
会社概要・株式の状況（2018年9月30日現在）

228,903,400株
99,809,060株

65,516名

発行可能株式総数
発行済株式の総数
株 主 数

●一般法人
39,681,702株

39.76%

●個人
34,129,782株

34.20%
●金融機関 
15,065,690株
15.09%

●外国法人等 
8,089,607株
8.11%

●金融商品取引業者 
1,672,858株
1.68%

●自己株式 
1,169,421株
1.17%

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
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
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 http://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

CSRコラム

東上野地区一帯の清掃活動

当社グループでは月に1度、日ごろからお世話になっ
ている近隣の方々への感謝の気持ちを込め、拠点が集約
している東上野地区一帯の清掃活動を行っています。
2010年から開始された清掃活動は、第80回目を迎え
総勢約130名の有志が参加し、早朝から活発に地域の環
境美化活動に取り組みました。また、本活動は所属会社・
部署問わず1グループ10名ほどで構成され、部署間の
交流を深め、平和・PGMグループの結束強化を図る貴重
な機会となっています。

会社概要

株主メモ

株式の状況

株式の所有者別状況

平和・PGMグループ総勢約130名の有志によるボランティア活動
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トップメッセージ

「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

詳細については、P6をご参照ください

2019年3月期第2四半期累計期間の連結業績につき
ましては、主に遊技機事業における販売台数が増加した
ことにより、前年同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パチンコ機、パチスロ機

合計で97千台を販売いたしました。2018年2月の規則
改正の影響で市場環境が低調に推移しているなか、販売
台数が著しく落ち込んだ前年同期に比べ、販売台数を伸
ばしたことにより増収増益の結果となりました。引き続
き、新規則に則したこれまで以上に遊びやすく、豊かな
ゲーム性を搭載した魅力的な遊技機の開発・供給に取り
組んでまいります。
ゴルフ事業におきましては、売上高及び営業利益が

「平成30年7月豪雨」、8月・9月の台風、「平成30年北海道
胆振東部地震」等の自然災害の影響を受け、減収減益の
結果となりました。一方、上期の取り組みとして、2017
年7月に立ち上げた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)」に、2018年6月
から桂ゴルフ倶楽部、利府ゴルフ倶楽部を追加し、合計
11ゴルフ場として展開をはじめております。

遊技機事業におきましては、市場規模の縮小が継続し
ておりますが、下期に当社の大型コンテンツであるルパ
ン三世シリーズのパチンコ最新機種「ルパン三世�LAST�
GOLD」の販売が控えているなど、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、下期に2ゴルフ場の取得

を予定しており、今後も事業拡大及び収益向上のため積
極的にゴルフ場の買収を行い、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重要な経営課題と認識し

ており、当社の利益還元方針である安定配当の観点か
ら、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。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、当社の取り組みにご理

解いただき、一層のご支援を賜りますようお願い申し上
げます。

連結業績について 通期の見通しについて

第51期（2019年3月期）第2四半期の連結業績ハイライト

 前年同期比 29.0%増

 前年同期比 306.2%増

 前年同期比 299.0%増

 前年同期比 535.6%増

◦第51期（2019年3月期）の業績予想 1,553億円 前期比 17.0%増

◦第51期（2019年3月期）の業績予想 263億円 前期比 100.7%増

◦第51期（2019年3月期）の業績予想 270億円 前期比 93.8%増

◦第51期（2019年3月期）の業績予想 174億円 前期比 155.9%増

売上高 億円802 営業利益 億円207

経常利益 億円203 親会社株主に帰属する
四半期純利益 億円134
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セグメント情報

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。

● 販売台数が前年同期を大幅に上回り、増収増益。
● 下期には大型タイトルパチンコ「ルパン三世 LAST GOLD」を発売予定。

※ 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。

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

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

戦国乙女5 10th Anniversary 13,131台 2018年8月

綱取物語 横綱7戦全力 5,702台 2018年7月

パチンコ機合計※ 58,482台 －

パチスロ機 販売台数 発売時期

ルパン三世 世界解剖 16,356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※ 39,350台 －

前第2四半期 当第2四半期

37,027

（百万円）

18,310

（百万円）
前第2四半期 当第2四半期

43,18343,866

（百万円）

6,7617,530

前第2四半期 当第2四半期

前第2四半期 当第2四半期

15,666

（百万円）

∆749

コース数 18H換算
北海道 6 9.5
東北 9 11.5
関東・甲信越 57 67.0
東海・北陸 16 20.0
関西 16 19.0
中国 11 13.0
四国 7 7.5
九州・沖縄 17 22.5
合計 139 170.0

