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金融機関 16.4%

自己株式 9.4%

外国法人等 24.3%

個人・その他 14.5%

国内法人 33.4%

証券会社等 2.0%

合計
89,597,500株

会社情報（2019年3月31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） 

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：982名　単体：778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

会社概要

役 員（2019年6月27日現在） 株式の状況

株式の所有者別構成比

大株主の状況

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）

株主メモ

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。

発行可能株式総数 144,000,000株
発行済株式総数 89,597,500株
株主数 10,539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 28,346 34.91
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 3,781 4.65

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 3,492 4.30

赤石　典子 2,506 3.08
毒島　章子 2,506 3.08
毒島　秀行 2,431 2.99
ステート ストリート バンク ウェスト 
クライアント トリーティー 505234 1,559 1.92

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン
140042 1,100 1.35

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口5） 982 1.20

フィールズ株式会社 980 1.20
（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(8,421,994株）を控除して計算しております。

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。

代表取締役会長 CEO 毒島　　秀行 
代表取締役社長 COO 筒井　　公久
取締役副社長執行役員 営業本部長 兼 商品本部長 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 知的財産本部長 兼 商品本部副本部長 小倉　　敏男
常務執行役員 製造本部長 兼 三和工場長 高井　　克昌 
常務執行役員 管理本部長 大島　　洋子 

執行役員 営業本部副本部長 兼 
中国・四国ブロック長 兼 広島支店長 東郷　　裕二

執行役員 管理本部 総務部長 古平　　　博
執行役員 商品本部 福田　　　隆
執行役員 商品本部 商品部長 堤　　　順一
執行役員 商品本部 購買部長 関根　　史高
執行役員 商品本部 ＰＳ開発部長 鴨田　　　久
執行役員 営業本部副本部長 兼 販売戦略部長 尼子　　勝紀
執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長 髙橋　　博史
執行役員 蒔田　　穂高

　当社は、ライトノベルやゲーム・アニメの書籍制作・販売を行う株式会
社一二三書房と共同で、新たなコミックレーベル『コミックポルカ』を始
動しました。
　当プロジェクトでは、共同レーベルを設立することによって、書店流通
がしやすくなるほか、既に一定のファンを獲得している小説などを漫画化
することで、効率的なコンテンツビジネスを推進しています。また近年、
漫画購読手段の主流となっているWeb漫画媒体（ニコニコ漫画、pixivコ
ミック、マンガBANG!）や、日本最大級の同人誌即売会「コミックマーケ
ット」等のイベントを通してファンの皆さまとの接点を効果的に増やすこと
で、当コンテンツの知名度の向上をはじめとした魅力を広く多くの方にア
ピールしています。
　『コミックポルカ』掲載ラインナップ第1弾では『千のスキルを持つ男 
異世界で召喚獣はじめました!』『あたし、なまくび♥だけど魔法少女はじ
めました！～夢見の異世界エルドラ～』『隣の席の佐藤さん』のネット小説
大賞受賞作を含む3作品の連載が開始されています。現在、Web漫画配
信サイトやアプリからご覧いただけます。また、2019年7月より上記3作
品の単行本が順次、一二三書房より発売される予定です。
　今後もエンターテイメント業界における裾野拡大に向けて、一層のライ
ンナップの充実、コンテンツの普及を目指し、遊技機製造の周辺事業にも
力を入れることで、更なるファン獲得に努めてまいります。

2019年� 7月 『千のスキルを持つ男』第1巻　※紙／電子出版
2019年� 8月 『隣の席の佐藤さん』第1巻　※紙／電子出版
2019年� 9月 『あたし、なまくび♥だけど… 』上巻　※電子出版のみ
2019年�冬頃 各単行本 第2巻（下巻）
2020年�夏頃 各単行本 第3巻

トピックスTOPICS

新プロジェクト『コミックポルカ』始動！！

対象となる株主様 発送日 有効期限
3月31日現在の株主様 6月下旬 翌年の2月末まで
9月30日現在の株主様 12月初旬 翌年の8月末まで

　毎年３月31日ならびに９月30日現在の株主名簿に記録された１単元
（100株）以上を保有の株主様に、当社グループが経営するゴルフ場『吉
井カントリークラブ』（群馬県高崎市）で利用可能な優待券を以下の条件
に基づいて贈呈いたします。

