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株主様の住所変更、単元未満株式等の買取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。

会社概要・株式の状況（2014年3月31日現在）

株主の皆さまからのご意見・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。

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。

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/）のとおりです。

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

http://104ka.net/【アクセスナンバー 6412】

kabu@req.jpへ空メールを無記入でご送信いただき、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または携帯
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。

アクセス方法

とうしかねっと 検索

PC・スマートフォンから

メールから

携帯電話から

株主メモ

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

お知らせ

2014年6月27日
現　在（ ）

ご 回 答 い た だ い た 方 の
中から抽選で10名様に

「スーパーストリートファ
イターⅣ オリジナル自動
波動かき混ぜマグカップ
＆コーヒーセット」を進
呈させていただきます。

©CAPCOM U.S.A., INC.
 ALL RIGHTS RESERVED.

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）
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

株式の状況
228,903,400株

99,809,060株
14,856名

発行可能株式総数
発行済株式の総数
株 主 数

株式の所有者別状況

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

40,025,100 株
22,740,639株
10,167,100 株
12,003,516 株
742,113 株

14,130,592株

40.10％
22.78％
10.19％
12.03％
0.74％
14.16％
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億円

億円

億円

億円

1,815

354

369

203
計画比  0.5%

計画比  11.7%

計画比  8.9%

計画比  7.2%

前期比 2.5%

前期比 0.5%

前期比 7.2%

前期比 1.2%

売 上 高

経 常 利 益

営 業 利 益

当期純利益

※ 詳しい内容はP9をご覧ください

第46期（2014年3月期）の連結業績ハイライト
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平和グループ

総合レジャー企業へ

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（東証1部）

ゴルフ事業遊技機事業

代表取締役社長

嶺井 勝也

遊技機事業の好調により増収増益を達成

　2014年3月期の連結売上高は、期首計画を若干下回り
ながらも増収を果たしました。利益面では、ゴルフ事業に
おける販売管理費等の増加を見込み、減益を予想してい
ましたが、主に利益率の高いパチスロ機の販売が好調だ
ったことにより、営業利益・当期純利益についても増益
となりました。
　遊技機業界では、集客や稼働の伸び悩み、低貸玉営業の
普及による顧客単価の落ち込みが続き、パチンコホールは
依然として厳しい経営環境に置かれています。そうした中
で、市場の販売傾向であるパチンコ機の減少・パチスロ機
の増加が、当社グループの業績にも顕著に表れました。
　またゴルフ業界は、景気回復を受け、来場者数が安定し
て推移したものの、猛暑や大雪などの天候不順の影響もみ
られた1年となりました。

強固な収益基盤を築き上げ
高い成長性を
確保してまいります

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

1
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　なお、今回の期末配当は、業績及び財政状態に
鑑み、1株当たり30円の普通配当に加え、10円
の特別配当を実施し40円となり、中間配当と合
わせた年間配当は70円となりました。さらなる
利益還元の拡充 を目指し、業績の向上に努めて
まいります。
　株主の皆さまにおかれましては、引き続き一層
のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

132ヵ所に増加しました。
　収益力向上策として、2013年4月から新たな
ポイントプログラム「 Tポイント」を導入し、利
用者数は好調に推移しています。
　また2013年11月には、当社子会社のPGMホー
ルディングスとの共同主催により、プロゴルフ
トーナメント「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP 

in 霞ヶ浦」を開催し、認知度向上に寄与しました。

業績拡大にあわせ、
高水準の利益還元を実現します

　2015年3月期の連結業績は、増収増益を予想
しています。
　遊技機事業は、パチンコ機が5万2千台増の25
万台、パチスロ機は横ばいの12万台、合わせて
37万台の販売を計画しています。パチンコ機市
場の販売状況は依然として厳しいものの、「ルパ
ン三世　消されたルパン」の受注が継続している
ことに加え、2014年4月に発売した「スーパー
ストリートファイターⅣ CR EDITION」の販売
が好調に推移しており、販売台数の増加を見込み
ました。パチスロ機は市場の販売状況が若干減少
するとみて、当期並みとしています。
　ゴルフ事業は、中期経営計画に基づき、「新規
M&A」による規模拡大を進めつつ、「収益の極大
化」と「会員満足度の向上」を追求していきます。
2015年3月期は、取得したゴルフ場6カ所が通年
で業績に寄与するため、売上・利益ともに拡大を
見込んでいます。

