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228,903,400株
99,809,060株

68,241名

発行可能株式総数
発行済株式の総数
株 主 数

●一般法人
39,934,837株

40.01%

●個人
38,449,653株

38.52%
●金融機関 
10,305,790株
10.33%

●外国法人等 
7,829,005株
7.84%

●金融商品取引業者 
2,113,218株
2.12%

●自己株式 
1,176,557株
1.18%

「ゴルフパートナーpresents　2021年度　全国高等学
校・中学校ゴルフ選手権大会」（通称：緑の甲子園）が、8月24
日（火）～28日（土）に開催されました。本大会はPGMが特別
協賛し、公益財団法人ジュニアゴルファー育成財団が大会助
成を行いました。高等学校の会場はサンヒルズカントリーク
ラブ、中学校はピートダイゴルフクラブVIPコースで行われ
ました。高等学校・中学校を合わせて約700名の生徒が参加
し、白熱した戦いを繰り広げました。

会社概要

株主メモ

株式の状況

株式の所有者別状況

緑の甲子園2021開催

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

 コラム



「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

2022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、未だ新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、遊
技機事業は、業績が伸び悩みましたが、ゴルフ事業は来場者
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
38千台販売いたしました。新型コロナウイルス感染症の影
響により一時低迷していた販売台数も徐々に回復し、前年同
期に比べ増加したことにより、売上高は、前年同期を上回り
ましたが、利益面は、損失幅が縮小するに留まりました。ゴル
フ事業におきましては、前年同期は新型コロナウイルス感
染症の影響に伴い来場者数は大きく落ち込んでおりました
が、当期は大幅に回復しております。売上高及び利益面につ
きましては、西日本側における長梅雨や８月のお盆期間で
の台風等による降雨が発生したこと、また引き続きコンペ
需要の減少等が影響し顧客単価が押し下げられたことなど
が主な要因となり、売上高は想定より伸び悩んだものの、来
場者数の増加及び新規ゴルフ場取得により前年同期を大き
く上回りました。なお、７月に「オールドオーチャードゴル
フクラブ」の株式譲渡契約を締結し、10月より運営を開始
しております。

遊技機事業におきましては、2022年１月末には旧規則
機の撤去期限を迎えることとなりますが、新規則機への入
替状況として、パチンコ機は稼働が良好なヒット機種が複
数登場するなど、新規則機への入替が順調に進んでおりま
す。一方、入替需要が伸び悩んでいるパチスロ機は、ゲーム
性の幅が広がった新しいカテゴリーのパチスロ機が市場に
投入され始めたことにより、今後、入替の促進が予想されま
す。また、4月からメーカーによる遊技機のテレビＣＭの放
映が再開されたことにより稼働の底上げが期待されます。
引き続き、販売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、ゴルフが比較的感染リスクが
低いスポーツとして認知されていることもあり、来場者数は
増加傾向にあります。引き続き、お客様及び従業員の安全確
保、感染防止策を徹底した事業運営を実施し、商品価値の向
上に努めてまいります。また、良質なゴルフ場取得に向けて
ポートフォリオの見直しと入替を随時検討してまいります。

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、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、今後ともご支援を賜りますようよろしく
お願い申し上げます。

売上高 億円587 営業利益 億円47

経常利益 億円48 親会社株主に帰属する
四半期純利益 億円25

連結業績について

第54期（2022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

 前年同期比 55.5%増
◦第54期（2022年3月期）の業績予想 1,507億円 前期比 39.9%増

 前年同期は経常損失 46億円
◦第54期（2022年3月期）の業績予想 214億円 前期比 269.0%増

 前年同期は営業損失 46億円
◦第54期（2022年3月期）の業績予想 223億円 前期比 319.8%増

 前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失 61億円
◦第54期（2022年3月期）の業績予想 139億円 前期比 ―

