
 会社概要・株式の状況（2019年9月30日現在）

228,903,400株
99,809,060株

77,982名

発行可能株式総数
発行済株式の総数
株 主 数

●一般法人
39,647,915株

39.72%

●個人
38,681,743株

38.76%
●金融機関 
11,247,190株
11.27%

●外国法人等 
7,851,873株
7.87%

●金融商品取引業者 
1,209,454株
1.21%

●自己株式 
1,170,885株
1.17%

「キュイン萌ーる」物販イベント開催

2019年8月3日（土）物販イベント「キュイン萌ーる in 
東上野」を開催しました。物販イベントとしては初の単
独開催、また、初の試みである自社ビルをファンへ開放
して実施しました。当日は予想を大きく上回るファンの
皆様が東上野に集結。1,000人規模のお客様が会場周辺
に集まる状況となり、当社ファンの熱意を直に感じられ
るイベントとなりました。初回の盛況を受け、イベント
規模を見直しつつ次回開催を検討してまいります。

 会社概要

 株主メモ

 株式の状況

 株式の所有者別状況

平和・オリンピア公式ショッピングサイト

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
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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
● パチンコホールの遊技機需要は、前期に続き低調に推移。
● パチンコ機、パチスロ機ともに販売台数は前年同期を下回る。
● 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。

前第2四半期 当第2四半期

29,568

（百万円）

37,027

（百万円）
前第2四半期 当第2四半期

44,34243,183

前第2四半期 当第2四半期

7,946

（百万円）

15,666

ゴルフ事業

（百万円）

7,1946,761

前第2四半期 当第2四半期

※ 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

2020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、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77千台を販売いたしました。遊技機市場では、
2018年2月に施行された規則改正の影響が継続してお
ります。パチスロ機の型式試験適合率が低水準であり、
遊技機メーカーは新規則機の提供を十分にできておら
ず、また、パチンコホールにおいてはプレーヤーの支持
の高い旧規則機の入れ替えに慎重になっていることな
どにより、新規則機の販売が依然として低調に推移して
おります。

ゴルフ事業におきましては、売上高及び営業利益が
新規取得したゴルフ場の貢献により、前年同期より微増
となりました。自社運営を行っている仙台ヒルズホテル
の一部施設の改修を実施しリニューアルオープンいた
しました。また、新たなゴルフトーナメントを誘致し、
コースコンディションにおいて高い評価を頂くなど
商品価値の向上にも努めております。

遊技機事業におきましては、高稼働のパチスロ旧規則
機が市場からの撤去を迎えるため、遊技機メーカー各社
はそれらに代わる大型タイトルを投入しております。当社
においても下期に大型コンテンツである猪木シリーズ
のパチスロ最新機種「闘魂継承 アントニオ猪木という
名のパチスロ機」やルパン三世シリーズの「パチスロル
パン三世 イタリアの夢」を販売いたしました。今後も通
期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、引き続き事業拡大及び
収益向上のためM&Aを実施いたします。良質なゴルフ
場の獲得を積極的に行い、長期的に安定した収益基盤の
構築を目指してまいります。

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。中間配当は計画通り1株あたり40円とさせ
ていただきました。当社の利益還元方針である安定配当
の観点から、期末配当金も同40円を予定しており、年間
配当金は同80円となる見込みです。

