26,056		6,152		19,110		0		19,110		19,110		21,860		395		11,148								7,772		7,740		32		1,097		1,507,433		786,724		663,413		57,295		3/31/21						吉沢　郁夫		経営管理部　部長（事業担当）		0770-24-4103		rcn-man@rcn.ne.jp		29,013		29,013		26,056		0		19,110		21,860		11,148		7,772						0		福井県

		10110293		(株)ケーブルテレビ若狭小浜		北陸		福井県		15		2		12,114		12,114		11,039				2,257				1,490		11,039		2,257		104		915						915		0								367,584		318,489		38,542		10,553		3/31/21						中辻　文博		総務部　総務課長		0770-52-7201		nakatsuji@channel-oh.jp		12,114		12,114		11,039		0		2,257		2,257		915		0						0		福井県

		10110294		おおい町		北陸		福井県		9				3,266		3,266		3,266		0		714		0		2,411		3,266		2,411		0		0								0						0		12,713		12,713						3/31/21						濱田　知		まちづくり課　主事		0770-77-4051		tohamada@town.ohi.lg.jp		3,266		3,266		3,266		0		714		2,411		0		0						0		福井県

		10110300		環境エンジニアリング(株)		近畿		滋賀県						1,039		1,039		980		0		0								0		0		0								0						0																削除済		マネージャー						1,039		1,039		980		0		0		0		0		0				3/31/11		0

		10110301		余呉町		近畿		滋賀県		3				1,255		1,255		1,255		0		80								0		0		540		540						1,243						0																削除済		総務課情報係　係長						1,243		1,243		1,243		1,243		80		0		562		1,243				2/18/09		0

		10110302		(株)甲賀ケーブルネットワーク		近畿		滋賀県		7		3		18,403		9,925		2,055		0		2,055		2,055								0		271		271												0		105,943		99,195		5,310		1,437								削除済		営業部　主任						18,403		9,925		2,055		0		2,055		0		271		0				9/19/12		0

		10110303		滋賀ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		43		11		265,279		119,702		44,704		0		28,648		23,928						5,100		0		10,273								341		373				0		1,609,352																						118,363		118,363		42,104		0		28,648		4,382		9,640		341				12/19/07		0

		10110304		近江八幡ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県						29,557		29,557		13,368		0		9,684								0		0		2,529		2,529						72				72		0																削除済		技術部インターネット課						29,557		29,557		13,368		1,744		9,684		0		2,529		72				7/2/08		0

		10110310		(株)ＫＣＮ京都		近畿		京都府		23		20		188,089		76,563		38,447		0		25,798		0				38,447		12,687		2,286		34,899		40		151		32,661		32,650		32,611		39		0		2,509,890		668,588		1,755,184		86,117		12/31/20						山﨑　理		常務取締役総務部長		0774-95-0089		yamasaki@kcn-kyoto.jp		188,089		76,563		38,447		3,285		25,798		12,687		34,899		32,650						0		京都府

		10110311		(株)京都ケーブルコミュニケーションズ		近畿		京都府		37		30		686,500		313,000		136,000		0		34,000		0		12,970		0		12,970		0		10,300		10,300		0		0		0		0		0		0		2,924,000		1,243,000		490,000		0						ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　部長						686,500		313,000		136,000		0		34,000		8,850		10,300		0				10/22/08		0

		10110313		洛西ケーブルビジョン(株)		近畿		京都府		2		1		16,900		16,580		13,334				2,688		0		857		13,334		1,410				1,548				837		711		2,231		2,231						327,425		245,370		64,845		17,210		3/31/21						新治　光子		総務部　取締役総務部長		075-331-1411		niiharu@rcv.co.jp		16,900		16,580		13,334		0		2,688		1,410		1,548		2,231						0		京都府

		10110324		ケーブルウエスト(株)		近畿		大阪府		106		241		506,674		470,143		403,082		0		87,697		37,959						50,244		0		34,634								8,799		11,079				0														ＪＣＯＭ(株)										506,674		470,143		382,205		277,051		87,697		49,806		33,083		8,799				2/20/08		0

		10110326		(株)オプテージ		近畿		大阪府						8,547,305		7,581,906		930,902		930,902		299,468		0		299,468		930,902		299,468		0		1,578,271		0		0		1,578,271		1,637,241		1,471,554		165,687				260,897,000		30,226,000		167,938,000		62,732,000		3/31/21		20210728 データ更新				管理者								8,547,305		7,581,906		930,902		32,006		299,468		299,468		1,578,271		1,637,241						1		全社合計(大阪府)

		10110326		(株)オプテージ		近畿		大阪府						1,116,263		1,002,660		120,899		120,899		40,840				40,840		120,899		40,840		0																																管理者								8,547,305		7,581,906		930,902		32,006		299,468		299,468		1,578,271		1,637,241						1		京都府

		10110326		(株)オプテージ		近畿		大阪府						2,243,884		1,972,914		272,286		272,286		81,305				81,305		272,286		81,305		0																																管理者								8,547,305		7,581,906		930,902		32,006		299,468		299,468		1,578,271		1,637,241						1		兵庫県

		10110326		(株)オプテージ		近畿		大阪府						348,817		316,952		38,759		38,759		17,430				17,430		38,759		17,430		0																																管理者								8,547,305		7,581,906		930,902		32,006		299,468		299,468		1,578,271		1,637,241						1		和歌山県

		10110326		(株)オプテージ		近畿		大阪府						3,827,007		3,348,264		378,346		378,346		119,869				119,869		378,346		119,869		0																																管理者								8,547,305		7,581,906		930,902		32,006		299,468		299,468		1,578,271		1,637,241						1		大阪府

		10110326		(株)オプテージ		近畿		大阪府						488,435		447,874		39,120		39,120		12,383				12,383		39,120		12,383		0																																管理者								8,547,305		7,581,906		930,902		32,006		299,468		299,468		1,578,271		1,637,241						1		奈良県

		10110326		(株)オプテージ		近畿		大阪府						519,143		489,662		77,519		77,519		27,494				27,494		77,519		27,494		0																																管理者								8,547,305		7,581,906		930,902		32,006		299,468		299,468		1,578,271		1,637,241						1		滋賀県

		10110327		(財)京阪神ケーブルビジョン		近畿		大阪府		44		9		283,193		283,193		283,193		0		8,061		1,613		6,448		157,083		6,448		0		3,134		2,558		576		0		364		0		364		0		744,083		560,826		106,854		1,356								削除済		総務部長						280,550		280,550		280,550		234,567		6,918		5,659		3,218		356				3/31/10		0

		10110328		(株)ジェイコムウエスト		近畿		大阪府		0		251		5,666,125		5,666,125		3,772,470		0		988,906				988,906		3,772,470		988,906		247,468		965,370		47,332		73,318		844,720		931,490		931,490		0		92,267		130,798,206		51,330,015		53,943,641		25,524,550		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		石田　裕子		㈱ジェイコムウエスト 人事・管理統括部 管理グループ		06-7175-7301		jcw-corporate@jupiter.jcom.co.jp		5,666,125		5,666,125		3,772,470		893,956		988,906		988,906		965,370		931,490						1		全社合計(大阪府)

		10110328		(株)ジェイコムウエスト		近畿		大阪府		0		251		683,816		683,816		303,514		0		52,275				52,275		303,514		52,275		13,332		69,471		1,686		5,962		61,823		49,916		0		0		5,836										3/31/20				ＪＣＯＭ(株)		石田　裕子		㈱ジェイコムウエスト 人事・管理統括部 管理グループ		06-7175-7301		jcw-corporate@jupiter.jcom.co.jp		5,666,125		5,666,125		3,772,470		893,956		988,906		988,906		965,370		931,490						1		京都府

		10110328		(株)ジェイコムウエスト		近畿		大阪府		0		251		1,079,350		1,079,350		752,587		0		206,610				206,610		752,587		206,610		50,746		205,211		8,700		16,455		180,056		201,266		0		0		19,248														ＪＣＯＭ(株)		石田　裕子		㈱ジェイコムウエスト 人事・管理統括部 管理グループ		06-7175-7301		jcw-corporate@jupiter.jcom.co.jp		5,666,125		5,666,125		3,772,470		893,956		988,906		988,906		965,370		931,490						1		兵庫県

		10110328		(株)ジェイコムウエスト		近畿		大阪府		0		251		170,794		170,794		79,077		0		33,293				33,293		79,077		33,293		8,062		28,876		1,362		1,984		25,530		34,038		0		0		3,673														ＪＣＯＭ(株)		石田　裕子		㈱ジェイコムウエスト 人事・管理統括部 管理グループ		06-7175-7301		jcw-corporate@jupiter.jcom.co.jp		5,666,125		5,666,125		3,772,470		893,956		988,906		988,906		965,370		931,490						1		和歌山県

		10110328		(株)ジェイコムウエスト		近畿		大阪府		0		251		3,732,165		3,732,165		2,637,292		0		696,728				696,728		2,637,292		696,728		175,328		661,812		35,584		48,917		577,311		646,270		0		0		63,510		130,798,206		51,330,015		53,943,641		25,524,550		3/31/20				ＪＣＯＭ(株)		石田　裕子		㈱ジェイコムウエスト 人事・管理統括部 管理グループ		06-7175-7301		jcw-corporate@jupiter.jcom.co.jp		5,666,125		5,666,125		3,772,470		893,956		988,906		988,906		965,370		931,490						1		大阪府

		10110330		吹田ケーブルテレビジョン(株)		近畿		大阪府		2		46		179,200		179,200		152,500		0		40,500		0						40,500		0		25,900								27,800						0		3,778,432												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						178,100		178,100		151,200		23,757		40,400		40,400		23,500		24,600				12/31/12		0

		10110331		(株)全関西ケーブルテレビジョン		近畿		大阪府		9		1		79,506		26,270		19,520		19,520		0						15,182		0				0								0								450,288		374,908				75,380		3/31/21						山田　茂生		エリア事業部　エリア事業部長		06-6201-3388		yamada@ac-tv.co.jp		79,506		26,270		19,520		17,223		0		0		0		0						1		全社合計(大阪府)

		10110331		(株)全関西ケーブルテレビジョン		近畿		大阪府		9		1		22,965		10,990		10,326		10,326								10,326																						160,600		160,600												山田　茂生		エリア事業部　エリア事業部長		06-6201-3388		yamada@ac-tv.co.jp		79,506		26,270		19,520		17,223		0		0		0		0						1		京都府

		10110331		(株)全関西ケーブルテレビジョン		近畿		大阪府		9		1		50,393		8,650		6,970		6,970								2,632																						172,501		172,501												山田　茂生		エリア事業部　エリア事業部長		06-6201-3388		yamada@ac-tv.co.jp		79,506		26,270		19,520		17,223		0		0		0		0						1		和歌山県

		10110331		(株)全関西ケーブルテレビジョン		近畿		大阪府		9		1																																						76,110		730				75,380				放送事業以外（情報事業+その他事業）を計上				山田　茂生		エリア事業部　エリア事業部長		06-6201-3388		yamada@ac-tv.co.jp		79,506		26,270		19,520		17,223		0		0		0		0						1		大阪府

		10110331		(株)全関西ケーブルテレビジョン		近畿		大阪府		9		1		6,148		6,630		2,224		2,224								2,224																						41,077		41,077												山田　茂生		エリア事業部　エリア事業部長		06-6201-3388		yamada@ac-tv.co.jp		79,506		26,270		19,520		17,223		0		0		0		0						1		鳥取県

		10110332		高槻ケーブルネットワーク(株)		近畿		大阪府		0		44		167,000		167,000		114,900		0		43,300		0						43,300		0		28,400								34,100				0		0		4,393,710												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						166,500		166,500		114,100		25,400		43,800		43,800		27,100		31,400				12/31/12		0

		10110333		(株)テレビ岸和田		近畿		大阪府		48		9		96,367		89,521		71,660		25,346		27,455				27,455		71,660		27,455		3,060		29,303		1,099		630		27,574		31,566		31,566						2,699,052		1,225,884		1,359,887		113,281		3/31/21						嶋崎　宏和		技術本部　本部長		072-436-3636		shima@tvk.co.jp		96,367		89,521		71,660		24,002		27,455		27,455		29,303		31,566						0		大阪府

		10110334		豊中・池田ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0		56		237,900		237,900		178,800		0		52,300		0						52,300		0		33,500								36,900						0		4,994,113		2,847,288		1,642,168								ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部						235,800		235,800		177,600		29,600		53,100		53,100		30,900		33,200				12/31/12		0

		10110337		東大阪ケーブルテレビ(株)		近畿		大阪府		0		49		246,100		246,100		155,700		0		57,200		0		37,200		95,907		57,200		0		31,900								41,000						0		5,469,225												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部　管理統括部						244,200		244,200		154,200		27,600		57,200		57,200		30,600		37,600				12/31/12		0

		10110338		北摂ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		0				211,184		211,184		139,085		0		47,480		24,597						24,875		0										31,027						0		5,607,809												ＪＣＯＭ(株)										211,184		211,184		139,085		9,954		47,480		24,875		30,721		31,027				2/20/08		0

		10110339		北河内ケーブルネット(株)		近畿		大阪府		33		120		320,076		320,076		174,720		0		62,869		7,422		55,447		174,720		55,447		0		32,568		25,319		5,498		1,751		30,606		23,372				0		5,903,437		3,648,607		1,459,003								ＪＣＯＭ(株)		削除済		ＣＳ推進課　課長						320,076		320,076		174,720		16,456		62,869		55,447		32,568		30,606				5/20/09		0

		10110341		(株)明石ケーブルテレビ		近畿		兵庫県		22		8		139,103		95,665		51,030		57,579		8,875						14,713		8,494		10		7,221		3,444		1,105		2,672		9,104		9,104						1,059,843		605,300		332,459		122,084		3/31/21						松尾　明美		管理部　担当課長		078-911-7000		matsuo@actv.zaq.ne.jp		139,103		95,665		51,030		36,317		8,875		8,494		7,221		9,104						0		兵庫県

		10110343		(株)淡路島テレビジョン		近畿		兵庫県		17		0		16,496		16,496		12,867		0		1,701				0		0		1,701		0						0		0		0		0		0		0		130,000														削除済		取締役総務管理部長						16,496		16,496		12,867		0		1,701		1,701		0		0				5/21/08		0

		10110344		ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス(株)		近畿		兵庫県		47		2		175,601		123,812		53,788		0		15,288		0		16,043		52,754		21,737		647		12,197		7,061		886		3,138		15,975		15,915		60				2,064,346		1,061,753		975,251		27,343		3/31/21						内山　正樹		ふれあい総務部　次長		079-420-2525		kanri@banban.co.jp		175,601		123,812		53,788		4,332		15,288		21,737		12,197		15,975						0		兵庫県

		10110345		神河町ケーブルテレビネットワーク		近畿		兵庫県		8		0		4,146		4,146		3,682		3,682		0		0		0		3,682		0		0		1,438		0		0		1,438		0						0		96,129		81,128		15,001		0		3/31/21						岡部　成幸		総務課　参事		0790-32-2752		jyoho@town.kamikawa.hyogo.jp		4,146		4,146		3,682		1,467		0		0		1,438		0						0		兵庫県

		10110347		(株)ケーブルネット神戸芦屋		近畿		兵庫県		0		198		812,500		812,500		615,700		0		159,700		0						159,700		0		109,600								143,100						0		17,917,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		（株）ジュピターテレコム　関西本部管理統括部　兵庫ブロック管理チーム長						810,700		810,700		608,600		131,300		156,800		156,800		102,000		131,900				12/31/12		0

