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ごあいさつ

代表取締役会長

　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49期中間

報告書をお届けするにあたり、ここにご挨拶を

申しあげます。

株主の皆さまへ

　金融緩和をはじめとした各種政策による経済成長への期

待感が高まる中、企業収益の改善や個人消費の持ち直しが

進み、景気回復への明るい兆しが見え始めております。

　しかしながら、当パチンコ・パチスロ業界におきまして

は、ファン人口の減少に加え、貸玉料・貸メダル料も縮小

傾向にあり、依然として厳しい経営環境が続いております。

このため遊技機市場では、パーラーの経費節約志向により

販売が伸び悩み、特にパチンコは低調に推移しております。

一方、集客が期待できる定番タイトルや高いブランド力を

持つメーカーの商品につきましては、安定した販売実績を

残しております。

　このような環境下、当社グループでは、定番タイトルの

育成とブランド力の構築に努め、中長期的な販売数量の増

加や収益力の強化を通じて、持続的な企業価値の向上に取

り組んでおります。

　株主の皆さまへの利益還元につきましては、経営上の最

重要課題として認識しており、本年度の中間配当につきま

しては、安定配当の継続を基本に据え1株当たり75円をお

支払いいたします。今後も企業体質の強化を図り、利益還

元の拡充を果たせるよう社員とともに一丸となって業績向

上に邁進する所存です。

　株主の皆さまにおかれましては、日頃のご支援に心から

感謝申しあげるとともに、今後とも当社グループへのご理

解を賜りますようお願い申しあげます。

近況のご報告と企業価値向上・株主還元策についての取り組み

代表取締役社長
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営業概況

決算ハイライト（連結）

入についても選別の目を厳しくしております。そのため販売市
場におきましては、人気シリーズや大型タイトルといった注目が
集まる商品には需要が集中する反面、その他の商品は苦戦を強
いられており、二極化が進行しております。
　このような環境の中、当社グループでは中長期的な販売増加
の達成に向け、商品力の強化を柱としたブランド力の回復に取
り組んでおります。当第２四半期連結累計期間におきましては、
ＳＡＮＫＹＯブランドの新たな旗艦モデル「フィーバー機動戦士ガ
ンダム」やＢｉｓｔｙブランドの主力定番タイトル「ヱヴァンゲリヲン
８」といった大型商品が高い人気の獲得に成功しております。
　この結果、売上高1,046億円（前年同四半期比94.6％増）、営
業利益264億円（同279.9％増）、経常利益274億円（同257.6
％増）、四半期純利益210億円（同357.5％増）となりました。

　当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年９
月30日まで）におけるわが国経済は、政府による経済・金融緩
和政策の効果などを背景に企業収益の改善が進み、景気は緩
やかな回復基調にあります。先行きにつきましても、海外景気
の下振れ懸念や来春からの消費税増税の影響による不透明さは
残るものの、雇用情勢や所得環境、消費マインドなどの本格的
な改善が期待されています。
　当パチンコ・パチスロ業界におきましては、ファンのプレイ費
用抑制傾向が続く中、パチンコの低貸玉営業の定着に加え、パ
チスロでも低貸メダル営業が増加しております。さらにファン人
口の減少により、パーラーの売上は回復には至らず、厳しい状
況が続いております。これを受け、パーラーは経費節約志向を
一層強め、主要な集客手段であるパチンコ・パチスロの新台購
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セグメントの業績は次のとおりであります。

● パチンコ機関連事業
　パチンコ機関連事業につきましては、SANKYOブランドで
は「フィーバー機動戦士ガンダム」（平成25年４月）を中心に販
売いたしました。Bistyブランドでは「蒼天航路」（平成25年5
月）と「ヱヴァンゲリヲン8」（平成25年7月）、JBブランドでは

「マジカペ」（平成25年５月）、「ゴーストＮＥＯ」（平成25年6
月）、「すろんこFLOWER」（平成25年8月）をそれぞれ販売いた
しました。
　この結果、売上高763億円（前年同四半期比155.1％増）、
営業利益223億円（同303.3％増）、販売台数210千台となり
ました。