吉井カントリークラブ
〒370-2138 群馬県高崎市吉井町下奥平554
ホームページ：https://www.ycc-golf.co.jp/

保有株式数 ご利用日 優待内容 贈呈枚数

100～999株
平日 10,000円割引券

1枚／1回
土日、祝日 5,000円割引券

1,000～9,999株 全日 プレーフィー無料券 1,000株につき1枚／1回

10,000株～ 全日 プレーフィー無料券 一律10枚／1回

● 贈呈基準

● こちらのweb漫画配信サイトからご覧いただけます。

● 単行本発売スケジュール（予定）

● 発送日・有効期限

株主優待のご案内

©長野文三郎/一二三書房
©新堂アラタ
©しぶや大根/SANKYO

©森崎 緩/一二三書房
©げみ
©sumie/SANKYO

©雨宮ユウ/SANKYO
©キシマカズオミ
©sumire

010_0229201301906.indd   1-3 2019/06/11   17:19:09



前 期

■ 売上高

当 期

67,271
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■ 売上高
7,246

6,214

前 期 当 期

■ 売上高

11,172

5,979

前 期 当 期

　当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業業績や
雇用・所得環境の改善が続き、景気は緩やかな回復基調が継
続する一方、諸外国の通商問題の影響、中国経済の減速など、
先行き不透明な状況が続いております。
　当パチンコ・パチスロ業界におきましては、2018年2月1日
付で施行された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
る法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規
則の一部を改正する規則」（いわゆる改正遊技機規則）により、
旧規則機と新規則機の販売が混在する状況となりました。パチ
ンコ機においては、改正遊技機規則により新たに認められた設
定付きパチンコ機が登場し、話題を集めましたが、新規則機へ
の移行は最大2021年1月末まで猶予があることから、パーラー
においては積極的に購入するまでには至っておらず、新規則機
の認知・普及は低調となっております。一方、パチスロ機にお
いては、改正遊技機規則等が適用されたいわゆる6号機の販売
タイトルが少なく、市場は盛り上がりに欠けている状況です。
　こうした中、当社グループでは旧規則機とともに、新規則機
も順次市場に投入し、パチンコ12タイトル（リユース機を除く）
を販売いたしました。2018年8月に設定付きパチンコ機の業界
第1弾となる「フィーバー革命機ヴァルヴレイヴW」を発売し、
さらに、パチンコメーカーの組合である日本遊技機工業組合

（日工組）の内規改定により2019年2月から新たに設置が可能
となった確率変動高継続タイプの遊技機においても、当社グ
ループの看板タイトルである「ヱヴァンゲリヲン～超暴走～」を
他社に先駆けて発売するなど、当社グループの強みを発揮し、
遊技機規則改正等の環境の変化にスピーディに対応することが
できました。一方、パチスロ機においては、6号機1タイトルを
含む、5タイトルを販売いたしました。
　損益面については、従来から取り組んでいた部品の共通化に
よる原価低減や、商品開発の効率化、機種ごとのコスト管理の
徹底による研究開発費の抑制などが奏功し、利益率の改善が進
んだことで大幅な増益を果たすことができました。
　以上の結果、売上高885億円（前期比2.7％増）、営業利益
212億円（同109.1％増）、経常利益223億円（同97.0％増）、
投資有価証券評価損等の特別損失の計上はあったものの、親

会社株主に帰属する当期純利益は133億円（同141.1％増）と
なりました。

セグメント別の経営成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、2017年8月に発売した
SANKYOブランドの「フィーバー戦姫絶唱シンフォギア」のロン
グランヒットによる追加販売、「フィーバーバイオハザードリベレー
ションズ」（2018年11月）、「フィーバーマクロスフロンティア3」

（2019年3月）などの旧規則機の販売が堅調に推移いたしました。
　新規則機については、Bistyブランドの「ヱヴァンゲリヲン～超
覚醒～」及び「ヱヴァンゲリヲン～超暴走～」（2019年3月）、そ
の他リユース機等を中心に、設定の搭載や新内規に対応した特徴
的な商品を発売いたしました。その結果、マーケットが少ロット化
傾向にある中、バリエーション豊かな商品を提供し、前期を上回
る販売台数を確保いたしました。
　以上の結果、売上高757億円（前期比12.7％増）、営業利益
268億円（同84.4％増）、販売台数196千台となりました。

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、当社グループ初の6号機
となるBistyブランドの「パチスロヱヴァンゲリヲンAT777」（2019
年2月）を発売し、パーラーにおいて6号機への入替機運が低調
の中、1万台を超えるヒット商品となりました。しかしながら、厳
しいマーケット環境を背景にその他商品の販売が振るわず、苦戦
を強いられました。
　以上の結果、売上高59億円（前期比46.5％減）、営業損失9
億円（前連結会計年度は1億円の営業利益）、販売台数17千台と
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62億円（前期比14.2
％減）、営業利益4億円（同11.7％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（前期比7.7％増）、営業
損失3億円（前連結会計年度は4億円の営業損失）となりました。　

　次期（2020年3月期）の市場環境につきましては、新規則機
への移行猶予期間が残り2年を切り、入替需要が徐々に表面化
してくるものと思われます。メーカーの新機種投入も新規則機
がメインとなり、各社がゲーム性その他で差別化を図った商品
を投入し、販売競争は激化するものと予想されます。当社グルー
プにおきましては、新規則機の普及・定着に向けた先行投資的
な時期と位置付け、パチンコ、パチスロともに多様なゲーム性
を有した商品を市場投入し、コスト管理も重視しつつも、販売
増・シェアアップのための適切な費用投入を図ってまいります。
　以上に基づき、当社グループの次期のパチンコ販売台数は
200千台、パチスロ販売台数は58千台を計画しており、連結
業績見通しは次のとおりであります。

