
228,903,400株
99,809,060株

78,246名

発行可能株式総数
発行済株式の総数
株 主 数

●一般法人
39,654,921株

39.73%

●個人
39,902,027株

39.98%
●金融機関 
10,675,090株
10.70%

●外国法人等 
6,291,273株
6.30%

●金融商品取引業者 
2,112,368株
2.12%

●自己株式 
1,173,381株
1.18%

当社では、情報開示強化の一環としてホームページ
をリニューアルいたしました。デザインを全面的に見
直し、大きな画像を効果的に使用して総合レジャー企
業としての楽しさをアピールしています。また、レス
ポンシブルデザインを採用し、スマートフォンからで
も快適に閲覧できるようになりました。掲載内容につ
いても投資家向けのコンテンツの追加やIR情報の英
訳サイトの拡充など内容を充実させております。

株主の皆様から多数寄せられた、ホームページでの情報提供を望むご意見にお応えできるよう、今後も情報開示の充
実を心がけてまいります。

会社概要

株主メモ

株式の状況

株式の所有者別状況

ホームページリニューアルのお知らせ

商 号
本 社
創 業
設 立
資本金
役 員

事業所

株式会社 平和（英文社名：Heiwa Corporation）
〒110-0015　東京都台東区東上野一丁目16番1号
1949（昭和24）年
1960（昭和35）年
167億5,500万円
代 表取 締役 社 長
代表取締役副社長
常  務  取  締  役
常  務  取  締  役
常  務  取  締  役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役（社 外）
監 査 役（常 勤）
監 査 役（社 外）
監 査 役（社 外）

本社、工場（伊勢崎）、北海道、仙台、高崎、東京、
名古屋、大阪、広島、福岡 他17営業所

嶺　井　勝　也
諸見里　敏　啓
宮　良　幹　男
提　箸　　　隆
太　田　　　裕
吉　野　敏　男
中　田　勝　昌
勝　又　伸　樹
新　井　久　男
水　島　勇　治
兼　次　民　喜
山　口　孝　太
池　本　泰　章
遠　藤　明　哲
江　口　雄一郎

（1）

（2）

（3）

株主様の住所変更、単元未満株式等の買取・買増請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）
で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いで
きませんのでご注意ください。
配当金の口座振込のご指定につきましても、お手続きは配当金振込指定書を各口座管理機関（証券会社等）を経由してお届出いただいております。振込指
定のお手続きにつきましては、詳しくは各口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。
未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

事業年度 4月1日〜翌年3月31日
期末配当金受領
株主確定日 3月31日

中間配当金受領
株主確定日 9月30日

定時株主総会 毎年6月
株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先・郵送先
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒137-8081　新東京郵便局私書箱第29号
電話 0120-232-711（通話料無料）

手続き書類の
ご請求方法 

インターネットによるダウンロード
https://www.tr.mufg.jp/daikou/

上場金融商品取引所 東京証券取引所市場第一部

公告の方法　

電子公告により行う
公告掲載URL https://www.pronexus.co.jp/
koukoku/6412/6412.html

（ただし、電子公告によることができない事故、
その他のやむを得ない事由が生じたときには、
日本経済新聞に公告いたします。）

お知らせ

コラム

会社概要・株式の状況（2020年9月30日現在）

証券コード：6412
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トップメッセージ セグメント情報

「もっと楽しめる未来」を
つくるために

代表取締役社長　嶺井 勝也

遊技機事業
 業績のポイント

● 改正規則により、旧規則機の撤去期限が1年延長。これにより遊技機需要
は今期と来期に分散化。

● 上期の新機種の発売はパチスロ機「対魔導学園35試験小隊」のみにとど
まり、販売台数は前年同期を大きく下回る。

● 下期から新機種の販売を本格化。

※ セグメント別の営業利益は、セグメント間内部取引及び本社
費用等の配賦不能費用を控除する前の数値で表示しています。

前第2四半期 当第2四半期

2,893

（百万円）

29,568

（百万円）
前第2四半期 当第2四半期

34,888
44,342

前第2四半期 当第2四半期
△5,795

（百万円）

7,946

ゴルフ事業

（百万円）
前第2四半期 当第2四半期

2,460

7,194

※ セグメント別の営業利益は、セグメント間内部取引及び本社
費用等の配賦不能費用を控除する前の数値で表示しています。

もっと楽しめる未来を

詳細については、P6をご参照ください

2021年3月期第2四半期連結累計期間の業績につきまし
ては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、遊技機
事業におきましては、新機種の販売が少なかったことと、ゴ
ルフ事業におきましては来場者数の減少があったことによ
り、前年同期比で減収減益となりました。
遊技機事業におきましてはパチンコ機、パチスロ機合計で

