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株主様の住所変更、単元未満株式等の買取・買増請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口
座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主
名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
配当金の口座振込のご指定につきましても、お手続きは配当金振込指定書を各口座管理機関（証券会社等）を経由してお届出いた
だいております。振込指定のお手続きにつきましては、詳しくは各口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせください。
未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

下記URLにアクセスいただき、アクセスナンバー入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。株主アンケートご協力のお願い

事業年度 4月1日〜翌年3月31日
期末配当金受領
株主確定日 3月31日
中間配当金受領
株主確定日 9月30日
定時株主総会 毎年6月
株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
電話 0120-232-711（通話料無料）

手続き書類の
ご請求方法 

音声自動応答電話によるご請求
0120-244-479（通話料無料）
インターネットによるダウンロード
http://www.tr.mufg.jp/daikou/

上場金融商品取引所 東京証券取引所市場第1部

公告の方法　

電子公告により行う
公告掲載URL　http://www.pronexus.
co.jp/koukoku/6412/6412.html

（ただし、電子公告によることができない事
故、その他のやむを得ない事由が生じたと
きには、日本経済新聞に公告いたします。）

会社概要 株式の状況

株式の所有者別状況

お知らせ

株式会社 平和（英文社名：Heiwa Corporation）
〒110-0015　東京都台東区東上野一丁目16番1号
1949（昭和24）年
1960（昭和35）年
167億5,500万円
代 表 取 締 役 社 長
代表取締役副社長
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役（社 外）
常 勤 監 査 役
監 査 役（社 外）
監 査 役（社 外）
監 査 役（社 外）
本社、工場（伊勢崎）、北海道、仙台、高崎、東京、
名古屋、大阪、広島、福岡 他20営業所

嶺　井　勝　也
諸見里　敏　啓
池　本　泰　章
太　田　　　裕
宮　良　幹　男
吉　野　敏　男
中　田　勝　昌
提　箸　　　隆
勝　又　伸　樹
新　井　久　男
兼　次　民　喜
山　口　孝　太
川　野　廣　二
佐　藤　武　志
遠　藤　明　哲
江　口　雄一郎

228,903,400株
99,809,060株

50,901名

発行可能株式総数
発行済株式の総数
株 主 数

一般法人
個人
金融機関
外国法人等
金融商品取引業者
自己株式

40,262,816 株
31,247,360 株
11,596,594 株
14,687,153 株

661,062 株
1,354,075 株

40.34％
31.31％
11.62％
14.72％
0.66％
1.36％

株主メモ

株主の皆様からのご意見・ご要望を
今後の活動の参考とさせていただくため、
WEBアンケートを実施いたします。

本アンケートは、宝印刷株式会社が発行する個人投資家向け情報誌「ジャパニーズ  インベスター」のＷＥＢサイト「投資家ネット」にて実施いたします。宝印刷株式会社については
http://www.takara-print.co.jp/をご参照ください。ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承認なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

【 個人情報の取扱に関して 】
お答えいただくアンケートの回答内容・個人情報につきましては、「統計的にデータをまとめた上で分析し、サービスを改善すること」を目的として利用し、個人が特定できる形で利用されること
はありません。その他、当社の個人情報に関する取扱に関しての詳細は当社の「プライバシーポリシー」（http://www.heiwanet.co.jp/faq/privacy.php）のとおりです。

http://104ka.net/【アクセスナンバー 6412】

kabu@req.jpへ空メールをご送信いただき、自動返送されるアンケート回
答用のURLからアクセスいただけます。

ＱＲコード読み取り機能のついたスマートフォン又は携帯電
話をお使いの方は、右のＱＲコードから直接アンケート画面
へアクセスできます。

とうしかねっと 検索

PC・スマートフォンから

アクセス方法

メールから

携帯電話から

アンケート実施期間は、本書が
お手元に到着してから約2ヶ月
間です。
ご回答いただいた方の中から
抽選で10名様に「ルパン三世 
LUPIN THE GLOVE（ゴルフ
グローブ）」を進呈させていた
だきます。

©モンキー・パンチ／TMS・NTV

CORPORATE PROFILE 会社概要・株式の状況（2015年9月30日現在）
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ルパン三世
I'm a super hero