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54期

（2018年４月１日から2019年３月31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。

2019年３月期の概況

2020年３月期の見通し

売 上 高 99,000百万円  （前期比 11.8%増）

営 業 利 益 16,000百万円  （前期比 24.8%減）

経 常 利 益 17,000百万円  （前期比 23.8%減）

親会社株主に帰属する
当期純利益 11,000百万円  （前期比 17.8%減）

1株当たり当期純利益 135.51円

1株当たり年間配当金 150円
　うち中間配当金 75円

● 2020年3月期 連結業績予想

■親会社株主に帰属する当期純利益　●1株当たり当期純利益

10,485

1,777

5,550126.78

21.94

68.37

13,384

164.88

第51期
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３月期

第52期
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３月期

第53期
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３月期

第54期
2019年
３月期

第51期
2016年
３月期

137,130

81,455

第52期
2017年
３月期

第53期
2018年
３月期

第54期
2019年
３月期

86,220 88,558

■純資産　●1株当たり純資産

348,941 340,287 337,242

4,189 4,141

337,377

4,1394,300

第51期
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３月期

第52期
2017年
３月期

第53期
2018年
３月期

第54期
2019年
３月期
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5,059

10,181
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３月期

414,183
390,585 396,291 399,585
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連結財務ハイライト（2019年3月期） セグメント別営業概況

売上高 （単位：百万円）

親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）
1株当たり当期純利益 （単位：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）

代表取締役会長 代表取締役社長

営業利益

21,286百万円　 （前期比 109.1％増）

親会社株主に帰属する当期純利益

13,384百万円　 （前期比 141.1％増）

売上高

88,558百万円　 （前期比 2.7％増）
売上高 パチンコ機、パチンコ機ゲージ盤

の製造販売、関連部品販売及び
パチンコ機関連ロイヤリティー収入

事業内容

パチスロ機の製造販売、関連部品
販売及びパチスロ機関連ロイヤリ
ティー収入

事業内容

パチンコ・パチスロ補給装置、
カードシステム機器、ホール設備
周辺機器販売及び補給機器関連ロ
イヤリティー収入

事業内容

売上高

売上高

75,792百万円　

 （前期比 12.7％増）

6,214百万円　

 （前期比 14.2％減）

5,979百万円　

 （前期比 46.5％減）

経常利益

22,300百万円　 （前期比 97.0％増）

パチンコ機関連事業

補給機器関連事業

パチスロ機関連事業

売上高構成比

85.6%

売上高構成比

7.0%

売上高構成比

6.8%

連結財務諸表

前期（2017年4月1日～2018年3月31日） 当期（2018年4月1日～2019年3月31日）

現金及び
現金同等物の
期首残高
274,017

現金及び
現金同等物の
期末残高
274,295

現金及び現金同等物の増減額　　277

営業活動による
キャッシュ・
フロー
16,828

財務活動による
キャッシュ・フロー

△12,183

投資活動による
キャッシュ・フロー

△4,367
現金及び

現金同等物の
期首残高
251,818

現金及び
現金同等物の
期末残高
274,017

現金及び現金同等物の増減額　　22,199

営業活動による
キャッシュ・
フロー
15,962

財務活動による
キャッシュ・フロー

△12,184

投資活動による
キャッシュ・フロー

18,420

売上高
88,558

売上総利益
49,786

営業利益
21,286

経常利益
22,300 親会社株主に

帰属する
当期純利益
13,384

前期（2017年4月1日～2018年3月31日） 当期（2018年4月1日～2019年3月31日）

売上高
86,220

売上総利益
43,714

営業利益
10,181

経常利益
11,319

親会社株主に
帰属する
当期純利益
5,550

財政状態（単位：百万円）

キャッシュ・フローの状況（単位：百万円）

経営成績（単位：百万円）

負債・純資産合計
399,585

総資産
399,585

前期末（2018年3月31日現在） 当期末（2019年3月31日現在）

固定資産
67,470

流動資産
332,115

純資産
337,377

固定負債
28,444

流動負債
33,763

有形固定資産
40,440

無形固定資産
225

投資
その他の資産
26,803

負債・純資産合計
396,291

総資産
396,291

固定資産
73,631

流動資産
322,660

純資産
337,242

固定負債
28,449

流動負債
30,599

有形固定資産
41,277

無形固定資産
364

投資
その他の資産
31,989
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■ 売上高

11,172

5,979

前 期 当 期

　当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業業績や
雇用・所得環境の改善が続き、景気は緩やかな回復基調が継
続する一方、諸外国の通商問題の影響、中国経済の減速など、
先行き不透明な状況が続いております。
　当パチンコ・パチスロ業界におきましては、2018年2月1日
付で施行された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
る法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規
則の一部を改正する規則」（いわゆる改正遊技機規則）により、
旧規則機と新規則機の販売が混在する状況となりました。パチ
ンコ機においては、改正遊技機規則により新たに認められた設
定付きパチンコ機が登場し、話題を集めましたが、新規則機へ
の移行は最大2021年1月末まで猶予があることから、パーラー
においては積極的に購入するまでには至っておらず、新規則機
の認知・普及は低調となっております。一方、パチスロ機にお
いては、改正遊技機規則等が適用されたいわゆる6号機の販売
タイトルが少なく、市場は盛り上がりに欠けている状況です。
　こうした中、当社グループでは旧規則機とともに、新規則機
も順次市場に投入し、パチンコ12タイトル（リユース機を除く）
を販売いたしました。2018年8月に設定付きパチンコ機の業界
第1弾となる「フィーバー革命機ヴァルヴレイヴW」を発売し、
さらに、パチンコメーカーの組合である日本遊技機工業組合