		10110348		南あわじ市		近畿		兵庫県		4		4		19,743		19,743		0		0		0		0		0		13,963		0		0		0		0						0						0		1,050		1,013		37		0		3/31/21		市役所の一般会計のため、会計科目等当てはまるものがありませんので、非管理項目としています。				奥田 泰大		広報情報課　副課長		0799-43-2345		yasuhiro_okuda@city.minamiawaji.hyogo.jp		19,743		19,743		0		0		0		0		0		0						0		兵庫県

		10110349		(財)神戸市開発管理事業団		近畿		兵庫県		10		13		66,588		66,588		58,878		0		9,309		8,722		587		0		587		0		1,850		446		1,404		0		0						0		874,555		853,819		20,736				平成１８年度、金額はすべて税抜き額														66,588		66,588		58,878		0		9,309		587		1,850		0				2/20/08		0

		10110350		(株)ベイ・コミュニケーションズ		近畿		大阪府		245		19		884,700		883,900		808,400		29,257		130,193		0		104,434		808,400		130,193		20		216,457		10,484		72,245		133,729		154,359		154,318		41		192		18,756,555		5,554,113		11,374,516		1,827,925		3/31/21						竹村　健一郎		経営企画室　課長		06-6450-1179		ml-renmei@baycom.jp		884,700		883,900		808,400		677,052		130,193		130,193		216,457		154,359						1		全社合計(大阪府)

		10110350		(株)ベイ・コミュニケーションズ		近畿		大阪府		245		19		487,900		487,500		435,100		22,416		83,465								83,465		14		139,606								106,617		106,587				0																竹村　健一郎		経営企画室　課長		06-6450-1179		ml-renmei@baycom.jp		884,700		883,900		808,400		677,052		130,193		130,193		216,457		154,359						1		兵庫県

		10110350		(株)ベイ・コミュニケーションズ		近畿		大阪府		245		19		396,800		396,400		373,300		6,841		46,728								46,728		6		76,851								47,742		47,731				0																竹村　健一郎		経営企画室　課長		06-6450-1179		ml-renmei@baycom.jp		884,700		883,900		808,400		677,052		130,193		130,193		216,457		154,359						1		大阪府

		10110351		姫路ケーブルテレビ(株)		近畿		兵庫県		53		14		248,600		248,600		125,757		36,249		39,658		0		23,437		125,757		39,658		940		46,890		5,732		11,764		29,394		43,415		43,355		60		0		4,319,453		1,991,265		2,328,189		0		3/31/21						松本　圭司		取締役総務部長兼企画部長		079-278-5070		k-matsumoto@winknet.ne.jp		248,600		248,600		125,757		42,304		39,658		39,658		46,890		43,415						0		兵庫県

		10110355		近鉄ケーブルネットワーク(株)		近畿		奈良県		233		133		567,506		418,209		197,644				60,633		0		60,633		197,644		72,532		16,166		145,855		14,382		776		130,697		139,141		136,045		3,096		3,019		13,527,622		4,310,266		9,217,356				12/31/20						金井　博美		監査役室・対外業務室		0743-75-5510		kanai@kcn.ad.jp		567,506		418,209		197,644		8,111		60,633		72,532		145,855		139,141						0		奈良県

		10110356		こまどりケーブル(株)		近畿		奈良県		10		2		38,357		38,357		32,640		26,478		3,815		0		10,827		32,640		10,827		12		0								0						0		1,621,801		701,437		0		920,364		12/31/20		特になし				山崎　理		常務取締役		0743-75-4744		yamasaki@kcn.ad.jp		38,357		38,357		32,640		27,023		3,815		10,827		0		0						0		奈良県

		10110357		(株)サイバーリンクス		近畿		和歌山県		535				7,780		4,025		4,025		4,025		307						4,025		307				1,263						1,263		26				26				10,321,048		91,692		85,173		10,144,183		12/31/20		20210729　総売上/実績内訳（放送・通信・その他）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				杉原　正洋		公共クラウド事業部　公共サービス運用部　ネットワーク運用課　課長補佐		0739-24-9500		m-sugihara@cyber-l.co.jp		7,780		4,025		4,025		4,025		307		307		1,263		26						0		和歌山県

		10110359		鹿足郡事務組合		中国		島根県		7		0		6,388		6,388		5,925		5,925		669				669		5,925		997		51		2,304		1,666		394		244		5,925		5,925		51		0		399,370		121,131		85,450		192,789		3/31/21						三宅　貴洋		主事		0856-74-2099		snn@tsuwano.net		6,388		6,388		5,925		2,830		669		997		2,304		5,925						0		島根県

		10110361		(株)中海テレビ放送		中国		鳥取県		64		11		100,740		100,740		55,420		27,271		38,476		0		38,476		55,420		38,476		1,113		23,679		1,763		317		21,599		25,452		25,452		42		848		5,624,157		2,630,433		1,197,890		1,795,834		3/31/21						鎌田　靖史		総務部　次長		0859-29-2211		catv@chukai.co.jp		100,740		100,740		55,420		2,985		38,476		38,476		23,679		25,452						0		鳥取県

		10110362		鳥取中央有線放送(株)		中国		鳥取県		26		0		18,280		18,280		14,667		14,667		3,161				1,459		14,667		3,161		131		5,381		2,351		2,051		979		0						497		527,641		287,326		240,314		0		3/31/21						谷口　成樹		事業部事業1係・係長		0858-53-2565		info@torichu.co.jp		18,280		18,280		14,667		1		3,161		3,161		5,381		0						0		鳥取県

		10110363		(株)鳥取テレトピア		中国		鳥取県		15		0		14,004		12,935		9,362		1,627		6,200		0				9,362		6,200		101		1,824		1,094		485		245		0						0		504,399		389,886		111,895		2,619		3/31/21						奈良井　大輔				0857-22-6111		daisuke-narai@inabapyonpyon.net		14,004		12,935		9,362		0		6,200		6,200		1,824		0						0		鳥取県

		10110364		日本海ケーブルネットワーク(株)		中国		鳥取県		68		0		91,547		91,547		63,785		8,108		39,984		0				63,772		39,984		1,451		15,463		9,606		1,379		4,478		17,291		17,291		0		2,526		3,027,543		2,071,919		955,624				7/31/20						坂口　淳子		総務部　総務課		0857-21-3202		catv@ncn-t.net		91,547		91,547		63,785		5,640		39,984		39,984		15,463		17,291						0		鳥取県

		10110365		出雲ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		34		7		42,568		42,568		27,829		11,945		10,179		0		25,078		27,829		25,078		273		9,181		1,333		1,780		6,068		11,077		11,077						1,798,439		1,135,686		662,753		0		3/31/21						北脇　厚		総務課　課長		0853-21-9811		kitawaki-atsushi@icv-izumo.ne.jp		42,568		42,568		27,829		0		10,179		25,078		9,181		11,077						0		島根県

		10110366		松江市		中国		島根県		0		3		3,320		2,508		2,272		0		633		615						37		0		347		347		0		0		0		11		0		0		57,795														削除済		鹿島ケーブルビジョン所長						3,320		2,508		2,291		0		665		38		335		0				3/31/11		0

		10110367		山陰ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		62		20		104,552		104,552		56,017		46,705		4,864				4,864		13,648		13,648		578		15,486		4,535		5,773		5,178		9,192		8,281		911		1,380		2,576,929		1,388,660		588,347		599,922		3/31/21		(年度総売上備考：行政が設備した施設の運営管理あり）				上代　徹		総務部　総務課長		0852-23-2522		jyoudai@mable.ne.jp		104,552		104,552		56,017		726		4,864		13,648		15,486		9,192						0		島根県

		10110368		石見ケーブルビジョン(株)		中国		島根県		32				32,014		30,565		17,245				1,513				4,619		17,245		4,619		94		3,835		1,950		1,035		850		0								781,398		504,532		276,866				3/31/21						福浜　秀利		代表取締役社長		0855-23-4883		info@iwamicatv.jp		32,014		30,565		17,245		3,826		1,513		4,619		3,835		0						0		島根県

		10110369		井原放送(株)		中国		岡山県		23		1		18,408		18,408		12,998		11,652		685				685		12,998		685		9		6,629		2,855				3,774		3,254		3,254						716,234		341,970		344,175		30,089		3/31/21						原田　誠司		専務取締役		0866-62-8181		harada@icv.co.jp		18,408		18,408		12,998		7,813		685		685		6,629		3,254						1		全社合計(岡山県)

		10110369		井原放送(株)		中国		岡山県		23		1		16,791		16,791		12,542		11,196		661				661		12,542		661		9		6,553		2,826				3,727		3,206		3,206						691,166		330,001		332,129		29,036								原田　誠司		専務取締役		0866-62-8181		harada@icv.co.jp		18,408		18,408		12,998		7,813		685		685		6,629		3,254						1		岡山県

		10110369		井原放送(株)		中国		岡山県		23		1		1,617		1,617		456		456		24				24		456		24		0		76		29				47		48		48						25,068		11,969		12,046		1,053								原田　誠司		専務取締役		0866-62-8181		harada@icv.co.jp		18,408		18,408		12,998		7,813		685		685		6,629		3,254						1		広島県

		10110370		岡山ネットワーク(株)		中国		岡山県		30		12		283,008		190,811		62,943				19,737				19,737		62,943		19,737		824		16,388		9,833		29		6,526		12,631		12,631						1,866,208		1,039,993		647,021		179,194		3/31/21						瀧　哲郎		営業部　課長補佐		086-805-0202		taki@oni.co.jp		283,008		190,811		62,943		39,784		19,737		19,737		16,388		12,631						0		岡山県

		10110371		(株)吉備ケーブルテレビ		中国		岡山県		35		9		29,503		29,503		21,709		117,169		15,259		0				21,709		15,259		230		5,574		4,286		0		1,288		0		0		0		0		1,315,806		1,026,089		251,788		37,929		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				三村　和正		総務部　経理課		0866-21-0123		mimura-k@kibi.ne.jp		29,503		29,503		21,709		0		15,259		15,259		5,574		0						0		岡山県

		10110372		(株)倉敷ケーブルテレビ		中国		岡山県		91		26		244,907		195,113		89,083		24,724		47,364		0		47,364		89,083		47,364		1,097		33,000		5,167		2,880		24,953		34,647		34,622		25		16		4,252,319		2,080,398		2,171,921		0		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		小川　洋子		総務部　部長		086-466-1717		y.ogawa@kct.co.jp		244,907		195,113		89,083		3,603		47,364		47,364		33,000		34,647						0		岡山県

		10110373		(株)ケーブルネットワーク金光		中国		岡山県		4		3		4,572		4,572		535		0		136				136		535		218		0																0		80,000		68,000		12,000		1,500								削除済		常務取締役						4,572		4,572		3,481		0		155		284		1,153		0				12/31/13		0		岡山県

		10110374		玉島テレビ放送(株)		中国		岡山県		39		8		26,724		26,724		15,130		15,130		12,953				12,953		15,130		12,953		39		5,958		1,132		0		4,826		5,002		5,002						918,445		429,695		406,654		82,096		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				大島　清		統括部長		086-526-7075		o-shima@tamashima.tv		26,724		26,724		15,130		0		12,953		12,953		5,958		5,002						0		岡山県

		10110375		(株)テレビ津山		中国		岡山県		12		4		43,730		43,730		11,780		3,896		8,535		0				11,780		8,535		0		6,548		2,652		0		3,896		3,367		3,367				0		613,171		276,752		336,419				3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		劔持　成利		代表取締役社長		0868-24-4000		info@tvt.ne.jp		43,730		43,730		11,780		3		8,535		8,535		6,548		3,367						0		岡山県

		10110376		笠岡放送(株)		中国		岡山県		35		0		35,617		34,806		23,257		23,257		751		0		13,954		23,257		751		86		13,578		2,090		0		11,488		8,365		8,304		61		1,110		1,364,293		546,492		791,793		26,007		3/31/21		2019年度より税理士変更により税込方式から税別方式に変更				小寺　惣一		常務取締役		0865-63-6181		kodera@nsg.kcv.ne.jp		35,617		34,806		23,257		0		751		751		13,578		8,365						0		岡山県

		10110377		矢掛放送(株)		中国		岡山県		3		0		5,568		5,568		4,091		4,091		0		0		1,065		4,091		1,065		0		751		351		294		106		0		0		0		8		123,870		84,477		30,228		9,165		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				水川　哲也		総務部　専務取締役		0866-84-8490		yct@yct.ne.jp		5,568		5,568		4,091		4,091		0		1,065		751		0						0		岡山県

		10110378		島根県浜田市		中国		島根県		1		2		2,824		2,664		2,355				532				532				2,355		0		939		718		221				0								95,826		67,083		27,447		1,297		3/31/21		令和2年度　事業運営にかかる歳入決算額				三輪　祐二		浜田市　三隅支所　防災自治課　防災係　主任主事		0855-32-4444		miwa-yuuji@city.hamada.lg.jp		2,824		2,664		2,355		0		532		2,355		939		0						0		島根県

		10110380		(株)ちゅピＣＯＭおのみち		中国		広島県		11		1		28,700		13,500		9,790		7,938		2,598		0		2,598		9,790		2,598		15		2,914		702		1,294		918		3,070		3,070		0		0		460,559		202,434		214,430		43,695		3/31/21						大池  茂文		営業課		0848-38-1881		oike@octv.co.jp		28,700		13,500		9,790		292		2,598		2,598		2,914		3,070						0		広島県

		10110382		(株)ケーブル・ジョイ		中国		広島県		14		1		25,000		19,702		6,610		4,330		1,600		0		1,600		6,610		1,600		0		1,990		1,990		0		0		20		0		20		0		414,000		290,000		112,000		12,000		3/31/21						唐川　克秀		営業・総務統括部　部長		0847-45-0557		jokaraka@pear.ccjnet.ne.jp		25,000		19,702		6,610		3,900		1,600		1,600		1,990		20						0		広島県

		10110383		(株)ちゅピＣＯＭ		中国		広島県		109		33		654,441		655,441		295,503		15,962		52,191						295,503		52,191		2,482		57,194		12,257		3,783		41,154		41,733		41,647		86		612		5,510,348		3,164,605		2,345,742		0		3/31/21						天野　陽介		営業企画部・係長		082-296-5564		amano-03@chupicom.co.jp		654,441		655,441		295,503		118,947		52,191		52,191		57,194		41,733						0		広島県

		10110384		(株)東広島ケーブルメディア		中国		広島県		9		2		39,143		31,468		10,881		3,442		2,916		0				10,881		2,916		163		619		140		0		169		0		0		0		0		268,401		236,759		31,642				3/31/21						徳永　功				082-424-8800		eigyo@kamon.ne.jp		39,143		31,468		10,881		0		2,916		2,916		619		0						0		広島県

		10110386		(株)ちゅピＣＯＭひろしま		中国		広島県		42		10		597,300		597,300		121,494		9,973		23,136		0		22,427				28,026		581		15,692		3,275		3,689		8,728		12,428		12,428				272		2,361,519		1,634,546		726,973		0		3/31/20						削除済		総務部　主任						597,300		597,300		121,494		13,741		23,136		28,026		15,692		12,428				9/30/20		0		広島県