トップメッセージ セグメント情報

詳細については、P6をご参照ください

遊技機事業
 業績のポイント

● パチスロ機1機種の発売にとどまった前年同期に比べ、販売台
数は増加。

● 旧規則機の撤去期限が2022年1月に迫り、下期には特別需要
が見込まれる。

● 需要動向を見据え、主力タイトルを下期に集中的に投下。

※ 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

前第2四半期 当第2四半期

15,260

（百万円）

2,893

（百万円）
前第2四半期 当第2四半期

43,494
34,888

前第2四半期 当第2四半期

△△1,495

（百万円）

△5,795

ゴルフ事業

（百万円）
前第2四半期 当第2四半期

7,429

2,460

※ 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
● 1回目の全国的な緊急事態宣言が発令された前年同期に比

べ、来場者は大幅に増加。
● 新型コロナウイルス感染症の影響によりコンペ需要は低調。

顧客単価は依然として厳しい状況が続く。

コース数 18H換算

北海道 6 9.5

東北 8 10.0

関東・甲信越 65 76.5

東海・北陸 12 13.0

関西 21 27.5

中国 10 11.5

四国 6 6.5

九州・沖縄 17 22.5

合計 145 177.0

コース数 18H換算

ゴルフ場保有 144 175.0

ゴルフ場リース 1 2.0

合計 145 177.0

 ゴルフ場ポートフォリオ（2021年9月末時点）

 上期発売タイトル

パチンコ機 販売台数 発売時期
ガールズ＆パンツァー 劇場版 6,988台 2021年5月
めぞん一刻 Wedding Story 4,650台 2021年7月
新鬼武者 4,314台 2021年8月
パチンコ機合計※ 29,113台 －

パチスロ機 販売台数 発売時期
パチスロガールズ＆パンツァー 劇場版 4,500台 2021年6月
パチスロ麻雀物語4 2,389台 2021年9月
パチスロ機合計※ 9,156台 －

百万円15,260売上高

百万円43,494売上高

百万円7,429営業利益

百万円△1,495営業利益

前年同期比

427.4%
増

前年同期は
営業損失
5,795
百万円

前年同期比

24.7%
増

前年同期比

201.9%
増
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「パチスロ麻雀物語シリーズ」の後継機として、ご好評をいただいている「風上三姉妹が可愛く
かっこよく時々おバカに活躍する」世界観はそのままに、誰でもわかりやすく楽しめるような演出
やゲーム性の開発に注力いたしました。演出面では新キャラクターや新規演出など今作ならでは
の要素を取り入れつつ、シリーズファンおなじみのキャラクターの活躍の場をさらに増やすなど、
“麻雀物語ワールド”をさらにパワーアップさせることにこだわりました。ゲーム性面では、シリー
ズのお家芸でもある「大きな上乗せ」を狙うことが可能な設計でありながら、「高い初当たり確率」、

「高確率で引き戻しが期待できる」といった現行機では珍しい「当たりへの期待感が常に持続する
システム」を搭載することで、「気軽に長く遊べる台」だと思っていただけるように意識して開発を
行いました。

私自身、プレーヤーとしても「麻雀物語」「戦国乙女」といった平和グループのオリジナルコンテ
ンツが大好きでしたので、今回は大きなやりがいをもって機種開発に携わることができました。

とにかく打っていて終始「可愛い、楽しい、面白い」と思っていただけるようなエンタメ要素満載
の機械に仕上がったと自負しております。麻雀物語シリーズを知らなくても麻雀のルールを知ら
なくても楽しめる内容になっていると思いますので、是非、広く多くの方に遊技していただきたい
です。

