
228,903,400株
99,809,060株

73,237名

発行可能株式総数
発行済株式の総数
株 主 数

●一般法人
39,647,841株

39.72%

●個人
36,896,194株

36.97%
●金融機関 
11,984,190株
12.01%

●外国法人等 
8,372,130株
8.39%

●金融商品取引業者 
1,738,328株
1.74%

●自己株式 
1,170,377株
1.17%

商 号
本 社
創 業
設 立
資本金
役 員

事業所

2019年6月
27日現在

�
�
�

�
�
�

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20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

下記URLにアクセスいただき、アクセスナンバー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

©�北条司/NSP�1981�
版権許諾証�YAI-304
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証券コード：6412
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右記URLにアクセスいただき、アクセスナンバー入力
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。

アンケートにご協力いただいた株主様の中から抽選で
20名様に、HEIWA・PGM CHAMPIONSHIPの公式キャ
ップをプレゼントいたします。

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および抽選に当選された株主様への謝礼の送付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。

会社概要・株式の状況（2019年3月31日現在）



百万円20,791 前期比
190.8%増営 業 利 益

百万円62,407 前期比
21.1%増売 上 高

百万円10,599 前期比
6.7%増営 業 利 益

百万円82,573 前期比
1.7%増売 上 高

2018年3月期 2019年3月期
（百万円）

82,57381,213

2018年3月期 2019年3月期
（百万円）

10,5999,930

2020年3月期の見通しについて

2020年3月期につきましては、遊技機事業は「競争力の
高い商品の創出」、「ブランドイメージの維持・向上」及び
「コスト削減・業務効率化の推進」を掲げ、パチンコ機135千
台、パチスロ機55千台の販売を見込んでおります。
ゴルフ事業につきましては、中長期的な視点で経営の

基盤を構築することを目的として「商品価値の向上」及び
「収益力の強化」を重点方針として、その施策に取り組んで
まいります。
2020年3月期の連結業績は売上高1,557億円、営業

利益286億円、経常利益277億円、当期純利益180億円と
予想しております。
配当金につきましては、株主還元の基本方針である安定

配当に基づき、期末配当は1株あたり40円を実施し中間配当
と合わせた年間配当は80円となりました。2020年3月期
の配当金につきましても年間80円を予定しており、また
株主優待制度につきましても継続することを決定してい
ます。引き続き株主の皆様への利益還元を安定的、継続的
に充実させていくことを経営の重要課題と位置づけ、企業
価値の向上に尽力してまいります。
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。

第51期（2019年3月期）の連結業績ハイライト

「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

● 2018年2月の規則改正の影響により、パチンコホールの遊技機需要は
前期に続き低調に推移。

● パチスロ機の販売台数が前期を大幅に上回ったことやパチンコ機にお
ける原価低減の取組み、販管費の減少などにより増収増益。

● パチンコ機、パチスロ機ともに「ルパン三世」シリーズが業績に貢献。

※ 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

ルパン三世 LAST GOLD 38,500台 2019年1月

JAWS再臨 SHARK PANIC AGAIN 16,502台 2018年5月

戦国乙女5 10th Anniversary 13,498台 2018年8月

パチンコ機合計※ 118,880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

ルパン三世 世界解剖 16,357台 2018年8月

不二子 TYPE A＋ 11,091台 2018年4月

黄門ちゃまV 8,200台 2018年6月

パチスロ機合計※ 47,244台 －

ゴルフ事業
業績のポイント

● ハイグレードゴルフ場ブランド「GRAND PGM」に、桂ゴルフ倶楽部、利
府ゴルフ倶楽部、PGM総成ゴルフクラブを追加し、合計12ゴルフ場で
展開。

● 「平成30年7月豪雨」等の自然災害の影響を受けたものの、2018年3月期
取得ゴルフ場が業績に貢献し、増収微増益。

※ 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

◦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

前期比 9.2%増　   計画比 6.6%減

売上高 億円1,449

前期比 109.5%増　計画比 4.4%増

経常利益 億円274

前期比 101.1%増　計画比 3.8%増

営業利益 億円280

前期比 140.3%増  計画比 6.1%減

親会社株主に帰属する
当期純利益 億円163

詳細については、P6をご参照ください

連結業績について

2019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増加したことにより、前期比で増収
増益となりました。
遊技機事業におきましては、規制環境の変化に伴い引き