● パチスロ機関連事業
　パチスロ機関連事業につきましては、ＳＡＮＫＹＯブランドの

「パチスロ 創聖のアクエリオンⅡ」（平成25年５月）、「パチスロ ボ
ンバーパワフルⅡ」（平成25年９月）を販売いたしました。
　この結果、売上高191億円（前年同四半期比57.9％増）、営
業利益69億円（同98.6％増）、販売台数52千台となりました。
● 補給機器関連事業
　補給機器関連事業につきましては、売上高85億円（前年同四
半期比20.0％減）、営業利益1億円（同54.2％減）となりました。
● その他
　その他につきましては、売上高5億円（前年同四半期比46.5
％減）、営業損失3億円（前年同四半期は1億円の営業損失）とな
りました。

ヱヴァンゲリヲン8
©カラー ©Bisty

パチスロ 創聖のアクエリオンⅡ
©2004,2007 河森正治・サテライト／Project AQUARION

フィーバー機動戦士ガンダム
©創通・サンライズ

営業概況
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クローズアップ

当社は、スマートフォン時代に即したメディアを通じた情報発
信にも力を入れています。「パワコミ」※ やFacebook※で、当
社商品のタイムリーな情報を共有したり、動画やスマートフォ
ンアプリで、ゲームを身近に体験することができます。各メデ
ィアは、トップページのリンク先からご覧いただけます。
※ 「パワコミ」とは、当社が提供しているコミュニティケータイサイ

トです。
※ Facebookは、米国及び他の国で登録されたFacebook, Inc. の商標

または登録商標です。

会社説明会

日経IRフェア

IRページでは、ニュースリリースやIR関連資料などの情報を掲
載しています。また、全国で開催している会社説明会の告知
や、過去のIRイベントの報告もご覧いただけます。
当社への理解を深めていただけるよう、今後も情報開示の充
実を図るとともに、積極的にコミュニケーションの機会を設け
てまいります。

さまざまなメディアを通じてタイムリーな情報をお届けしています

メディア

IRサイトhttp://www.sankyo-fever.co.jp/
SANKYO 検索

クリック!
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四半期連結財務諸表

（単位：百万円） 四半期連結損益計算書

科　　目
当第2四半期連結累計期間

(平成25年 4 月 1 日から
平成25年 9 月30日まで)

前第2四半期連結累計期間

(平成24年 4 月 1 日から
平成24年 9 月30日まで)

売上高 104,666 53,782

売上原価 51,999 26,367

売上総利益 52,667 27,415

販売費及び一般管理費 26,251 20,463

営業利益 26,415 6,952

営業外収益 1,020 876

営業外費用 12 161

経常利益 27,423 7,668

特別利益 4 ー

特別損失 49 26

税金等調整前四半期純利益 27,378 7,641

法人税、住民税及び事業税 8,400 2,859

法人税等調整額 △2,237 174

法人税等合計 6,163 3,034

少数株主損益調整前四半期純利益 21,215 4,607

少数株主利益 134 ー

四半期純利益 21,080 4,607

（単位：百万円）（単位：百万円） （単位：百万円）

科　　目
当第2四半期連結累計期間

(平成25年 4 月 1 日から
平成25年 9 月30日まで)

前第2四半期連結累計期間

(平成24年 4 月 1 日から
平成24年 9 月30日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー 35,765 5,089

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,691 △7,984

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,196 △7,030

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 28,260 △9,925

現金及び現金同等物の期首残高 215,324 239,591
連結の範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額 ー 322

現金及び現金同等物の四半期末残高 243,585 229,989

 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

 四半期連結貸借対照表

科　　目 当第2四半期連結会計期間末
（平成25年9月30日現在）

前連結会計年度末
（平成25年3月31日現在）

●資産の部

流動資産 344,710 339,504

固定資産 126,896 124,755

　有形固定資産 47,640 47,506

　無形固定資産 3,262 3,567

　投資その他の資産 75,993 73,681

資産合計 471,606 464,259

●負債の部

流動負債 48,486 53,191

固定負債 5,598 8,149

負債合計 54,084 61,340

●純資産の部

株主資本 414,570 400,513

　資本金 14,840 14,840

　資本剰余金 23,880 23,880

　利益剰余金 396,784 382,726

　自己株式 △20,934 △20,932

その他の包括利益累計額 2,816 2,405

　その他有価証券評価差額金 2,816 2,405

少数株主持分 134 ー

純資産合計 417,522 402,918

負債純資産合計 471,606 464,259

（単位：百万円）

010_0229201602512.indd   5 2013/11/15   1:34:02



6

●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 昭和41年4月
●資本金 148億4千万円
●従業員数 連結：1,101名　単体：872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
株式会社三共クリエイト
インターナショナル・カード・システム株式会社
株式会社ジェイビー