TOPICS TOPICS

「PGMロイヤルティプログラム」では、PGMグループゴルフ場で使える「PGMポイント」を
2022年4月1日より新たに導入します。「PGMポイント」は、チェックイン時に貯まる『スマートチ
ェックイン来場ポイント』や来場後のアンケートに回答すると貯まる『お客様アンケートポイン
ト』など、ポイントが貯められる機会を設けております。さらに、PGM公式サイト「PGM Web」か
らPGMグループのゴルフ場をご予約し、プレーされる機会が多い予約代表者様には、前年の利用
実績によって『PGM Webステイタス』が付与され、ステイタスに応じて、ポイントが貯まるシステ
ムとなっております。貯まった「PGMポイント」は、PGMグループゴルフ場でお支払い時に1ポイ
ント＝1円相当としてご利用いただけます。

「withGolf」とは、PGMサポートプロと一緒
に同伴ラウンドプレーしながら、ワンポイント
アドバイスが受けられるサービスです。PGM 
Web1人予約からご予約できます。現在、全国
22ゴルフ場で実施しております。

ご利用されたお客様からは「プロの技術を間近で見られるの
がいい！」「楽しみながら上達できる」等々、喜びのコメントをい
ただいております。

本格的なレッスンと違い「ゴルフを楽しむ」ことが目的。
カジュアルに楽しむことができます。

一緒にラウンドをしているからこそできる、簡単なワンポイントアドバイス
が受けられます。

1人参加のゴルファーが集まる「withGolf」だから、新しいゴルフ仲間と出会
えます。

「オールドオーチャードゴルフクラブ」は、コース設計界の名門ファジオ家の出
身であるジム・ファジオが作り出した、美しい景観と高い戦略性をあわせ持った
18ホールの丘陵コースです。ティーイングエリアに立つと、ハザードやバンカー
がひと目で把握できる位置に配置されており、プレーヤーは一打ごとに考えなが
らプレーすることを求められます。誰もが気軽にラウンドできるパブリックコー
スでありながら、デザイン性の高いクラブハウスと相まって、上質で優雅なひとと
きを過ごせるハイクオリティなゴルフ場です。

PGMカード

PGMアプリ

「PGMロイヤルティプログラム」の
サービス提供を開始

「withGolf」のご案内

新規取得ゴルフ場
オールドオーチャードゴルフクラブ（茨城県）
住所：茨城県東茨城郡茨城町鳥羽田686-3
TEL：029-292-7777

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

遊技機
事業

ゴルフ
事業

新鬼武者はカプコンから発売された戦国サバイバルアクショ
ンゲームです。今遊技機はコンテンツを活かしたスピード感・爽
快感と、スペックにこだわった機械になっています。

開発はまさにコロナ禍の真っ只中、テレワークやオンライン会
議を駆使して行われました。特に声優さんのボイス収録は収録ス
タジオとオンラインで接続し収録するという初めての試みを行
いましたが、原作のキャスト様をはじめ多数のご協力をいただき
ながら完成に漕ぎ着けられたことはとても印象に残っています。

気軽に遊べるレジャー、庶民の娯楽として始まったパチンコは、現在も多くの方々の息抜きとして最も手軽な遊びの中の一つです。昨
年から続くコロナ禍で、プレーヤーの遊び方にも変化が出て来ており、休日に長時間遊ぶというスタイルから、短時間で手軽に遊ぶとい
うスタイルが多くなってきていると感じます。今作はそういったスタイルに合わせ、ちょっとした空き時間や会社帰りなどでも楽しめる
性能とコンテンツ由来の爽快感を兼ね備えた機械になっておりますので、是非、ホールで今作ならではの高揚感を味わっていただければ
と思います。

企画チーム プロジェクトリーダー

企画チーム  プロジェクトリーダー

特徴1

特徴2

特徴3

※2021年10月1日運営開始

予約サイト→
はこちら
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株主インフォメーション 財務データ

●第3四半期
決算発表

2月 3月

当社株式を2単元（200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券を贈呈しております。ぜひ、この機会に当社グループのゴルフ場にご来場
ください。