続き遊技機市場は低調に推移するなか、パチスロ機の販売
台数が前期に比べ増加したことや、研究開発費の計上が
一部翌期にずれ込んだことによる販売費及び一般管理費
の減少などにより、増収増益の結果となりました。引き続き
新規則に則した遊技機の開発に積極的に取り組み、販売
シェアの拡大及び業績の継続的な向上に努めてまいります。
ゴルフ事業におきましては、第2四半期に発生した

「平成30年7月豪雨」等の自然災害による影響があった
一方で、補充会員募集の奏功、前期取得したゴルフ場の貢
献や下期において好天に恵まれたことなどにより、前
期より微増となりました。また、ゴルフ場のM＆Aにおき
ましては、2018年11月に2ゴルフ場と株式譲渡契約を締
結し、2019年2月より運営を開始しており、うち1ゴルフ
場においては、ハイグレードゴルフ場ブランド「GRAND�
PGM（グラン�ピージーエム）」として展開しております。

コース数 18H換算
ゴルフ場保有 139 169.5
ゴルフ場リース 1 2.0
ゴルフ場運営受託 1 1.5
合計 141 173.0

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

ゴルフ場ポートフォリオ（2019年3月末時点）

2018年3月期 2019年3月期
（百万円）

51,552
62,407

20,791

7,149

2018年3月期 2019年3月期
（百万円）

セグメント情報トップメッセージ

21



全世界を震撼させたSF映画の金字塔ターミネーター2がつい
にパチンコで登場。大当り出玉はすべて2016発※2で、通常大当
り終了後に突入するターミネーターモード中に再び大当りを掴
めば約6000発（2016発×3セット）の出玉を獲得可能となって
おります※1�※2�※3�※4。原作を忠実に再現し
た演出の数々や、手に汗握るバトルシー
ンは必見です。パチンコファンも映画フ
ァンも十分に楽しめる納得の仕上がり
となっています。

パチスロ黄門ちゃまシリーズ最新作がついに完成。ファン
の熱い声に応え、なんと今回の主役はお銀。本機は2015年1
月に導入され現在も稼動している「黄門ちゃま喝」の様々な
ゲーム性を継承、進化して搭載しています。一番の魅力は、進
化した選択式上乗せ特化ゾーン「女神
盛ジャッジメント」で大量の上乗せが期
待できます。また、通常ゲームを盛り上
げる「310（ミト）Wカウンター&310（ミ
ト）TV」にも注目です。多種多彩な演出の
数々で、水戸
黄門御一行
の活躍に大
注目です。

ターミネーター2 黄門ちゃまV女神盛

機種紹介

©C.A.L/2019

パチンコ パチスロ

-MEGAMORI-

パチンコ キャッツ・アイ 〜最高のお宝、頂きに上がります〜
シリーズ2作目となるキャッツ・アイが、
最高の爽快感を実現した新発想のゲームシステムでついに登場。

2019年スポンサーシップ契約プロ・ツアープロコーチ

PGM

笠 りつ子 プロ

PGMPGM PGM PGM PGM

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 陣一郎 プロ

平和

池田 勇太 プロ

PGM

宮里 優作 プロ

PGM

内藤 雄士 ツアープロコーチ

PGM

宮里 聖志 プロ

PGM

大槻 智春 プロ日高 将史 プロ

PGM

開発者インタビュー

小当りラッシュの連続性と大当りの一撃性の連鎖による爽快感を実現した新感覚スペック

今作は、従来のパチンコ機では表現が出来なかった「大当りの連続体感」を如何に感じてい
ただけるかを最大目標に開発しました。平和がパチンコ市場に初めて出した機能であるSKR
（SUPER小当りRUSH）を本物の大当りのように感じられるようにCAT’S�DASHとして搭載
し、出玉獲得はもとより、アタッカーの開放パターンや盤面・演出構成を工夫しました。また、
CAT’S�DASHに加え、新規則機では実現不可能となった、14ラウンド大当り（1890発の払出
し）の割合を、確率変動中では50%に設定し、CAT’S�DASHの連続性と大当りの一撃性の連鎖
によって出玉のメリハリを付けている新感覚のスペック構成となっています。

キャッツ・アイの世界観表現にとことん拘りました

今作は、北条司先生の世界観により近づけるために、原作キャラクターをベースに現代風に
リファインした2Dアニメキャラを3Dのセルルック表現にしましたが、女性ならではのセク
シーな体のラインやキャッツ・アイならではの激しいアクション等、コンテンツの魅力を存分
に引き出すために、北条司先生にも監修をいただきつつ制作し、よりファンの皆さんの印象に
近いキャッツ・アイに仕上げられたと思います。楽曲に関しては、アニメ主題歌として採用され
ていた名曲「CAT’S�EYE」「デリンジャー」の2曲はもちろんのこと、アニメ世代としては心の奥
底に強く印象として残っている「Dancing�with�the�sunshine」をアレンジヴァージョンとし
て新規搭載しています。映像・楽曲ともに、「キャッツ・アイ」の世界観表現は拘った箇所であり、
また、非常に苦労した部分でもありますので、是非、パチンコホールで楽しんでいただきたいと
思います。

