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　当パチンコ・パチスロ業界では、平成30年2月1日から施

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

準拠した遊技機がようやく型式試験に適合し始め、市場にも

投入されました。

　当社グループでは当第2四半期連結累計期間において、

新規則で新たに認められた設定付きパチンコを業界最速で

市場投入いたしました。パチンコパーラーにおいては、新規

則機についてまだ試験導入的な位置づけではありましたが、

今後の集客可能性などについて注目を集めました。しかしな

がら旧規則機の設置可能期限がまだ残っていることから新台

入替は低調に推移しております。このような状況下ではあり

ましたが、当社グループは新規タイトルをパチンコ4タイト

ル、パチスロ2タイトル投入したほか、平成29年8月に発売

したパチンコ「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も業績に寄与し、前年同四半期を

上回る売上、損益を計上することができました。

　以上の結果、売上高297億円（前年同四半期比40.3%

増）、営業利益32億円（前年同四半期は55億円の営業損

失）、経常利益37億円（前年同四半期は49億円の経常損

失）、親会社株主に帰属する四半期純利益29億円（前年同

四半期は34億円の親会社株主に帰属する四半期純損失）と

なりました。

　株主の皆さまには、引き続きご指導ご鞭撻をお願い申し

あげます。

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

第2四半期（平成30年4月1日から平成30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。

平成31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

パチンコ機
関連事業

25,721百万円
86.4%

パチスロ機
関連事業

1,548百万円
5.2%

補給機器関連事業

2,218百万円
7.5%

その他事業

281百万円
0.9%

売上高

29,770
百万円

代表取締役会長 代表取締役社長

営業利益

3,249百万円　 （前年同期比 ー ）

親会社株主に帰属する四半期純利益

2,904百万円　 （前年同期比 ー ）

売上高

29,770百万円　 （前年同期比 40.3％増）

経常利益

3,786百万円　 （前年同期比 ー ）
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◀ https://www.sankyo-fever.co.jp/corporate/specialbook/ ◀ SANKYO大図鑑スペシャルサイト

■第2四半期　■通期
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平成28年
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第52期
平成29年
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第53期
平成30年
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第54期
平成31年
３月期

第51期
平成28年
３月期

137,130

81,455

31,821
21,223

86,220

29,770

第52期
平成29年
３月期

第53期
平成30年
３月期

第54期
平成31年
３月期

74,648

■第2四半期　■通期

■第2四半期　■通期　●1株当たり純資産

348,941 340,287 337,242 332,546

第51期
平成28年
３月期

第52期
平成29年
３月期

第53期
平成30年
３月期

第54期
平成31年
３月期

4,189 4,141 4,0804,300

△5,576

3,249

■第2四半期　■通期
18,826

11,377

5,059

10,181

△1,684

第51期
平成28年
３月期

第52期
平成29年
３月期

第53期
平成30年
３月期

第54期
平成31年
３月期

396,291
376,402

414,183
390,585

■第2四半期　■通期

第51期
平成28年
３月期

第52期
平成29年
３月期

第53期
平成30年
３月期

第54期
平成31年
３月期

△4,969

3,786

■第2四半期　■通期
19,965

3,832

11,319

△1,757

12,243

第51期
平成28年
３月期

第52期
平成29年
３月期

第53期
平成30年
３月期

第54期
平成31年
３月期

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）

　当社はこのほど、会社概要や沿革をはじめ、当社の魅力や
想い、パチンコ・パチスロ業界のことまで分かりやすく集約し
たスペシャルサイト『SANKYO大図鑑』を開設いたしました。
　このサイトは大きく4つのコンテンツに分けられており、現
在公開中の『Profile』では初の試みとして、当社代表取締
役社長である筒井公久の動画メッセージに加え、数多くのヒ
ット機種を生み出してきた当社の歴史や、ビジネスモデル、
業界の動向などSANKYOにまつわるさまざまなことを分かり
やすく説明しています。
　また、当社は社員採用にも力を入れており、就活生に向け
た社長メッセージでは「アイデア力」を武器とした当社の魅
力や業界の展望のほか、一番の強みであり社是でもある「創
意工夫」の精神を受け継ぎ、そして次世代へと継承していく
ことを期待する就活生への熱い想いが語られています。
　これまでにない斬新なデザインで誕生した『SANKYO大
図鑑』。当社のオリジナルキャラクター達が初めての方にも
分かりやすいように、Q＆A形式やポイントを押さえた解説を
しており、より当社への理解を深めていただける内容となっ

ています。今後も更なる内容の充実
を図り、現在未公開のコンテンツにつ
いても順次公開していく予定です。

TOPICS トピックス

スペシャルサイト『SANKYO大図鑑』を開設
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会社情報（平成30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） 

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：1,001名　単体：794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 株式の状況

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 金　3月31日
中 間 配 当 金　9月30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）
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 11,116名

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 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 
専務執行役員 知的財産本部長 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 情報システム部長 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

大株主の状況
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
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 3,770 4.64

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 3,502 4.31

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 1,379 1.69

SSBTC CLIENT OMNIBUS　
ACCOUNT 1,000 1.23

フィールズ株式会社 980 1.20
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口5） 975 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（8,421,699株）を控除して計算しております。
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