ゴルフ事業

※ 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

業績のポイント
● 2017年7月に立ち上げた「GRAND PGM」に、桂ゴルフ倶楽部、利府ゴ

ルフ倶楽部を追加し、合計11ゴルフ場で展開。
● 「平成30年7月豪雨」、8月・9月の台風、「平成30年北海道胆振東部地震」

等の自然災害の影響を受け、売上高、利益ともに前年同期を下回る。

コース数 18H換算
ゴルフ場保有 137 166.5
ゴルフ場リース 1 2.0
ゴルフ場運営受託 1 1.5
合計 139 170.0

ゴルフ場ポートフォリオ（2018年9月末時点）

百万円37,027売上高 前年同期比
102.2%
増

百万円15,666営業利益 前年同期は
営業損失
749百万円

百万円43,183売上高 前年同期比
1.6%
減

百万円6,761営業利益 前年同期比
10.2%
減
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機
種
紹
介

2008年に登場した戦国乙女は、時代とともに確かな実績
を刻み、様々な進化を遂げて今年で10周年を迎えました。今
作は新たなストーリー小田原征伐を舞台に10周年を華やか
に彩る歴代乙女が総出演します。また、戦国乙女の10年間を
支え続けてくれたファンの声を形
にするべく、ファン投票により今
までの人気演出の数々がパワーア
ップして復活。ファンの声に今作
初搭載となる演出も加わり、圧倒
的なスケール感とクオリティで作
り込まれた演出の数々で、乙女た
ちの活躍から目が離せません。

今までのパチスロの常識を覆す、これまでにない新しい
ゲーム性を搭載してルパン三世が帰ってきました。演出
面ではTVアニメ「ルパン三世�PART4」の世界観を忠実に
再現。アニメファンも十分に楽しめるものに仕上がって
います。ゲーム性ではリプレイが
揃うと「ルパンザチャンス」突入の
チャンス。「ルパンザチャンス」中に
ミッションを達成できれば、新出玉
システム「ヒーローズロード」へ
突入。「ヒーローズロード」はどこ
まで続くかわからないスリルと爽
快感で、パチスロの面白さをとこと
ん追求しています。

戦国乙女5
10th Anniversary

ルパン三世
世界解剖 ©モンキー・パンチ/TMS・NTV

パチンコ パチスロ

TOPICS遊技機事業

©モンキー・パンチ/TMS・NTV

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

「かっこいいルパンに陶酔する」をコンセプトにキャラクターのかっこよさをとことん追求

ルパンが大好きな開発者がこだわった完成度の高い演出

30年ぶりのテレビシリーズ
「ルパン三世 PART4」が
ついにパチンコで登場。
シリーズ10作目を飾るにふさわしい演出・
スペック・爽快感を搭載し、平和渾身の一作がついに完成。

開発者
インタビュー

今作は「かっこいいルパンに陶酔する」をコンセプトに開発しました。過去のルパン作
品のフィードバックからも、ファンからの一番の評価はキャラクターに対する感情移入
でした。パチンコ機では通常は出玉性能といった部分に評価が集まるのですが、ルパンに
関してはキャラクターの魅力に評価が集まる結果となりました。これはルパンシリーズ
で一貫して大事にしているキャラクターの演出表現がファンにも伝わっているというこ
とだと考え、今作でも一番重要なコンセプトに置きました。例えば、大当りの瞬間は、ルパ
ンが遊技しているファンに語りかけるような表現をいれ、そして、名台詞とともにルパン
トリガーを構える。かっこいいルパンが登場すると、大当りや出玉獲得とリンクする。こ
のように、全ての演出がかっこよさに集約され、ファンがキャラクターに対して感情移入
できるように開発を進めました。

ルパンシリーズは、社内のルパン好きがルパンを好きな人に向けて開発しています。
ルパン好きならわかる細かい仕草や言い回しなど、大小さまざまなこだわりが詰まって
います。例えば、原作ではなかなか見られないタイプの演出としてルパンと銭形の共闘演
出が挙げられます。共通の敵に対してルパンと銭形が一時休戦して戦う様子はアクショ
ンだけでなくセリフの掛け合いなど見所満載です。それ以外にも、まだ見たことのないル
パンの魅力表現を常に意識して開発していますので、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。
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TOPICSゴルフ事業

