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下記URLにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。株主アンケートご協力のお願い

本アンケート実施期間は、本書がお手元に到着してから
約2ヶ月間です。

株主メモ

会社概要 株式の状況

株式の所有者別状況

右記URLにアクセスいただき、アクセスコード入力後
に表示されるアンケートサイトにてご回答ください。
所要時間は5分程度です。

下記のURLからアクセスいただけます。
https://q.srdb.jp/

enq@q.srdb.jp へ空メールをご送信いただき、自動返送される
アンケート回答用のURLからアクセスいただけます。

QRコード読み取り機能のついたスマートフォン
または携帯電話をお使いの方は、右のQRコード
からアンケート画面へアクセスいただけます。

【個人情報の取扱いに関して】
本アンケートでご入力いただいた個人情報は、今後の株主様とのコミュニケーション活動のさらなる充実のた
めに使用させていただきます。その他、当社は、「プライバシーポリシー」（https://www.heiwanet.co.jp/faq/
privacy.php）に従って、個人情報の適正な取扱いに努めてまいります。

パソコンから

メールから

スマートフォン・携帯電話から

アクセス方法

本アンケートは、宝印刷株式会社が運営する「ネットでアンケート」を利用し、実施いたします。宝印刷株式会社に
ついては、https://www.takara-print.co.jp/をご参照ください。
※ 本アンケートに関するお問い合わせ先：kabu@takara-print.co.jp
※  平日17時以降、ならびに土、日、祝日および年末年始等の休業日のお問い合わせは、翌営業日の回答になります。

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。）

（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。
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百万円61,658 前期比
1.2%減 売上高

百万円82,914 前期比
0.4%増 売上高

百万円17,450 前期比
16.1%減 営業利益

百万円9,286 前期比
12.4%減 営業利益

2019年3月期 2020年3月期
（百万円）

82,91482,573

2019年3月期 2020年3月期
（百万円）

9,28610,599

いて2020年1月より運営開始いたしました。また、1月
に「池田カンツリー倶楽部」の民事再生手続きにおいて、
スポンサー基本合意契約を締結いたしました。一方、2月
末をもって「レオマ高原ゴルフ倶楽部」は、運営受託を終
了いたしました。

2021年3月期の見通しについて

今後の経済環境につきましては、新型コロナウイルス
感染症拡大に伴う影響の長期化が懸念され、先行き不透
明な状況が継続すると予想されます。このような状況下、
遊技機事業におきましては、中国や東南アジアから輸入
している当社遊技機の部品の一部が入手困難となりまし
た（6月現在、この部品調達問題は、段階的に解消しつつ
あります）。また、顧客であるパチンコホールの営業自粛
により、新台の発売時期の設定が困難な状況となってお
ります。一方、ゴルフ事業におきましては、感染拡大防止
策の一環である外出自粛要請に伴うレジャー活動の自粛
が、事業活動にどの程度影響するか見通すことが極めて
難しい状況となっております。以上のことから、2021年
3月期の連結業績予想及び配当予想につきましては、現
段階で合理的な算出が困難であるため、未定とさせてい
ただき、合理的な予想の開示が可能となった時点で速や
かに公表いたします。