開発者インタビュー

「HEIWA・PGM
CHAMPIONSHIP」

夢のある開かれた日本最大のプロゴルフトーナメントを目指して

Ⓒモンキー・パンチ/TMS・NTV
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about HEIWA 平和グループについて

1949年に創業し、1960年に設立されたパチンコ・パチスロ機

の老舗メーカーである当社は、

1988年に業界初の株式店頭登録、1997年には東京証券取引所

市場第一部上場を果たすなど

業界のフロントランナーとして走り続けてきました。 

その後も2007年のパチスロ機メーカー㈱オリンピアとの経営

統合や2011年のゴルフ場保有・運営大手のPGMホールディ

ングス㈱の連結子会社化など、常に進化を続けています。

当社はこれからも安定した経営基盤のもと、

 「もっと楽しめる未来をつくろう」を合言葉に

お客様へ楽しい時間を提供し、総合レジャー企業を
目指します。

「もっと楽しめる未来」を
つくるために

株式会社平和（東証1部）

株式会社アムテックス

株式会社オリンピア

PGMホールディングス
株式会社

ゴルフ事業遊技機事業

2015年
PGMホールディングス㈱を完全子会社化

沿革

2011年
PGMホールディングス㈱を連結子会社化し、
ゴルフ事業に進出

2007年
パチスロ機メーカー
㈱オリンピアと経営統合

2002年
業界初の分離型
パチスロ機を開発

1997年 
東京証券取引所
市場第一部上場

1988年
株式店頭登録

1971年
業界初の分離型
パチンコ機を開発

1949年
創業

1960年
設立
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TOP MESSAGE トップメッセージ

1997年 
東京証券取引所
市場第一部上場

1971年
業界初の分離型
パチンコ機を開発

2016年3月期第2四半期（累計期間、以下同）の連
結業績については、ゴルフ事業の売上高が概ね計画
通りに推移するなか、遊技機事業において、パチンコ
機の販売が好調に推移したことが業績をけん引し、
売上高、各利益ともに期初計画を上回りました。親会
社株主に帰属する四半期純利益については、パチンコ
機の販売台数増加の影響に加え、子会社が保有して
いた株式を売却したことに伴い、法人税等の負担額
が減少し、期初計画を大幅に上回りました。

また、当社は連結子会社のPGMホールディン
グス㈱を2015年8月1日付で完全子会社化しま
した。今後も厳しい事業環境が予想されるゴルフ
業界において、グループ内のより強固な協力体制
を構築することが、PGMホールディングス㈱の
収益力の強化につながり、ひいては当社グループ
全体の企業価値向上のために必須だと判断した
ためです。
今後も当社グループ一丸となって、安定した高収

益体質を構築し、企業価値向上に向けて邁進してま
いります。

グループ内の連携強化に努め
平和グループの
企業価値を向上し
「総合レジャー企業」を
目指します

第48期（2016年3月期）第2四半期の連結業績ハイライト

代表取締役社長

嶺井勝也

売上高

　前年同期比 7.8%　 　計画比 5.8%

億円1,196

経常利益

　前年同期比 8.3%　 　計画比 20.4%

億円258

営業利益

　前年同期比 7.7%　 　計画比 19.7%

億円264

親会社株主に帰属
する四半期純利益

　前年同期比 6.5%　 　計画比 51.6%

億円192

連結業績は売上高から各利益まで
期初計画を上回る

詳細については、P9をご参照ください※本「中間報告書」に掲載されている計画値は、2015年5月13日公表値に基づいております。
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TOP MESSAGE トップメッセージ

移し、パチスロ機の販売台数の減少分を上回ったこ
とにより、遊技機販売台数は204千台（前年同期比
9千台増）となりました。

ゴルフ業界においては、団塊世代の高齢化による
ゴルファー人口の減少やゴルフ場の供給過多等、業
界環境は益々厳しさを増していくと見込んでおり
ます。

基本方針が奏功し、
台風上陸による影響を相殺

事業別の業績についてご説明します。
遊技機業界においては、市場規模は引き続き減少
しており、パチンコホールの経営環境は依然として
厳しい状況が続いています。また、パチンコ機、パチ
スロ機ともに遊技機基準の変更が年末にかけて予
定されており、現行基準の遊技機が競合各社より集
中的に発売され、遊技機メーカー間の競争は激化し
ています。
このような環境下、遊技機事業においては、「継
続的なヒット機種の創出」、「更なる収益性の追
求」、「グループ組織力の強化」を基本方針に掲げて
います。
当第2四半期においては、パチスロ機2機種の販
売を下期に見送ったため発売機種は1機種にとど
まり、パチスロ機の販売台数は計画を下回りました
が、4機種を発売したパチンコ機の販売が好調に推