（日工組）の内規改定により2019年2月から新たに設置が可能
となった確率変動高継続タイプの遊技機においても、当社グ
ループの看板タイトルである「ヱヴァンゲリヲン～超暴走～」を
他社に先駆けて発売するなど、当社グループの強みを発揮し、
遊技機規則改正等の環境の変化にスピーディに対応することが
できました。一方、パチスロ機においては、6号機1タイトルを
含む、5タイトルを販売いたしました。
　損益面については、従来から取り組んでいた部品の共通化に
よる原価低減や、商品開発の効率化、機種ごとのコスト管理の
徹底による研究開発費の抑制などが奏功し、利益率の改善が進
んだことで大幅な増益を果たすことができました。
　以上の結果、売上高885億円（前期比2.7％増）、営業利益
212億円（同109.1％増）、経常利益223億円（同97.0％増）、
投資有価証券評価損等の特別損失の計上はあったものの、親

会社株主に帰属する当期純利益は133億円（同141.1％増）と
なりました。

セグメント別の経営成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、2017年8月に発売した
SANKYOブランドの「フィーバー戦姫絶唱シンフォギア」のロン
グランヒットによる追加販売、「フィーバーバイオハザードリベレー
ションズ」（2018年11月）、「フィーバーマクロスフロンティア3」

（2019年3月）などの旧規則機の販売が堅調に推移いたしました。
　新規則機については、Bistyブランドの「ヱヴァンゲリヲン～超
覚醒～」及び「ヱヴァンゲリヲン～超暴走～」（2019年3月）、そ
の他リユース機等を中心に、設定の搭載や新内規に対応した特徴
的な商品を発売いたしました。その結果、マーケットが少ロット化
傾向にある中、バリエーション豊かな商品を提供し、前期を上回
る販売台数を確保いたしました。
　以上の結果、売上高757億円（前期比12.7％増）、営業利益
268億円（同84.4％増）、販売台数196千台となりました。

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、当社グループ初の6号機
となるBistyブランドの「パチスロヱヴァンゲリヲンAT777」（2019
年2月）を発売し、パーラーにおいて6号機への入替機運が低調
の中、1万台を超えるヒット商品となりました。しかしながら、厳
しいマーケット環境を背景にその他商品の販売が振るわず、苦戦
を強いられました。
　以上の結果、売上高59億円（前期比46.5％減）、営業損失9
億円（前連結会計年度は1億円の営業利益）、販売台数17千台と
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62億円（前期比14.2
％減）、営業利益4億円（同11.7％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（前期比7.7％増）、営業
損失3億円（前連結会計年度は4億円の営業損失）となりました。　

　次期（2020年3月期）の市場環境につきましては、新規則機
への移行猶予期間が残り2年を切り、入替需要が徐々に表面化
してくるものと思われます。メーカーの新機種投入も新規則機
がメインとなり、各社がゲーム性その他で差別化を図った商品
を投入し、販売競争は激化するものと予想されます。当社グルー
プにおきましては、新規則機の普及・定着に向けた先行投資的
な時期と位置付け、パチンコ、パチスロともに多様なゲーム性
を有した商品を市場投入し、コスト管理も重視しつつも、販売
増・シェアアップのための適切な費用投入を図ってまいります。
　以上に基づき、当社グループの次期のパチンコ販売台数は
200千台、パチスロ販売台数は58千台を計画しており、連結
業績見通しは次のとおりであります。
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　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54期

（2018年４月１日から2019年３月31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。

2019年３月期の概況

2020年３月期の見通し

売 上 高 99,000百万円  （前期比 11.8%増）

営 業 利 益 16,000百万円  （前期比 24.8%減）

経 常 利 益 17,000百万円  （前期比 23.8%減）

親会社株主に帰属する
当期純利益 11,000百万円  （前期比 17.8%減）

1株当たり当期純利益 135.51円

1株当たり年間配当金 150円
　うち中間配当金 75円

● 2020年3月期 連結業績予想
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連結財務ハイライト（2019年3月期） セグメント別営業概況

売上高 （単位：百万円）

親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）
1株当たり当期純利益 （単位：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）