優勝は最終ホールにてイーグルを奪い1打差を逆転したS・ノリス選手
今年で6回目を迎える本大会は、昨年同様「PGMゴルフリゾート沖縄（沖縄県国頭郡恩納村）」で

開催されました。今年は、第3ラウンドが悪天候のため中止となり、54ホールの短縮競技となりま
した。最終日も雷雨のため1時間遅れでスタートし、選手たちは厳しいコンディションのなか
競技を行うこととなりました。そのなか、片岡大育選手が通算13アンダー単独首位で先にホールア
ウト。続く通算12アンダーのS・ノリス選手は、終始パーセーブと我慢のゴルフが続いていました
が、最終18番パー5にてイーグルパットを沈め通算14アンダーで劇的な逆転優勝を飾り、2017
年の「日本ゴルフツアー選手権�森ビルカップ�Shishido�Hills」以来のツアー通算3勝目を挙げました。

優勝 S・ノリス選手（右）

2018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
2018年11月1日（木）～
11月4日（日）
PGMゴルフリゾート沖縄
2億円/優勝賞金4千万円

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

http://heiwa-pgm-championship.jp

http://www.pacificgolf.co.jp/indoor/PGM ゴルフアカデミー 銀座情報

HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP情報

ギャラリー
イベント

PGM ゴルフアカデミー銀座 2018年10月1日 GRAND OPEN!
アクセス  〒104-0045 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア2F　TEL 03-3544-4555

東京メトロ日比谷線・都営浅草線東銀座駅から徒歩1分の好立地に
PGMグループ初となるインドアゴルフ施設「PGM�ゴルフアカデ
ミー銀座」をオープンいたしました。同施設は、練習場としての機
能だけでなく、グループラウンドや初心者から上級者まで対応で
きる幅広いレッスンメニューを用意。すべてのゴルファーの要望
に対応できることを運営コンセプトにしております。また今後は、
PGMのアンテナショップや情報発信拠点としての役割も担う施設
として展開していきます。

社会科見学
恩納村の小学生を招き、トーナメ
ント運営の舞台裏を見学してもら
いました。

JGTO　キッズエスコート
子 ど も た ち に 出 場 選 手 を1番
ティーグラウンドへエスコートし
てもらいました。

PGM　JUNIORS・ゴルフ体験
ジュニア用ゴルフクラブを使用し
た、「アプローチゲーム」と「ショット
体験」を実施しました。
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株主インフォメーション

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
ゴルフ場でご利用いただける株主優待割引券を贈呈しております。なお、下記のとおり2019年3月期の
株主優待制度（今回送付分）は、2018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。

●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

2018年3月期の株主優待制度（旧制度） 2019年3月期の株主優待制度（新制度）

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
祝日のプレー料金から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「グリーンフィ・諸経費・カートフィ及
びこれらに係る消費税」となります。

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） 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

変更なし

利 用 枚 数 1回の来場につき、複数枚利用可能。 1回の来場につき、1名様1枚のみ利用可能。

予 約 方 法 全ての予約方法で利用可能。 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。 変更なし

優 待 利 用
可 能 期 間

有効期間１年間
2018年1月1日～2018年12月31日（9月30日基準）
2018年7月1日～2019年6月30日（3月31日基準）

変更なし
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。

変更なし

※表中の下線は変更箇所を示します。

株主優待制度のご案内

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

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

優待制度内容変更に伴うご利用時の留意点
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。新制度の株主優待割引券を

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 旧制度の株主優待割引券と新制度の株主優待割引券の併用はできません。
③ 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。
④ 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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財務データ

■ 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
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20,74320,743

連結財務諸表 （百万円）

第51期（2019年3月期）第2四半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

第2四半期

資産の部
流動資産 118,209 120,282
固定資産 312,077 311,005
資産合計 430,287 431,288

負債の部
流動負債 67,787 59,581
固定負債 145,798 145,408
負債合計 213,586 204,989

純資産の部
株主資本 216,423 226,020
その他の包括利益累計額 266 278
新株予約権 11 ─
非支配株主持分 0 0
純資産合計 216,701 226,298
負債純資産合計 430,287 431,288

連結損益計算書
2018年3月期
第2四半期

2019年3月期
第2四半期

売上高 62,177 80,211
売上原価 41,976 46,528

売上総利益 20,200 33,683
販売費及び一般管理費 15,001 12,939

営業利益 5,199 20,743
営業外収益 595 433

営業外費用 785 827

経常利益 5,009 20,350
特別利益 0 4

特別損失 75 ─

税金等調整前四半期純利益 4,934 20,355
法人税等 2,811 6,865

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 2,122 13,489

連結キャッシュ・フロー計算書
2018年3月期
第2四半期

2019年3月期
第2四半期

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,697 18,277
投資活動によるキャッシュ・フロー △3,585 △4,924
財務活動によるキャッシュ・フロー △11,912 △10,637
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 7
現金及び現金同等物の増減額 △13,799 2,723
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四半期末残高 31,313 36,908

▶ 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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