8千台を販売いたしました。遊技機市場では、緊急事態宣言後
の営業自粛等の要請は解除されたものの、顧客であるパチン
コホールの稼働状況は未だ完全に回復しておらず先行き不
透明な状況が継続しております。また、5月20日に施行され
た改正規則※により、旧規則機の経過措置期間が1年延長さ
れたことで、新規則機の購入を控える動きになり、第2四半期
における遊技機需要は低調に推移いたしました。
ゴルフ事業におきましては、売上高及び利益面は、数年続

いた大きな台風被害が今期は発生しなかったことや、第2四
半期における来場者の大幅な回復があったものの、第1四半
期における業績の落ち込みを補うまでには至らず、またス
ループレーの増加やコンペの中止などにより顧客単価が低
下したため前年同期を大幅に下回ることとなりました。

※�「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊
技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則の一
部を改正する規則」

遊技機事業におきましては、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により販売計画の再検討を実施し、第3四半期から
新機種の販売を本格化させることといたしました。パチンコ
機は大型コンテンツであるルパン三世シリーズの「ルパン三
世～復活のマモー～」、パチスロ機はオリジナルコンテンツ
である「南国育ち30」を発売いたしました。今後も通期販売
計画達成に向けて販売活動に尽力してまいります。
ゴルフ事業におきましては、事業拡大及び収益向上のため

4ゴルフ場を取得いたします。また、ポートフォリオの見直し
と入替を随時検討し、持続的な企業価値の向上を目指してま
いります。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応といた
しましては、今後もお客様及び従業員の安全確保、感染防止
策を徹底した事業運営を実施してまいります。
株主の皆様への利益還元は経営の重要課題と認識してお

ります。株主優待制度につきましては、将来の持続的な成長
に向けた投資と、強固な財務基盤の確立のための内部留保と
のバランスを勘案し、慎重に協議を重ねた結果、内容を変更
させていただきました。何卒ご理解賜りますようお願い申し
上げます。配当金につきましては、中間配当は1株当たり40
円とさせていただき、期末配当については新型コロナウイル
ス感染症の収束時期が未だ見通せず、様々な要因により経営
環境が大きく変動する可能性があるため、引き続き「未定」と
させていただきます。
株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 業績のポイント
● 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による来場者数の減少に加え、

スループレーの増加、コンペの減少等により、顧客単価も低下。
● 第2四半期以降の来場者は回復傾向。

売上高 億円377 営業利益 億円△46

経常利益 億円△46 親会社株主に帰属する
四半期純利益 億円△61

連結業績について

第53期（2021年3月期）第2四半期の連結業績ハイライト

通期の見通しについて

コース数 18H換算

北海道 6 9.5

東北 8 10.5

関東・甲信越 62 73.5

東海・北陸 12 13.0

関西 20 26.0

中国 11 13.0

四国 6 6.5

九州・沖縄 17 22.5

合計 142 174.5

コース数 18H換算

ゴルフ場保有 140 171.0

ゴルフ場リース 1 2.0

ゴルフ場運営受託 1 1.5

合計 142 174.5

 ゴルフ場ポートフォリオ（2020年9月末時点）

 下期発売予定タイトル

パチンコ機 発売時期

戦国乙女6　暁の関ヶ原 2020年10月

ルパン三世　復活のマモー 2020年11月

パチスロ機 発売時期

南国育ち30 2021年1月

戦国乙女3　天剣を継ぐもの 2021年1月

 前年同期比 48.9%減
◦第53期（2021年3月期）の業績予想 1,248億円 前期比 13.7%減

 前年同期は経常利益 135億円
◦第53期（2021年3月期）の業績予想 63億円 前期比 72.9%減

 前年同期は営業利益 135億円
◦第53期（2021年3月期）の業績予想 69億円 前期比 70.7%減

 前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益 94億円
◦第53期（2021年3月期）の業績予想 10億円 前期比 93.7%減

