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 会社概要  株式の状況

 株式の所有者別状況

228,903,400株
99,809,060株

66,512名

発行可能株式総数
発行済株式の総数
株 主 数

一般法人●
39,707,052株

39.78%

個人●
36,406,851株

36.48%
●金融機関 
11,901,390株
11.92%

●外国法人等 
9,177,389株
9.19%

●金融商品取引業者 
1,319,843株
1.32%

●自己株式 
1,296,535株
1.30%

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
取 締 役
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）
常 勤 監 査 役
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
太　田　　　裕
宮　良　幹　男
吉　野　敏　男
中　田　勝　昌
提　箸　　　隆
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
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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
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
http://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

 株主メモ

株主の皆様からのご意見・ご要望を
今後の活動の参考とさせていただくため、
WEBアンケートを実施いたします。

本アンケートは、宝印刷株式会社が発行する個人投資家向け情報誌「ジャパニーズ  インベスター」のＷＥＢサイト「投資家ネット」にて実施いたします。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。ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承認なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

【 個人情報の取扱に関して 】
お答えいただくアンケートの回答内容・個人情報につきましては、「統計的にデータをまとめた上で分析し、サービスを改善すること」を目的として利用し、個人が特定できる形で利用されること
はありません。その他、当社の個人情報に関する取扱に関しての詳細は当社の「プライバシーポリシー」（http://www.heiwanet.co.jp/faq/privacy.php）のとおりです。

http://104ka.net/【アクセスナンバー 6412】

kabu@req.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又は携帯電
話をお使いの方は、右のＱＲコードから直接アンケート画面
へアクセスできます。

とうしかねっと 検索

PC・スマートフォンから

アクセス方法

メールから

携帯電話から

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。
ご回答いただいた方のなかから
抽選で20名様に不二子「オリジ
ナルスプレーボトル」（消臭剤付
き）を進呈させていただきます。 ©モンキー・パンチ／TMS・NTV

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

©モンキー・パンチ／TMS・NTV

ゴルフ事業
P.5



トップメッセージ

連結業績について

2018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、ゴルフ事業は前年同期を上回る水準
で売上高及び営業利益は推移したものの、遊技機
事業においては規則の改正等が予定されている影響
から一部のタイトルを除きパチンコホールの需要
が鈍化し、販売台数が減少したことを主な要因と
して前年同期比で減収減益となりました。

下期につきましても足元の遊技機需要動向や今後
見込まれる急激な業界環境の変化に備え、販売スケ

ジュールを抜本的に見直したことを主な要因とし
て、通期の連結売上高及び各利益が計画を下回る
見通しとなったため、10月24日付で期初の業績
予想を修正いたしました。株主の皆様にはご心配
をおかけしておりますが、業績の回復に向けて尽力
してまいります。

セグメント別の業績について

遊技機事業につきましては、パチンコ機、パチスロ
機合計で47千台を販売いたしました。前期から続く

射幸性を抑制した遊技機への移行及びギャンブル
等依存症抑制の観点から2018年2月1日を施行期
日とした規則の改正が予定されていることによる
先行きの不透明感により、パチンコホールの遊技機需
要は特定の実績のあるシリーズ機にのみ集中し、
それ以外のタイトルの販売台数は低調に推移いた
しました。その結果、原価低減及び販売費及び一般
管理費の削減に努めたものの、遊技機販売台数が
前年同期及び計画を下回り、売上高、営業利益とも
に減少する結果となりました。

ゴルフ事業におきましては、保有・運営ゴルフ場
数の増加と天候に恵まれたことにより来場者数が
増加し、前年同期比で増収増益となりました。

上期においては、5ゴルフ場を取得し運営を開
始したことにより保有・運営ゴルフ場数は140と
なりました。また、7月には、全国8ゴルフ場を対象
として「日本のゴルフを、もっと豊かに、もっと上質
に。」をコンセプトとし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）」を
発足するなどプレースタイルの拡充に向けた取り組
みを実施しました。

通期の見通しについて

遊技機事業におきましては、業界動向の急激な
変化に対応するため、販売スケジュールの抜本的
な見直しや一層の開発体制の強化等を実施し、販売

台数を最大化することで収益の確保に努めてまい
ります。ゴルフ事業におきましては、より多くの方
にゴルフを楽しんでいただけるよう来場される方
のプレースタイルに応じたバラエティ豊かなゴルフ
場運営に取り組んでまいります。