代表取締役会長 代表取締役社長

営業利益

21,286百万円　 （前期比 109.1％増）

親会社株主に帰属する当期純利益

13,384百万円　 （前期比 141.1％増）

売上高

88,558百万円　 （前期比 2.7％増）
売上高 パチンコ機、パチンコ機ゲージ盤

の製造販売、関連部品販売及び
パチンコ機関連ロイヤリティー収入

事業内容

パチスロ機の製造販売、関連部品
販売及びパチスロ機関連ロイヤリ
ティー収入

事業内容

パチンコ・パチスロ補給装置、
カードシステム機器、ホール設備
周辺機器販売及び補給機器関連ロ
イヤリティー収入

事業内容

売上高

売上高

75,792百万円　

 （前期比 12.7％増）

6,214百万円　

 （前期比 14.2％減）

5,979百万円　

 （前期比 46.5％減）

経常利益

22,300百万円　 （前期比 97.0％増）
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パチスロ機関連事業
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85.6%
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7.0%

売上高構成比

6.8%

連結財務諸表

前期（2017年4月1日～2018年3月31日） 当期（2018年4月1日～2019年3月31日）
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　当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業業績や
雇用・所得環境の改善が続き、景気は緩やかな回復基調が継
続する一方、諸外国の通商問題の影響、中国経済の減速など、
先行き不透明な状況が続いております。
　当パチンコ・パチスロ業界におきましては、2018年2月1日
付で施行された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
る法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規
則の一部を改正する規則」（いわゆる改正遊技機規則）により、
旧規則機と新規則機の販売が混在する状況となりました。パチ
ンコ機においては、改正遊技機規則により新たに認められた設
定付きパチンコ機が登場し、話題を集めましたが、新規則機へ
の移行は最大2021年1月末まで猶予があることから、パーラー
においては積極的に購入するまでには至っておらず、新規則機
の認知・普及は低調となっております。一方、パチスロ機にお
いては、改正遊技機規則等が適用されたいわゆる6号機の販売
タイトルが少なく、市場は盛り上がりに欠けている状況です。
　こうした中、当社グループでは旧規則機とともに、新規則機
も順次市場に投入し、パチンコ12タイトル（リユース機を除く）
を販売いたしました。2018年8月に設定付きパチンコ機の業界
第1弾となる「フィーバー革命機ヴァルヴレイヴW」を発売し、
さらに、パチンコメーカーの組合である日本遊技機工業組合

（日工組）の内規改定により2019年2月から新たに設置が可能
となった確率変動高継続タイプの遊技機においても、当社グ
ループの看板タイトルである「ヱヴァンゲリヲン～超暴走～」を
他社に先駆けて発売するなど、当社グループの強みを発揮し、
遊技機規則改正等の環境の変化にスピーディに対応することが
できました。一方、パチスロ機においては、6号機1タイトルを
含む、5タイトルを販売いたしました。
　損益面については、従来から取り組んでいた部品の共通化に
よる原価低減や、商品開発の効率化、機種ごとのコスト管理の
徹底による研究開発費の抑制などが奏功し、利益率の改善が進
んだことで大幅な増益を果たすことができました。
　以上の結果、売上高885億円（前期比2.7％増）、営業利益
212億円（同109.1％増）、経常利益223億円（同97.0％増）、
投資有価証券評価損等の特別損失の計上はあったものの、親

会社株主に帰属する当期純利益は133億円（同141.1％増）と
なりました。

セグメント別の経営成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、2017年8月に発売した
SANKYOブランドの「フィーバー戦姫絶唱シンフォギア」のロン
グランヒットによる追加販売、「フィーバーバイオハザードリベレー
ションズ」（2018年11月）、「フィーバーマクロスフロンティア3」

（2019年3月）などの旧規則機の販売が堅調に推移いたしました。
　新規則機については、Bistyブランドの「ヱヴァンゲリヲン～超
覚醒～」及び「ヱヴァンゲリヲン～超暴走～」（2019年3月）、そ
の他リユース機等を中心に、設定の搭載や新内規に対応した特徴
的な商品を発売いたしました。その結果、マーケットが少ロット化
傾向にある中、バリエーション豊かな商品を提供し、前期を上回
る販売台数を確保いたしました。
　以上の結果、売上高757億円（前期比12.7％増）、営業利益
268億円（同84.4％増）、販売台数196千台となりました。

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、当社グループ初の6号機
となるBistyブランドの「パチスロヱヴァンゲリヲンAT777」（2019
年2月）を発売し、パーラーにおいて6号機への入替機運が低調
の中、1万台を超えるヒット商品となりました。しかしながら、厳
しいマーケット環境を背景にその他商品の販売が振るわず、苦戦
を強いられました。
　以上の結果、売上高59億円（前期比46.5％減）、営業損失9
億円（前連結会計年度は1億円の営業利益）、販売台数17千台と
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62億円（前期比14.2
％減）、営業利益4億円（同11.7％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（前期比7.7％増）、営業
損失3億円（前連結会計年度は4億円の営業損失）となりました。　