株主優待制度のご案内

●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

●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

5月 8月 11月4月 6月 7月 9月 10月 12月 1月

年間IRカレンダー

2月 3月

■ 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

（百万円）

0

50,000

150,000

100,000

200,000

150,700
(予想）

2019年
3月期

2020年
3月期

2021年
3月期

2022年
3月期

（第2四半期）

58,75458,754

144,980

107,744

80,21180,211 73,91173,911

144,573144,573

37,78137,781

（百万円）

30,000

20,000

10,000

-10,000

0

40,000

2019年
3月期

2020年
3月期

2021年
3月期

2022年
3月期

（第2四半期）

(予想）
22,30022,300

13,55013,550

23,55123,551

5,3115,311

28,01428,014

20,74320,743

△△4,680△4,680

4,7334,733

連結貸借対照表
2021年3月期 2022年3月期

第2四半期

資産の部
流動資産 101,184 86,593

固定資産 328,886 327,527

資産合計 430,070 414,121

負債の部
流動負債 66,864 67,588

固定負債 136,963 124,556

負債合計 203,827 192,145

純資産の部
株主資本 225,869 221,491

その他の包括利益累計額 373 484

純資産合計 226,242 221,976
負債純資産合計 430,070 414,121

連結損益計算書
2021年3月期

第2四半期
2022年3月期

第2四半期

売上高 37,781 58,754
売上原価 31,285 42,778

売上総利益 6,495 15,975
販売費及び一般管理費 11,176 11,241

営業利益 △4,680 4,733
営業外収益 690 620

営業外費用 704 509

経常利益 △4,694 4,844
特別利益 — —

特別損失 3,048 —

税金等調整前四半期純利益 △7,743 4,844
法人税等 △1,563 2,301

親会社株主に帰属する四半期純利益 △6,179 2,543

連結キャッシュ・フロー計算書
2021年3月期

第2四半期
2022年3月期

第2四半期

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,844 5,815
投資活動によるキャッシュ・フロー 20,578 △8,167
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,064 △10,079
現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 1
現金及び現金同等物の増減額 6,667 △12,430
現金及び現金同等物の期首残高 35,373 33,472
現金及び現金同等物の四半期末残高 42,040 21,042

▶ 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/
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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のお支払いの
一部として最大1,000円分ご利用いただける株主優待券を保有株数に応じて贈呈。
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（消費税を含む）」。

贈 呈 回 数 年2回

贈 呈 枚 数

200株以上300株未満：2枚／1回
300株以上400株未満：3枚／1回
400株以上500株未満：4枚／1回
500株以上600株未満：5枚／1回
600株以上700株未満：6枚／1回
700株以上800株未満：7枚／1回
800株以上　　　　　：8枚／1回（上限）

利 用 枚 数 1回の来場につき、複数枚利用可能。

予 約 方 法 PGM公式予約サイトからの予約、ゴルフ場（コールセンター経由を含む。）への直接
予約。

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2単元（200株）以上を保有
の株主様。

有 効 期 間
1年間
2022年1月1日～2022年12月31日（9月末基準日）
2022年7月1日～2023年6月30日（3月末基準日）

土 日 祝 日 利 用
1月、2月、7月、8月のみ。ただし、北海道内の各ゴルフ場及び中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部に
おいては、冬季クローズ後の春季オープンから5月31日までと、10月1日から冬季クローズま
でに限り、土日祝日における株主優待券の利用が可能。

ご利用時の留意点
① PGM公式予約サイトからの予約、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となります。株主優待券を利用される際には、必ずPGM公式予約サイトからの

予約、ゴルフ場（コールセンター経由を含む。）への直接予約を行ってください。その他の方法でご予約した場合には、いかなる理由があっても株主優待券を利用できませ
ん。

②ゴルフ場にてプレーをされない場合には株主優待券を利用できません。（プロショップ、レストランのみのご利用はできません。）
③株主優待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。
④株主優待券の利用可能枚数は1回のご来場につき、1名様あたり最大16枚までとさせていただきます。
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