2012年
3月期

2013年
3月期

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期
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売上高 （百万円） 営業利益 （百万円）

パチンコ機の販売が好調に推移し、
業績をけん引

より多くの株主の皆様に
中長期的に当社株式を
保有していただくことを目的として
株主優待制度を新たに導入しました

第48期（2016年3月期）第2四半期の連結業績ハイライト

 POINT 1
遊技機販売台数　進捗状況

（千台）

上 期 通 期
販売実績 販売計画 達成率 販売計画 進捗率

合　計 204 185 110% 360 57%
パチンコ機 173 125 138% 260 67%
パチスロ機 30 60 50% 100 30%

2
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このような環境下、ゴルフ事業においては、
「M&Aの強化」、「会員権募集の積極的推進」及び「商
品価値の向上と価格戦略の徹底」を基本方針とし、
各施策を推進しました。
当第2四半期においては、大型の台風が上陸した

影響により茨城県、栃木県、東北地方が記録的な
大雨となり、当社グループのゴルフ場においても
土砂崩れや冠水が発生するなどの被害を受けまし
た。しかしながら、M&A戦略に基づき新規に取得
したゴルフ場や運営受託を開始したゴルフ場が業
績に寄与したこと、ゴルフ場会員の魅力を積極的
にアピールしたことにより会員権募集が好調に推移
したことから、売上高は前年同期比で同水準を保ち
ました。

通期の見通しを述べますと、遊技機事業において
は、市場環境が不透明ではありますが、通期計画に

株主優待制度を新設！
9月末時点の株主様より開始

対する遊技機販売台数の進捗状況は好調に推移し
ております。ゴルフ事業においても現時点で3ゴ
ルフ場が新たに運営を開始する予定であることか
ら、業績に寄与してくるものと思われます。
以上を踏まえ、通期の連結業績は売上高215,100

百万円、営業利益38,000百万円、経常利益36,800
百万円、親会社株主に帰属する当期純利益22,400
百万円を想定しています。
今回の中間配当に関しましては、1株当たり40円と

させていただきました。期末配当金も同40円を予定
しており、年間配当金は同80円となる見込みです。ま
た、当第2四半期より株主優待制度を新設しており、
2015年9月末時点の株主名簿に記載の1単元（100
株）以上保有の株主の皆様に対して、保有株数に応じ
た枚数のゴルフ場利用割引券を送付いたします。
株主の皆様におかれましては、当社グループの未

来にご期待いただき、これからも長期的なご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

28,000

21,000

14,000

7,000

0

通期 第２四半期

22,400

2012年
3月期

2013年
3月期

2014年
3月期

2016年
3月期

2015年
3月期

20,516 20,36120,123

26,235

18,069

12,578

16,835

13,525
19,248

(予想）

2016年3月期連結業績予想 （百万円）親会社株主に帰属する当期（四半期）純利益 （百万円）

2016年3月期 予想

売上高 215,100

営業利益 38,000

経常利益 36,800

親会社株主に帰属する当期純利益 22,400

1株当たり当期純利益 （円） 261.05

1株当たり配当金（円） 80.00

より多くの株主の皆様に
中長期的に当社株式を
保有していただくことを目的として
株主優待制度を新たに導入しました

この他の財務指標については、P9をご参照ください

 POINT 3
1株当たり配当金の推移 （円）

60
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期末中間
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80（予想）

40
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２０１1年３月期
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２０１3年３月期
２０１4年３月期