　次期（2020年3月期）の市場環境につきましては、新規則機
への移行猶予期間が残り2年を切り、入替需要が徐々に表面化
してくるものと思われます。メーカーの新機種投入も新規則機
がメインとなり、各社がゲーム性その他で差別化を図った商品
を投入し、販売競争は激化するものと予想されます。当社グルー
プにおきましては、新規則機の普及・定着に向けた先行投資的
な時期と位置付け、パチンコ、パチスロともに多様なゲーム性
を有した商品を市場投入し、コスト管理も重視しつつも、販売
増・シェアアップのための適切な費用投入を図ってまいります。
　以上に基づき、当社グループの次期のパチンコ販売台数は
200千台、パチスロ販売台数は58千台を計画しており、連結
業績見通しは次のとおりであります。

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54期

（2018年４月１日から2019年３月31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。

2019年３月期の概況

2020年３月期の見通し

売 上 高 99,000百万円  （前期比 11.8%増）

営 業 利 益 16,000百万円  （前期比 24.8%減）

経 常 利 益 17,000百万円  （前期比 23.8%減）

親会社株主に帰属する
当期純利益 11,000百万円  （前期比 17.8%減）

1株当たり当期純利益 135.51円

1株当たり年間配当金 150円
　うち中間配当金 75円

● 2020年3月期 連結業績予想

■親会社株主に帰属する当期純利益　●1株当たり当期純利益

10,485

1,777

5,550126.78
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68.37
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■純資産　●1株当たり純資産
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連結財務ハイライト（2019年3月期） セグメント別営業概況

売上高 （単位：百万円）

親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：百万円）
1株当たり当期純利益 （単位：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）

代表取締役会長 代表取締役社長

営業利益

21,286百万円　 （前期比 109.1％増）

親会社株主に帰属する当期純利益

13,384百万円　 （前期比 141.1％増）

売上高

88,558百万円　 （前期比 2.7％増）
売上高 パチンコ機、パチンコ機ゲージ盤

の製造販売、関連部品販売及び
パチンコ機関連ロイヤリティー収入

事業内容

パチスロ機の製造販売、関連部品
販売及びパチスロ機関連ロイヤリ
ティー収入

事業内容

パチンコ・パチスロ補給装置、
カードシステム機器、ホール設備
周辺機器販売及び補給機器関連ロ
イヤリティー収入

事業内容

売上高

売上高

75,792百万円　

 （前期比 12.7％増）

6,214百万円　

 （前期比 14.2％減）

5,979百万円　

 （前期比 46.5％減）

経常利益

22,300百万円　 （前期比 97.0％増）

パチンコ機関連事業

補給機器関連事業

パチスロ機関連事業

売上高構成比

85.6%

売上高構成比

7.0%

売上高構成比

6.8%

連結財務諸表

前期（2017年4月1日～2018年3月31日） 当期（2018年4月1日～2019年3月31日）

現金及び
現金同等物の
期首残高
274,017

現金及び
現金同等物の
期末残高
274,295

現金及び現金同等物の増減額　　277

営業活動による
キャッシュ・
フロー
16,828

財務活動による
キャッシュ・フロー

△12,183

投資活動による
キャッシュ・フロー

△4,367
現金及び

現金同等物の
期首残高
251,818

現金及び
現金同等物の
期末残高
274,017

現金及び現金同等物の増減額　　22,199

営業活動による
キャッシュ・
フロー
15,962

財務活動による
キャッシュ・フロー

△12,184

投資活動による
キャッシュ・フロー

18,420

売上高
88,558

売上総利益
49,786

営業利益
21,286

経常利益
22,300 親会社株主に

帰属する
当期純利益
13,384

前期（2017年4月1日～2018年3月31日） 当期（2018年4月1日～2019年3月31日）

売上高
86,220

売上総利益
43,714

営業利益
10,181

経常利益
11,319

親会社株主に
帰属する
当期純利益
5,550

財政状態（単位：百万円）

キャッシュ・フローの状況（単位：百万円）

経営成績（単位：百万円）

負債・純資産合計
399,585

総資産
399,585

前期末（2018年3月31日現在） 当期末（2019年3月31日現在）

固定資産
67,470

流動資産
332,115

純資産
337,377

固定負債
28,444

流動負債
33,763

有形固定資産
40,440

無形固定資産
225

投資
その他の資産
26,803

負債・純資産合計
396,291

総資産
396,291

固定資産
73,631

流動資産
322,660

純資産
337,242

固定負債
28,449

流動負債
30,599

有形固定資産
41,277

無形固定資産
364

投資
その他の資産
31,989

010_0229201301906.indd   4-6 2019/06/11   17:19:09



第54期
2018年4月1日 ▶ 2019年3月31日

証券コード 6417

REPORT
pixivコミック https://comic.pixiv.net/magazines/252

ニコニコ漫画 https://seiga.nicovideo.jp/manga/official/polca

マンガBANG! (App Store) https://itunes.apple.com/jp/app/gto-jitio-ren-qimanga-mangabang!/id939480693?mt=8
(Google Play) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mangabang

金融機関 16.4%

自己株式 9.4%

外国法人等 24.3%

個人・その他 14.5%

国内法人 33.4%

証券会社等 2.0%

合計
89,597,500株

会社情報（2019年3月31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） 

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：982名　単体：778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