厳しい環境にありますが、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株当たり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。

（百万円）

2018年3月期 予想

売上高 132,400

営業利益 11,500

経常利益 10,400

親会社株主に帰属する当期純利益 4,400

1株当たり当期純利益 （円） 44.66

1株当たり配当金（円） 80.00

第50期（2018年3月期）第2四半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
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（百万円）

　前年同期比 33.6%

　前年同期比 78.0%

　前年同期比 77.7%

　前年同期比 85.6%
詳細については、P10をご参照ください

売上高 営業利益

2018年3月期連結業績予想（2017年10月24日公表）

売上高 億円621

経常利益 億円50

営業利益 億円51

親会社株主に帰属する
四半期純利益 億円21

21



セグメント情報／トピックス

遊技機事業

もっと楽しめる未来を

業績のポイント
● 規則改正が予定されていることにより、遊技機需要が特定の実績

のある人気シリーズ機にのみ集中したため、販売台数が前年同期
に比べ大幅に減少し、減収減益。

● 新規則機の開発体制の整備及び販売スケジュールの抜本的な見
直し等を行い、販売台数の最大化及び収益の確保に努める。

※ 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

銀河鉄道999 8,369台 6月

めぞん一刻　約束 7,263台 8月

交渉人　真下正義 5,291台 9月

パチンコ機合計※ 36,557台 ー

パチスロ機 販売台数 発売時期

ガールフレンド（仮）　聖櫻学園メモリアル 5,041台 7月

戦国乙女　TYPE-A 2,308台 8月

亜人 2,200台 9月

パチスロ機合計※ 11,310台 ー

上期発売タイトル

当社の人気コンテンツ黄門ちゃまが、もっと黄門ちゃま
らしく、もっと愛され続けるために、黄門ちゃま力（りょく）を
徹底強化して2018年1月、新たに出陣します。

大当りの達成感に加え、前作で高実績を残したスペックを
継承し、好評だった「ゴチ装置」を「Wゴチ」として徹底的に
強化。「ゴチ装置」の入口をシングルからダブルに増やし、玉の
動きがより楽しめるように進化を遂げています。

おなじみのコミカルなキャラクターが劇画調に変化する
演出や、16ラウンド大当り時にのみ降臨する神となった黄門
ちゃま“GODちゃま”役物も必見。そのインパクトと「Wゴチ」の
爽快感でプレーヤーの期待もダブル
に膨らみます。
※  「ゴチ装置」・・・大当り中のお得感と右打ち

遊技の爽快感が特長となる、黄門ちゃま
オリジナルの入賞システム。

オリンピア伝統のパトランプを搭載したパチスロ機が、
当社のパトランプ機としては初となるAタイプとなって登場。

目押しやリーチ目がわからなくても告知が起こればボーナス
確定というシンプルなゲーム性のAタイプは、初心者の方で
も安心して楽しむことができます。

ボーナス告知は4種類。パトランプがキュインと鳴って光っ
て回る「キュイン告知」、リールサイドの蝶々が光ってお知ら
せ「蝶々ランプ告知」、液晶画面が突然暗転する「サプライズ
告知」、そしてこの全告知がランダムに発生する「ミックス
告知」。どの告知を選んでもドキドキ感が味わえる「南国物語
Type-A」は、2018年1月に登場
です。

黄門ちゃま
神盛JUDGEMENT

南国物語
Type-A

TOPICS

©C.A.L／2017

百万円18,310 前年同期比 
65.0%減▶ 売上高

百万円△749▶ 営業利益

パチンコ パチスロ

CLOSE UP

本機は前作の後継機という位置
づけですが、実は前作がパチンコ
ホールに設置される前から開発が
スタートしており、どこまでゲーム性
や演出を変えるべきかプロジェクト
内で何度も議論を重ねました。新し