株主の皆様におかれましては、当社事業への長期的な
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

業績のポイント
● 台風15号の影響により千葉県の一部ゴルフ場がクローズしたものの、

前年同期に発生した「平成30年7月豪雨」からの回復や、既存ゴルフ場の
健闘、新規取得ゴルフ場の貢献により、増収増益に。

 前年同期比 7.9%減

 前年同期比 33.5%減

 前年同期比 34.7%減

 前年同期比 30.3%減

◦第52期（2020年3月期）の業績予想 1,557億円 前期比 7.4%増

◦第52期（2020年3月期）の業績予想 277億円 前期比 0.9%増

◦第52期（2020年3月期）の業績予想 286億円 前期比 2.1%増

◦第52期（2020年3月期）の業績予想 180億円 前期比 10.2%増

売上高 億円739 営業利益 億円135

経常利益 億円135 親会社株主に帰属する
四半期純利益 億円94

百万円29,568売上高
前年同期比

20.1%
減

百万円44,342売上高
前年同期比

2.7%
増

百万円7,946営業利益
前年同期比

49.3%
減

百万円7,194営業利益
前年同期比

6.4%
増

連結業績について

第52期（2020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 61 72.0

東海・北陸 11 12.0

関西 20 26.0

中国 11 13.0

四国 7 7.5

九州・沖縄 17 22.5

合計 141 173.0

コース数 18H換算

ゴルフ場保有 138 168.5

ゴルフ場リース 1 2.0

ゴルフ場運営受託 2 2.5

合計 141 173.0

ゴルフ場ポートフォリオ（2019年9月末時点）

上期発売タイトル

※上記以外のタイトルの販売台数含む。

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

キャッツ・アイ 最高のお宝、頂きに上がります 9,820台 2019年5月

パチンコ機合計※ 45,182台 －

パチスロ機 販売台数 発売時期

黄門ちゃまV 女神盛-MEGAMORI- 7,997台 2019年4月

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 9,005台 2019年9月

パチスロ機合計※ 32,669台 －
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 TOPICS遊技機事業  TOPICSゴルフ事業

優勝 崔虎星選手（右）

企画チーム　
プロジェクトリーダー

夢のある開かれた日本最大のプロゴルフトーナメントを目指して

HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP
HEIWA×INOKI。

  闘魂再燃。
継承進化をコンセプトに
初代「アントニオ猪木という名のパチスロ機」が進化を遂げ復活。

HEIWA×INOKI。

  闘魂再燃。
HEIWA×INOKI。

  闘魂再燃。
©コーラルゼット

アントニオ猪木シリーズは出玉性能の高さと、アントニオ猪木氏だからこそできる演
出により、多くのファンの方々からご支持を頂いているシリーズです。今作は初代「アント
ニオ猪木という名のパチスロ機」の継承進化をコンセプトに掲げ、オールドファンだけで
なく、若い世代のファンにもご支持を頂けるパチスロを作り上げることに挑戦しました。

継承のポイントとしたのは出玉獲得区間である「闘魂チャンス」です。出玉感を再現す
るために獲得枚数と連荘性能のバランスを徹底的に追求しました。演出面においても、気
持ちの入る演出と連動性にこだわり、如何に気持ち良く遊技して頂けるかを追求し、試行
錯誤を繰り返しました。

シリーズ機伝統となっているプレミアム演出「道」フリーズも勿論搭載しております。
また、今作ではファンの運次第でこの「道」フリーズを掴み取れる「闘魂グランプリ」とい
う機能も搭載しております。この機能は、今作における進化の代表例となっております。

私自身、「アントニオ猪木という名のパチスロ機」の大ファンであり、この作品をきっ
かけに企画業務に憧れを持ち入社を志しました。今作の開発に携わることができ、1つの
夢が叶う喜びを感じました。同時に、ヒット機の後継機を作るというプレッシャーを重く
感じておりました。

とりわけ、継承進化のコンセプトのもと、オールドファンに納得頂きつつ、時代に合わ
せた進化を盛り込むことは、機種開発において高い壁となりましたが、プロジェクトメン
バーの協力により乗り越えることができました。商品名の闘魂継承には単なる復刻では
なく、継承と進化で初代を越える機械にするという私達、開発者の熱い想いが込められて
おります。ぜひ6号機として生まれ変わったパチスロ猪木を体験して頂きたいです。