●持分法適用会社 フィールズ株式会社

●会社概要

●役　　員
名 誉 会 長 毒　島　邦　雄
代表取締役会長 CEO 毒　島　秀　行
代表取締役社長 COO 筒　井　公　久
取締役専務執行役員 管理本部長 兼 総務部長 石　原　明　彦
常 勤 監 査 役 鵜　川　詔　八
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
常務執行役員 商品本部長 纐　纈　　　聡
常務執行役員 製造本部長 瀧　本　淳　子
常務執行役員 営業本部長 兼 販売戦略部長 兼

本店営業部統括部長 富　山　一　郎
執 行 役 員 営業本部 パーラー事業部長 吉　川　　　実
執 行 役 員 管理本部 情報システム部長 古　平　　　博
執 行 役 員 商品本部副本部長 福　田　　　隆
執 行 役 員 商品本部副本部長 兼 商品戦略室長 東　郷　裕　二
執 行 役 員 知的財産本部長 兼 知的財産部長 小　倉　敏　男
執 行 役 員 製造本部副本部長 兼 三和工場長 高　井　克　昌
執 行 役 員 管理本部 経理部長 大　島　洋　子

●株式分布状況

●株式の状況
発行可能株式総数 144,000,000株
発行済株式総数 97,597,500株
単元株式数 100株
株主数  11,434名

証券会社等 1,671千株 1.71％
金融機関 12,556千株 12.87％
外国法人等 29,895千株 30.63％
国内法人 30,826千株 31.59％
個人・その他 22,647千株 23.20％

証券会社等 31名 0.27％
金融機関 42名 0.37％
外国法人等 378名 3.31％
国内法人 157名 1.37％
個人・その他 10,826名 94.68％

所有者別株式分布

株主数構成比

会社情報（平成25年9月30日現在）

●大株主の状況

株　　主　　名 持株数
（千株）

出資比率
（％）

有限会社マーフコーポレーション 15,050 15.42 
有限会社群馬創工 14,196 14.54 
毒島邦雄 7,089 7.26 
メロン バンク エヌエー トリーティー 
クライアント オムニバス 4,647 4.76 

株式会社SANKYO 3,970 4.06 
毒島秀行 2,902 2.97 
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,567 2.63 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,443 2.50 
赤石典子 2,333 2.39 
毒島章子 2,333 2.39 

（注） 1. 持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
 2. 出資比率は平成25年9月30日現在の発行済株式総数に対する比率であり、
 　  小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。
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第49期中間報告書
平成25年4月1日から平成25年9月30日まで

本　　社：東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号	 TEL.（03）5778ｰ7777（代表）
http://www.sankyo-fever.co.jp/ 証券コード：6417

本報告書は、環境保全のため、
植物油インクで印刷しています。

住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主さまの口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主さまは、特別口座の口座管理機関である三井
住友信託銀行株式会社にお申出ください。
未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
「配当金計算書」について
配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼
ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。ただし、株式数比例配
分方式をご選択いただいている株主さまにつきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確
定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。なお、配当金領収証に
て配当金をお受取りの株主さまにつきましても、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいて
おります。確定申告をなされる株主さまは大切に保管ください。

株　　主　　メ　　モ

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

期末配当金　3月31日
中間配当金　9月30日
その他必要があるときはあらかじめ公告して定めた日

株 主 名 簿 管 理 人
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）
取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各支店で行っております。

　（ホームページURL） http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
単 元 株 式 数 100株
公 告 方 法 �電子公告の方法により行います。

公告掲載URL　http://www.sankyo-fever.co.jp/koukoku.html
�なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない
場合は、日本経済新聞に掲載して行うものとします。

上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所　市場第１部
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