会社概要

役 員（2019年6月27日現在） 株式の状況

株式の所有者別構成比

大株主の状況

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）

株主メモ

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。

発行可能株式総数 144,000,000株
発行済株式総数 89,597,500株
株主数 10,539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 28,346 34.91
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 3,781 4.65

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 3,492 4.30

赤石　典子 2,506 3.08
毒島　章子 2,506 3.08
毒島　秀行 2,431 2.99
ステート ストリート バンク ウェスト 
クライアント トリーティー 505234 1,559 1.92

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン
140042 1,100 1.35

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口5） 982 1.20

フィールズ株式会社 980 1.20
（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(8,421,994株）を控除して計算しております。

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。

代表取締役会長 CEO 毒島　　秀行 
代表取締役社長 COO 筒井　　公久
取締役副社長執行役員 営業本部長 兼 商品本部長 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 知的財産本部長 兼 商品本部副本部長 小倉　　敏男
常務執行役員 製造本部長 兼 三和工場長 高井　　克昌 
常務執行役員 管理本部長 大島　　洋子 

執行役員 営業本部副本部長 兼 
中国・四国ブロック長 兼 広島支店長 東郷　　裕二

執行役員 管理本部 総務部長 古平　　　博
執行役員 商品本部 福田　　　隆
執行役員 商品本部 商品部長 堤　　　順一
執行役員 商品本部 購買部長 関根　　史高
執行役員 商品本部 ＰＳ開発部長 鴨田　　　久
執行役員 営業本部副本部長 兼 販売戦略部長 尼子　　勝紀
執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長 髙橋　　博史
執行役員 蒔田　　穂高

　当社は、ライトノベルやゲーム・アニメの書籍制作・販売を行う株式会
社一二三書房と共同で、新たなコミックレーベル『コミックポルカ』を始
動しました。
　当プロジェクトでは、共同レーベルを設立することによって、書店流通
がしやすくなるほか、既に一定のファンを獲得している小説などを漫画化
することで、効率的なコンテンツビジネスを推進しています。また近年、
漫画購読手段の主流となっているWeb漫画媒体（ニコニコ漫画、pixivコ
ミック、マンガBANG!）や、日本最大級の同人誌即売会「コミックマーケ
ット」等のイベントを通してファンの皆さまとの接点を効果的に増やすこと
で、当コンテンツの知名度の向上をはじめとした魅力を広く多くの方にア
ピールしています。
　『コミックポルカ』掲載ラインナップ第1弾では『千のスキルを持つ男 
異世界で召喚獣はじめました!』『あたし、なまくび♥だけど魔法少女はじ
めました！～夢見の異世界エルドラ～』『隣の席の佐藤さん』のネット小説
大賞受賞作を含む3作品の連載が開始されています。現在、Web漫画配
信サイトやアプリからご覧いただけます。また、2019年7月より上記3作
品の単行本が順次、一二三書房より発売される予定です。
　今後もエンターテイメント業界における裾野拡大に向けて、一層のライ
ンナップの充実、コンテンツの普及を目指し、遊技機製造の周辺事業にも
力を入れることで、更なるファン獲得に努めてまいります。

2019年� 7月 『千のスキルを持つ男』第1巻　※紙／電子出版
2019年� 8月 『隣の席の佐藤さん』第1巻　※紙／電子出版
2019年� 9月 『あたし、なまくび♥だけど… 』上巻　※電子出版のみ
2019年�冬頃 各単行本 第2巻（下巻）
2020年�夏頃 各単行本 第3巻

トピックスTOPICS

新プロジェクト『コミックポルカ』始動！！

対象となる株主様 発送日 有効期限
3月31日現在の株主様 6月下旬 翌年の2月末まで
9月30日現在の株主様 12月初旬 翌年の8月末まで

　毎年３月31日ならびに９月30日現在の株主名簿に記録された１単元
（100株）以上を保有の株主様に、当社グループが経営するゴルフ場『吉
井カントリークラブ』（群馬県高崎市）で利用可能な優待券を以下の条件
に基づいて贈呈いたします。

吉井カントリークラブ
〒370-2138 群馬県高崎市吉井町下奥平554
ホームページ：https://www.ycc-golf.co.jp/

保有株式数 ご利用日 優待内容 贈呈枚数

100～999株
平日 10,000円割引券

1枚／1回
土日、祝日 5,000円割引券

1,000～9,999株 全日 プレーフィー無料券 1,000株につき1枚／1回

10,000株～ 全日 プレーフィー無料券 一律10枚／1回

● 贈呈基準

● こちらのweb漫画配信サイトからご覧いただけます。

● 単行本発売スケジュール（予定）

● 発送日・有効期限

株主優待のご案内

©長野文三郎/一二三書房
©新堂アラタ
©しぶや大根/SANKYO

©森崎 緩/一二三書房
©げみ
©sumie/SANKYO

©雨宮ユウ/SANKYO
©キシマカズオミ
©sumire
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金融機関 16.4%