株主の皆様におかれましては、一層のご支援を賜りま
すようお願い申し上げます。

トップメッセージ セグメント情報

代表取締役社長　嶺井 勝也

遊技機事業
業績のポイント

● 遊技機需要は、検定・認定切れパチスロ機の入れ替えのため、一時的に
回復したものの、全体的には低調に推移。

● パチスロ機の販売台数は前期を上回るも、パチンコ機の販売台数は前期
を下回り、減収。

● 来期の入替需要を見据えて研究開発費を増加させたため、減益に。

※ 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。

通期販売台数・主要発売タイトル

パチンコ機 販売台数 発売時期

ターミネーター2 12,046台 2019年4月

烈火の炎3 11,222台 2019年11月

真・黄門ちゃま 11,154台 2020年3月

パチンコ機合計※ 95,483台 －

※上記以外のタイトルの販売台数含む。

パチスロ機 販売台数 発売時期

ガールズ＆パンツァーG これが私の戦車道です！ 15,650台 2019年7月

ラブ嬢2 10,824台 2019年9月

ルパン三世　イタリアの夢 17,282台 2019年12月

パチスロ機合計※ 68,917台 －

ゴルフ事業
業績のポイント

● 新規取得ゴルフ場の貢献により、増収。
● 第3四半期に発生した台風・大雨の影響を受け減益に。

※ 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

前期比 15.2%減　   計画比 16.0%減

 経常利益 億円232
前期比 2.9%減　   計画比 11.8%減

  親会社株主に
帰属する当期純利益 億円158

詳細については、P6をご参照ください

連結業績について

2020年3月期の連結業績については、主に遊技機事業
における販売台数が減少したことにより、前期比で減収
減益となりました。

遊技機事業におきましては、規制環境の変化に伴う影
響が継続しております。未だ型式試験の適合率が低水準
で推移しているため、遊技機メーカーは市場に十分な数
の新規則機を提供できておりません。このような状況下、
当社の遊技機の販売台数については、パチスロ機におい
て昨年末に検定・認定切れの機種が多く発生したことか
ら、前期より増加しましたが、パチンコ機の販売台数が
減少したため、売上高は微減となりました。一方、利益面
は、パチンコ機の販売台数が前期より減少したことや研
究開発費が増加したことなどにより、前期より減益とな
りました。

ゴルフ事業におきましては、売上高は7月の記録的長
雨や10月の台風など自然災害が多く発生した年度でし
たが、新規取得したゴルフ場の貢献により前期より微増
となりました。一方、利益面では、ハードウェアの入替に
伴うその他費用の増加等により前期より減少いたしまし
た。また、ゴルフ場の業務効率化の取り組みとして、独自の
ゴルフ場運営システム「Teela（ティーラ）」の全ゴルフ場
への導入や緑地管理機械メーカーに対して無人芝刈機の
開発協力を実施いたしました。M＆Aでは2019年1
月にスポンサー基本合意契約を締結した「御殿場東名
ゴルフクラブ」（旧名称「富士御殿場ゴルフ倶楽部」）につ

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3月末時点）

2019年3月期 2020年3月期
（百万円）

61,65862,407

17,450
20,791

2019年3月期 2020年3月期
（百万円）

「もっと楽しめる未来」を
つくるために

第52期（2020年3月期）の連結業績ハイライト

前期比 0.3%減　   計画比 7.1%減

 売上高 億円1,445
前期比 15.9%減　   計画比 17.7%減

 営業利益 億円235

21



桂ゴルフ倶楽部 利府ゴルフ倶楽部 サンヒルズカントリークラブ プレステージカントリークラブ

美浦ゴルフ倶楽部 ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 千代田カントリークラブ セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ

総武カントリークラブ 総武コース PGM総成ゴルフクラブ 茨木国際ゴルフ倶楽部 PGMゴルフリゾート沖縄

日本のゴルフを、もっと豊かに、もっと上質に。
威厳と品位を兼ね備えたハイグレードゴルフ場ブランド「GRAND PGM」にぜひご来場ください。

GRAND PGM ゴルフ場一覧 グランPGM 検 索

松本零士原作のSF漫画・アニメ「銀河
鉄道999」が、パチンコになって再び登
場。前作で好評いただいたゲーム性はそ
のままに、新たな要素を加えて大幅にパ
ワーアップ。演出は原作の世界観を余す
ことなく再現しており、ストーリーリー
チ等、原作ファンも納得の仕上がりにな
っています。初回大当りの30％※1で当
選するプレミアムボーナスは、当選した
時点で最低4,000発※ 2、期待出玉7,200
発の獲得が期待できます※ 3。大当りの瞬間から始まる最高の
期待感と圧倒的加速力で夢の終着駅を目指せ。