２０１5年３月期 ２０１6年３月期
0

25
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100

 POINT 2
M&Aの強化　進捗状況

（18ホール換算）

通期目標 12コース

実績
取得・運営開始※ 7コース
基本合意締結 2コース 計9コース

進捗率 75%
※当期から連結業績に取り込んだゴルフコースを含んでおります。

3

010_7075401632712.indd   3 2015/11/24   14:24:45



SEGMENT INFORMATION / TOPICS セグメント情報／トピックス

遊技機事業 業績のポイント
● 当社の看板コンテンツである「ルパン三世　I’m a super 

hero」の販売が好調に推移したことなどにより前年同期比
で増収。

● 販売台数は増加したものの、売上原価の上昇により、営業
利益は前年同期を下回る。

上期発売タイトル

上期販売実績

パチンコ機 販売台数 発売時期
麻雀物語2　めざせ！雀ドル決定戦！ 21,513台 4月

キャッツ・アイ 23,307台 6月

ルパン三世　I'm a super hero 116,945台 7月

JAWS It's a SHARK PANIC 4,499台 9月

パチスロ機 販売台数 発売時期
デビルサバイバー2　最後の7日間 24,828台 6月

パチンコ機 パチスロ機 合計 前年同期差異
販売台数 173,596台 30,482台 204,078台 ↑9,034台

発売機種数 4機種 1機種 5機種 ↓4機種

※  上記以外の販売機種も含んでおります。

売上高
百万円77,683 前年同期比 

12.4%増

営業利益
百万円20,164 前年同期比

8.4%減

もっと楽しめる未来を

構成比

64.9%

構成比

71.5%

前第2四半期 当第2四半期

69,132 77,683

（百万円）

69,132

（百万円）
前第2四半期 当第2四半期

20,16422,009

戦車を使った武道「戦車道」が、華道や茶道と並んで
大和撫子のたしなみとされている世界で、女子高生た
ちが戦車の技術を競い合う姿を描いたテレビアニメ

「ガールズ&パンツァー」。ミリタリー要素と萌え要素
を併せ持った世界観が遊技機とうまく融合し、楽しみ
やすくてハラハラできるパチスロ機が完成しました。
手に汗握る大乱争戦車バトルでは、アニメプロデュー
サー監修のもと、細部までこだわった戦車の動きが見
どころです。戦車系女子の想像を超えたド迫力のバト
ルでプレーヤーの胸を熱くします。

パチスロ
ガールズ＆パンツァー

TOPICS

©GIRLS und PANZER Projekt

「ガルパン」イベントで
新台を初披露

「ガールズ&パンツァー」のファンイ
ベント「Ⅳ号戦車日本上陸作戦です！」
が、ベルサール秋葉原（東京都千代田
区）にて開催され、当日は入場規制が
かかるほどたくさんのファンが詰めかけました。会場
では主人公たちが搭乗する「Ⅳ号戦車D型改（H型仕
様）」の実物大レプリカが展示されたほか、パチスロ
新機種「ガールズ&パンツァー」のサプライズ発表や
豪華出演者によるスペシャルトーク
&ミニライブなど、様々な展示や催
しが実施され、大盛況のうちに幕
を閉じました。

・来場者数：約8,000人
・ニコ生視聴者数：62,723人
・メディア・プレス来場数：53媒体

©Ⅳ号戦車日本上陸作戦実行委員会

4

010_7075401632712.indd   4 2015/11/24   14:24:53

CLOSE UP クローズアップ

1971年に登場して以来、
アニメが放映されるたびにファンを増やし続け、

今もなお大人気の「ルパン三世」。
その「ルパン三世」シリーズのパチンコ最新作が、

2015年7月にリリースされました。

開発本部
パチンコ企画グループ　企画チーム開発者インタビュー

©モンキー・パンチ/TMS・NTV

パチンコ機ではシリーズ8作目となる本機は、「斬新奇
抜」を開発テーマに掲げ、人気のトレンドや、今までにない
新しい要素をふんだんに取り込んだ意欲作となりました。

まずこのルパン専用本体は、とにかく目立ちます。上部
にある『巨大ロゴ』や、両サイドにある『LEDビジョン』は
遠くからでも見つけやすく、『LUPINステア』は見れば必ず
触らずにはいられない存在感があり、インパクトとして
は最高の完成度となりました。

ゲーム性については、前作でご好評いただいた部分は
残しつつ、市場のトレンドも取り入れながら今までにな
い演出を搭載しました。「多段階保留変化」は保留が30段
階で構成されており、常に変化への期待感が持てます。
また、確率変動中の「大泥棒アタック」ではボタン押下に
よって自ら大当りを掴み取る演出となっています。これ
らを搭載することで常に期待感が持続できるシリーズ
最高の演出を実現することができました。

