
REPORT

証券コード 6417

第58期　第2四半期
2022年4月1日 ▶ 2022年9月30日
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　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ウィ
ズコロナに向けた新たな段階への移行が進められる中、水
際対策や行動制限の緩和により経済正常化が進展し、景気
の持ち直しが期待されておりますが、資源価格の高騰や円
安の進行等による物価上昇を背景に、先行きは不透明な状
況にあります。
　当パチンコ・パチスロ業界では、依然として続く電子部

品等の調達難が、遊技機メーカーの足かせとなり、パチン
コ・パチスロ遊技機の総販売台数に影響を与える状況とな
っております。一方、新規則機移行後、低迷を続けていた
パチスロ市場においては、ゲーム性が拡充された新基準機
6.5号機が本格的に普及し始め、パーラーの期待に応える
稼働を見せており、パチスロ市場の好転に大きく貢献して
おります。さらに、11月にはスマートパチスロも登場し、
パチスロ市場の景況改善がより進んでいくことが期待され
ます。
　当社グループでは、近年投入した商品の稼働実績に伴う
ブランド力の向上により当社グループ商品の注目度が向上
する中、当第２四半期連結累計期間において販売した商品
は総じて多くの引き合いをいただき、出来る限り多くの需
要に対応できるよう、部材確保に全力で取り組みました。
この結果、近年にないペースで販売台数を積み上げ、販売
シェアを大きく伸ばすことができました。
　以上の結果、売上高699億円（前年同四半期比149.3％
増）、営業利益264億円（同806.4％増）、経常利益268億
円（同687.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益
については、投資有価証券の売却による特別利益の計上も
あり213億円（同365.7％増）となりました。

トップメッセージ
TOP MESSAGE

　株主の皆さまにおかれましては、平素より格別

のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。第58期

第2四半期（2022年4月1日から2022年9月30

日まで）のご報告をするにあたり、ここにご挨拶

を申しあげます。

2023年３月期第2四半期の概況

連結財務データ

● セグメント別売上高構成比

パチスロ機
関連事業

4,751百万円
6.8%

補給機器関連事業

2,099百万円
3.0%

パチンコ機
関連事業

63,021百万円
90.1%

その他事業

91百万円
0.1%

売上高

69,963
百万円

営業利益

26,415百万円　 （前年同期比 806.4%増）

親会社株主に帰属する四半期純利益

21,306百万円　 （前年同期比 365.7%増）

売上高

69,963百万円　 （前年同期比 149.3%増）

経常利益

26,842百万円　 （前年同期比 687.3%増）

取締役会長 代表取締役社長
CEO

代表取締役副社長
COO
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■第2四半期　■通期
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2,183 1,407
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21,306
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第56期
2021年
３月期

第57期
2022年
３月期

第58期
2023年
３月期

35,000
（予想）

第55期
2020年
３月期

78,416

58,129

84,857

33,493
25,332 28,061

69,963

135,000
（予想）

第56期
2021年
３月期

第57期
2022年
３月期

第58期
2023年
３月期

■第2四半期　■通期

269,521 268,887

4,365

■第2四半期　■通期　●1株当たり純資産

4,380

270,120
286,712

4,609
4,906

第55期
2020年
３月期

第56期
2021年
３月期

第57期
2022年
３月期

第58期
2023年
３月期

45,000
（予想）

3,077 2,914

26,415

1,084

■第2四半期　■通期

12,551

6,587

21,357

第55期
2020年
３月期

第56期
2021年
３月期

第57期
2022年
３月期

第58期
2023年
３月期

325,232

292,104
309,213 319,278

■第2四半期　■通期

第55期
2020年
３月期

第56期
2021年
３月期

第57期
2022年
３月期

第58期
2023年
３月期

3,606 3,409

26,842

1,588

■第2四半期　■通期

13,476

7,488

22,257

第55期
2020年
３月期

第56期
2021年
３月期

第57期
2022年
３月期

第58期
2023年
３月期

46,000
（予想）

連結決算ハイライト

売上高 (単位：百万円）

親会社株主に帰属する四半期純利益 (単位：百万円）

営業利益 (単位：百万円）

純資産 (単位：百万円）
1株当たり純資産 （単位：円）

経常利益 (単位：百万円）

総資産 (単位：百万円）

TOPICS トピックスTOPICS トピックス

新企業CM「変化の風」篇完成

次世代パチスロ機「スマートパチスロ」が登場

当社はこのほど、4年ぶりとなる新企業CM「変化の風」篇を制作・公開しました。
新CMでは、揺れる草木、波打つ旗、なびく衣服など、吹き抜ける風とともにSANKYO

の変化を予感させるストーリーとなっており、“パチンコ・パチスロファンの皆さまと一緒に、
ワクワクしながら変化の風に乗り最先端を目指し飛躍したい”という私たちの想いが込められ
ています。