パチスロ機の販売台数の増加が
増収増益を牽引

　遊技機事業においては、パチンコ機の販売が低
調に推移したものの、パチスロ機の販売が業績を
大きく牽引しました。
　パチンコ機は「戦国乙女3　乱」、「ルパン三世
消されたルパン」など8シリーズを販売しまし
たが、販売台数は前期比5万5千台減、計画比3
万2千台減の19万7千台にとどまりました。そ
うした中でも2013年11月に販売を開始した

「 ルパン三世　消されたルパン」は、パチンコ
ホールにおける高稼働を背景に受注が継続してい

ます。2014年4月末時点で、累計販売台数10万
4千台の大ヒットとなっております。
　パチスロ機の販売台数は、「戦国乙女　剣戟に
舞う白き剣聖」や「主役は銭形2」など5機種の
投入により、前期比5万3千台増、計画比2万台増
の12万台と大幅に増加しました。
　費用面では、研究開発費が上昇しましたが、販
売単価の上昇や利益率の高いパチスロ機の販売
が好調に推移したため、営業利益は大幅に拡大
しました。

M&Aを成長の柱とする
拡大戦略を推進

　ゴルフ事業の売上高及び営業利益は、夏場の猛
暑、冬場の積雪などの天候不順や販売管理費の増
加により、前期を下回りました。
　新規M&Aを成長の柱とする拡大戦略を進める
中で、当期は「あさひヶ丘カントリークラブ」
など6ヵ所のゴルフ場を取得し、1ヵ所を売却し
た結果、PGMグループの保有・運営するゴル
フ場は前期の127ヵ所から2014年3月末時点で

85,880

240,000

180,000

120,000

60,000

0

95,120

177,111 181,570
206,000

2011年
3月期

2012年
3月期

2013年
3月期

2014年
3月期

2015年
3月期（予想）

（単位：百万円）
売上高
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持続的な成長に不可欠な遊技機ブランドの強化と
ゴルフ事業の収益力向上に全力を挙げてまいります

15,276

48,000

36,000

24,000

12,000

0

20,741

34,434
36,909

44,400

2011年
3月期

2012年
3月期

2013年
3月期

2014年
3月期

2015年
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（単位：百万円）
営業利益

2015年3月期 予想
売上高 206,000

営業利益 44,400

経常利益 42,700

当期純利益 25,500

1株当たり当期純利益 （円） 297.62

1 株当たり配当金（円） 80.00

2015年3月期連結業績予想（百万円）

当社の看板となる大型コンテンツ「ルパン
三世」シリーズは今作で7作目となり、こ
れまでも販売台数において高い実績を残し
ています。今作のルパンはシリアスで格好
良いルパンを全面に打ち出しています。

「ルパン三世 消されたルパン」POINT

1

ゴルフ場受付において、Tカードによるサ
インレスでのチェックインを可能にし、ゴ
ルフ場におけるTカード登録者数は2013年
12月末で125万人、提示率は2014年1月
から3月の平均で75.7％に到達しました。

「Tポイント」の導入POINT

2

業績が堅調に推移していることを踏まえ、
2015年3月期の1株当たり普通配当金は当
期の60円から20円増配の80円を予定して
おります。

1株当たり配当金予想80円POINT

3

32
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TOPICS
トピックス

アウトドアリゾート「OUTDOOR SPORTS PARK」誕生！

「越谷ゴルフ倶楽部」（埼玉県）は、クラブハウスの改築に伴い、ゴルフ
場名を「KOSHIGAYA GOLF CLUB」に変更し、2014年6月に総合アウ
トドアリゾート「OUTDOOR SPORTS PARK」へとリニューアルいた
しました。同施設は、ゴルフプレーやゴルフの練習のみならず、ランニ
ングやサイクリングなど広くアウトドアを愛する方々にもお楽しみいた
だけるアウトドアリゾートとなっており、バーベキューやカフェの利用
のみでご来場いただくこともできるため、多様で本格的なコンテンツを
備えた「新しいソト遊び」をお楽しみいただける施設となっております。