私は今回初めてルパンシリーズの担当になったのです
が、当社の看板コンテンツだということはもちろん、本当
に自分がルパンファンを満足させられる機械がつくれる
のかと、そのプレッシャーは相当なものでした。

とにかくファンが楽しめる機械、もう一度プレイした
くなるような機械を目指して、がむしゃらに突き進んで
いきました。

本機は、確率変動中2種類のモードがあるのですが、
開発当初は1種類しかなく、その中の一つにボタン押下に
特化した演出「大泥棒アタック」がありました。この演出

を軸に新たなモードとして搭載した方が、確実にゲーム
性が広がり面白くなると思い、開発期間は中盤を過ぎて
いましたが、プロジェクトメンバーに2種類でいきたいと
提案しました。工数的にも期間的にも状況が厳しいなか
での大幅な変更であったため、プロジェクトメンバーに
は無理を言っているのは承知の上、別々にした方がより
爽快感が増し、より楽しめる機械になると説得し、開発最
終段階でようやくつくり上げることができました。

光、サウンド、役物、本体、その全てにどう一体感を出し
ていけるかなども試行錯誤を重ね、苦労が多かった分、納
得のできる機械が完成したと思っています。

今回の「ルパン三世 I'm a super hero」は「斬新奇抜」
を開発テーマに掲げていますが、これをきっかけに、パチン
コ市場のトレンドとなるような、そして新たなパチンコ
のスタンダードになるような機械になればいいなと思い
ます。

今後も、新しいことへのチャレンジ精神を持ち続け、
誰もが楽しめるような機種開発を行っていきたいです。

インパクトを追求し、
ファンの期待に応える趣向を導入

誰もが楽しめて
深く印象に残るような機械づくりへ

フルムーブディスプレイ

サーチライト

レインボーイルミプレート

LUPINステア＆LUPINアタック

LEDビジョン 巨大ロゴ

Ⓒモンキー・パンチ/TMS・NTV

5

010_7075401632712.indd   5 2015/11/24   14:25:11



SEGMENT INFORMATION / TOPICS セグメント情報／トピックス

ゴルフ場ポートフォリオ

ゴルフ事業 業績のポイント
●   取得した3ゴルフ場（18ホール換算4.5コース）の運営及び

1ゴルフ場（同1.5コース）の運営受託を開始。
●   来場者数は台風・大雨により減少したものの、顧客単価は

前年同期の水準を維持。売上高
百万円40,669

営業利益
百万円7,955

構成比

34.0%

構成比

28.2%

前第2四半期 当第2四半期

40,539 40,669

（百万円）

前第2四半期 当第2四半期

8,250 7,955

（百万円）

常磐道・友部SAスマートICより約7分。高低差最大3mと
いうゴルフコースとし
て理想的な大地に佇む、
自然の樹木にセパレート
された林間コースです。

圏央道・茂原北ICより約9kmと首都圏からのアクセスに優
れ、ダイナミックなコー
ス レ イ ア ウ ト の 丘 陵
コースとして多くのゴ
ルファーに愛されてい
ます。

東名高速道・厚木ICより約11km。アウト・イン・大山の
3コースからなる自然
の地形を活かした雄大
な27ホールには、湘南
の大パノラマが広がり
ます。

東名高速道・秦野中井ICより約9.5km。国定公園丹沢山系
を背景に広がる変化に
富んだ山岳コースは、プ
レーヤーの攻略心を存
分に満たしてくれます。

茨城県

千葉県

神奈川県

神奈川県

内原カントリー倶楽部
〒319-0323
茨城県水戸市鯉淵町 6798
029-259-2500

新たに4ゴルフ場の運営を開始（2015年10月1日現在）

千葉国際カントリークラブ
〒297-0231
千葉県長生郡長柄町山之郷 754-32
0475-35-4325

伊勢原カントリークラブ
〒259-1102
神奈川県伊勢原市子易 132
0463-95-3095

大秦野カントリークラブ
〒259-1307
神奈川県秦野市横野 500
0463-75-1616

TOPICS >> 新規取得ゴルフ場

2015年9月末

コース数 18H換算

ゴルフ場保有 127 155.0

ゴルフ場リース 1 2.0

ゴルフ場運営受託 2 2.5

合計 130 159.5

北海道 6 9.5

東北 9 11.5

関東・甲信越 52 61.5

東海・北陸 14 18.0

関西 16 19.0

中国・四国 18 20.5

九州・沖縄 15 19.5

前年同期比 
0.3%増

前年同期比
3.6%減
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CLOSE UP クローズアップ