百万円2,893売上高
前年同期比

90.2%
減

百万円△5,795営業利益
前年同期は
営業利益
7,946
百万円

百万円34,888売上高
前年同期比

21.3%
減

百万円2,460営業利益
前年同期比

65.8%
減
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パチンコホールを個室映画館にするという目標を掲げ、4Ｄ（「リアルサラウンド」、「3Ｄ映像」、
「風」、「振動」）による体感するパチンコ機を開発してきました。パチンコではなく、ひとつのエンター
テインメントとして成立するよう拘ってきました。例えば雷が落ちるシーンひとつをとっても、雷が3
Ｄで立体的に見え、頭の前後左右に落雷の音が聞こえる、風を感じ、雷が落ちた事に連動して台が振動
する。今までの液晶を見ているだけのパチンコ機とは全く違う機械だと思います。

また、映像についても従来のパチンコ機で使われる3Ｄ表現は単純に液晶前に飛び出してくるイン
パクトのみでしたが、今回のルパンの3Ｄは演出を多層化させる方向で構築しました。背景の前にキャ
ラクターがいて、その前を雨が降る。そういったリアルな奥行きというのを表現することで、より臨場
感の高い演出が表現できています。

更には没入感という点をどこまで高められるかというのも開発のポイントでした。パチンコホール
は非日常を味わう場所ですし、その非日常空間に没頭できる環境が実現できれば、それだけユーザー
に長い時間遊技してもらうことに繋がります。頭の周りを音が包むことで周りの音が聞こえない環境
を作ることができるという点でも今回のリアルサラウンドは有効でした。

完成した時に社内の開発メンバーから「パチンコ機とは思えない。感動した。」と言われた時は本当
にうれしかったですね。

スピーカーが頭の後ろまで動いてきて、物理的にリアルサラウンドになるパチンコ機はありませ
ん。この音響性能は業界一であると自負しています。この可動スピーカーを前提にツインボーカルの
新曲を大野雄二先生に書き下ろしてもらっています。右から左からと掛け合いのメロディが音の渦と
なってユーザーを包み込みます。パチンコが好きな人も、今までパチンコを遊技したことがない人も、
一度この臨場感を体験してみて欲しいですね。

今までシリーズ機が複数開発されてきましたが、初代南国育ちのような出玉のスピードは実
現したくても不可能でした。しかし、６号機になってようやく実現するチャンスが巡ってきま
した。

そのような中、今作は初代南国育ちの復活と時代に合わせた進化をコンセプトに掲げ、蝶が飛
べば１ゲーム連のゲーム性はそのままに、出玉スピードとAT連チャン時の出玉量も初代と同じ
レベルを目指して復活を謳うに相応しいスペックの実現に注力しました。また、初代にはなかっ
たプレミアム要素の搭載やデザイン・サウンド面のリファインなど、様々な進化も意識して開発
しました。

スペック面では、「初代南国育ちが帰ってきた。これぞ南国育ち。」と言っていただけるように、
初代とほぼ同等の出玉スピードとAT連チャン時の出玉量の実現にかなり拘りました。また、ボー
ナス告知や蝶が飛翔する演出も再現しています。

単純機はシンプルで簡単がゆえに、遊技者が老若男女と幅広い傾向がありますので、「誰でも
手軽に遊べる。出玉の爽快感。」の実現に拘りました。その実現のためには「押し順AT×高純増」が
可能な４リールが必要でしたが、ボタンが増えることによる操作性低下が問題点としてあったた
め、いかに楽に打てて押し順ミスをしにくいかを試行錯誤しました。

初代南国育ち、島唄、島娘が好きで平和グループに入社し、パトランプ機を作るために企画に
なりました。そしてついに南国育ちを担当することになり、喜びと同時にパトランプ機の主軸
を担う重圧を感じた開発となりました。私と同じく、パトランプ機が大好きなプロジェクトメン
バー一丸となって渾身の一台を作りました。2021年1月よりパチンコホールに設置されますの
で、季節外れの蝶が舞う熱いひと時を楽しんでいただければ幸いです。

「PGM ChallengeⅡ」開催

TOPICS遊技機事業 TOPICSゴルフ事業

開発者インタビ
ュー

開発者インタビ
ュー

©モンキー・パンチ／TMS・NTV
企画チーム
プロデューサー

企画チーム
プロジェクトリーダー

開発者
インタビュー
開発者

インタビュー

PGMチャレンジ

ゴルフ場のコロナ対応

ゴルフ場における
新型コロナウイルス感染症への対応

新規取得ゴルフ場

新たに4ゴルフ場を運営開始予定
パシフィックゴルフマネージメント㈱は、2020年10月30日

（金）付で、アコーディア・ネクストゴルフグループが所有・運営
する「石岡ゴルフ倶楽部（茨城県小美玉市）」、「南市原ゴルフクラ
ブ（千葉県市原市）」、「武蔵ゴルフクラブ（埼玉県比企郡）」及び