名　称：『OUTDOOR SPORTS PARK』
所在地：〒342-0013 埼玉県吉川市吉屋525
Ｈ　Ｐ：http://www.o-s-p.jp/

※セグメント別の営業利益は、セグメント間の内部取引及び本社費用等の配賦不能営業費用を控除する前の営業利益を示しております。

販売台数 発売時期

パチンコ機 ルパン三世　消されたルパン
Rio Rainbow Road

84,750台
14,981台

2013年11月
2014年 １月

パチスロ機 シティーハンター
主役は銭形 ２

8,142台
44,337台

2014年 １月
2014年 ２月

遊技機事業
もっと楽しめる未来を

運営ゴルフ場：132ゴルフ場（うち運営受託：２ゴルフ場／リース：３ゴルフ場）

コース数 18H換算
北海道・東北 15 21.0
関東 52 60.0
関西・中部 31 38.0
中国・四国 19 21.5
九州 15 19.5
合計 132 160.0

営業開始
ムーンレイクゴルフクラブ　鶴舞コース 2013年10月
ムーンレイクゴルフクラブ　鞍手コース 2013年10月
三島ゴルフ倶楽部 2013年10月
あさひヶ丘カントリークラブ 2014年 2月
山岡カントリークラブ 2014年 3月
笹平カントリー倶楽部 2014年 3月

ゴルフ事業

105,869 百万円
5.9％前期比

30,119 百万円
18.1％前期比

売上高 営業
利益

73,145 百万円
△1.8％前期比

9,911百万円
△18.8％前期比

売上高 営業
利益

2,555 百万円
△5.4％前期比

159 百万円
△33.4％前期比

売上高 営業
利益

猛暑や台風、積雪等の影響により、一部ゴルフ
場が閉鎖するなど天候に恵まれなかったものの
ウェブ予約からの来場者数、ポイントプログラ
ムの利用者数は大幅に増加。

来場者数増加のための施策として、ウェブ予約の
強化、新たなポイントプログラム「Tポイント」
の導入を実施。
積極的なM&Aを実施し、新たに6ゴルフ場を取得。

中期経営計画「Innovation 2016」の初年度とし
て「新規M&A」、「収益の極大化」、「会員満足度の
向上」を基本戦略としてより一層の成長を目指す。
PGMホールディングス及びその子会社の決算期を
12月31日から3月31日に変更し、当社の事業年
度と統一することで、経営全般に渡って効率的な
事業運営を行う。

今期の取り組み

業績のポイント

今後の見通し

SEGMENT INFORMATION
セグメント情報

今期の取り組み
コンテンツ強化策として、既存コンテンツの育成
と訴求力のある新規コンテンツの取得。
分散していた開発部門を新社屋に集約し、部門間
の連携強化と開発力及び開発体制の強化を実現。

業績のポイント
2013年11月に発売した、パチンコ機「ルパン三世
消されたルパン」の販売が好調に推移。2014年
3月期計上分として8.4万台を販売。
パチスロ機の販売が堅調に推移し、販売計画10万
台を上回る12万台を販売。

プレーヤー目線の機種開発や他社商品との差別化
を意識したものづくりの徹底。

「ルパン三世　消されたルパン」の受注が継続して
いることに加え、第1四半期にパチンコ機2機種、パ
チスロ機2機種を発売し、販売台数は好調に推移。

今後の見通し

下期販売タイトル

パチンコ機 パチスロ機
上期販売台数 78,012台 62,153台
下期販売台数※ 119,134台 58,649台
通期販売台数 197,146台 120,802台
タイトル数 ８タイトル ５タイトル

※  上記以外の販売機種も含んでおります。

販売台数（実績）

パチンコ機 パチスロ機
次期販売台数 250,000台 120,000台
タイトル数 9タイトル 7タイトル

販売台数（計画）

情報配信サービス、
サービスエリア内のレストラン
及び売店の運営等を行う。その他

ゴルフ場ポートフォリオ（2014年3月末時点）

新規取得ゴルフ場

将来のスタープレーヤーを支援
「PGM 世界ジュニアゴルフ選手権
日本代表選抜大会」を開催

PGMグループは、2014年度より「PGM 世界ジュニ
アゴルフ選手権 日本代表選抜大会」の冠スポンサーと
して特別協賛し、全ての予選大会・決勝大会をPGMグ
ループのゴルフ場にて開催いたしました。優勝選手へ
は、主催者推薦枠として、11月に開催される「HEIWA・
PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦」への出場権が贈ら
れました。

PGMとヤフーが特別協賛する「Tポイントレディスゴ
ルフトーナメント」が2014年3月21日から23日まで
PGMグループの若木ゴルフ倶楽部にて開催されまし
た。佐賀県では初の女子プ
ロゴルフツアーということ
もあり、町を興しての歓迎
ムードも高く、大盛況のう
ちに幕を閉じました。