いものを見せたいという思いはあるものの、変えすぎるとファンが
求めているものとは違ってしまう可能性がありますので、ここの判断
には非常に苦労しました。

確率変動中の「ゴールデンタイム」では、ルパン一味が参戦する
ほど期待度が上がるカウントアップが主体のゲーム性と、チャンス
ボタン＆トリガー（拳銃役物）に特化したプレーヤー参加型のゲーム
性という全く異なる2種類の「RUSH」を搭載し、プレーヤーの好みに
合わせて選択できるようにしました。

また、前作のもうひとつのシナリオとして搭載したオリジナルストー
リーでは、真の黒幕の存在や不二子の狙い等が描かれ、演出面に
おいても今までのルパンシリーズとは違った印象でファンにもお楽
しみいただけるものになったと思います。

私はパチンコ機の液晶演出を制
作しています。具体的には、図柄や
キャラクターにアニメーションをつ
け、その機種の仕様に合うようデー
タ構成を考えながら実機データに
まとめる業務を行っています。

本機の特徴である2種類の「RUSH」では、ルパンと不二子、それ
ぞれの個性を最大限に引き出せるよう注意し、ルパンはこれまで
同様かっこよく、そして不二子は女性ファンも多いということもあ

り、女性が憧れるように強くてセクシーに、また、敵だけではなく
ルパンたちをも手玉にとる演出を多く取り入れ、不二子らしさをうまく
映像面で表現できたのではと思います。

ルパン三世シリーズを担当するの
は本機で6作目となりますが、登場人
物一人ひとりが全てかっこよく、その
分演出ボリュームも多いので、プロ
デューサーやプロジェクトリーダーか
らのこだわりに毎回泣かせられます。
演出面、ゲーム性、ギミックとの連動等全てにおいてリクエスト通りに
プログラミングするのは決して容易ではありませんが、プロジェクト
メンバーと協力し合い、それが形となった時は最高の喜びがあります。

本機では専用本体ならではのトリガーを使用した演出を大幅に増
やし、爽快感を極限まで高めた演出が見どころとなっていますので、
音・光・映像・振動等の一体感を是非体験していただきたいです。

本機は前作の面換えということ
と、コストや可動領域の兼ね合いか
ら斬新な役物を配置することができ
ず、なかなか納得できるものができ
ませんでしたが、何度もデザインを書き直し、最終的にはうまく部分
流用しながら、一目で「新規盤面」「ルパンシリーズの不二子」と感じ
られるような設計ができたと思います。

新しく搭載した盤面いっぱいに映し出されるイルミネーション部
分では、煌びやかな不二子はもとより、前作ではなかった、トリガーを
撃った際に発生する弾痕の表現に特に力を注ぎました。より臨場感
を出すためにヒビが広がっていくようなアニメーションを施し、でき
る限り平面にならないよう細かく面や階調を変化させて、立体的に
発光するように工夫しました。

企画チーム
プロジェクトリーダー

ソフトチーム
テクニカルディレクター

デザインチーム
サブディレクター

主な業務：プロジェクトの全体管理・運営・企画業務全般

主な業務：サブ制御開発、液晶制御開発管理

主な業務：盤面デザイン

主な業務：映像オーサリングのディレクション業務

前第2四半期 当第2四半期

18,310

52,243

（百万円）

前第2四半期 当第2四半期
（百万円）

17,754

△△749

設計チーム
サブテクニカルディレクター

パチンコ 不二子 Lupin The End

開発者インタビュー

シリーズ最新作となる本機は、前作の「ルパン三世　Lupin 
The End」（2016年発売）のもうひとつのシナリオとして、
ルパン一味の峰不二子が主役となって登場。真のエンディ
ングを描くオリジナルストーリーで魔性の女がパチンコ
ホールに新風を巻き起こします。©モンキー・パンチ／TMS・NTV

前年同期比
-
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優勝は安定したプレーを見せたC・キム選手、ベストアマチュア賞は植木祥多選手が受賞
最終日は雨と強風が選手を苦しめた前日から一転し、沖縄らしい好天となりました。1位と

3打差でスタートしたC・キム選手は、1位を独走していた宋永漢選手がスコアを崩すと16番
ホールで単独首位に立ちます。2位につけた大会ホストプロの池田勇太選手がスコアを伸ばし
1打差に迫るもあと一歩届かず、C・キム選手がトータル6アンダーで今季3勝目を挙げました。