「きみさらずゴルフリンクス（千葉県木更津市）」の4ゴルフ場を
譲り受ける株式譲渡契約を締結いたしました。これにより、当該
4ゴルフ場は、本年12月からPGMグループのゴルフ場として運
営を開始する予定です。

当社グループでは、政府や各自治体の方針に沿ったゴルフ場運営を行い、
社内外への感染被害抑止とお客様及び従業員の安全確保につき徹底した
対策を実施しております。
ゴルフ場における感染予防策の例
 接客業務スタッフのマスク着用の義務化
 クラブハウス内におけるアルコール消毒液の設置
 施設内の拭き上げ清掃、消毒の強化
 定期的な窓の開放による換気の実施
 レストランの十分な座席間隔の確保

各ゴルフ場の詳細はホームページ、予約カレンダー、料金プランの備考等
をご参照ください。

2020年9月16日（水）から18日（金）まで「PGM総成ゴルフクラブ（千葉県成
田市）」にて「PGM ChallengeⅡ」が開催されました。本大会は、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止の観点から、無観客での開催となりました。また、
開催に際しては「日本国内プロゴルフトーナメントにおける新型コロナウイ
ルス感染症対策ガイドライン」に則り、選手・トーナメント関係者・従業員等、
トーナメント会場に来られる全ての方に、PCR検査と2週間分の問診票並び
に行動履歴の提出等、事前に出来うる感染症対策を最大限に実施いたしまし
た。試合は、終始安定したプレーを見せた佐藤太地選手が大混戦を制しトー
タル197、通算13アンダーで見事優勝を飾りました。佐藤選手は、本大会が
AbemaTVツアー2戦目にして初優勝となり、本大会の優勝により「2021年
度ジャパンゴルフツアートーナメント（JGTO枠）」の出場権を獲得しました。

石岡ゴルフ倶楽部（茨城県小美玉市）

43



●第3四半期
決算発表

■ 総資産　■ 純資産　● 自己資本比率 ■ 通期　■ 第2四半期 ■ 通期　■ 第2四半期

総資産／純資産／自己資本比率 売上高 営業利益

（百万円）

0

80,000

160,000

240,000

124,800
(予想）

2018年
3月期

2019年
3月期

2020年
3月期

2021年
3月期

（第2四半期）

37,78137,781

132,765
144,573

62,17762,177
80,21180,211

144,980144,980

73,91173,911

（百万円）
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連結貸借対照表
2020年3月期 2021年3月期

第2四半期

資産の部
流動資産 113,587 94,029

固定資産 323,174 320,327

資産合計 436,762 414,356

負債の部
流動負債 56,083 37,079

固定負債 148,103 154,448

負債合計 204,186 191,528

純資産の部
株主資本 232,900 222,773

その他の包括利益累計額 △325 54

非支配株主持分 0 —

純資産合計 232,575 222,827
負債純資産合計 436,762 414,356

連結損益計算書
2020年3月期

第2四半期
2021年3月期

第2四半期

売上高 73,911 37,781
売上原価 43,662 31,285

売上総利益 30,249 6,495
販売費及び一般管理費 16,698 11,176

営業利益 13,550 △4,680
営業外収益 462 690

営業外費用 479 704

経常利益 13,532 △4,694
特別利益 752 —

特別損失 — 3,048

税金等調整前四半期純利益 14,285 △7,743
法人税等 4,877 △1,563

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 —

親会社株主に帰属する四半期純利益 9,407 △6,179

連結キャッシュ・フロー計算書
2020年3月期

第2四半期
2021年3月期

第2四半期

営業活動によるキャッシュ・フロー 364 △11,844
投資活動によるキャッシュ・フロー 15,306 20,578
財務活動によるキャッシュ・フロー △9,505 △2,064
現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 △2
現金及び現金同等物の増減額 6,162 6,667
現金及び現金同等物の期首残高 28,729 35,373
現金及び現金同等物の四半期末残高 34,891 42,040