		10110388		三原テレビ放送(株)		中国		広島県		28		4		43,678		43,000		14,920		5,447		2,323		0		2,323		14,857		3,319		33		6,033				6,033				113				113		10		705,614		350,105		338,052		17,457		9/30/20						勝村　祥治		統括部長		0848-63-8600		s-katsumura@g.mcat.co.jp		43,678		43,000		14,920		111		2,323		3,319		6,033		113						0		広島県

		10110391		(株)アイ・キャン		中国		山口県		45		4		75,611		96,658		37,905		21,638		7,133		0		5,655		37,905		7,133		910		9,888		4,301		2,079		3,508		6,612		6,612		0		0		1,310,421		569,503		508,428		232,489		3/31/21						吉村　満則		総務部　部長		0827-22-5678		icn@icntv.co.jp		75,611		96,658		37,905		11,519		7,133		7,133		9,888		6,612						0		山口県

		10110392		Ｋビジョン(株)		中国		山口県		30		3		63,675		62,003		41,875		8,270		20,485				20,485		41,875		20,485		521		11,008		4,697		1,291		5,020		7,794		7,794				0		1,481,562		1,010,034		471,528				3/31/21						山田　高徳		業務部　部長		0833-44-4936		takanori-yamada@kvision.ne.jp		63,675		62,003		41,875		357		20,485		20,485		11,008		7,794						0		山口県

		10110393		(株)ケーブルネット下関		中国		山口県		0		0		97,743		97,743		68,071		0		35,597		0		35,334		67,987		35,597		4,583		26,740		2,512		1,194		22,062		27,515		27,515		0		1,591		4,106,041		1,764,117		1,557,584		784,339		3/31/21		2014年以降は年度末（3月）決算に変更 20210730　総売上/実績内訳（放送・通信・その他）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）		ＪＣＯＭ(株)		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		97,743		97,743		68,071		1,196		35,597		35,597		26,740		27,515						0		山口県

		10110394		(株)シティーケーブル周南		中国		山口県		29		0		61,900		55,909		41,316		26,884		5,665		0		15,473		15,473		15,473		599		11,011		767		4,112		5,283		12,249		12,249						1,825,635		990,978		417,153		417,504		8/31/20						中山　浩太		総務経理部　総務経理部長		0834-21-3688		ko.nakayama@ccsnet.ne.jp		61,900		55,909		41,316		2,745		5,665		15,473		11,011		12,249						0		山口県

		10110395		長門市		中国		山口県		0		15		15,890		15,890		14,524		7,143		1,266		0		1,811		14,283		1,811		0		3,113		1,932		0		1,181		0		0		0		0		347,389		222,456		113,077		11,856		3/31/21		※令和元年度、会計システム（ＴＫＣ）変更により、税抜価格となりました。				森重　秀睦		山口県長門市ケーブルテレビ　指定管理者　ながとてれび株式会社　センター長		0837-23-1541		hidechika.morishige@nagato-tv.com		15,890		15,890		14,524		0		1,266		1,811		3,113		0						0		山口県

		10110396		萩ケーブルネットワーク(株)		中国		山口県		49		0		41,912		41,912		16,551		12,858		9,754								9,754				5,592		3,843		804		945		0								1,023,839		732,210		272,634		18,995		3/31/19		平成30年度決算より税抜としています。				削除済		代表取締役社長						41,912		41,912		16,551		2,105		9,754		9,754		5,592		0				8/29/19		1		全社合計(山口県)

		10110396		萩ケーブルネットワーク(株)		中国		山口県		49		0		22,132		22,132		10,340		6,647		8,755								8,755				2,989		2,304				685																								削除済		代表取締役社長						41,912		41,912		16,551		2,105		9,754		9,754		5,592		0				8/29/19		1		山口県

		10110396		萩ケーブルネットワーク(株)		中国		山口県		49		0		19,780		19,780		6,211		6,211		999								999				2,603		1,539		804		260																								削除済		代表取締役社長						41,912		41,912		16,551		2,105		9,754		9,754		5,592		0				8/29/19		1		島根県

		10110397		山口ケーブルビジョン(株)		中国		山口県		70		5		200,999		195,076		153,358		3,060		108,662		0		108,662		108,662		108,662		437		31,242		28,930		0		2,312		2,557		2,069		488		0		4,527,863		3,280,860		1,247,003		0		3/31/21						倉田　昌彦		技術局		083-934-1234		kurata@c-able.co.jp		200,999		195,076		153,358		0		108,662		108,662		31,242		2,557						0		山口県

		10110399		ひらたＣＡＴＶ(株)		中国		島根県		13		6		8,602		7,204		6,657		6,657		834				943		6,657		6,106		83		2,636		76		1,249		1,311		1,747		1,747		0		701		382,989		200,674		177,696		4,619		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				金　忠宏		業務部長		0853-63-5539		kon@hit-5.net		8,602		7,204		6,657		0		834		6,106		2,636		1,747						0		島根県

		10110400		(株)池田ケーブルネットワーク		四国		徳島県		0		1		0		0		4,053		4,053		134						4,053		134				475		281		187		7		0								489,025		245,598		123,070		120,357		3/31/21		※20190924 総売上/内訳訂正 ※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				中川　由美		総務部　課長		0883-72-3399		y-nakagawa@awaikeda.net		0		0		4,053		0		134		134		475		0						0		徳島県

		10110401		石井町有線放送農業協同組合		四国		徳島県		12		0		10,781		13,800		8,353		8,353		232				232		8,353		232		0		3,826		27				3,799		3,351		3,351				0		298,399		235,984		59,869		2,546		3/31/21		20210729　決算年月日訂正(@連盟)				吉田　章吾		業務課長		088-674-7667		yoshida@ihk.or.jp		10,781		13,800		8,353		0		232		232		3,826		3,351						0		徳島県

		10110402		エーアイテレビ(株)		四国		徳島県		14		0		20,700		20,700		14,701		13,045		864		0		147		14,701		864		0		0								0								362,901		277,973		84,927		0		3/31/21						高堂　雅史		総務課　課長		088-692-8223		soumu@aitv.co.jp		20,700		20,700		14,701		0		864		864		0		0						0		徳島県

		10110403		ケーブルテレビ徳島(株)		四国		徳島県		37		7		133,342		133,342		124,777		124,777		21,250				21,250		124,777		21,250		37		5,568						5,568		5,557				5,557		1,633		3,530,733		2,559,343		922,570		48,819		3/31/21						磨見　達彦		営業部		088-655-4000		mami@tcn.ne.jp		133,342		133,342		124,777		2,291		21,250		21,250		5,568		5,557						0		徳島県

		10110404		国府町農事放送農業協同組合		四国		徳島県		13				12,940		12,940		8,954		8,954		444		0				8,954		444		0		0								0						0		300,000		250,000		50,000		0		3/31/21		※2020年度　前年と決算同様金額 ※20210802　メールにて齟齬ない事確認済（@連盟）				森岡　篤				088-642-6050		info@kbctv.ne.jp		12,940		12,940		8,954		0		444		444		0		0						0		徳島県

		10110405		(株)テレビ鳴門		四国		徳島県		18		1		26,157		26,100		19,622		15,584		1,043		0		1,043		19,622		1,043		0		6,778		0		0		6,778		5,225		5,225		0		0		504,147		388,445		115,702		0		7/31/20		※20201002 総売上等/決算年月日訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				金重　智		業務部　総務部長		088-685-7101		heavy@tv-naruto.ne.jp		26,157		26,100		19,622		0		1,043		1,043		6,778		5,225						0		徳島県

		10110406		日本中央テレビ(株)		四国		徳島県		9				22,300		22,300		5,576		5,576		1,700		0						1,700		0		1,000								900		900				0		162,694		162,694						3/31/21		※20210729　総売上実績/実績内訳・放送　を修正(事業者よりのメールを元に)決算年月日を2021/3/31にて登録(@連盟) 20151118　放送売上のみ入力されていたので、合計に同値を入力。				松本 博毅		企画開発部　部長		0883-22-1501		h-matsumoto@jctv.ne.jp		22,300		22,300		5,576		0		1,700		1,700		1,000		900						0		徳島県

		10110407		(株)ひのき		四国		徳島県		25		2		21,754		21,754		13,329		13,329		723		0				13,329		723		0		5,484								0						85		432,882		318,500		114,383		0		6/30/20						森田　貴		総務課		088-698-0811		core@cue.tv		21,754		21,754		13,329		0		723		723		5,484		0						0		徳島県

		10110408		(株)東阿波ケーブルテレビ		四国		徳島県		7		1		16,000		12,000		5,532		2,000		1,163		0		1,163		5,532		1,163		0		3,096				0		2,968		2,000		2,000		3		0		257,757		187,857		69,900		0		3/31/21		特になし				合田　直人		総務部事務局長		08853-2-3336		goda@e-awa.tv		16,000		12,000		5,532		37		1,163		1,163		3,096		2,000						0		徳島県

		10110409		牟岐町中村テレビ共同受信組合		四国		徳島県						490		490		490		0		0								0		0		0								0						0																削除済		専務理事						490		490		490		0		0		0		0		0				3/31/10		0

		10110410		香川テレビ放送網(株)		四国		香川県		16		1		29,703		23,731		16,215		4,789		5,340		0		5,340		15,435		5,922		410		5,974		1,217		809		3,144		5,446		5,446		0		19		735,232		443,453		287,355		4,424		6/30/20						松永　公伸		取締業務部長		0877-46-5000		matsunaga@kbn.ne.jp		29,703		23,731		16,215		850		5,340		5,922		5,974		5,446						0		香川県

		10110411		(株)ケーブルメディア四国		四国		香川県		29		9		230,607		220,660		70,424		0		19,654		0		15,460		70,424		19,654		1,055		0								0						0		1,921,617		1,789,857		131,760		0		3/31/21						石井　文治		お客さま本部　お客さまサービス部　部長		087-887-9759		ishii@cavy.co.jp		230,607		220,660		70,424		1,025		19,654		19,654		0		0						0		香川県

		10110412		中讃ケーブルビジョン(株)		四国		香川県		26		8		65,066		54,090		17,114				9,151		0		9,151		9,182		9,249		145		16,534		69				16,465		13,837		13,837				0		889,898		640,447		249,451		0		3/31/21						佐久間　知恵		企画室　係長		0877-24-6111		sakuma@cvc.co.jp		65,066		54,090		17,114		600		9,151		9,249		16,534		13,837						0		香川県

		10110413		三豊ケーブルテレビ放送(株)		四国		香川県		16		0		39,024		34,552		10,922		1,198		6,512		0		6,512		10,922		6,512		143		192		192						0						0		589,662		434,948		154,714				6/30/20		20210730　総売上/実績内訳（放送・通信）/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				高谷　昌宏		技術課 通信係　係長		0875-24-1844		takaya-mcb@mc1.mcbnet.ne.jp		39,024		34,552		10,922		0		6,512		6,512		192		0						0		香川県

		10110414		テレビ阿波(株)		四国		徳島県		4		1		3,792		3,792		1,289		1,289		174				174		1,289		174				475		177		298		42		235				235				67,419		25,087		21,760		20,572		6/30/20		※20210729　実績内訳・放送/通信/その他　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) (年度総売上備考：2019年6月決算） 2019年6月末決算分 ※20201007 総売上等訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				八坂　晴彦		営業		0883-55-0055		yasaka@awacco.net		3,792		3,792		1,289		0		174		174		475		235						0		徳島県

		10110415		上板町有線テレビ(株)		四国		徳島県		3		1		4,900		4,900		1,561		1,561		225		0		2		1,561		225				156						156		49				46				50,162		39,816		10,345				12/31/20						長谷川　功一郎		業務課　課長		088-694-7633		info@kamiita-catv.com		4,900		4,900		1,561		0		225		225		156		49						0		徳島県

		10110416		(株)ケーブルネットおえ		四国		徳島県		14		0		15,784		15,784		8,564		8,564		0						8,564		0		0		3,788						3,788		3,520		3,520						220,185		154,290		60,084		5,810		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				片岡　和也		統括マネージャー		0883-26-9012		kataoka@cnet-oe.com		15,784		15,784		8,564		386		0		0		3,788		3,520						0		徳島県

		10110417		(株)四国中央テレビ		四国		愛媛県		23		28		29,000		29,000		17,674		0		2,862				2,862		14,086		2,862		215		8,415		5,386		3,029		530		7,186		7,186				3,170		1,006,592		385,558		562,133		58,901		3/31/21		(年度総売上備考：内、四国中央市からの指定管理料３５，７３４千円を含む）  ※20210730 内訳訂正(@連盟)				山下　博史		総務部兼システム部長		0896-24-0130		h.yamashita@s-tv.jp		29,000		29,000		17,674		624		2,862		2,862		8,415		7,186						0		愛媛県

		10110418		今治シーエーティーブィ(株)		四国		愛媛県		16		1		69,954		57,586		17,408		10,923		7,857				6,665		17,408		7,857		598		3,333		941		2,392		2,306		1,460		1,381		79				689,673		578,845		110,828		0		3/31/21						門田　尚樹		総務部　部長		0898-22-0001		n-kadota@icknet.ne.jp		69,954		57,586		17,408		4,941		7,857		7,857		3,333		1,460						0		愛媛県

		10110419		宇和島ケーブルテレビ(株)		四国		愛媛県		19		0		24,860		24,860		9,666		9,432		3,923		0		3,923		9,666		4,033		401		0		0		0		0		0		0		0		0		614,620		403,809				210,811		3/31/21		(年度総売上備考：インターネットは、通信会社への回線貸与事業であり、売上はない。） 特記事項なし				伊藤　克将		常務取締役		0895-24-3939		info@ucat.co.jp		24,860		24,860		9,666		3,951		3,923		4,033		0		0						0		愛媛県

		10110421		(株)愛媛ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		72		99		296,220		275,512		168,645				47,999		0						47,999				88,956								53,296		52,634		662		23,427		8,246,460		2,893,516		5,293,184		59,758		3/31/21		※20201001決算内容訂正(@連盟)				西田 文明		総務部　部長		089-943-5001		nishida@e-catv.ne.jp		296,220		275,512		168,645		3,944		47,999		47,999		88,956		53,296						0		愛媛県

		10110422		(株)ケーブルネットワーク西瀬戸		四国		愛媛県		10		0		27,000		14,000		4,240		35		2,454		0		187		4,273		2,454		3		1,051		318		0		733		490		490		0		100		223,379		141,532		67,356		14,491		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				尾上　浩司		執行役員技術・営業部　部長		0893-25-0212		cnw-soumu@cnw.ne.jp		27,000		14,000		4,240		702		2,454		2,454		1,051		490						0		愛媛県

		10110423		今治市波方シーエーティーブィ		四国		愛媛県						3,817		3,817		2,310		0		711				616		2,310		711		0		267		267												0		106,212		90,006		16,205		0		3/31/15						削除済		今治市波方支所総務課　情報係						3,817		3,817		2,310		2,310		711		711		267		0				3/31/16		0		愛媛県

		10110424		(株)ハートネットワーク		四国		愛媛県		31		34		108,664		90,138		25,143		34		14,409				705		25,143		17,952		2,524		4,686		2,582		220		1,884		1,056		948		108		1,389		1,728,776		1,133,824		374,596		220,354		9/30/20		(年度総売上備考：２０２０．９末現在の数字になります。）				岡部　裕介		業務局　総務課		0897-32-7777		yusuke@heartnetwork.jp		108,664		90,138		25,143		0		14,409		17,952		4,686		1,056						0		愛媛県