ベストアマチュア賞は高校3年生ながら20位タイと、世界基準のコースでプロ選手相手に堂々と
戦った植木祥多選手に贈られました。

第5回大会は世界基準のチャンピオンコースに生まれ変わったPGMゴルフリゾート沖縄にて開催
第5回大会は、プロゴルフ界のレジェンド青木功プロのコース改造監修により生まれ変わったPGMゴルフリゾート沖縄で行われま

した。「世界各国で長年戦って培ってきたノウハウをすべて出し切った」と青木プロが言うほど、戦略性の高い世界基準のチャンピ
オンコースとなり、大会初日から選手は苦戦を強いられる展開となりました。

優勝 C・キム選手（左）
ベストアマチュア賞 植木祥多選手（右）

セグメント情報／トピックス

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 2 2.5
合計 140 171.0

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 17 20.0
中国・四国 18 20.5
九州・沖縄 17 22.5
合計 140 171.0

日本のゴルフを、もっと豊かに、もっと上質に。

日本を代表する威厳と品位を兼ね備えたハイグレードなゴルフ場でこれまでにない豊かなゴルフライフを愉しんでいただきたい。そんな想い
のもと、PGMが保有・運営する全国のゴルフ場から厳選したコースで新たにご提案するのがGRAND PGM（グラン PGM）です。

GRAND PGM
ゴルフ場一覧

サンヒルズカントリークラブ 美浦ゴルフ倶楽部プレステージカントリークラブ ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎

2017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、
PGMホールディングス株式会社
一般社団法人日本ゴルフツアー
機構
2017年11月2日（木）～
11月5日（日）
PGMゴルフリゾート沖縄
2億円/優勝賞金4千万円

ゴルフ事業

TOPICS

 新規取得ゴルフ場

南総ヒルズカントリークラブ（千葉県）

住所  千葉県富津市田倉865-1　 TEL  0439-68-1131
南房総の雄大な自然と、温暖な気候に恵まれた全 27 ホールの丘陵コースです。自然のアン
ジュレーションを活かした戦略性に富んだコースレイアウトは、正確なショットが求められ、多
くのゴルファーの攻略心を掻き立てます。また、豊かな自然が織りなす四季折々の美しい景
観も魅力的なゴルフ場です。

 新規取得ゴルフ場

東京ベイサイドゴルフコース（千葉県）

住所  千葉県富津市竹岡4277-2　 TEL  0439-67-2611
最寄りの高速道路ICから約3kmとアクセスに優れたパブリック運営のゴルフ場です。コース
レイアウトは、眼下に広がる東京湾、その先に望む富士山、三浦半島、横浜みなとみらいの絶景
を前にショットする谷越えホールや打ち下ろしホール等があります。アンジュレーションがある
グリーンは戦略性が高く、プレーヤーの攻略心を存分に満たしてくれる丘陵コースです。

 新規取得ゴルフ場

神戸グランドヒルゴルフクラブ（兵庫県）

住所  兵庫県西宮市山口町下山口字高丸1645-1　 TEL  078-907-3330
大阪市内から40分、神戸三宮から車で約30分と好立地で、自然の地形を巧みに活かした丘
陵コースです。アンジュレーションに富んだグリーンや、深々と口をあけるバンカーが随所に
配置されたコースレイアウトは、プレーヤーの挑戦意欲を刺激し、ゴルフの醍醐味を存分に
味わうことができます。また、コースやレストランからは、美しい景観が望めるゴルフ場です。