ゲーム、漫画、アニメ、映画など幅広いジ
ャンルで人気を集める「青鬼」がついにパ
チスロ化。本機ではプレーヤー自らが「青
鬼」となる比類なきゲーム性を実現。学園
に閉じ込められた女子生徒を5人全員捕喰
できればAT「超鬼ごっこ」に突入。ATは純増
8.0枚のセットストック型高純増ATとなりま
す。AT中に青鬼ビッグを5連させることがで
きればエンディングへ移行。その後に高確率
で発動する「ATTACK THE 2,000」をクリア
できれば至福の瞬間が訪れる。高純増・高期
待度のATとかつてないゲーム性で、すべての青鬼ファンをパチス
ロで魅了します。

銀河鉄道999 PREMIUM 青鬼

機種紹介

©noprops／アニメ「青鬼」製作委員会　　©2014 noprops／黒田研二／『青鬼』製作委員会
©2015 noprops・黒田研二／『青鬼 ver.2.0』製作委員会

©松本零士・東映アニメーション※1 特図1に限る。V入賞が条件。
※2 表記の出玉は設計値。V入賞が条件。
※3  表記の出玉は設計値。V入賞が条件。1000発×4回＋小当りRUSHの

期待出玉の合算。

パチンコ パチスロ

戦国乙女が新時代のパチンコ業界に進撃開始。
今度の舞台は関ケ原。乙女たちの新たな戦いが今始まる。

開発者
インタビュー

戦国乙女が平和初の遊タイム機能を搭載して登場

今作の戦国乙女は、平和初の遊タイム機能を搭載しています。戦国乙女の遊タイム機能は、最高状
態をより近くに感じてほしいということもあり、大当り終了後、666回転後にいきなり最高状態へ突入す
る仕様となります。この仕様により、パチンコの一番の醍醐味である最高状態を、より近くに感じて頂け
ると思っています。そして、最高状態を体感せずにパチンコホールを後にするということも少なくなり、
1回1回の遊技における満足度も高く感じて頂けるのではないかと思います。

また、今作はストーリー、本体も一新していることに加えて、裸眼3Dでキャラを使用した新規
演出も搭載しております。より多くの要素に対して、新しいエッセンスを加えることで、これまで
のシリーズの中でも、変化量が多い新作となっておりますので、多くのファンの方に楽しんで頂
けると思います。特にストーリーにおいては、ファンの期待も大きい要素です。新たに「関ヶ原編・
開幕」となりますので、新キャラの立ち位置やキャラの関係性などを楽しんで頂けると思います。

全ての乙女ファンが楽しめる工夫を随所に搭載

全ての乙女ファンが楽しめる戦国乙女を作るというスタイルはもちろんのことですが、今作は、「好き
な乙女をより近くで」ということも念頭において開発した結果、「乙女と一緒に」という新規演出を搭載
することができました。乙女たちと一緒に大当りを掴み取るという裸眼3Dを使った演出になりますが、
どこまで立体感を表現すべきか、どのようなタイミングや状況で出現させるべきかなど、何度も議論を
重ね、こだわり抜いて完成した演出です。その結果、より乙女が近くに、そして新しさが感じられる演出
になったと思いますので、ファンの方にも喜んで頂けると思います。固定キャラだけでなく、全キャラ分
の演出がありますので、ぜひコンプリート目指して、より多くの方に体感して頂きたいです。