開発者インタビュー

多くのファンの声に応えるため、究極のバトルコンテンツ
烈火の炎がパチンコで再び登場。

初回突入時は必ず期待出玉約3,000発※の「空前絶後の
PREMIUM COMBO」に突入。更にどこまで続くかわからな
い「夢幻BONUS」により、革新的な出
玉性能と衝撃的なゲーム性を実現して
います。今までに無いゲーム性を搭載
し歴史を変える激闘が今始まります。
※：  極烈火BONUS1,500発と夢幻BONUS+  

夢幻BOOSTの期待出玉約1,500発の合計

長きに渡りファンに愛され続けてきたルパン三世がパチ
スロで登場。現行AT機最高の純増9枚（AT1ゲームあたり）を
実現し、ルパンでしか味わえない疾走感を最大限まで追求し
ています。ゲーム性では自力でボーナス
を掴み取る通常時のゲームシステムや
BONUSの連荘を狙える特化ゾーンな
どファンを飽きさせない魅力が満載。
ファンも納得の完成度となっています。

烈火の炎3 ルパン三世 イタリアの夢

機種紹介 新規取得ゴルフ場 名称変更

©モンキー・パンチ / TMS・NTV©安西信行／小学館

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

パチンコ パチスロ

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

PGM富岡カントリークラブ ノースコース情報

PGM富岡カントリークラブ ノースコース
（旧：レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース）
（群馬県）

“King Of Waterscape”（水の魔術師）の異名を持つ、アメリカゴ
ルフコース設計家協会会長も務めた名匠、テオドール・G・ロビン
ソンが作り出した戦略性の高い27ホールの丘陵コースです。
ロックウォールや池などがプレーヤーの想像力・攻略意欲をかき
たてる「オレンジコース」、自然の魅力をより近くに感じられる「ブ
ルーコース」、起伏に富んだフェアウェイに映える雄大な滝、美し
い池などのウォーターハザードが随所に広がる「ゴールドコース」
の3コースで構成され、全てのゴルファーの挑戦を受け入れます。

新たに取得した「レイクウッドゴルフクラブ　富岡コース」と、
かねてより近隣にて当社が運営する「富岡カントリークラブ」
が最大限の相乗効果を発揮することを企図し、両コースのゴル
フ場名称を以下のとおり変更しました。

ロゴマークは富岡にある世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」と関連深い“カイコガ”をモ
チーフとし、富岡の頭文字である「T」の形に羽を広げ、左右対称に色面分割することで2つの
ゴルフ場を有し、共存する「PGM富岡カントリークラブ」を表現しています。

住所  群馬県富岡市小桑原432
TEL  0274-64-0001

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

PGM富岡カントリークラブ サウスコース情報

接戦を制した崔虎星（チェ・ホソン）選手が今季初優勝

今年で7回目を迎える本大会の舞台は、3度目となる「PGMゴルフリゾート沖縄（沖縄県国
頭郡恩納村）」で行われました。大会期間中は好天に恵まれ、最終日は前日まで吹いていた風
が弱まり、絶好のコンディションとなりました。各選手はスコアを伸ばしていき、試合は前
日から単独首位を走る崔虎星選手と、同じ最終組で1打差の2位から出た賞金ランキング1
位の今平周吾選手によるマッチレースとなりました。崔選手は、前半8番までにトップを今
平選手に明け渡しましたが、首位タイで迎えた後半17番でバーディを決め、一方、今平選手
はボギーをたたき2打差をつけ最終ホールを迎えました。今平選手は、最終ホールで差を縮
めることができず、パーセーブした崔選手がノーボギー4バーディの通算14アンダーとな
り、接戦の末今季初優勝を果たしました。昨年11月に開催された「カシオワールドオープン」
以来の日本ツアー通算3勝目となりました。

http://heiwa-pgm-championship.jp

HEIWA・PGM
CHAMPIONSHIP情報

2019年度開催概要
大 会 名 称
主 催

共 催
開 催 期 日

開 催 場 所
賞 金 総 額

HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP
株式会社平和、パシフィックゴルフ
マネージメント株式会社
一般社団法人日本ゴルフツアー機構
2019年11月7日（木）～
11月10日（日）
PGMゴルフリゾート沖縄
2億円/優勝賞金4千万円