CLOSE UP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

千代田カントリークラブ 総武カントリークラブ 総武コースセゴビアゴルフクラブ イン チヨダ PGMゴルフリゾート沖縄

白熱の
第5回大会を

レポート業績のポイント
● 顧客単価は前年同期と同水準で推移したものの、新規に取得した

ゴルフ場の貢献等により来場者数が増加し、増収増益。
● 7月に8ゴルフ場を選定し、ハイグレードゴルフ場ブランド
「GRAND PGM」を発足。

● 5ゴルフ場の取得・運営を開始し、保有・運営ゴルフ場数は140
コースに。

※ 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。

ゴルフ場ポートフォリオ（2017年9月末時点）

百万円43,866 前年同期比 
6.0%増▶ 売上高

百万円7,530 前年同期比 
1.1%増▶ 営業利益

前第2四半期 当第2四半期
（百万円）

41,390 43,866

前第2四半期 当第2四半期
（百万円）

7,449 7,530

グランPGM 検 索

2015年4月より行ってきた「沖縄
国際ゴルフ倶楽部リニューアル
プロジェクト」の全工程が終了し、
2017年11月7日、グランドオープン
を果たしました。

65



CSRコラム

 PGMジュニアズ

職場体験プログラム

 新入社員CSR研修

環境保護のための竹林間伐作業

職場体験プログラムとは、中学生から高校生を対象に、
地域のスーパーやホームセンターと同様に地域にある
ゴルフ場に来てもらい、実際にゴルフ場の仕事を体験して
もらうと同時に働くことの楽しさ・厳しさを実感してもら
うプログラムです。PGMジュニアズではこのような学校
教育の一環である職場体験をゴルフ場で積極的に受け
入れています。

フロントでのチェックイン業務やレストランでの業務
等、ゴルフ場運営を実際に体験でき、業務終了後には生徒
たちがゴルフを体験することもあります。

2017年5月に新入社員研修の一環として、森林環境
保護のための竹林間伐作業を実施しました。

竹は繁殖力が非常に強く、急速に育った竹が太陽の
光を遮ると下層の植物が枯れ、鳥類や昆虫類の種数も
減少し生物多様性の低下等を招きます。そのため間伐
等の適切な管理が必要になりますが、放置されている
竹林が多くあります。

参加者は4～5人のチームに分かれ、ロープで竹を倒
す方向に引っ張りながら、のこぎりで間伐作業を進め
ます。作業開始時は竹の繁殖に加え、過去に伐採された
竹が放置されている等、とても歩ける状況ではありま
せんでしたが、今回の竹林の間伐及び倒木の搬出作業
によって地表の植物に日光が当たるようになり、下層植
生が成長し森林の保護が期待されるようになりました。

平和グループで
は入社初期の段階
にCSR研修を実施
し、企業が社会的責任を果たすことの重要性を考える
ことで、長期的な視点を持ち企業の持続的発展に貢献
できる人材の育成を目指しています。

研修担当社員が語る「CSR活動への想い」

環境保護とチームワークの重要性を実感
竹の高さは20ｍにもなるため安全面を考慮し、竹の選択から伐採までを慎重に行います。不慣れな道具の使用

に加え、足場が悪い場所もあり、最初は1本の竹を切るだけでも苦労していましたが、参加者が自主的に声がけや
役割分担を行い、作業スピードがみるみる上がる様子を見て、チームワークの重要性を実感し
ました。とても大変な作業でしたが、参加者は作業後の日差しが降り注ぐ竹林の様子に、大き
な達成感や充実感を得ることができた様子でした。

研修担当者という立場でしたが、今回の研修は私自身もCSRについて改めて考え直すきっ
かけとなりました。実際に行動に移すのは難しいことですが、この研修が新入社員にとって
CSRについて考え、行動を起こすきっかけになるとうれしいです。