企画チーム
プロジェクトリーダー

https://www.heiwanet.co.jp/products/index.html遊技機事業製品情報

遊技機事業トピックス ゴルフ事業トピックス

パチンコ 〜暁の関ヶ原〜戦国乙女6戦国乙女6

2020年スポンサーシップ契約プロ・ツアープロコーチ

笠 りつ子 プロ 田村 亜矢 プロ 西木 裕紀子 プロ小倉 ひまわり プロ 幡野 夏生 プロ香妻 陣一朗 プロ 塩見 好輝 プロ

平和

池田 勇太 プロ 宮里 優作 プロ 日高 将史 プロ宮里 聖志 プロ 嘉数 光倫 プロ内藤 雄士 ツアープロコーチ

http://www.pacificgolf.co.jp/sponsorship/PGMスポンサーシップ情報

御殿場東名ゴルフクラブ
（静岡県）

新規取得ゴルフ場

http://www.pacificgolf.co.jp/gotembatomei/

御殿場東名ゴルフクラブ情報

住所  静岡県御殿場市神場1530番地2
TEL  0550-89-3533

大槻 智春 プロ

PGM

PGMPGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

PGM

「御殿場東名ゴルフクラブ」は、全18ホールのうち16ホールから富士山
を望める風光明媚なコースです。名匠 富沢 誠造氏による設計で、全体
がフラットで林間コースの趣がある中にも適度なアンジュレーション
があり、戦略性と正確性が試されます。また、18打席120ヤードの打放
し練習場と、本番さながらの練習や調整に最適な2,500m²以上の広大
なアプローチ＆バンカー練習場も併設され、初心者から熟練者まで老
若男女問わずお楽しみいただけるゴルフ場です。

43



▶ 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

https://www.heiwanet.co.jp/ir/ir_top.php

Web Site

第52期（2020年3月期）の連結業績ハイライト

連結貸借対照表
2019年3月期 2020年3月期

資産の部
流動資産 121,492 113,587

固定資産 321,353 323,174

資産合計 442,845 436,762

負債の部
流動負債 54,894 56,083

固定負債 162,898 148,103

負債合計 217,793 204,186

純資産の部
株主資本 224,924 232,900

その他の包括利益累計額 127 △325

非支配株主持分 0 0

純資産合計 225,052 232,575
負債純資産合計 442,845 436,762

連結損益計算書
2019年3月期 2020年3月期

売上高 144,980 144,573
売上原価 89,143 88,261

売上総利益 55,836 56,312
販売費及び一般管理費 27,822 32,760

営業利益 28,014 23,551
営業外収益 1,178 851

営業外費用 1,741 1,124

経常利益 27,451 23,278
特別利益 4 752

特別損失 0 －

税金等調整前当期純利益 27,456 24,030
法人税等 11,115 8,157

非支配株主に帰属する当期純利益 0 0

親会社株主に帰属する当期純利益 16,341 15,872

連結キャッシュ・フロー計算書
2019年3月期 2020年3月期

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,188 12,576
投資活動によるキャッシュ・フロー △29,165 7,700
財務活動によるキャッシュ・フロー △11,484 △13,630
現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △3
現金及び現金同等物の増減額 △5,456 6,643
現金及び現金同等物の期首残高 34,185 28,729
現金及び現金同等物の期末残高 28,729 35,373

■ 総資産　■ 純資産　● 自己資本比率

総資産／純資産／自己資本比率 売上高 営業利益
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財務データ

連結財務諸表 （百万円）
ゴルフ場における新型コロナウイルス感染症への対応

当社では、政府より発令された緊急事態宣言並びに各自治体の緊急事態措置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を考慮した対策を順次実施しております。

ゴルフ場における感染予防対策の例
 接客業務スタッフのマスク着用の義務化
  クラブハウス、レストラン入口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
  ビュッフェスタイルのレストラン営業ゴルフ場はス
タッフによる料理の取り分け、又はオーダー形式へ
の変更

再生可能エネルギーの活用

当社グループでは、環境保護の観点から遊技機の製造
工場やゴルフ場の遊休地において太陽光発電及び風力発
電施設を積極的に導入しています。現在、赤堀工場、群馬
工場及び勝田ゴルフ倶楽部の3拠点に大型太陽光発電施
設を設置しています。3拠点合計の予想発電量は年間376
万kWhとなり、一般的な家庭の年間消費電力量に置き換
えると約1,040世帯分に相当します。地球温暖化の主因
とされる二酸化炭素の削減効果は年間約1,517トンとな
り、長期間に渡り環境に貢献できる仕組みを確立してい
ます。
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