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　当パチンコ・パチスロ業界では、2018年2月に施行され
た改正遊技機規則により、現在設置されている旧規則機は
2021年1月末までに撤去され、完全に新規則機に移行する
こととなります。遊技機メーカーにおいては、遊技金額を抑
えつつ多様なゲーム性を有する商品など、改正遊技機規則
等に準拠した商品開発を積極的に進め、新規則機への入替
需要の掘り起こしに取り組んでおります。しかしながら、新
規則機の大型タイトル、ヒット商品が出始めているものの、

型式試験の適合率の低迷が続いていることから、パーラー
の購買意欲を高めるまでには至っておらず、パチンコ・パチ
スロともに新規則機の導入は低調となっております。
　こうした中、遊技機メーカーの組合等の主催により、
2019年2月に「みんなのパチンコフェス」、2019年9月には

「パチスロサミット2019in秋葉原」が開催され、多くのファ
ンが新規則機に触れる機会を創出するなど、新規則機の普
及、新規・休眠ファンの獲得に向け、業界が一丸となって取
り組んでおります。
　当社グループでは、パチンコ6タイトル（リユース機を除
く）、パチスロ1タイトルを販売いたしました。第1四半期会
計期間ではコアタイトルとなるパチンコ機の発売がなく、売
上は低水準となっておりましたが、当第2四半期会計期間に
おいて、SANKYOブランドの「フィーバー機動戦士ガンダ
ム 逆襲のシャア」を筆頭に、その他タイトルも販売台数を
伸ばし、売上・利益ともに伸長いたしました。
　以上の結果、売上高334億円（前年同四半期比12.5%
増）、営業利益30億円（同5.3%減）、経常利益36億円（同
4.8%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益21億円（同
24.8%減）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55期

第2四半期（2019年4月1日から2019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。

2020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

27,278百万円
81.4%

パチスロ機
関連事業

3,029百万円
9.0%

補給機器関連事業

2,829百万円
8.5%

その他事業

355百万円
1.1%

売上高

33,493
百万円

代表取締役会長 代表取締役社長

営業利益

3,077百万円　 （前年同期比 5.3%減）

親会社株主に帰属する四半期純利益

2,183百万円　 （前年同期比 24.8%減）

売上高

33,493百万円　 （前年同期比 12.5％増）

経常利益

3,606百万円　 （前年同期比 4.8%減）
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■第2四半期　■通期
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■第2四半期　■通期

263,940

4,289

■第2四半期　■通期　●1株当たり純資産

340,287 337,242 337,377

第52期
2017年
３月期

第53期
2018年
３月期

第54期
2019年
３月期

第55期
2020年
３月期

4,1414,189 4,139

△5,576

3,249 3,077

■第2四半期　■通期

10,181

21,286

第52期
2017年
３月期

第53期
2018年
３月期

第54期
2019年
３月期

第55期
2020年
３月期

5,059

△1,684

396,291 399,585

311,549

390,585

■第2四半期　■通期

第52期
2017年
３月期

第53期
2018年
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△4,969

3,786 3,606

■第2四半期　■通期

3,832

11,319

22,300

△1,757

第52期
2017年
３月期

第53期
2018年
３月期

第54期
2019年
３月期

第55期
2020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）

TOPICS トピックスTOPICS トピックス

『イメージジェネレーター』で自分だけのオリジナル画像をつくろう！
　当社が運営しているコンテンツ『イメージジェネレーター』では、当社が販売したパチンコ・パチスロ機種の登場キャラ
クタや背景、ロゴや文字を自由に組み合わせたオリジナルデザインを無料で作成することができます。パソコンやスマート
フォンの壁紙やオリジナルスタンプの作成ができるほか、はがきサイズにも対応しているため、年賀状や暑中見舞い、ク
リスマスカード作りにも利用されています。

▶ パチンコ・パチスロファンのみならず、
 アニメファンの皆さまなど幅広い方々にお楽しみいただけます。

©Project シンフォギア
©Project シンフォギアG

※ キャラクタ等のパーツは定期的に入替があります。

ＱＲコードでサイトにアクセス ⬆︎ＵＲＬ：https://www.sankyo-fever.jp/generator/

作りたいタイトルとサイズを選ぶ！ キャラクタや文字を自由に組み合わせる！

▶ 様々なイラストや写真を組み合わせて自由に画像を作成できます。

作成した作品は
ダウンロード可能

作成した作品がオススメ作品に
掲載されるかも!?

完成

SNSで共有
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会社情報（2019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 1966年4月
資本金 148億4千万円
従業員数 連結：979名　単体：779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　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 11,910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。

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 8,346 13.64
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 4,054 6.62

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 3,604 5.89

毒島　章子 2,506 4.09
毒島　秀行 2,031 3.32
赤石　典子　 1,906 3.11
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 1,553 2.53

ＪＰモルガン証券株式会社 1,222 1.99
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口9） 1,192 1.94

株式会社りそな銀行 937 1.53
（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(28,428,634株)を控除して計算しております。

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
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