自己株式 9.4%

外国法人等 24.3%

個人・その他 14.5%

国内法人 33.4%

証券会社等 2.0%

合計
89,597,500株

会社情報（2019年3月31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） 

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：982名　単体：778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

会社概要

役 員（2019年6月27日現在） 株式の状況

株式の所有者別構成比

大株主の状況

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）

株主メモ

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。

発行可能株式総数 144,000,000株
発行済株式総数 89,597,500株
株主数 10,539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 28,346 34.91
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 3,781 4.65

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 3,492 4.30

赤石　典子 2,506 3.08
毒島　章子 2,506 3.08
毒島　秀行 2,431 2.99
ステート ストリート バンク ウェスト 
クライアント トリーティー 505234 1,559 1.92

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン
140042 1,100 1.35

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口5） 982 1.20

フィールズ株式会社 980 1.20
（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(8,421,994株）を控除して計算しております。

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。

代表取締役会長 CEO 毒島　　秀行 
代表取締役社長 COO 筒井　　公久
取締役副社長執行役員 営業本部長 兼 商品本部長 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 知的財産本部長 兼 商品本部副本部長 小倉　　敏男
常務執行役員 製造本部長 兼 三和工場長 高井　　克昌 
常務執行役員 管理本部長 大島　　洋子 

執行役員 営業本部副本部長 兼 
中国・四国ブロック長 兼 広島支店長 東郷　　裕二

執行役員 管理本部 総務部長 古平　　　博
執行役員 商品本部 福田　　　隆
執行役員 商品本部 商品部長 堤　　　順一
執行役員 商品本部 購買部長 関根　　史高
執行役員 商品本部 ＰＳ開発部長 鴨田　　　久
執行役員 営業本部副本部長 兼 販売戦略部長 尼子　　勝紀
執行役員 管理本部副本部長 兼 経理部長 髙橋　　博史
執行役員 蒔田　　穂高

　当社は、ライトノベルやゲーム・アニメの書籍制作・販売を行う株式会
社一二三書房と共同で、新たなコミックレーベル『コミックポルカ』を始
動しました。
　当プロジェクトでは、共同レーベルを設立することによって、書店流通
がしやすくなるほか、既に一定のファンを獲得している小説などを漫画化
することで、効率的なコンテンツビジネスを推進しています。また近年、
漫画購読手段の主流となっているWeb漫画媒体（ニコニコ漫画、pixivコ
ミック、マンガBANG!）や、日本最大級の同人誌即売会「コミックマーケ
ット」等のイベントを通してファンの皆さまとの接点を効果的に増やすこと
で、当コンテンツの知名度の向上をはじめとした魅力を広く多くの方にア
ピールしています。
　『コミックポルカ』掲載ラインナップ第1弾では『千のスキルを持つ男 
異世界で召喚獣はじめました!』『あたし、なまくび♥だけど魔法少女はじ
めました！～夢見の異世界エルドラ～』『隣の席の佐藤さん』のネット小説
大賞受賞作を含む3作品の連載が開始されています。現在、Web漫画配
信サイトやアプリからご覧いただけます。また、2019年7月より上記3作
品の単行本が順次、一二三書房より発売される予定です。
　今後もエンターテイメント業界における裾野拡大に向けて、一層のライ
ンナップの充実、コンテンツの普及を目指し、遊技機製造の周辺事業にも
力を入れることで、更なるファン獲得に努めてまいります。

2019年� 7月 『千のスキルを持つ男』第1巻　※紙／電子出版
2019年� 8月 『隣の席の佐藤さん』第1巻　※紙／電子出版
2019年� 9月 『あたし、なまくび♥だけど… 』上巻　※電子出版のみ
2019年�冬頃 各単行本 第2巻（下巻）
2020年�夏頃 各単行本 第3巻

トピックスTOPICS

新プロジェクト『コミックポルカ』始動！！

対象となる株主様 発送日 有効期限
3月31日現在の株主様 6月下旬 翌年の2月末まで
9月30日現在の株主様 12月初旬 翌年の8月末まで

　毎年３月31日ならびに９月30日現在の株主名簿に記録された１単元
（100株）以上を保有の株主様に、当社グループが経営するゴルフ場『吉
井カントリークラブ』（群馬県高崎市）で利用可能な優待券を以下の条件
に基づいて贈呈いたします。

吉井カントリークラブ
〒370-2138 群馬県高崎市吉井町下奥平554
ホームページ：https://www.ycc-golf.co.jp/

保有株式数 ご利用日 優待内容 贈呈枚数

100～999株
平日 10,000円割引券

1枚／1回
土日、祝日 5,000円割引券

1,000～9,999株 全日 プレーフィー無料券 1,000株につき1枚／1回

10,000株～ 全日 プレーフィー無料券 一律10枚／1回

● 贈呈基準

● こちらのweb漫画配信サイトからご覧いただけます。

● 単行本発売スケジュール（予定）

● 発送日・有効期限

株主優待のご案内
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