「HEIWA・PGM
CHAMPIONSHIP」
白熱の第3回大会をレポート

夢のある開かれた日本最大のプロゴルフトーナメントを目指して

第3回 目 と な るHEIWA・PGM CHAMPIONSHIPは
ゴルフ史に残る数々の名勝負が繰り広げられた、総武
カントリークラブ総武コースで開催されました。

同大会は「夢のある開かれた日本最大のプロゴルフ
トーナメント」をコンセプトに掲げており、主催者推薦枠
やチャレンジトーナメントを通じ、プロゴルファーだけ
でなく若手ゴルファーからアマチュアゴルファーまで
様々なゴルファーに出場機会を設けており、将来のゴルフ
界を背負う人材の発掘・育成にも大いに寄与するものと
期待されます。

初日から安定してスコアを伸ばしてきた谷原選手は3 
日目に首位に立ち、最終日は2位に2打差をつけてのス
タートとなりました。3日目までの好天とは一転して冷
たい雨のなかスタートした最終日。前日までとコースコ
ンディションが大きく変わるなか、冷静な試合運びでス
コアを一つ伸ばした谷原選手が通算11アンダーで2年
ぶりプロ11勝目を飾りました。

ベストアマチュア賞は、平均ドライビングディスタンス
で並み居るプロを抑え第1位に輝いた亀代順哉選手（大学
3年生）が獲得しました。

全ての男子ゴルファーに
出場機会を提供 谷原秀人選手が2年ぶりの優勝

2015年度開催概要

大 会 名 称
主 催
共 催
開 催 期 日
開 催 場 所
賞 金 総 額

「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」
株式会社平和、PGMホールディングス株式会社
一般社団法人日本ゴルフツアー機構
2015年11月5日（木）～11月8日（日）
総武カントリークラブ 総武コース
2億円/優勝賞金4千万円

小・中学生を対象にホールアウト後
の出場選手がゴルフレッスンを実施
しました。

カップイン数に応じて大会記念ボール
をプレゼント。

来場した子どもたちに向けてゴルフ
体験会を実施しました。

大会オリジナルグッズが当たる無料
抽選会を実施しました。

優勝 谷原秀人選手 ベストアマチュア賞 亀代順哉選手

※ チャリティーの収益は社会福祉法人印西市社会福祉協議会に寄付しました。

ギャラリー
イベント

出場選手による
ジュニアレッスン

チャリティー
パッティング

PGMジュニアズ
ゴルフ体験会 平和・PGMブース
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資産関連指標の推移

株主優待制度のご案内

単元未満株式の買取・買増制度のご案内

年間IRカレンダー

当社株式を１単元（100株）以上保有される株主様へ、当社グループが運営する全国120以上のゴルフ場でご利
用いただける「株主優待割引券」を贈呈しています。この機会に是非、当社グループのゴルフ場にご来場ください。

当社の単元株式数は100株となっていますので、ご保有の当社単元未満株式（100株未満の株式）につきま
しては、証券市場での売買ができない、株主総会で議決権を行使できないなどの制約があります。こうしたご不
便を解消するために、単元未満株式の「買取り」又は「買増し」を当社に請求できる制度を実施しています。

お手続きに関しましては、株主様が口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）にお問い合わせくだ
さい。
※証券会社に口座がなく、特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部／0120-232-711（通話料無料）
にお問い合わせください。

優 待 内 容 当社グループが運営するゴルフ場で、平日及び指定月の土日祝日のプレー料金から1枚につき1名様のみ最大
3,500円割引となる優待割引券を、株主様の保有株数に応じて贈呈いたします。
割引対象は「グリーンフィ・諸経費・カートフィ及びこれらにかかる消費税」となります。