		10110425		西予ＣＡＴＶ(株)		四国		愛媛県		0		0		17,758		17,758		10,277		10,277		1,423		0		0		0		1,423		0		6,944		0		0		6,944		5,446		5,446		0		0		440,350		260,833		143,750		35,767		3/31/21						三瀬　春香		総務		0894-62-7811		haruka@seiyo-catv.co.jp		17,758		17,758		10,277		3,312		1,423		1,423		6,944		5,446						0		愛媛県

		10110430		甲浦テレビ共同聴視施設組合		四国		高知県						700		633		633		0		0								0		0		0								0						0																削除済		組合長						700		633		633		633		0		0		0		0				9/19/12		0

		10110431		高知ケーブルテレビ(株)		四国		高知県		38		4		158,264		158,264		52,693		52,693		19,320		0		15,694		52,693		19,320		677		0								0								1,638,877		1,448,896		189,981		0		3/31/21						近森　秀水		取締役　営業部長		088-880-1500		kcb-ekikaku-com@kcb.co.jp		158,264		158,264		52,693		111		19,320		19,320		0		0						0		高知県

		10110432		(一社)香南ケーブルテレビ		四国		高知県		11		0		15,022		9,145		6,021		6,021		283		0		5,950		6,021		688		0		4,107		15		0		4,092		3,180		3,180		20		0		479,006		180,004		299,001				3/31/21		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)				國松 美紀		総務		0887-56-0102		kunimiki@kctv.or.jp		15,022		9,145		6,021		14		283		688		4,107		3,180						0		高知県

		10110433		よさこいケーブルネット(株)		四国		高知県		18		1		23,835		23,835		11,944		50,525,052		4,553		0		4,553		8,618		4,553		183,183		6,632		354		0		6,278		4,360		4,346		14		0		391,838		249,783		24,961		117,094		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				今村　勉		取締役営業部長		0889-43-0050		imamura@scatv.co.jp		23,835		23,835		11,944		57		4,553		4,553		6,632		4,360						0		高知県

		10110434		西南地域ネットワーク(株)		四国		高知県		9		0		18,544		18,636		5,207		3,691		2,169		0		2,169		5,207		2,169		0		351		272		52		27		0		0		0		0		295,292		205,086		90,206		0		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				北川　明彦		設備工事部係長　係長		0880-62-0888		kitagawa@swantv.co.jp		18,544		18,636		5,207		3,038		2,169		2,169		351		0						0		高知県

		10110435		土佐有線テレビ施設組合		四国		高知県		1		1		4,944		698		698		0		698		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,120		8,120		0		0		3/31/21		20190910　放送内訳　桁補正				高橋　直人		組合長		0887-70-1315		laugh7010@icloud.com		4,944		698		698		698		698		0		0		0						0		高知県

		10110437		那賀町ケーブルテレビ		四国		徳島県		7		1		3,645		3,645		3,645		3,355		0		0				3,645		0				1,522		117				1,405		1,775		1,775						549,248		46,014		97,716		405,518		3/31/21						折坂　浩通		ケーブルテレビ課　係長		0884-64-1123		hiromichi-orisaka@naka.i-tokushima.jp		3,645		3,645		3,645		0		0		0		1,522		1,775						0		徳島県

		10110438		徳島県南メディアネットワーク(株)		四国		徳島県		8		2		13,244		8,220		2,279		2,279		450				29		2,279		450				1,206						1,206		984		984		72				208,178		83,970		30,264		93,944		3/31/21						山本 篤司		工事部　グループリーダー		0884-22-1728		yamamoto@kennan.tv		13,244		8,220		2,279		1		450		450		1,206		984						0		徳島県

		10110439		三好市		四国		徳島県						0		0		7,166		7,166		164		0				7,166		164				1,096		705		339		52		24				24				236,668		172,028		47,362		17,278		3/31/21						谷　直哉		総務課　情報政策担当		0883-72-7641		jyouhouseisaku@city.tokushima-miyoshi.lg.jp		0		0		7,166		0		164		164		1,096		24						0		徳島県

		10110440		(株)ケーブルネットワーク桂川		九州		福岡県		1		2		8,000		5,000		2,216		0		74		0		243		2,216		243		0		0								0						0		57,302		34,982		0		22,320		3/31/21						中嶋　浩仁		取締役		0948-65-0217		cnk@bronze.ocn.ne.jp		8,000		5,000		2,216		0		74		243		0		0						0		福岡県

		10110441		(財)北九州ケーブルビジョン		九州		福岡県		4		0		7,341		5,575		1,832		0		106		101						0		0		0								0						0		31,119		15,768												削除済		事務局長						7,341		5,575		1,842		1,842		106		0		0		0				3/31/09		0

		10110442		(株)ジェイコム九州		九州		福岡県		0		40		1,713,068		1,713,068		1,122,823		11,427		263,538		0		263,538		1,122,823		263,538		67,054		290,333		9,234		45,721		235,378		207,222		207,222		0		18,672		33,490,107		13,492,442		13,119,745		6,877,919		3/31/21		2014年以降は年度末（3月）決算に変更 20210730　売上実績内訳・その他　を更新（事業者からのメールにより）（＠連盟）		ＪＣＯＭ(株)		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		1,713,068		1,713,068		1,122,823		32,653		263,538		263,538		290,333		207,222						1		全社合計(福岡県)

		10110442		(株)ジェイコム九州		九州		福岡県		0		40		343,578		343,578		182,329		6,993		39,810				39,810		182,329		39,810		11,978		44,957		987		9,805		34,165		28,258		0		0		3,382		5,043,825		1,875,668		1,942,834		1,225,322				端数は切り捨て表示		ＪＣＯＭ(株)		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		1,713,068		1,713,068		1,122,823		32,653		263,538		263,538		290,333		207,222						1		熊本県

		10110442		(株)ジェイコム九州		九州		福岡県		0		40		1,369,490		1,369,490		940,494		4,434		223,728				223,728		940,494		223,728		55,076		245,376		8,247		35,916		201,213		178,964						15,290		28,446,282		11,616,774		11,176,911		5,652,596				端数は切り捨て表示		ＪＣＯＭ(株)		高見　龍憲		㈱ジェイコム九州　人事・管理統括部 総務グループ		092-201-1111		TakamiT@jupiter.jcom.co.jp		1,713,068		1,713,068		1,122,823		32,653		263,538		263,538		290,333		207,222						1		福岡県

		10110443		(株)ＣＲＣＣメディア		九州		福岡県		25		3		136,800		136,800		54,628		0		5,298				5,924		54,628		7,696		645		7,813		2,311		2,432		3,040		5,987		5,987		0		0		1,020,957		378,766		389,850		252,341		2/28/21		財務情報については弊社が2月末決算の為、2021年2月末現在の情報となります。				大曲　光邦		総務部		0942-37-6411		ohmagari@kumintv.co.jp		136,800		136,800		54,628		12,434		5,298		7,696		7,813		5,987						1		全社合計(福岡県)

		10110443		(株)ＣＲＣＣメディア		九州		福岡県		25		3		23,664		23,664		7,206		0		936				936		7,206		1,092		0		970		321		339		310		828		828				0																大曲　光邦		総務部		0942-37-6411		ohmagari@kumintv.co.jp		136,800		136,800		54,628		12,434		5,298		7,696		7,813		5,987						1		佐賀県

		10110443		(株)ＣＲＣＣメディア		九州		福岡県		25		3		113,136		113,136		48,019		0		4,988				4,988		48,019		6,630		0		6,890		2,156		2,141		2,593		5,454		5,454				0																大曲　光邦		総務部		0942-37-6411		ohmagari@kumintv.co.jp		136,800		136,800		54,628		12,434		5,298		7,696		7,813		5,987						1		福岡県

		10110444		(株)ケーブルビジョン　２１		九州		福岡県								197,000		148,621		0		41,487		42,000						28,944		0		20,816								28,212						0		4,485,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		総務部　プロジェクト企画室						0		197,000		148,621		512		41,487		28,944		20,816		28,212				10/22/08		0

		10110445		(株)ジェイコム福岡		九州		福岡県						804,400		804,400		591,200		0		129,600		0						129,300		0		75,800								102,100						0		15,323,000												ＪＣＯＭ(株)		削除済		九州山口ブロック総務チーム						801,900		801,900		582,900		0		128,300		119,100		72,000		97,800				12/31/10		0

		10110446		(公財)福岡ケーブルビジョン		九州		福岡県		5		0		231,333		47,000		20,073		0		1,457		0		903		20,073		1,457		0		308		169		138		0		0		0		0		0		269,274		232,493		15,363		21,418		3/31/19						削除済		事務局長						231,333		47,000		20,073		20,073		1,457		1,457		308		0				3/31/20		0		福岡県

		10110447		(株)メック		九州		福岡県		48		5		28,832		16,526		1,176		618		1,026		0		715		1,200		715		0		2,183		1,022		0		1,161		0		0		0		0		141,296		35,050		99,346		6,900		4/30/21		FTTH接続世帯数の件数について 昨年までの報告内容に不備あり今回修正。 TVの加入件数の中のFTTH世帯と修正しました。				高木　利矩		総務部		0942-72-7266		takaki2@mecc.co.jp		28,832		16,526		1,176		124		1,026		706		2,123		0						0		福岡県

		10110450		有田ケーブル・ネットワーク(株)		九州		佐賀県		11				8,600		8,200		6,605		5,563		246						6,541		349		0		1,327		605		595		127		934		934						265,901		177,380		55,005		33,516		5/31/20						原田　好弘		総務部総務課課長		0955-43-2500		acn-hard@po.aritanet.ne.jp		8,600		8,200		6,605		0		246		349		1,327		934						0		佐賀県

		10110451		伊万里ケーブルテレビジョン(株)		九州		佐賀県		24		0		19,033		22,166		16,031		7,800		1,666				2,262		16,031		4,289		84		4,928		1,862		2,308		758		2,076		2,039		37		0		751,034		515,640		235,394				3/31/21						川田　毅		総務部長		0955-22-3506		kawada@i-catv.co.jp		19,033		22,166		16,031		0		1,666		4,289		4,928		2,076						0		佐賀県

		10110452		鏡テレビ共同受信組合		九州		佐賀県				3				3,623		2,906		0		0								0		0		0								0						0																削除済		副組合長						0		3,623		2,906		0		0		0		0		0				3/31/10		0

		10110453		(株)ぴーぷる		九州		佐賀県		42		0		23,000		22,000		20,945		0		2,338		0				20,945		4,454		48		6,962		2,394		4,005		563		1,534		1,429		105		0		1,207,906		576,544		355,344		276,018		3/31/21						山下　善史郎		常務取締役		0955-73-5466		yamashita@k-people.jp		23,000		22,000		20,945		0		2,338		4,454		6,962		1,534						0		佐賀県

		10110454		(株)ケーブルワン		九州		佐賀県		37		11		29,509		29,509		20,812		10,478		4,599				4,599		20,812		4,599		142		8,325		2,810		2,229		3,286		9,080		9,062		18		1,327		1,171,260		636,829		534,431		0		7/31/20						山口　伸吾		総務部		0954-23-7511		yamaguchi@cableone.co.jp		29,509		29,509		20,812		0		4,599		4,599		8,325		9,080						0		佐賀県

		10110455		西海テレビ(株)		九州		佐賀県		10		3		6,168		6,168		2,990		40		117				117		2,990		584				480		173		307				0								123,561		95,925		25,247		2,389		3/31/21						西山　真由美		総務部		0955-28-2466		sky-catv@po.chun2.ne.jp		6,168		6,168		2,990		11		117		584		480		0						1		全社合計(佐賀県)

		10110455		西海テレビ(株)		九州		佐賀県		10		3		4,370		4,370		2,981		40		117				117		2,981		584				340		139		201																										西山　真由美		総務部		0955-28-2466		sky-catv@po.chun2.ne.jp		6,168		6,168		2,990		11		117		584		480		0						1		佐賀県

		10110455		西海テレビ(株)		九州		佐賀県		10		3		1,798		1,798		9		0		0				0		9		0				140		34		106																										西山　真由美		総務部		0955-28-2466		sky-catv@po.chun2.ne.jp		6,168		6,168		2,990		11		117		584		480		0						1		長崎県

		10110456		佐賀シティビジョン(株)		九州		佐賀県		27		9		123,089		87,950		51,761		30		13,529				13,529		49,557		14,361		3,215		13,725		3,415		987		9,323		9,493		9,404		89		134		1,636,222		1,014,857		621,365		0		2/28/21						江口　義弘		総務部 部長		0952-24-3734		eguchi@bunbun.co.jp		123,089		87,950		51,761		997		13,529		14,361		13,725		9,493						0		佐賀県

		10110457		(株)多久ケーブルメディア		九州		佐賀県		12				7,000		7,000		5,168		844		489		0				5,168		568		0		629		266		258		105		119		119						173,228		143,648		29,580		0		12/31/20						浦田　真治		常務取締役		0952-75-8585		taku@catv.taku.ne.jp		7,000		7,000		5,168		0		489		568		629		119						0		佐賀県

		10110459		(株)テレビ九州		九州		佐賀県		16		0		7,500		7,500		6,050		581		546		0		571		6,050		639		0		1,644		506		885		253		0						0		327,837		213,265		77,263		37,308		4/30/21		※20190925 総売上/内訳/決算年月日訂正				蒲原　繁則		総務部		0954-20-2580		kamohara@ktknet.jp		7,500		7,500		6,050		0		546		639		1,644		0						0		佐賀県

		10110460		(株)ネット鹿島		九州		佐賀県		14				14,947		14,947		7,517		4,409		270		0		906		7,517		859		0		2,533		1,194		1,216		123		1,557		1,546		11		0		329,554		179,785		149,769				4/30/21		※20180727 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20180725 売上　円単位で入力を千円単位に修正。				松浦　博彦		総務部		0954-63-1862		catv-ka@po.asunet.ne.jp		14,947		14,947		7,517		2,096		270		859		2,533		1,557						0		佐賀県

		10110461		藤津ケーブルビジョン(株)		九州		佐賀県		11				12,970		11,607		4,892		4,079		309		0		17		11,607		472		0		1,733		804		803		126		1,022		1,022		0		0		219,267		127,139		86,356		5,772		4/30/21		特段報告義務がなされていない場合は、極力開示を控えています。 ※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20160812　入力無しで確定→未確定に変更 　20161114映像実演使用料算定の為に管理部が「放送事業売上」データ収集。数値を登録。 ※20170809 売上実績に放送内訳値を転記 ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				松尾　秀則		CATV事業部　統括部長		0954-66-2657		fujippyhide@po.hagakure.ne.jp		12,970		11,607		4,892		15		309		472		1,733		1,022						0		佐賀県

		10110465		諫早ケーブルメディア(株)		九州		長崎県		40		10		60,000		0		20,800		1,500		8,700						20,800		16,600				6,000		4,400						4,500		4,500				170		950,864		629,211		289,294		32,359		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟) ※20190920 決算年月日修正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				高巣　友裕		総務部 経理課　主任		0957-22-1193		t-takasu@icv-net.co.jp		60,000		0		20,800		70		8,700		16,600		6,000		4,500						0		長崎県

		10110466		厳原有線テレビ利用共同組合		九州		長崎県		3		0		3,100		3,100		2,599		0		0		0						0		0		0								0						0		35,223														削除済		事務局長						3,100		3,100		2,599		27		0		0		0		0				2/18/09		0