Ｔポイントレディス
ゴルフトーナメント 特別協賛

スーパーストリートファイターⅣ
CR EDITION

対戦型格闘ゲームの金字塔が、カプコン×平和の最強
タッグによりついに完成。原作ゲームさながらの壮絶
バトル演出をはじめ、液晶と連動した迫力満点のギミ
ック演出で、熱き波動を巻き起こします。

初代「主役は銭形」から10年の時を経て、再び『男 
銭形』の熱い魂が燃え上がる！前作の継承要素を多
数盛り込んだ演出でファンの記憶を呼び覚まします。
銭形専用モデル「逮捕」で、ルパン捜査がいま、始まる。

主役は銭形 2
開発者インタビューはP６へ

©CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.

©IJGA 2013

©モンキー・パンチ/TMS・NTV

パチンコ パチスロ
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ホームページをリニューアルしました

「主役は銭形２」

「ルパン三世」が幅広い層に愛されてい
る理由の一つは、脇を固めるキャラク
ターたちの魅力。ルパン逮捕に執念を
燃やす男、銭形警部を主役にしたパチ
スロ最新作が10年ぶりに登場しました。

INFORMATIONCLOSE UP
平和からのお知らせクローズアップ

第２回開催が決定！

大 会 名 称
主 催
主管・共催
開 催 期 日
開 催 場 所
賞 金 総 額

「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦」
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
2014年11月6日（木）〜11月9日（日）
美浦ゴルフ倶楽部（茨城県）
2億円／優勝賞金4千万円

2014年度開催概要

2014年11月6日　 9日

　初代の「主役は銭形」は、2004年のリリースから3年間に
わたるロングランを続けた人気パチスロ機です。今回第2弾
を開発するにあたって目指したのは、銭形警部の最大の魅力
である男臭いキャラクターと、前作からのエキサイティング
な仕様を充分に残しつつ、最新のトレンドも大きく取り入れ
た表現力で、前作のファンを惹き付けながら、新たな若年層
ファンも獲得することに挑戦しました。

　その表現力の目玉となったのが、パチスロ史上かつてない
5つの可動役物の搭載です。それぞれの役物と映像演出の一
体感を徹底的に追求し、インパクトの強さや緩急によってプ
レーヤーの心理を巻き込む演出を図りました。
　特に苦労したのは、「逮捕シャッター」「手錠役物」のタイ
ミングを合わせる動作です。瞬間に懸けるプレーヤーにとっ

て、可動役物との駆け引きのタイミングは、遊技の興奮度を
左右する重要な要素となりますので、設定には厳密を極め、
時間との戦いの中で試行錯誤を繰り返し、いつ終わるとも知
れぬ作業が続きました。

　そうした苦労のかいあって、「主役は銭形2」は2014年2月
のリリース以来、計画を上回る販売実績を上げました。
　私自身としては、大きな台数につながるプロジェクトの初
企画であり、また、若い頃に「ルパン三世」シリーズの遊技
機に親しみ、企画業務に憧れを持っ
たことが入社の動機だったので、「夢
がかなった」という想いでおります。
　今後もこの経験を充分に活かし、
より多くの方々に愛され、支持して
いただける遊技機を開発し続けてい
きたいですね。

開発者インタビュー
株式会社オリンピア
開発グループ企画チーム

企画サブディレクター

「ルパン三世」シリーズ開発の夢実現を
今後に活かして

タイミング設定に厳密を極めた
可動役物のチャレンジ

ユニークなキャラクターと
興奮の仕様を新しい表現力で

第２回目となる「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦」が、
2014年も開催されます。
本大会では、若手ゴルファーやアマチュアゴルファーへ特別推薦枠
を設け、将来の日本ゴルフを背負う人材の発掘・育成を行う環境を
提供しています。また、主催者推薦枠として、チャレンジトーナメ
ント（HEIWA・PGM Challenge～Road to CHAMPIONSHIP）を
２試合開催し、各大会の優勝者には本大会の出場権が与えられます。
全ての人々に感動を与える最高のゴルフエンターテインメントに
ご期待ください。