贈 呈 回 数 年2回

贈 呈 枚 数 ●100株以上200株未満 ： 2枚/1回　●200株以上300株未満 ： 4枚/1回
●300株以上400株未満 ： 6枚/1回　●400株以上 　　　　　： 8枚/1回

対象株主様 ① 2015年9月30日現在の当社株主名簿に記載された
1単元（100株）以上を保有の株主様

② 2016年3月31日現在の当社株主名簿に記載された
1単元（100株）以上を保有の株主様

優 待 利 用
可 能 期 間

①2016年1月1日～2016年12月31日
②2016年7月1日～2017年6月30日
※土日祝日利用は1月（1月1日を除く）・2月・7月・8月のみ。
※北海道内各ゴルフ場、中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部の土日祝日利用は、10月から冬季クローズまでと、冬季クローズ後の春季オープンから
5月までとなります。

郵 送 日 ①2015年12月上旬（本「中間報告書」に同封の上お送りしております）
②2016年6月下旬(定時株主総会終了後)

利用可能ゴルフ場など詳細な情報についてはこちら

http://www.heiwanet.co.jp/ir/shareholder_top.php

平和　優待 検索

SHAREHOLDERS INFORMATION 株主インフォメーション

単元株式
100株に買取請求をご利用 60株

当社が買取

単元株式
200株に買増請求をご利用 40株

買増

第1四半期 第4四半期第2四半期 第3四半期

通期
決算発表

第1四半期
決算発表

第2四半期
決算発表

●中間配当金
支払開始

●株主優待送付

第3四半期
決算発表

●株主総会招集通知送付
●定時株主総会
●期末配当金支払開始
●株主優待送付

160株
＝

100株（単元株式）
＋

60株（単元未満株式）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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資産関連指標の推移

連結財務諸表（百万円）
連結貸借対照表

2015年3月期 2016年3月期
第2四半期

資産の部
流動資産 162,023 186,356
固定資産 285,810 293,146
資産合計 447,833 479,502

負債の部
流動負債 68,299 98,314
固定負債 201,264 186,797
負債合計 269,564 285,112

純資産の部
株主資本 161,855 193,210
その他の包括利益累計額 1,261 1,146
新株予約権 52 32
非支配株主持分 15,100 0
純資産合計 178,269 194,390
負債純資産合計 447,833 479,502

連結損益計算書
2015年3月期

第2四半期
2016年3月期

第2四半期
売上高 110,970 119,620

売上原価 65,743 75,600

売上総利益 45,227 44,020

販売費及び一般管理費 16,572 17,573

営業利益 28,655 26,446

営業外収益 751 804

営業外費用 1,162 1,354

経常利益 28,244 25,896

特別利益 2,001 0

特別損失 309 282

税金等調整前四半期純利益 29,936 25,614

法人税等 10,952 5,783

非支配株主に帰属する四半期純利益 914 583

親会社株主に帰属する四半期純利益 18,069 19,248

連結キャッシュ・フロー計算書
2015年3月期

第2四半期
2016年3月期

第2四半期

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,618 29,232

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,390 △23,040

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,183 △10,874

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 11

現金及び現金同等物の増減額 △16,950 △4,670

現金及び現金同等物の期首残高 55,005 43,428

現金及び現金同等物の四半期末残高 38,055 38,757

0
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2013年
3月期

2014年
3月期

2015年
3月期

2016年
3月期

（百万円） （%）

（第2四半期）

141,182 156,502 178,269 194,390

417,057

30.8 32.6
36.4

40.5
447,833438,506

479,502

0

10

20

30

2012年
3月期

2013年
3月期

2014年
3月期

2015年
3月期

（%）

19.6

4.9

15.0

4.8 5.9

17.216.7

7.4

総資産 純資産 自己資本比率 ROE ROA

※  ROE（％）＝親会社株主に帰属する当期純利益／期首・期末平均自己資本×100
※  ROA（％）＝親会社株主に帰属する当期純利益／期首・期末平均総資産×100

FINANCIAL STATEMENTS 財務データ

▶ より詳細なデータに
ついては当社サイト

「IR情報」ページをご
参照ください。

平和　IR 検索

http://www.heiwanet.co.jp/ir/ir_top.php

売上高・利益の推移については、P2〜3をご参照ください
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