		10110467		おおむらケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		0		0		31,000		26,000		7,680		236		6,461		0		6,461		7,680		6,461		137		3,393		2,995		366		32		2,176		2,176		0		0		417,104		283,552		133,552		0		3/31/21		※20190920 総売上/内訳/決算年月日訂正				永田　雅彦		情報企画部　部長		0957-54-3811		octpulse@octp-net.ne.jp		31,000		26,000		7,680		1,219		6,461		6,461		3,393		2,176						0		長崎県

		10110470		(株)ケーブルテレビジョン島原		九州		長崎県		16		1		21,056		20,510		7,237		0		4,767		0				7,237		4,767		0		1,496		1,135		361		49		0						299		333,951		202,107		84,753		47,091		9/30/20						佐々川　猛彦		営業部長		0957-63-3456		cabocha@shimabara.jp		21,056		20,510		7,237		187		4,767		4,767		1,496		0						0		長崎県

		10110471		九州テレ・コミュニケーションズ(株)		九州		長崎県		252				295,000		212,600		67,046		0		32,113		0		0		32,113		32,113		0		30,829						0		32,651		32,651		0		0		776,285		776,285						6/30/21		売り上げ情報は公開できません （20151119 放送内訳のみ連絡あり→総売上に同値を入力）				矢野　久仁男		総務部長		0956-25-6388		infome@tvs12.jp		295,000		212,600		67,046		0		32,113		32,113		30,829		32,651						1		全社合計(福岡県)

		10110471		九州テレ・コミュニケーションズ(株)		九州		長崎県		252										0												0																0																矢野　久仁男		総務部長		0956-25-6388		infome@tvs12.jp		295,000		212,600		67,046		0		32,113		32,113		30,829		32,651						1		福岡県

		10110471		九州テレ・コミュニケーションズ(株)		九州		長崎県		252				98,000		92,500		30,686		0						0		15,902		15,902		0		12,738								12,738		0		0		0																矢野　久仁男		総務部長		0956-25-6388		infome@tvs12.jp		295,000		212,600		67,046		0		32,113		32,113		30,829		32,651						1		長崎県

		10110472		(株)西彼ケーブルネットワーク		九州		長崎県						4,000		2,000		1,750		0		450								0		0		0								0						0																安達　政幸		代表取締役		095-892-7690		adachi@seihi.co.jp		4,000		2,000		1,750		100		450		0		0		0						0		長崎県

		10110473		東彼ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県				4		2,600		2,600		900		0		74		76				900		0		0		0								0						0		26,881		25,040				1,841		7/31/18		なし				大屋　武広		代表取締役		0956-83-3141		tvt27@po.touhinet.ne.jp		2,600		2,600		900		0		74		0		0		0						0		長崎県

		10110475		(株)長崎ケーブルメディア		九州		長崎県		72		6		108,352		165,328		94,752		20,887		23,279				44,234		85,188		44,234		2,829		30,435		16,407		7,503		6,525		16,682		16,474		208		2,739		3,879,971		1,987,023		1,892,948				3/31/21						青木　行久		常務取締役		095-828-3906		soumu@cncm.ne.jp		108,352		165,328		94,752		2,360		23,279		44,234		30,435		16,682						0		長崎県

		10110476		(株)ひまわりてれび		九州		長崎県		64		0		0		0		23,201		2,715		11,401						23,201		15,828		0		8,995		1,787		5,432		1,776		7,512		7,512						1,164,114		614,848		375,173		174,093		9/30/20		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				宮崎　和久		業務部　部長		0957-37-6177		kazuhisa@himawarinet.ne.jp		0		0		23,201		0		11,401		15,828		8,995		7,512						0		長崎県

		10110478		福江ケーブルテレビ(株)		九州		長崎県		9				13,790		13,790		4,264		0		1,545		0		1,545		4,264		1,545		0		953		953						0						0		147,438		111,039		36,399				3/31/21						椿崎　幸平		総務課		0959-74-5775		k-tubakizaki@vc.fctv-net.jp		13,790		13,790		4,264		355		1,545		1,545		953		0						0		長崎県

		10110480		天草ケーブルネットワーク(株)		九州		熊本県		33		0		23,200		23,200		9,637		1,744		4,956						9,209		5,775		66		3,438		2,076		264		1,098		0								677,719		325,186		177,083		175,450		4/30/21		※20210730 総売上訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				山田　由美子		総務課		0969-22-1311		yumiko.yamada@acn-tv.co.jp		23,200		23,200		9,637		428		4,956		5,775		3,438		0						0		熊本県

		10110481		(株)ジェイコム熊本		九州		熊本県		0		28		272,300		272,300		163,400		0		33,500		0						33,500		0		26,400		17,410		1,820		7,396		26,600		26,600				0		3,511,110		1,780,354		1,413,638		317,118		3/31/15				ＪＣＯＭ(株)		削除済		(株)ジュピターテレコム　九州山口ブロック　管理統括グループ　アシスタントマネージャー						272,300		272,300		163,400		12,284		33,500		33,500		26,400		26,600				3/31/16		0		熊本県

		10110485		臼杵市		九州		大分県						15,361		15,361		12,096		0		3,815		0		3,815		12,096		3,815		0		0								0						0		302,020		302,020						5/31/15						削除済		総務課　主任						15,361		15,361		12,096		0		3,815		3,815		0		0				3/31/16		0		大分県

		10110486		大分ケーブルテレコム(株)		九州		大分県		0		72		217,000		217,000		190,700		71,000		78,000		0						78,000		19,100		84,700								57,100		57,100				3,400		9,468,282		4,177,436		4,803,277		487,567		3/31/21				ＪＣＯＭ(株)		小林　太郎		管理本部　副本部長		097-542-6472		KobayashiTar@jupiter.jcom.co.jp		217,000		217,000		190,700		20,500		78,000		78,000		84,700		57,100						0		大分県

		10110487		大分ケーブルネットワーク(株)		九州		大分県						24,775		12,300		5,582		0		2,640		0						2,640		0		518		381		55		82		0								112,217		83,458		23,968		4,791		5/31/21						見越　俊介		情報通信営業部		097-558-3408		migoshi@ocn-catv.ne.jp		24,775		12,300		5,582		70		2,640		2,640		518		0						0		大分県

		10110488		ＫＣＶコミュニケーションズ(株)		九州		大分県		19				18,375		16,170		13,047		1,965		767		0				13,047		2,727				1,650		1,585				65		0								773,167		458,993		299,837		14,337		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				中島　靖和		専務取締役		0973-27-5001		nakashima@kcv.jp		18,375		16,170		13,047		0		767		2,727		1,650		0						0		大分県

		10110489		(株)ケーブルテレビ佐伯		九州		大分県		32		21		32,000		31,708		31,708		8,632		6,978		0		6,070		0		6,978		0		7,313		5,926		0		1,221		5,494		5,423		15		5		1,145,849		433,436		518,384		194,029		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				川野　知治		総務部　部長		0972-22-9811		kawano@saiki.tv		32,000		31,708		31,708		0		6,978		6,978		7,313		5,494						0		大分県

		10110490		ＣＴＢメディア(株)		九州		大分県		38		2		72,225		71,582		51,266		9,566		22,955		0		18,796		50,555		21,339		941		9,800		1,209				8,591		5,667		5,667		0		123		1,713,560		1,173,280		506,190		34,090		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				野上　徹順		専務取締役		0977-24-3553		nogami@t-ctb.co.jp		72,225		71,582		51,266		1,018		22,955		21,339		9,800		5,667						0		大分県

		10110491		東大分システム(株)		九州		大分県		2				24,899		3,290		1,654		1,654		1,654						1,654		0				0								0								40,108		39,686				422		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				岡本　代一		代表取締役		097-575-2110		sekitv@luck.ocn.ne.jp		24,899		3,290		1,654		910		1,654		0		0		0						0		大分県

		10110492		(株)北大ケーブル情報センター		九州		大分県						12,588		8,000		1,395		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		17,569		17,532		0		37		3/31/15		（２０１５０９０７　その他売上も損益計算書から転記）				武下　秀信		代表取締役社長		0979-24-1188				12,588		8,000		1,395		0		0		0		0		0						0		大分県

		10110493		杵築市		九州		大分県		12		3		13,281		13,304		9,287		5,300		3,918		0		0		9,287		3,918		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,772,434		290,040		0		1,482,394		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				河野　真一		総務課　ケーブルネットワーク係長		0978-62-1801		shinichi-kouno@city.kitsuki.lg.jp		13,281		13,304		9,287		0		3,918		3,918		0		0						0		大分県

		10110495		(株)ケーブルメディアワイワイ		九州		宮崎県		53		23		105,856		102,963		38,246		9,554		37,127				1,584		37,127		37,127		6,940		19,383		2,869		5,604		10,886		16,488		16,488		0		454		4,089,581		2,290,380		914,835		884,366		3/31/21						緒方　義信		企画室		0982-22-1500		waiowc01@ma.wainet.ne.jp		105,856		102,963		38,246		1,119		37,127		37,127		19,383		16,488						0		宮崎県

		10110496		ＢＴＶ(株)		九州		宮崎県		91		38		219,358		219,358		56,614		16,468		48,156		0		45,233		65,894		48,156		628		40,567		3,007		226		34,404		37,357		37,357		0		1,704		4,803,012		2,813,487		1,768,342		221,183		3/31/21		※20210729　総売上/内訳　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@btvm.co.jp		219,358		219,358		56,614		1,124		48,156		48,156		40,567		37,357						1		全社合計(宮崎県)

		10110496		ＢＴＶ(株)		九州		宮崎県		91		38		109,679		109,679		45,851		20,835		41,204				41,204		45,851		43,631		1,668		31,548		1,981		114		29,453		27,975		27,975		0		1,614		3,897,515		2,377,653		1,376,675		143,187								福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@btvm.co.jp		219,358		219,358		56,614		1,124		48,156		48,156		40,567		37,357						1		宮崎県

		10110496		ＢＴＶ(株)		九州		宮崎県		91		38		109,679		109,679		10,763		5,130		6,952				6,952		10,763		10,531		129		9,019		380		30		8,609		9,382		9,382		0		145		905,497		435,834		391,667		77,996								福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@btvm.co.jp		219,358		219,358		56,614		1,124		48,156		48,156		40,567		37,357						1		鹿児島県

		10110497		宮崎ケーブルテレビ(株)		九州		宮崎県		64		23		194,062		194,062		124,854		23,093		53,526		0		53,526		124,854		53,526		2,377		47,212		15,949		10,050		21,213		21,597		21,597		0		621		5,297,671		3,140,504		2,138,582		18,585		3/31/21						松尾　逸子		総務局　総務部　部長		0985-32-8585		mcn-soumu@miyazaki-catv.ne.jp		194,062		194,062		124,854		814		53,526		53,526		47,212		21,597						0		宮崎県

		10110500		奄美テレビ放送(株)		九州		鹿児島県		7		1		21,750		21,750		1,615		200		1,500		1,120		1,605		1,615		680		0		0		0		0		0		0		0		0		0		72,627		58,427				14,200		8/31/20						暁　良太		技術部		0997-53-2368		gijutsu2@amami-tv.co.jp		21,750		21,750		1,615		0		1,500		680		0		0						0		鹿児島県

		10110502		鹿児島光テレビ(株)		九州		鹿児島県						243,928		9,980		7,920		0		3,045								3,045		0																0																削除済		常務取締役						243,000		9,980		7,729		48		2,847		2,847		0		0				9/30/10		0

		10110503		瀬戸内ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県						4,113		4,113		1,938		0		0								0		0		0								0						0																削除済		代表取締役						4,113		4,113		1,938		0		0		0		0		0				5/19/10		0

		10110504		皇徳寺ケーブルテレビ(株)		九州		鹿児島県		1				5,084		3,713		3,292		0		367		0		367		3,292		3,079		183		1,299		8		23		1,268		1,378		1,378		0		1		107,735		60,473		42,632		4,630		9/30/20		※20201001 総売上訂正(内訳を元に)(@連盟)				福岡　三郎		技術部　部長		0986-46-2439		jcta@nils.ne.jp		5,084		3,713		3,292		0		367		3,079		1,299		1,378						0		鹿児島県

		10110505		南九州ケーブルテレビネット(株)		九州		鹿児島県		26		0		50,674		47,037		16,673		0		2,452				5,142		16,673		5,142		0		3,566		887		1,063		1,616		1,811		1,811		0		239		489,737		219,941		216,759		53,037		3/31/21		※20190924 総売上/内訳訂正 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				高山　美智子		総務部　課長		0995-43-0113		t-michiko@po.mct.ne.jp		50,674		47,037		16,673		314		2,452		5,142		3,566		1,811						0		鹿児島県

		10110506		西之表テレビ共同聴視施設組合		九州		鹿児島県		3		0		2,830		2,100		1,137		0		0								998		0		0								0						0		26,253		22,245				4,008		3/31/21		※2021.8.3　総売上/内訳/決算年月日を更新（事業者からのメールにより）（@連盟）				中園　宗義		事務局長		0997-22-0195		ntk.catv@fuga.ocn.ne.jp		2,830		2,100		1,137		0		0		998		0		0						0		鹿児島県

		10110508		石垣ケーブルテレビ(株)		九州		沖縄県		16		2		22,718		4,990		4,020		310		954		0		1,103		4,020		1,827		0		283		298						0						0		131,010		117,355		10,962		2,693		3/31/21						太田　裕人		ソリューション技術営業本部　部長		0980-83-0033		ictota@ictweb.ne.jp		22,718		4,990		4,020		9		954		1,827		283		0						0		沖縄県

		10110509		沖縄ケーブルネットワーク(株)		九州		沖縄県		67		5		390,870		302,512		92,780				16,765		0						16,765		2,291		8,936		5,148		2,211		1,577		5,182		5,182		0				1,598,282		1,051,905		528,304		18,073		12/31/20						比嘉　太一		総務部　主任		098-863-1115		taichi@nirai.ne.jp		390,870		302,512		92,780		4,401		16,765		16,765		8,936		5,182						0		沖縄県

		10110510		宮古テレビ(株)		九州		沖縄県		41		13		25,054		22,247		9,390		3,352		7,959		0		360		8,106		7,959		82		3,402		3,402						0						524		704,864		481,178		208,935		14,750		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				大窪　将介		総務部　総務部部長		0980-72-3859		mtv-soumu@miyakotv.co.jp		25,054		22,247		9,390		52		7,959		7,959		3,402		0						0		沖縄県

		10110511		(株)ＲＭＣ．ｔｖ		九州		沖縄県		2				50,757		2,632		695		0		156		0		0		0		156		0		136		136		0		0		0		0		0		0																削除済		ＣＡＴＶ・ＮＥＴお客様係り						50,757		2,632		687		296		161		175		146		0				3/31/10		0

		10112001		(株)時事タイムス放送社		北海道		北海道						52,583		15,500		3,360		0		1,872				354				354		0		496		496						0						0																削除済		営業部部長						52,583		15,500		3,390		1,518		1,872		0		502		0		7/4/07		2/18/09		0

		10112002		飛騨高山ケーブルネットワーク(株)		東海		岐阜県		26		3		42,709		21,268		15,462		15,462		1,583				0		14,478		1,616		0		12,265		2,263		3,360		6,642		8,899		8,899				96		1,356,157		501,538		789,632		64,987		3/31/21						原　弘展		情報管理グループ　マネージャー		0577-33-7330		jcta@hidatakayama.tv		42,709		21,268		15,462		77		1,583		1,616		12,265		8,899		7/4/07				0		岐阜県