SANKYOは時代とともに変化し続けることで常に最先端を目指し、高い技術力をもって
ファンの皆さまに愛される魅力的な製品開発に取り組んでまいります。

「スマートパチスロ（略称：スマスロ）」とは、物理的なメダルを使用せずデータ上でメダルを管理し遊
技することができる次世代パチスロ機です。

遊技中はメダル投入の手間を省けるほか、メダルとの都度接触が無くなるため衛生面も向上し、快適
に遊技することができます。また、機種開発時の内規（自主規制）が緩和されたことで従来機と比べて
幅広いゲーム設計が可能となりました。

当社は、このスマスロの機能とゲーム性を搭載した次世代パチスロ機をいち早く開発し、2022年11
月21日より順次導入しています。業界第一弾となるスマートパチスロ機

「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」をぜひご体感ください。

© SUNRISE/VVV Committee
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ

▶ https://www.sankyo-fever.co.jp/corporate/company/cm.html

▶ https://www.sankyo-fever.jp/products/machine_list/sph/
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会社情報（2022年9月30日現在）
CORPORATE DATA

本社：〒150-8327 東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号
お問い合わせ先 ： ☎ 03-5778-7777（代表） 

https://www.sankyo-fever.co.jp/SANKYO 検索

ホームページのご案内

当社ホームページでは、事業内容をはじめ、最新のニュースリリースや
IR情報を掲載しております。ぜひご覧ください。

この冊子は環境保全のため、植物油インキを使用しています。
見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

商　号 株式会社　SANKYO
（登記社名　株式会社　三共）

本　社 東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号

設　立 1966年4月

資本金 148億4千万円

従業員数 連結：878名　単体：746名

主要な事業内容 遊技機（パチンコ機、パチスロ機）の製造
及び販売、補給機器等の設計施工及び販売

連結子会社 株式会社三共エクセル
株式会社ビスティ
株式会社ジェイビー

会社概要

株式の状況

大株主の状況

株主メモ

発行可能株式総数 144,000,000株

発行済株式総数 66,339,100株

株主数 12,915名

株主名 持株数（千株） 持株比率（%）

株式会社マーフコーポレーション 8,346 14.37
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 6,003 10.33

光通信株式会社 4,574 7.87
毒島　章子 1,976 3.40
赤石　典子 1,906 3.28
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,696 2.92
株式会社ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ 2 1,625 2.79
毒島　秀行 1,376 2.37
ビ－エヌワイエム アズ エ－ジ－テイ 
クライアンツ ノン トリ－テイ－ ジヤスデツク 1,017 1.75

株式会社エスアイエル 957 1.64

（注）1. 持株数は千株未満、持株比率は小数点第2位未満を切り捨てて表示し
ております。

２. 持株比率は自己株式(8,275,320株）を控除して計算しております。

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月
基準日 定時株主総会　3月31日

期 末 配 当　3月31日
中 間 配 当　9月30日

株主名簿管理人
及び特別口座の
口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

（郵便物送付先） 〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（電話照会先） 電話 0120-782-031（フリーダイヤル）
公告方法 電子公告（URL https://www.sankyo-fever. 

co.jp/koukoku.html）

役 員
取締役会長 毒島　　秀行 
代表取締役社長 CEO 石原　　明彦
代表取締役副社長
執行役員

COO
営業本部・商品本部管掌 富山　　一郎 

社外取締役 木谷　　太郎 
社外取締役 山﨑　　博行 
常勤監査役 大久保　隆史
監査役 石山　　俊明 
社外監査役 真田　　芳郎 
社外監査役 野田　　典義 
専務執行役員 商品本部長 小倉　　敏男
専務執行役員 製造本部・管理本部・事業企画部管掌 大島　　洋子 
常務執行役員 製造本部長 高井　　克昌 
常務執行役員 営業本部長 兼 販売戦略部長 東郷　　裕二
常務執行役員 管理本部長 兼 経営企画部長 髙橋　　博史
常務執行役員 知的財産本部長 安藤　　正登
執行役員 営業本部副本部長 兼 

パーラー事業部管掌 尼子　　勝紀
執行役員 商品本部副本部長 兼 商品企画部長 長谷川　浩二
執行役員 商品本部副本部長 兼 PS開発部長 髙林　　慎悟
執行役員 製造本部副本部長 兼 三和工場長 兼 

業務部長 周藤　　圭二
執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長 井上　　　卓
執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部長 赤石　　昌大
執行役員 商品本部 商品部長 堤　　　順一
執行役員 商品本部 業務部長 依田　　英之
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