▶ より詳細なデータについては当社サイト
「IR情報」ページをご参照ください。

平和　IR 検索
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当社株式を2単元（200株）以上保有される株主様へ、当社グループが運営する全国140箇所以上のゴルフ場
でご利用いただける株主優待券を贈呈しております。なお、以下のとおり2021年3月期の株主優待制度（今回
送付分）は、2020年3月期の株主優待制度から内容を一部変更しております。

株主インフォメーション

株主優待制度変更のご案内 連結財務諸表 （百万円）

第53期（2021年3月期）第2四半期の連結業績ハイライト

●通期
決算発表

●第1四半期
決算発表

●第2四半期
決算発表

●  中間配当金支払開始
●株主優待送付

●株主総会招集通知
送付

●株主優待送付
●定時株主総会

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

5月 8月 11月4月 6月 7月 9月 10月 12月 1月

年間IRカレンダー

財務データ

2020年3月期の株主優待制度（旧制度） 2021年3月期の株主優待制度（新制度）

内 容

当社グループが運営するゴルフ場で、平日及び指定
月の土日祝日の料金から1枚につき1名様のみお支
払いの一部として最大3,500円分ご利用いただける
株主優待券を保有株数に応じて贈呈。
対象となる料金は「プレー当日のプレー代を含むお
支払総額（消費税を含む）」※。
※ゴルフ場にてプレーをされない場合には株主優待券の適用はありません。

当社グループが運営するゴルフ場で、平日及び指定
月の土日祝日の料金から1枚につき1名様のみお支
払いの一部として最大1,000円分ご利用いただける
株主優待券を保有株数に応じて贈呈。
対象となる料金は「プレー当日のプレー代を含むお
支払総額（消費税を含む）」※。
※ゴルフ場にてプレーをされない場合には株主優待券の適用はありません。

贈 呈 回 数 年2回（基準日：9月末・3月末） 変更なし

贈 呈 枚 数

100株以上200株未満：2枚／1回
200株以上300株未満：4枚／1回
300株以上400株未満：6枚／1回
400株以上　　　　　：8枚／1回（上限）
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）

（廃止：100株以上200株未満：対象外）
200株以上300株未満：2枚／1回
300株以上400株未満：3枚／1回
400株以上500株未満：4枚／1回
500株以上600株未満：5枚／1回
600株以上700株未満：6枚／1回
700株以上800株未満：7枚／1回
800株以上　　　　　：8枚／1回（上限）

利 用 枚 数 1回の来場につき、1名様1枚のみ。
1回の来場につき、複数枚利用可能※。
※ただし、利用可能枚数は1回の来場につき、1名様最大16枚までとさ

せていただきます。

予 約 方 法 PGM公式予約サイトからの予約、ゴルフ場（コール
センター経由を含む。）への直接予約。 変更なし

対象株主様 毎年9月30日、3月31日現在の当社株主名簿に記載
された1単元（100株）以上を保有の株主様。

毎年9月30日、3月31日現在の当社株主名簿に記載
された2単元（200株）以上を保有の株主様。

有 効 期 間
1年間
2020年1月1日～2020年12月31日（9月末基準日）
2020年7月1日～2021年6月30日（3月末基準日）

変更なし
2021年1月1日～2021年12月31日（9月末基準日）
2021年7月1日～2022年6月30日（3月末基準日）

土 日 祝 日
利 用

1月、2月、7月、8月のみ。ただし、北海道内の各ゴルフ
場及び中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部においては、
冬季クローズ後の春季オープンから5月31日まで
と、10月1日から冬季クローズまでに限り、土日祝日
における株主優待券の利用が可能。

変更なし

ご利用時の留意点
① PGM公式予約サイトからの予約、ゴルフ場（コールセンター経由を含む。）への直接予約が必要となります。株主優待券を利用される際には、必ずPGM公式予約サイトから

の予約、ゴルフ場（コールセンター経由を含む。）への直接予約を行ってください。その他の方法でご予約した場合には、いかなる理由があっても株主優待券の適用はありま
せん。

②ゴルフ場にてプレーをされない場合には株主優待券の適用はありません。（プロショップ、レストランのみのご利用での適用はありません。）
③株主優待券はプレー当日のチェックイン時にフロントにご提出ください。
④新制度の株主優待券の利用可能枚数は1回のご来場につき、1名様最大16枚までとさせていただきます。
⑤2020年6月5日に発送いたしました旧制度の株主優待券（有効期間：2020年7月1日～2021年6月30日）と新制度の株主優待券の併用はできません。

※表中の下線は変更箇所を示します。

2月 3月
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