		10112004		(株)三次ケーブルビジョン		中国		広島県		20		0		21,376		21,376		11,563		11,563		6,353		0		6,353		11,563		6,353		36		6,262		0		0		6,262		350		0		350		0		577,043		336,822		240,220				3/31/21						植木　恵美		管理課　課長補		0824-65-2211		e.ueki@pionet.jp		21,376		21,376		11,563		6,984		6,353		6,353		6,262		350						0		広島県

		10112005		輪島市ケーブルテレビ		北陸		石川県						12,912		12,912		6,525		0		924		0		399		6,525		924		0		1,437		1,437		0		0		1,437		0		1,437		0		257,755		140,481		57,803		59,471		7/6/21						平谷　健一		交流政策部　放送課　主幹		0768-42-1955		k-hiratani@city.wajima.lg.jp		12,912		12,912		6,525		4,258		924		924		1,437		1,437						0		石川県

		10112006		木曽広域連合		信越		長野県		5		1		13,898		13,108		13,108		6,452		658				0		13,108		658		0		4,172		3,623		28		521		211		0		211		0		397,696		259,597		136,200		1,849		5/30/20		地方公共団体による整備、運営のため、株式は該当なし。				高倉　剛		情報センター　所長		0264-21-2212		jouhou@kisoji.com		13,898		13,108		13,108		13,108		658		658		4,172		211						0		長野県

		10112007		七尾市		北陸		石川県						21,951		21,951		7,105		6,137		1,379				1,379		7,105		1,379		0		1,400		784		616				37				37				231,741		231,741						3/31/21		令和2年度決算				室木　政寿		市民生活部広報広聴課		0767-53-8699		m-muroki@city.nanao.lg.jp		21,951		21,951		7,105		4,257		1,379		1,379		1,400		37						0		石川県

		10112011		豊後高田市		九州		大分県						10,912		9,800		8,202		8,202		316		0		316		8,202		593		0		0								0								123,915		123,915						3/31/21						瀬々　賢幸		企画情報課・総括主幹兼係長		0978-25-6393		m-zeze@city.bungotakada.lg.jp		10,912		9,800		8,202		0		316		593		0		0		12/19/07				0		大分県

		10112012		笛吹きらめきテレビ(株)		南関東		山梨県		8				8,546		7,500		7,476		0		435						7,436		435		0		116														0		193,331		157,583				3,118								削除済		放送課　放送技術係長						8,512		7,500		7,439		0		134		427		123		0		12/19/07		3/31/14		0		山梨県

		10112017		(株)周防ケーブルネット		中国		山口県		7				13,134		12,056		4,098		4,098		452				629		4,098		629		0		1,013						1,013		0						0		135,800		89,766		42,634		3,400		3/31/21						廣茂　恵子		総務・経理担当		0820-22-6900		K-Hiroshige-023@snettv.co.jp		13,134		12,056		4,098		250		452		629		1,013		0		2/20/08				0		山口県

		10112019		佐伯市		九州		大分県						16,261		16,261		15,185		626		0						15,185		0				0								0								981,409		163,026				818,383		3/31/21		※財務情報については、総務省に報告後修正します。 ※20201006 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				戸高　真一		総務部 情報推進課　ケーブルテレビ係　総括主幹		0972-22-3645		shin-t@city.saiki.lg.jp		16,261		16,261		15,185		0		0		0		0		0		5/21/08				0		大分県

		10112023		那珂川町		北関東		栃木県				5		5,926		5,926		4,591				3,735				3,455		4,591		4,591				1,016		1,016						0								107,228		76,183		29,285		1,760		3/31/21						近部　哲		那珂川町ケーブルテレビ放送センター/センター長		0287-92-1121		konpe@jp.fujitsu.com		5,926		5,926		4,591		1,938		3,735		4,591		1,016		0		7/2/08				0		栃木県

		10112025		わたらせテレビ(株)		北関東		栃木県		32		5		72,000		54,000		11,222		3,486		8,177		0		9,610				8,177		172		7,660		1,796		1,928		3,936		5,060		5,060		0		13		909,000		460,000		294,000		155,000		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				滝上　勇樹		通信部		0284-42-8111		net@ml.watv.ne.jp		72,000		54,000		11,222		174		8,177		8,177		7,660		5,060		10/22/08				0		栃木県

		10112026		(株)五島テレビ		九州		長崎県		10		1		15,820		15,820		5,508		5,508		636		0		0		5,548		636		0		1,673		0		1,673		0		0		0		0		0		209,161		99,979		62,083		47,098		9/30/20		※20210729　総売上/内訳訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※内訳は千円未満切捨 ※20201022 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正				古田　正孝		技術部		0959-86-1910		masataka@goto-tv.com		15,820		15,820		5,508		0		636		636		1,673		0		10/22/08				0		長崎県

		10112027		(株)伊東アンテナ協会		東海		静岡県		2				3,514		2,321		1,545		0		85		0		50				85				0								0								45,101		44,368		0		733		8/31/20		※20210730 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				井戸　孝一		代表取締役		0557-37-4254		antena@itoantena.co.jp		3,514		2,321		1,545		0		85		85		0		0		10/22/08				0		静岡県

		10112030		石見銀山テレビ放送(株)		中国		島根県		22				13,613		13,613		9,431		2,931		726				13		13,613		911		8		3,464		2,255		996		213		0						1,065		481,913		289,505		192,408		0		3/31/21		※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				米 卓哉		総務部　次長		0854-82-7755		soumu@ginzan-tv.ne.jp		13,613		13,613		9,431		2,221		726		911		3,464		0		12/17/08				0		島根県

		10112031		(株)ケーブルテレビあなん		四国		徳島県		17		1		22,739		12,384		9,030		9,030		7,177		2,276		0		12,311		0		0		5,328						5,328		4,955		4,955				0		1,090,226		276,493		695,659		118,073		10/31/20		(年度総売上備考：特になし）				勝瀬　稔		業務部　総務マネージャー		0884-23-0330		office-tvanan@mc.pikara.ne.jp		22,739		12,384		9,030		0		7,177		0		5,328		4,955		12/17/08				0		徳島県

		10112032		四万十町役場		四国		高知県						8,376		7,470		7,470		7,470		1,170		0		17		7,470		121		0		3,640		458		2,805		377		105		0		105		0		267,871		113,616		110,147		44,108		3/31/21		※20180726 決算年月日更新漏れ⇒次年度に修正 ※20191007 総売上/内訳/決算年月日訂正 ※20201020 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				森下　克彦		公益財団法人四万十公社（四万十ケーブルテレビ）　チーフ		0880-22-1117		katsuhiko-morishita@shimanto.tv		8,376		7,470		7,470		3,166		1,170		121		3,640		105		12/17/08				0		高知県

		10112033		(株)コミュニティメディア		九州		長崎県		33				15,008		15,008		13,056		13,056		0						13,056		0				5,736		4,785		951				0								385,269		155,493		186,238		43,537		3/31/21						中島　寛		部長		095-829-5525		jcta@communitymedia.co.jp		15,008		15,008		13,056		13,056		0		0		5,736		0		12/17/08				0		長崎県

		10112034		北広島町		中国		広島県		7		0		7,667		7,667		5,956		0		343		0		0		5,956		343		0		3,159		1,936		809		414		5,540		0		5,540		0		315,453		137,166		158,791		19,496		3/31/21						道川　和樹		北広島町役場　総務課　情報電算係　主任		0826-72-2111		catv@town.kitahiroshima.lg.jp		7,667		7,667		5,956		2,678		343		343		3,159		5,540		12/17/08				0		広島県

		10112035		朝来市		近畿		兵庫県		3		7		12,322		12,322		11,747		11,747		1,221		0		1,221		11,747		1,797		0		0		0						0						0		268,889		216,268		0		52,621		3/31/21						大東 宜仁		朝来市総務企画部情報政策課　主幹		079-677-1044		ohhigashi-yoshihito@city.asago.hyogo.jp		12,322		12,322		11,747		6,112		1,221		1,797		0		0		2/18/09				0		兵庫県

		10112039		(株)ジェイコム北関東		北関東		埼玉県		240		94		829,779		829,779		388,631		0		151,914				151,914		388,631		151,914		114		128,730		48,862		1,307		78,561		138,976		138,976		0		21,748		24,597,877		9,695,003		10,155,705		4,747,168		3/31/19				ＪＣＯＭ(株)		削除済		管理統括部						1,110,125		1,110,125		512,631		23,466		197,668		197,668		167,556		185,431		5/20/09		3/31/19		0		埼玉県

		10112040		美郷町ケーブルテレビジョン		九州		宮崎県				1		2,530		2,530		2,376		1,564		0		0				2,376		0				0								0								7,386		7,386						3/31/21						松尾　洋希		美郷町役場企画情報課情報電算担当　主事		0982-66-3603		densan-g@town.miyazaki-misato.lg.jp		2,530		2,530		2,376		1,719		0		0		0		0		5/20/09				0		宮崎県

		10112041		邑南町		中国		島根県		3				4,887		4,953		4,245		4,401		249						4,245		249				2,199		2,199						3,921				3,921		0		229,378		76,994		115,870		36,514		3/31/21		※20210729　実績内訳・その他/決算年月日　を修正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				植田　啓司		総務課情報推進室　室長		0855-95-1111		ueda-keiji@town.ohnan.lg.jp		4,887		4,953		4,245		2,106		249		249		2,199		3,921		10/21/09				0		島根県

		10112042		山江村役場		九州		熊本県						1,204		1,204		997		997		997		0		0		997		997		0		339		0		339		0		0		0		0		0		24,226		15,421		7,249		1,556		3/31/21						尾方　義和		企画調整課　主幹		0966-22-8808		ogata@yamae.kumamoto.jp		1,204		1,204		997		148		997		997		339		0		10/21/09				0		熊本県

		10112047		(有)韮崎電設		南関東		山梨県		2				2,000		2,000		1,497		1,497		0								0		0		0								0								43,653		43,653						3/31/21		設備利用料、電柱共架料他  ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				中山　満		ＣＡＴＶ事業部　技術部長		0551-27-2311		niraden@sweet.ocn.ne.jp		2,000		2,000		1,497		1,497		0		0		0		0		12/16/09				0		山梨県

		10112049		東近江ケーブルネットワーク(株)		近畿		滋賀県		33				45,610		45,610		17,231		17,231		7,621		0		7,519		17,231		7,621		83		10,477				7,209		3,268		16,038		9,601		16,038				1,105,244		484,720		377,164		243,360		3/31/21						堀口　浩敬		総務部　部長		050-5801-1111		horiguchi.hiroyuki@hcnet.tv		45,610		45,610		17,231		1,448		7,621		7,621		10,477		16,038		4/1/10				0		滋賀県

		10112052		(株)たけはらケーブルネットワーク		中国		広島県		8		0		11,000		11,000		3,741		3,741		0				3,741		3,741		0		0		1,519		0		1,519		0		0		0		0		0		135,359		61,197		70,600		3,562		3/31/21						三國　はすみ		総務・係員		0846-23-5330		h.mikuni@tanet.co.jp		11,000		11,000		3,741		421		0		0		1,519		0		5/19/10				0		広島県

		10112053		テレビやつしろ(株)		九州		熊本県		15				14,759		10,113		3,532				753		0		349		3,532		753				235		169				66		40		40						163,183		123,937		33,549		5,697		3/31/21						船木　昇		総務部		0965-30-7171		funaki@hikoichi-tv.com		14,759		10,113		3,532		0		753		753		235		40		5/19/10				0		熊本県

		10112056		ゆずの里ケーブルテレビ(株)		北関東		埼玉県		5		1		16,688		16,688		4,653		4,653		1,894		0		1,894		1,894		1,894		71		1,674		41		1,155		478		1,581		1,581				195		171,057		74,262		96,795		0		3/31/21		2021年7月6日入力				小島　和喜		局次長		049-276-6300		k-kojima@ictv-g.co.jp		16,688		16,688		4,653		0		1,894		1,894		1,674		1,581		7/7/10				0		埼玉県

		10112057		(株)ケーブルネットワーク大月		南関東		山梨県		5				6,300		6,300		5,670		0		47				0		5,670		47		0		0								0								134,586		134,586						3/31/21						岸野　真見		総務部　総務部長		0554-22-5772		ocatv@maple.ocn.ne.jp		6,300		6,300		5,670		892		47		47		0		0		10/20/10				0		山梨県

		10112058		エルシーブイ(株)		信越		長野県		104		23		94,612		94,612		87,668		12,699		47,583		0		47,583		87,668		47,583		2,643		32,521		16,038				16,483		27,779		27,779				1,293		5,064,661		2,331,217		2,265,748		467,696		3/31/21				(株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク		鴻野　国彦		営業部営業管理課　課長		0266-53-3833		kono.kunihiko@lcv.co.jp		94,612		94,612		87,668		0		47,583		47,583		32,521		27,779		10/20/10				0		長野県

		10112059		小国町		九州		熊本県						3,062		3,250		3,309		3,309		908						3,309		908		0		1,282						1,282		0						0		62,123		54,848		7,175		100		5/31/21		※20201020　千円単位に修正 62,122,716→62,123 54,847,876→54,848 7,175,350→7,175 123,142→100				佐々木　博隆		情報課　情報係長		0967-46-2111		sasaki@town.kumamoto-oguni.lg.jp		3,062		3,250		3,309		431		908		908		1,282		0		10/20/10				0		熊本県

		10112060		(株)ＱＴｎｅｔ		九州		福岡県		637		360		0		114,900		80,888		0		33,719		0		0		0		33,719		0		440,273		0		0		440,273		359,431		341,459		17,972												3/31/21		地区別の売り上げ実績なし				下本　優太		ＢＢＩＱ営業部　業務運営グループ 担当		092-981-7775		yu_shitamoto@qtnet.co.jp		0		114,900		80,888		1,307		33,719		33,719		440,273		359,431		10/20/10				1		全社合計(福岡県)

		10112060		(株)ＱＴｎｅｔ		九州		福岡県		637		360				2,000		1,307				115								115				21,377		0		0		21,377		17,242		16,380		862														地域別の売上は管理しておりません。				下本　優太		ＢＢＩＱ営業部　業務運営グループ 担当		092-981-7775		yu_shitamoto@qtnet.co.jp		0		114,900		80,888		1,307		33,719		33,719		440,273		359,431		10/20/10				1		佐賀県

		10112060		(株)ＱＴｎｅｔ		九州		福岡県		637		360				3,350		1,244				0										0		28,158		0		0		28,158		22,904		21,759		1,145														地域別の売上は管理しておりません。				下本　優太		ＢＢＩＱ営業部　業務運営グループ 担当		092-981-7775		yu_shitamoto@qtnet.co.jp		0		114,900		80,888		1,307		33,719		33,719		440,273		359,431		10/20/10				1		宮崎県

		10112060		(株)ＱＴｎｅｔ		九州		福岡県		637		360				14,950		9,073				4,394								4,394				56,876		0		0		56,876		44,236		42,024		2,212														地域別の売上は管理しておりません。				下本　優太		ＢＢＩＱ営業部　業務運営グループ 担当		092-981-7775		yu_shitamoto@qtnet.co.jp		0		114,900		80,888		1,307		33,719		33,719		440,273		359,431		10/20/10				1		熊本県