©北条司/NSP�1981�版権許諾証�YAI-304

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

http://www.pacificgolf.co.jp/sohsei/ http://www.pacificgolf.co.jp/ohtaki/

PGM総成ゴルフクラブ情報 大多喜カントリークラブ情報

第7回大会は、 「PGMゴルフリゾート沖縄」（沖縄県国頭郡恩納村）にて開催します。
HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP

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

http://heiwa-pgm-championship.jp/HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP情報

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

PGM総成ゴルフクラブ
（千葉県）

新規取得ゴルフ場
大多喜カントリークラブ

（千葉県）

千葉の北総台地に位置した丘陵コース、恵まれた自然地形を活
かし、名匠、和泉一介、間野貞吉により設計された、調和と変化
に富んだ趣のあるコースです。ハイグレードゴルフ場ブランド
「GRAND�PGM」として運営しております。

房総の山並みを眺望出来る丘陵コース。名匠、間野貞吉により、
それぞれ個性あふれる巧妙なコースレイアウトが施され、ホール
間のインターバルを極力おさえた、ゴルファーの満足度を第一に
考えて設計されているコースです。

住所 �千葉県成田市西和泉729番地
TEL �0476-36-1556

住所 �千葉県夷隅郡大多喜町下大多喜2419番
TEL �0470-82-3011

※1 電チューに限る　※2 表記の出玉は設計値
※3 V入賞が条件・試射値　※4 確変リミット3回

嘉数 光倫 プロ

PGM

ゴルフ事業トピックス遊技機事業トピックス
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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140箇所以上のゴルフ場でご利用い
ただ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、当社ゴルフ場にご来場下さい。

●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

2019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
2019年1月1日～2019年12月31日（9月30日基準）
2019年7月1日～2020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月までとなります。

年間IRカレンダー

5月 8月 11月 2月4月 6月 7月 9月 10月 12月 1月 3月

▶ 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

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。

連結財務諸表 （百万円）

第51期（2019年3月期）の連結業績ハイライト

連結貸借対照表
2018年3月期 2019年3月期

資産の部
流動資産 118,209 121,492
固定資産 312,077 321,353
資産合計 430,287 442,845

負債の部
流動負債 67,787 54,894
固定負債 145,798 162,898
負債合計 213,586 217,793

純資産の部
株主資本 216,423 224,924
その他の包括利益累計額 266 127
新株予約権 11 —
非支配株主持分 0 0
純資産合計 216,701 225,052
負債純資産合計 430,287 442,845

連結損益計算書
2018年3月期 2019年3月期

売上高 132,765 144,980
売上原価 88,181 89,143

売上総利益 44,584 55,836
販売費及び一般管理費 30,652 27,822

営業利益 13,931 28,014
営業外収益 935 1,178

営業外費用 1,761 1,741

経常利益 13,105 27,451
特別利益 30 4

特別損失 81 0

税金等調整前当期純利益 13,054 27,456
法人税等 6,254 11,115

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 6,799 16,341

連結キャッシュ・フロー計算書
2018年3月期 2019年3月期

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,538 35,188
投資活動によるキャッシュ・フロー △7,350 △29,165
財務活動によるキャッシュ・フロー △21,108 △11,484
現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 4
現金及び現金同等物の増減額 △10,927 △5,456
現金及び現金同等物の期首残高 45,113 34,185
現金及び現金同等物の期末残高 34,185 28,729

■ 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

50.4

48.4

44.1

450,715

198,873

449,152

217,405

430,287

216,701

442,845

225,052

2016年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

（百万円）

0

30

20

10

40

50

（%）

0

300,000

200,000

100,000

400,000

500,000
50.8

214,954

186,218

132,765
144,980144,980

2016年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

2020年
3月期

（百万円）

0

80,000

160,000

240,000

155,700
(予想）

（百万円）

0

40,000

30,000

20,000

10,000

50,000

(予想）(予想）
28,60028,600

38,96738,967

28,01428,014

36,59936,599

13,93113,931

2016年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

2020年
3月期

株主優待制度のご案内

財務データ株主インフォメーション

65