旧名称 2019年10月1日からの新名称

「富岡カントリークラブ」

「レイクウッドゴルフクラブ  
富岡コース」

「PGM富岡カントリークラブ
サウスコース」

「PGM富岡カントリークラブ
ノースコース」
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株主優待制度のご案内 連結財務諸表 （百万円）

第52期（2020年3月期）第2四半期の連結業績ハイライト

年間IRカレンダー

●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

●第3四半期
決算発表

●株主総会招集通知
送付

●株主優待送付
●定時株主総会
●期末配当金支払開始

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

■ 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

186,218

132,765
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連結貸借対照表
2019年3月期 2020年3月期

第2四半期

資産の部
流動資産 121,492 111,834

固定資産 321,353 321,075

資産合計 442,845 432,910

負債の部
流動負債 54,894 50,576

固定負債 162,898 151,685

負債合計 217,793 202,261

純資産の部
株主資本 224,924 230,385

その他の包括利益累計額 127 263

非支配株主持分 0 0

純資産合計 225,052 230,649
負債純資産合計 442,845 432,910

連結損益計算書
2019年3月期

第2四半期
2020年3月期

第2四半期

売上高 80,211 73,911
売上原価 46,528 43,662

売上総利益 33,683 30,249
販売費及び一般管理費 12,939 16,698

営業利益 20,743 13,550
営業外収益 433 462

営業外費用 827 479

経常利益 20,350 13,532
特別利益 4 752

特別損失 ─ —

税金等調整前四半期純利益 20,355 14,285
法人税等 6,865 4,877

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 13,489 9,407

連結キャッシュ・フロー計算書
2019年3月期

第2四半期
2020年3月期

第2四半期

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,277 364
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,924 15,306
財務活動によるキャッシュ・フロー △10,637 △9,505
現金及び現金同等物に係る換算差額 7 △3
現金及び現金同等物の増減額 2,723 6,162
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四半期末残高 36,908 34,891

▶ 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
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当社株式を1単元（100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130箇所以上のゴルフ場でご利用
頂ける株主優待割引券を贈呈しております。是非この機会に、
当社グループのゴルフ場にご来場ください。

2020年3月期の株主優待制度

優 待 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
最大3,500円割引となる株主優待割引券を保有株数に応じて贈呈いたします。
割引対象となる料金は「プレー当日のプレー代を含むお支払総額」となります。※

※ゴルフ場にてプレーをされない場合には株主優待割引券の適用はありません。

贈 呈 回 数 年２回（毎年6月上旬及び12月上旬に発送予定）

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

利 用 枚 数 1回の来場につき、1名様1枚のみ利用可能。

予 約 方 法 PGM公式ウェブサイトからの予約、ゴルフ場（コールセンター経由を含む。）への直接予約で利用
可能。

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。

優 待 利 用
可 能 期 間

有効期間１年間
2020年1月1日～2020年12月31日（9月30日基準）
2020年7月1日～2021年6月30日（3月31日基準）

土 日 祝 日
利 用

土日祝日利用は1月（1月1日を除く）・2月・7月・8月のみ利用可能。北海道内各ゴルフ場、中央道
晴ヶ峰カントリー倶楽部の土日祝日利用は、10月1日から冬季クローズまでと、冬季クローズ後の
春季オープンから5月31日までとなります。

https://www.heiwanet.co.jp/ir/shareholder_top.php
優待制度の内容及び利用可能ゴルフ場等の詳細はこちら 平和 優待 検索

ご利用時の留意点
①  PGM 公式ウェブサイトからの予約、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です。株主優待割引券を利用される際には、

必ず PGM 公式ウェブサイト及びゴルフ場（コールセンター経由を含む。）への予約を行ってください。
② ゴルフ場にてプレーをされない場合には株主優待割引券の適用はありません。
③ 株主優待割引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。
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