		10112060		(株)ＱＴｎｅｔ		九州		福岡県		637		360				81,450		55,519				25,032								25,032				284,823		0		0		284,823		234,272		222,558		11,714														地域別の売上は管理しておりません。				下本　優太		ＢＢＩＱ営業部　業務運営グループ 担当		092-981-7775		yu_shitamoto@qtnet.co.jp		0		114,900		80,888		1,307		33,719		33,719		440,273		359,431		10/20/10				1		福岡県

		10112060		(株)ＱＴｎｅｔ		九州		福岡県		637		360				13,150		13,745				4,178								4,178				49,039		0		0		49,039		40,777		38,738		2,039		0												地域別の売上は管理しておりません。				下本　優太		ＢＢＩＱ営業部　業務運営グループ 担当		092-981-7775		yu_shitamoto@qtnet.co.jp		0		114,900		80,888		1,307		33,719		33,719		440,273		359,431		10/20/10				1		鹿児島県

		10112063		五木村		九州		熊本県						594		594		598		0		598						578		0		0		250				224				598		607				0		19,157		5,019		6,595		7,543		5/31/20						奥村　薫寛		総務課　主事		0966-37-2211		n-okumura@itsuki.kumamoto.jp		594		594		598		0		598		0		250		598		12/15/10				0		熊本県

		10112065		豊後大野市		九州		大分県						16,500		14,100		12,660		12,660		0						12,660		0		0		0								0						0		374,851		374,851						3/31/21						首藤　英治		総務課情報推進室ケーブル管理係　係長		0974-34-3334		se4099@city.bungoono.lg.jp		16,500		14,100		12,660		0		0		0		0		0		4/1/11				0		大分県

		10112066		枝幸町		北海道		北海道		7		0		4,343		4,350		4,340		0		4,121						4,340		0		0		0								0						0		0		0		0		0		3/31/17		町の直営事業であり、加入者から利用料を徴収しておらず、また広告収入等もない。				宮崎 勇斗		総務課情報広報室　主事		0163-69-9000		miyazakiyuto@esashi.jp		4,343		4,350		4,340		520		4,121		0		0		0		4/1/11				0		北海道

		10112068		エフビットコミュニケーションズ(株)		四国		京都府		5		5		7,195		2,195		1,552		0		0						1,552		0		0		1,297		0		0		1,297		532		532		0		0		15,887		15,887						3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201002 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				北岡　翼		室戸支店		0887-23-3111		muroto-shiten@fbit.co.jp		7,195		2,195		1,552		0		0		0		1,297		532		4/1/11				0		高知県

		10112069		上島町ＣＡＴＶ		四国		愛媛県						3,155		3,155		2,652		2,652		2,652		0				2,652		0		0		36		0		0		36		0						0		51,951		34,779		1,549		15,624		3/31/21		※20201002 総売上等訂正(事業者様よりのメールを元に)(@連盟)				居村　智仁		企画情報課ＣＡＴＶ係		0897-77-3951		catv@town.kamijima.ehime.jp		3,155		3,155		2,652		2,652		2,652		0		36		0		4/1/11				0		愛媛県

		10112075		阿波市ケーブルネットワーク		四国		徳島県						15,475		15,475		14,126		14,126		0						14,126		0		0		0								0								265,040		265,040						3/31/21						松田　健一		阿波市役所　企画総務部　市政情報課　地域情報担当　係長		0883-36-8708		jyoho@awa.i-tokushima.jp		15,475		15,475		14,126		0		0		0		0		0		10/19/11				0		徳島県

		10112078		嘉麻市		九州		福岡県						5,252		5,252		4,017		0		2,034						4,017		2,034		0		638		638						0						0		70,614		54,974		15,640				3/31/15						削除済		地域情報課　ケーブル事業係						5,252		5,252		4,017		0		2,034		2,034		638		0		4/1/12		3/31/16		0		福岡県

		10112079		竹田市		九州		大分県		3		6		10,653		7,856		7,856		7,818		0						7,818		506		0		0								0								114,477		114,477		0		0		3/31/21		※20210729　決算年月日訂正(@連盟)				山村　明		竹田市ケーブルネットワーク・情報政策室　主査		0974-63-1111		akira-yamamura@city.taketa.lg.jp		10,653		7,856		7,856		0		0		506		0		0		5/16/12				0		大分県

		10112080		奥出雲町		中国		島根県		8		4		4,746		4,746		4,499		4,499		0		0				4,499		0		0		2,159		334		1,825		0		0		0		0		0		247,675		74,228		173,446		0		3/31/21						恩田　梢		総務グループ		0854-54-2525		k-onda@okuizumo.ne.jp		4,746		4,746		4,499		1,817		0		0		2,159		0		5/16/12				0		島根県

		10112081		さぬき市		四国		香川県		4		2		20,797		20,797		14,702		14,702		0						14,702		1,801		0		0								0								2,558		2,558						3/31/21		令和2元年度は使用料請求は無い。過年度分の納付額及びスポンサー料等を記載				木村　晃祉		秘書広報課　副主幹		0879-43-2514		cable@city.sanuki.lg.jp		20,797		20,797		14,702		0		0		1,801		0		0		5/16/12				0		香川県

		10112082		豊丘村		信越		長野県		3				2,206		1,854		1,770				1,536		0				1,770		1,536				0								0								43,562		22,037				21,525		3/31/21						竹村　久永		総務課広報係　係長		0265-35-9052		koho@vill.nagano-toyooka.lg.jp		2,206		1,854		1,770		266		1,536		1,536		0		0		6/16/12				0		長野県

		10112083		白馬村		信越		長野県						6,648		6,648		1,941		1,941		0						1,941		0				0								0								36,754		36,754						3/31/21						川田　敏土		ケーブルテレビ白馬 指定管理者 （株）ＡＩＣ 業務担当		0261-85-0074		h-kawada@aicc.co.jp		6,648		6,648		1,941		0		0		0		0		0		5/16/12				0		長野県

		10112084		東白川ＣＡＴＶ（東白川村）		東海		岐阜県						830		938		938		938		0		0		938		938		0				474				405		69		0								32,337		15,170		17,146		21		3/31/21		東白川村としての公開は９月以降となります ※20210730 総売上等/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				小池　健明		地域振興課　情報通信係		0574-78-3111		tateaki-koike@vill.higashishirakawa.gifu.jp		830		938		938		938		0		0		474		0		5/16/12				0		岐阜県

		10112087		(株)あいコムこうか		近畿		滋賀県		21		0		34,000		34,000		8,921		8,921		2,425				2,425		8,921		8,921		0		7,152		1,542				5,610		9,935		9,935						720,880		142,172		303,662		275,046		3/31/21						喜多　洋一		営業部　部長		0748-66-0739		kita@aicom-koka.jp		34,000		34,000		8,921		1,527		2,425		8,921		7,152		9,935		9/19/12				0		滋賀県

		10112088		南越前町		北陸		福井県						3,469		3,377		3,195		0		0		0		0		3,195		0		0		803		803						0						0		121,384		82,814		38,570		0		3/31/16		（２０１6０９０１　決算月日は３月末日⇒決算年月日を修正。９月末日は確定日。）				削除済		主査						3,469		3,377		3,195		1,030		0		0		803		0		9/19/12		3/31/17		0		福井県

		10112092		佐久ケーブルテレビ(株)		信越		長野県		18		5		31,100		31,100		4,318		357		1,611				1,611		4,318		3,232		331		1,964		49		1,710		205		73				73		457		433,608		245,628		142,642		45,338		3/31/21						渡辺　香花		総務課		0267-63-4500		info@sakunet.jp		31,100		31,100		4,318		311		1,611		3,232		1,964		73		11/14/12				0		長野県

		10112101		白根ケーブルネットワーク(株)		南関東		山梨県		11		4		8,060		8,060		5,543		5,543		609				738		5,543		1,158		5		578		559		16		3		0		0		0		0		225,167		201,566		23,601		0		3/31/21						手塚　真規子		総務課　係長		055-282-6611		jcta@nus.co.jp		8,060		8,060		5,543		5,543		609		1,158		578		0		5/15/13				0		山梨県

		10112102		京丹波町ケーブルテレビ		近畿		京都府		8		2		6,561		6,561		5,722		3,996		0		0		0		5,722		16		0		3,408		3,408						0						0		222,320		77,541		132,908		11,871		5/31/21						保田　利和		京丹波町企画財政課　情報推進室（京丹波町情報センター）室長		0771-88-5000		t-yasuda19@town.kyotamba.lg.jp		6,561		6,561		5,722		5,722		0		16		3,408		0		5/15/13				0		京都府

		10112104		さかいケーブルテレビ(株)		北陸		福井県		0		2		42,382		37,272		28,384				28,218		0		27,889		28,065		28,218		2,418		13,026		3,725		6,372		2,821		12,005		12,005						1,380,528		1,091,991		288,537		0		3/31/21		※20210802 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				西野　雅人		業務部　業務統括部長		0776-58-0505		nishino@fctv.co.jp		42,382		37,272		28,384		0		28,218		28,218		13,026		12,005		9/18/13				0		福井県

		10112112		(株)ネットワーク下部		南関東		山梨県		1		0		1,536		1,536		1,439		0		0								0		0		0								0						0		57,630		57,630		0		0		3/31/20						削除済								1,536		1,536		1,439		0		0		0		0		0		12/18/13		9/30/20		0		山梨県

		10112113		北杜市ケーブルテレビ		南関東		山梨県						8,003		8,003		6,005		0		0						6,005		0		0		302		302						0						0		259,457		247,748		11,709		0		3/31/18						削除済		政策秘書課広聴広報担当　主事						8,003		8,003		6,005		0		0		0		302		0		12/18/13		3/31/19		0		山梨県

		10112114		勝沼ＣＡＴＶ(株)		南関東		山梨県		5		0		3,247		3,247		2,764		212		157		0		31		2,764		157		1		515		415		101				20				9				101,289		82,156		19,133				3/31/21						岡部　舞子		事務担当		0553-44-5510		m-tanaka@katsunuma.ne.jp		3,247		3,247		2,764		0		157		157		515		20		12/18/13				0		山梨県

		10112118		佐賀市		九州		佐賀県						1,588		1,588		1,588		0		0		0		0		1,588		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30,964		30,964		0		0		3/31/21		令和元年度有線テレビ使用料の収入額を記載してます。 ※20200803 申告により修正 　7-2.売上年度総売上実績(千円) 	31,985→31,706に修正　年度総売上実績内訳・放送 	31,985→31,706に修正　決算年月日 	2019/03/31→2020/03/31に修正				本告　昌信		地域振興部　地域政策課　主査		0952-40-7210		chiiki@city.saga.lg.jp		1,588		1,588		1,588		1,588		0		0		0		0		12/18/13				0		佐賀県

		10112119		(一社)玖珠テレビ		九州		大分県		2				1,697		1,697		1,697		0		0								0		0		0								0						0		19,821		18,817		0		1,004		3/31/21		※20210804　総売上/実績内訳・放送、その他/決算年月日を更新（@連盟）TEL対応 ※20201003 総売上訂正 ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				池部　光則		事務局長		0973-72-1996		kusu8tv@lily.ocn.ne.jp		1,697		1,697		1,697		110		0		0		0		0		12/18/13				0		大分県

		10112120		壱岐市ケーブルテレビ		九州		長崎県						11,586		13,392		8,803		8,803		0				8,803		8,803		0				4,984				4,051		933		2,967		2,967				16		285,835		90,170		173,583		22,082		3/31/21						植村　祐司		企画振興部　情報管理課　主任主事		0920-48-1140		y-uemura@city.iki.lg.jp		11,586		13,392		8,803		1,786		0		0		4,984		2,967		12/18/13				0		長崎県

		10112126		西桂町テレビ共同視聴組合		南関東		山梨県						1,546		1,476		1,476		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22,908		22,908						3/31/21						渡辺　守		事務局		0555-25-2015		m-watanabe@shokokai-yamanashi.or.jp		1,546		1,476		1,476		0		0		0		0		0		4/1/14				0		山梨県

		10112127		木島平村		信越		長野県		4				1,568		1,473		1,383		1,383		0		0		0		1,383		0		0		628		74		9		554		0						0		65,915		39,712				26,203		3/31/21						小澤　和麻		総務課　政策情報係　主任		0269-82-3111		joho@vill.kijimadaira.lg.jp		1,568		1,473		1,383		0		0		0		628		0		4/1/14				0		長野県

		10112128		野沢温泉村		信越		長野県				2		1,327		1,327		1,310		1,310		0				1,310		1,310		0		0		0								0								34,800		34,800						3/31/21						鈴木　康平		総務課情報統計係　情報統計係長		0269-85-3111		jyoho@vill.nozawaonsen.nagano.jp		1,327		1,327		1,310		214		0		0		0		0		4/1/14				0		長野県

		10112129		雲南市・飯南町事務組合		中国		島根県		30				15,770		15,770		14,448		1,970		2,417				125		14,500		4,299		0		4,279		3,887		358		0		0						0		823,198		308,073		186,162		328,963		5/31/21		一般会計予算＋特別会計予算 ※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				幸村　瑞之		制作課統括　主幹		0854-42-5800		kkm-kou@bs.kkm.ne.jp		15,770		15,770		14,448		2,200		2,417		4,299		4,279		0		4/1/14				0		島根県

		10112130		能登町		北陸		石川県		4				6,582		6,582		6,734		5,477		0		0		0		6,675		0		0		2,234		1,374		594		63		262		262		0		0		177,435		91,329		84,808		1,298		3/31/21						寺下　昇		広報情報推進課　課長		0768-76-8301		terashita-n@town.noto.lg.jp		6,582		6,582		6,734		5,013		0		0		2,234		262		4/1/14				0		石川県

		10112131		魚沼市		信越		新潟県						2,624		2,624		1,236		0		109		0		109		1,236		109		0		0								0						0		17,847		17,847						3/31/21		※20210729　年度総売上実績内訳・放送　を修正(@連盟)				五十嵐　誠		総務政策部　秘書広報課　広報広聴係　副参事		025-792-1494		koho@city.uonuma.lg.jp		2,624		2,624		1,236		407		109		109		0		0		4/1/14				0		新潟県

		10112133		松浦ケーブル(株)		九州		長崎県		0		0		5,315		1,798		272		30		257				257		272		257				0								0								8,691		8,691				0		3/31/21						西山　真由美		総務		0956-73-4002		muc@po.chun2.ne.jp		5,315		1,798		272		0		257		257		0		0		4/1/14				0		長崎県

		10112134		(一財)八西ＣＡＴＶ		四国		愛媛県		6		6		20,177		20,051		13,990		13,990		1,209		0		1,209		12,938		1,344		0		6,258		19		0		6,236		5,493		5,493		0		0		868,888		278,543		538,851		51,494		3/31/21		※20210729　総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟) ※20201001 決算年月日訂正(@連盟)				垣内　貴行		営業技術課技術総務係　係長		0894-38-2211		hassei@hassei.or.jp		20,177		20,051		13,990		0		1,209		1,344		6,258		5,493		4/1/14				0		愛媛県

		10112135		黒潮町		四国		高知県		3				5,459		5,353		2,436		2,436		0		0				2,436		0		0		1,663						1,663		0						0		115,254		29,656		83,875		1,723		3/31/21						酒井　真哉		情報防災課情報推進係長		0880-43-2188		10220010@town.kuroshio.lg.jp		5,459		5,353		2,436		1,485		0		0		1,663		0		4/1/14				0		高知県