人事グループ 人事チーム
塩脇 由衣

今回は
当社の沿革
について
ご紹介します

大衆娯楽として
戦後いち早く復活した

パチンコ機は
球式ではなく

メダル式が主流
だったんです

メダル式・パチンコ機ナビゲーター：へいわ子

現在は全メーカーが採用！！

『分離型遊技機』とは
本体を共通化し
遊技機の一部のみを交換して
新機種に入替えができる
画期的な技術なのです！

「麻雀物語」

新たな収益基盤の
柱を構築し
企業価値の
向上を図るため

第５回大会の報告はP6へ

新たな株主様にも
平和グループを
よりわかりやすく
知っていただくために 私が誕生

しました！

株主数も
約３６，０００人

アップ！

これからも
「もっと楽しめる未来をつくろう！」

を合言葉に
総合レジャー企業を目指します！

業界初

業界初 業界初

第１回「HEIWA・PGM
CHAMPIONSHIP」開催

PGMホールディングス（株）を
連結子会社化

PGMホールディングス（株）を
完全子会社化

（株）オリンピアと経営統合（株）オリンピアと
業務提携

（株）オリンピアが
分離型パチスロ機を開発

東京証券取引所
市場一部上場

1997

20１１

2013

2015

2007

フルカラー液晶を
パチンコ機に搭載！！

1991「着脱分離方式」による
分離型パチンコ機を開発！！

業界初

1971

2015.3 2015.9

50,901人

14,269人

1998

2002

ゴルフ事業に
参入！

パチスロ事業
に参入！

群馬県桐生市にて創業

１９４９

メダル式・パチンコ機の製造・販売を開始
設立1960

リユース効果を最大限発揮！！

株式店頭登録
業界初1988

両社の強みを活かし開発体制を
強化することで完成度の高い
ヒット機種を創造するため

グループ内のより強固な
協力体制を構築することで
中長期的な成長を図り
ゴルフ場のM＆A戦略や
収益力の強化を図るため

・産業廃棄物の排出削減
・機械代と輸送コストの削減
・入替労力の低減 等
 メリットはさまざま！

ココを替える！

ココを替える！
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株主インフォメーション 財務データ

 株主優待制度のご案内

 年間IRカレンダー

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137箇所のゴルフ場で
ご利用いただける「株主優待割引券」を贈呈しています。1回のご来場につき複数枚ご利用いただけます
ので、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。

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円割引となる優待割引券を、株主様の保有株数に
応じて贈呈いたします。
割引対象は「グリーンフィ・諸経費・カートフィ及びこれら
にかかる消費税」となります。

贈 呈 回 数 年2回

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

対象株主様

 ① 2017年9月30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

② 2018年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

①2018年1月1日～2018年12月31日
②2018年7月1日～2019年6月30日
※土日祝日利用は1月（1月1日を除く）・2月・7月・8月のみ。
※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。

郵 送 日
① 2017年12月7日（本「中間報告書」に同封の上お送り

しております）
②2018年6月上旬(定時株主総会招集ご通知に同封)

http://www.heiwanet.co.jp/ir/shareholder_top.php

利用可能ゴルフ場等の詳細はこちら 平和　優待 検索

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

連結財務諸表 （百万円）

連結貸借対照表
2017年3月期 2018年3月期

第2四半期

資産の部
流動資産 145,449 111,586
固定資産 303,702 317,138
資産合計 449,152 428,724

負債の部
流動負債 75,176 54,309
固定負債 156,570 158,723
負債合計 231,747 213,033

純資産の部
株主資本 217,398 215,587
その他の包括利益累計額 △17 80
新株予約権 24 22
非支配株主持分 0 0
純資産合計 217,405 215,690
負債純資産合計 449,152 428,724

連結損益計算書
2017年3月期

第2四半期
2018年3月期

第2四半期

売上高 93,633 62,177
売上原価 52,515 41,976

売上総利益 41,118 20,200
販売費及び一般管理費 17,843 15,001

営業利益 23,275 5,199
営業外収益 862 595

営業外費用 1,318 785

経常利益 22,819 5,009
特別利益 — 0

特別損失 535 75

税金等調整前四半期純利益 22,283 4,934
法人税等 7,524 2,811

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 14,758 2,122

連結キャッシュ・フロー計算書
2017年3月期

第2四半期
2018年3月期

第2四半期

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,025 1,697
投資活動によるキャッシュ・フロー △7,479 △3,585
財務活動によるキャッシュ・フロー △19,301 △11,912
現金及び現金同等物に係る換算差額 △22 0
現金及び現金同等物の増減額 △5,777 △13,799
現金及び現金同等物の期首残高 30,101 45,113
現金及び現金同等物の四半期末残高 24,324 31,313

▶ 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

http://www.heiwanet.co.jp/ir/ir_top.php
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■ 総資産　■ 純資産　● 自己資本比率 ● ROE　● ROA

資産関連指標の推移

期間限定

土日祝日利用
も可能

保有株数により
最大割引額

56,000円分

※  ROE（％）＝親会社株主に帰属する当期純利益／期首・期末平均自己資本×100
※  ROA（％）＝親会社株主に帰属する当期純利益／期首・期末平均総資産×100

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 2月4月 6月 7月 9月 10月 12月 1月 3月

総資産／純資産／自己資本比率 ROE ／ ROA
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