		10112136		日田市		九州		大分県						8,541		5,947		5,900		0		0		0		0		5,900		0		0		2,329		0		0		2,329		0		0		0		0		258,246		135,479		122,767				5/31/21						江藤　柾輝		情報統計課　水郷テレビ係		0973-22-8229		suikyo-tv@city.hita.oita.jp		8,541		5,947		5,900		0		0		0		2,329		0		5/21/14				0		大分県

		10112137		こしの国広域事務組合		北陸		福井県		1		3		7,661		7,661		7,485		0		0		0		0		7,650		0		0		2,720								0						0		146,734		115,933		21,202		9,599		3/31/17						削除済		局長補佐						7,661		7,661		7,485		0		0		0		2,720		0		5/21/14		3/31/18		0		福井県

		10112142		(株)ネットフォー		九州		佐賀県		6		0		3,642		3,642		1,828		0		0		0		0		1,828		0		0		671		294		267		0		0		0		0		0		102,508		36,104		32,101		34,302		3/31/21						西　亘				0955-82-5970		nishi725@netfour.ne.jp		3,642		3,642		1,828		0		0		0		671		0		9/17/14				0		佐賀県

		10112146		真岡市		北関東		栃木県						29,519		33,642		4,001		3,379		1,228		0		1,916		4,001		1,228		0		1,933		833		32		882		976		976		0		0		777		777		0		0		3/31/19		※20190920 前年度と同値確認				削除済		総務部情報政策課　主事						29,519		33,642		4,001		188		1,228		1,228		1,933		976		12/17/14		3/31/20		0		栃木県

		10112151		光ネットワーク(株)		九州		熊本県		0		0		18,447		18,447		13,415		13,415		0		0		738		13,415		0		0		7,013		0		4,051		2,962		2,967		2,967				16		671,900		293,533		364,650		13,717		3/31/21						若林　敏康		サポート係　所長		0967-62-3355		support@tkbb.jp		18,447		18,447		13,415		2,278		0		0		7,013		2,967		2/18/15				0		熊本県

		10112156		西会津町ケーブルテレビ		東北		福島県		8				2,598		3,100		2,704		2,704		394		0		50		2,704		394		0		1,122		909		213		14		0								105,766		73,355		32,411				3/31/21						大出　伸男		所長		0241-45-4461		nct_oode@nct.ne.jp		2,598		3,100		2,704		2,704		394		394		1,122		0		9/16/15				0		福島県

		10112157		都留市テレビ利用者組合		南関東		山梨県		6		0		12,119		11,744		10,375		0		0		0		0		10,375		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		140,907		140,907						3/31/21						井上　和美				0554-43-2542		tsuru.tv@fine.ocn.ne.jp		12,119		11,744		10,375		10,375		0		0		0		0		9/16/15				0		山梨県

		10112158		東峰村		九州		福岡県						912		912		841		841		0		0				841		0		0		0								0								6,142		174		2,523		3,445		3/31/21		※加入者からの収入2,697（うち光ケーブル使用料2,523を通信に分類）、その他はＮＴＴからのケーブル使用料及びADSL装置等賃貸借料を含む。				中村　優佑		企画政策課　情報通信係　主事		0946-72-2311		kikaku@vill.toho.fukuoka.jp		912		912		841		841		0		0		0		0		9/16/15				0		福岡県

		10112163		新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合		北陸		富山県		0		13		27,929		27,929		23,232		0		3,978		0		5,278		23,232		5,278		0		6,809		5,308		0		1,501		0								472,910		431,769		41,141				3/31/21						椎名　貞仁		指定管理者　(株)新川コミュニティ放送　業務部長		0765-74-9321		shiina@niikawa-catv.jp		27,929		27,929		22,890		1,021		4,071		5,296		7,006		0		4/1/16				0		富山県

		10112166		臼杵ケーブルネット(株)		九州		大分県		22		3		14,884		14,884		12,433		11,934		2,726				2,726		12,433		3,045		36		0								0								528,717		469,348				59,368		3/31/21						糠塚　学		営業技術課　課長		0972-64-7000		m.nukaduka@usuki.gr.jp		14,884		14,884		12,433		0		2,726		3,045		0		0		5/25/16				0		大分県

		10112167		田子町		東北		青森県		8				2,364		2,400		2,364		2,364		2,350						2,364		0				0								0								0		0						3/31/21		自治体が運営しているため、売上は０円で総務省に提出しています。				稲垣　秀昭		事務局長		0179-20-7229		h-inagaki@229nw.or.jp		2,364		2,400		2,364		2,364		2,350		0		0		0		5/25/16				0		青森県

		10112170		古河ケーブルテレビ(株)		北関東		茨城県		18		1		63,500		63,500		8,388		5,951		4,644				4,644		8,388		4,644		4,503		4,318		31		129		4,168		4,366		4,366				64		469,172		226,989		214,399		27,783		3/31/21		※20210805　年間総売上実績を更新（事業者からのメールにより）（@連盟） 7-1.資本　2018年度資本金4500万増資 古河ケーブルテレビ株式会社 株主数　1　/　株主　ケーブルテレビ株式会社　/　資本金　5,500万円				野崎　圭一		営業技術課　主任		0280-32-4747		nozaki@koga-catv.jp		63,500		63,500		8,388		0		4,644		4,644		4,318		4,366		9/14/16				0		茨城県

		10112171		海士町		中国		島根県						1,194		1,194		1,194		1,194		0						1,194		0		0		662								0		0		0				2,302		2,302						3/31/21		海士町の場合、売上実績は「利用料」の回収実績の数字です。				村尾　由美子		海士町役場　総務課		08514-2-0115		murao-yumiko@town.ama.shimane.jp		1,194		1,194		1,194		700		0		0		662		0		9/14/16				0		島根県

		10112173		(株)忍野ＣＡＴＶ		南関東		山梨県		2				3,532		3,532		2,009		2,009		0				0		2,009		0				0								0								84,331		77,880		0		6,451		3/31/21		※20201012 総売上/決算年月日訂正(事業者よりのメールを元に)(@連盟)				萱沼　敦子		総務部		0555-84-4565		oshinocatv@aioros.ocn.ne.jp		3,532		3,532		2,009		0		0		0		0		0		3/15/17				0		山梨県

		10112186		西ノ島町		中国		島根県						1,567		1,551		1,551				0						1,551		0		0		773								677						0																削除済		企画財政課　主任主事						1,567		1,551		1,551		0		0		0		773		677		4/1/18		3/31/19		0		島根県

		10112189		萩テレビ(株)		中国		山口県						41,912		41,912		16,551		12,854		9,754				9,429		16,565		9,429		294		5,995		3,674		962		1,359		0								1,017,153		664,671		282,632		69,849		12/31/20						中嶋　啓文		取締役センター長		0838-25-7524		nakashima@hagi-tv.com		41,912		41,912		16,551		2,105		9,754		9,429		5,995		0		9/11/19				0		山口県

		10112193		(株)ＴＡＭ		北陸		富山県		25		2		26,400		26,400		15,898		0		6,048				7,874		15,898		15,512				5,589		4,557		0		1,032		50		0		50		426		461,889		38,753		413,633		9,504		4/30/21						稲場　康晴		取締役　技術部　部長		076-473-1213		yinaba@tam.co.jp		26,400		26,400		15,898		40		6,048		15,512		5,589		50		5/19/21				0		富山県

		10112194		ワイコム(株)		信越		北海道		4		1		2,136		2,136		1,234		1,234								1,234						725		332				403																								賣場　崇大		事業統括本部　部長		011-280-0722		info-catv@wi-com.jp		2,136		2,136		1,234		1,082		0		0		725		0		5/19/21				0		長野県

		10112195		由利本荘市ＣＡＴＶセンター		東北		秋田県		14				30,688		30,688		10,499				305				305		10,499		1,759				2,948		2,458				490		342				342				349,145		221,914		127,231				5/31/21						鈴木　優人		由利本荘市企画調整部ＣＡＴＶセンター　番組制作班長		0184-65-3722		catv@city.yurihonjo.lg.jp		30,688		30,688		10,499		4,797		305		1,759		2,948		342		5/19/21				0		秋田県
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連盟における相談・苦情への対応について

 ケーブルテレビ連盟では、連盟本部に苦情相談の受付体制を置いていることに加え、全国の消費
者センター等からのエスカレーションについても各地のケーブルテレビ事業者に対応を指導するなどの
対応も行っている。

エスカレーション受付

加盟事業者への取次・対応依頼

 個別の苦情・相談申告対応以外にも、連盟本部では、国民生活センターと情報交換を実施し、
苦情発生状況等を各地のケーブルテレビ事業者に周知し啓蒙を行う他、各地のケーブルテレビ事
業者に対して各地消費生活センター等との情報交換の実施を依頼するなどの取り組みを実施して
いる。
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（問い合わせ及び苦情）
第１６条 連盟事務局は、消費者からの問い合わせ及び苦情に誠実に対応しなければならない。
２ 連盟事務局は、前項の目的を達するため、消費者からの問い合わせ 及び苦情を適切かつ迅速に処理するため、
お客様相談窓口を設置するものとする。
３ 連盟事務局は、消費者から勧誘及び契約の締結に係る苦情の申立てがあったときは、速やかにその内容を調査し、
必要があると認めるときは、当該苦情を解決するために必要な措置を講じなければならない。
４ 連盟事務局は、消費者から勧誘及び契約の締結に係る苦情の申立てがあったときは、当該消費者の意向に反し
ない限り、事業者に対し、当該苦情の内容を伝達し、適切に解決するよう指導するとともに、必要に応じ、調査を
行うことができる。
５ 連盟事務局は、本条に規定する苦情の解決を権利・法令遵守委員会に委嘱して行わせることができる。

〇 日本ケーブルテレビ連盟の苦情相談に関する条項（抜粋）

権利・法令遵守委員会 ※他分野ごとに10委員会を設置理事会

本委員会は、ケーブルテレビ事業者のコンプライアンスと消費者保護の
向上を目的とし、法令に則った適切な対応が可能となるよう、周知・
啓蒙に取り組んでいる。懸念事項の検討解決を実施。

支部長会議

連盟の取組体制について

■権利・法令遵守委員会
ケーブルテレビ事業者の営業施策と消費者保護の両面について、法令に則った 適切な対応が
可能となるよう、本委員活動を通じて周知・啓蒙に取り組んでいる。

■権利・法令遵守委員会は苦情相談の受け皿としても機能
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（一社）日本ケーブルテレビ連盟においては、訪問販売に関する事業者の営業状況及び利用者のその営業に対する受け止め方を確認
の上、消費者トラブル（※）が起こらないよう、必要な取組を実施していくことが期待される。
※消費生活センターの相談員からも指摘があったとおり、「点検商法」が未だに存在するとの指摘があったことに留意が必要。（第10回本
会合資料「2020年度上半期消費者支援連絡会における意見交換の結果について」 ）

5

業界団体としての消費者保護への主な取組について

第10回消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合/「2020年度上半期消費者支援連絡会に
おける意見交換の結果について」より

①モニタリング定期会合での報告内容を支部長会議、権利・法令遵守委員会を通じて会員事業
者にフィードバックし、注意喚起と改善を指導、事業エリア内の消費生活センターへの定期訪問を推
奨し連携することで、 情報共有し苦情低減に繋げている（連盟本部は国民生活センターを訪
問）

②全国11支部で会員事業者に対する説明会（コンプライアンス系）を毎年開催。周知、啓発活
動を継続して実施。

③「点検商法」にあたると指摘を受けている点については令和元年度電気通信事業法の消費者保
護ルールに関するガイドラインの「勧誘の適正化」への対応を引き続き実施しており、訪問時に勧
誘を行う際には事前確認を行う等の基本的な行動の徹底を説明会等で周知徹底している。
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権利・法令遵守委員会を通じ以下事項を実施

• 勧誘に先立って「勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止」について会員事業者に周知

• 電気通信事業法の一部改定に伴い改訂版 『消費者保護ルールに関するガイドライン』に、
より会員の理解を深めるため業界独自の注記をつけて周知
（以下を具体的な禁止事項として業界独自に注記）
・点検に乗じて勧誘であることを告げず、モニターと称して有料サービス用の機器設置をする
・機器修理での訪問時に、勧誘である事を告げずにより高額となるサービスへの切り替えに誘導する

• 法改正後に実施した会員事業者に対する全国説明会において上記事項の周知を実施

• 2022年2月~3月に実施予定の全国説明会においても改めて周知する。

法改正後（令和元年10月施行）「禁止事項となった事項」を会員事業者に向け
周知し、より一層の注意を求めている

業界団体としての「勧誘である旨を告げずに勧誘する行為」に関する主な取組
について
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事業者の営業担当者向け研修会で事例を提示
禁止行為を踏まえ、正しい手順の認知に努めている

事業者取組事例 ①
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事業者取組事例 ②

8

２．作業目的

配・分岐器で分配をおこなう仕組みとなっております。

≪共視聴設備の仕組み≫

　   イッツコムSIM等）のご案内をさせて頂きます。

から混入される雑音（電化製品等から発せられる微弱な電気信号。ノイズとも言います）
の混入を低減させ、建物内のテレビ信号の信号品質の確認、向上を行わせていただく作業とな
っております。

建物内のテレビ信号は、お住まいの皆様の共視聴設備を通り、全戸へ配信されておりますの
で、皆様が本作業にご協力いただくことにより、建物全体の信号品質の向上に繋がります。
何卒ご理解とご協力の程、お願いいたします。

３．作業説明および各種サービス案内内容

イッツコム幹線【設備①】より受信した信号は、棟内共用部設備を通じて各専有室内テ
レビ端子【設備②】へ配信されております。

一般放送やイッツコムサービス（有料サービス）のご利用に必要な適正なテレビ信号が
末端のテレビ端子までお届けできるよう、建物共用部の増幅器【設備③】での調整や、分

　　    専有室内作業の際に、当該作業内容のご説明やご利用可能なサービス（インターネットサー
　   ビス・固定電話サービス・多チャンネルサービス・インテリジェントホーム・東急でんき＆ガス

　　※作業にお伺いの際、お客さまご了承のもとサービス説明をさせていただきます。

この度の作業は、専有室内テレビ端子の状態を確認・交換作業を行う事で、テレビ端子

改修作業となっておりますので、皆様ご協力くださいますようお願い申し上げます。
いただきたきます。なお、本作業は、「共視聴設備の４Ｋ等次世代放送へ対応準備」も兼ねた
住戸（専有室内）のテレビ端子の確認、交換作業、共用部における信号確認作業を実施させて
　弊社光ファイバーへの切り替えを見据えての信号品質の確認、および向上を目的とした各

訪問目的を明確化し、大きく表記。CATVの仕組みの図も挿入。

全戸へのご協力の呼びかけを丁寧に分かりやすく記載。

サービス案内を大きく明確に表記。

お客さまの声を受け、How to 工事同行営業ガイドラインを策定、
事前に訪問目的記載のチラシ配布

訪問目的の明確化

訪問・立ち入り目的の明確化

作業内容・提供サービスの丁
寧な記載と内容の明確化
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勧誘目的以外の訪問で有料サービス説明希望についての確認項目

点検作業完了報告・説明後に希望者
のみに有料サービスの説明をする旨案内

事業者取組事例 ③