トップページ

21

3

 〜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〜

「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦」

「IR情報」ページからは財務
情報を始め、決算説明会、株
主総会などの情報がご覧いた
だけます。メールマガジンの
登録はこちらから行えます。

株主アンケートに寄せられた

にお応えしますIR情報の充実2

「事業概要」ページからは遊
技機事業の各部門の紹介を始
め、パチンコ・パチスロの最
新情報、ゴルフ事業などの情
報がご覧いただけます。

株主アンケートに寄せられた

にお応えします事業内容について知りたい1

新本社ビルのバナーからは、
ビルの外観及び各フロア毎の
先進機能についてご覧いただ
けます。

株主アンケートに寄せられた

にお応えします新「平和本社ビル」を見てみたい！3

URL http://www.heiwanet.co.jp

当社では、情報開示強化の一環としてホームページ
をリニューアルいたしました。株主の皆さまから多
数寄せられた、ホームページでの情報提供を望む
ご意見（41.83%、複数回答可）にお応えできるよ
う、今後も情報開示の充実を心がけていきます。

「主役は銭形2」のリリースに際し、オリジナルキャラクター「ゼニガタロボ」が、
東京・大阪・名古屋を駆け巡りました。特設サイトへのアクセスで、「ゼニガタ
ロボ」にリアルタイムでセリフをしゃべらせることができる楽しい企画が評判を
呼び、パチスロファンのみならず、道行く多くの人々の注目を集めました。

キャンペーン企画もヒートアップ！
ルパンを追う「ゼニガタロボ」が各地に出没

©モンキー・パンチ/TMS・NTV

©モンキー・パンチ/TMS・NTV

©モンキー・パンチ/TMS・NTV
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人々とともに成長し、地域と共存する
企業市民としての活動に取り組んでいます

CSR
コラム

本社周辺のボランティア清掃は、始業前の45分間ほどの活動ですが、ゴミ探しに
熱中していると、あっという間です。近隣の方々に「ご苦労さま」と声をかけて
もらえる喜びがあったり、周辺の地理に詳しくなったりと、地域社会との触れ合
いを実感します。普段は接することの少ない他部署の人と話をする機会でもあり、
社員の絆が感じられる楽しい時間ですね。 株式会社平和　管理本部

総務グループ　総務チーム

加田 春奈

社員が語る「CSR活動への想い」

地域社会との触れ合いと、社員の絆を実感

　当社では月に一度、日ごろからお世話になっている
近隣の方々へ感謝の気持ちを込め、東上野地区一帯の
清掃を行っています。2010年に始まったボランティア
清掃は、6月で第40回を迎え、早朝から約120人の社員
が有志で参加しています。参加者は所属部署関係なくグ 
ループ分けされ、通常の業務では関わることがない部
署の人との新たな交流の場としても機能しており、清
掃後は、夏には冷たい飲み物、冬には温かいスープな
どが振る舞われ、就業時間の開始とともに仕事に戻り
ます。今後も地域社会の一員として、環境美化活動に取
り組んでいきます。

ボランティア清掃
〜東上野地区一体の清掃活動〜環 境

美 化
主要連結財務データ

2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期
業績データ（百万円）

売上高 63,328 85,880 95,120 177,111 181,570
遊技機事業 62,541 84,717 80,843 99,930 105,869
ゴルフ事業 ー ー 13,228 74,479 73,145

売上総利益 24,997 39,151 44,921 65,298 73,004
売上総利益率（％） 39.5 45.6 47.2 36.9 40.2

営業利益 3,740 15,276 20,741 34,434 36,909
売上高営業利益率（％） 5.9 17.8 21.8 19.4 20.3

経常利益 13,517 24,687 28,282 35,577 35,405
当期純利益 11,947 20,451 20,516 20,123 20,361

費用（百万円）
販売費及び一般管理費 21,256 23,875 24,180 30,864 36,095
設備投資額 3,461 2,202 3,301 9,414 12,987
減価償却費 2,528 3,362 3,963 7,575 8,339

財務データ（百万円）
総資産 156,750 148,783 406,875 417,057 438,506
純資産 96,326 96,717 124,826 141,182 156,502
自己資本比率（％） 61.4 64.9 27.7 30.8 32.6

キャッシュ・フロー（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー 21,769 23,405 13,029 29,029 38,304
投資活動によるキャッシュ・フロー △16,280 396 △64,563 △8,636 △18,424
財務活動によるキャッシュ・フロー △5,449 △20,366 45,406 △9,469 △12,069
現金及び現金同等物の期末残高 38,971 42,406 36,267 47,189 55,005

1株当たりデータ（円）
1株当たり当期純利益 120.92 207.29 240.44 235.53 237.74
1株当たり純資産 974.21 1,132.55 1,320.93 1,501.31 1,666.37
1株当たり配当金 50.00 60.00 60.00 70.00 70.00

2012年3月期においてPGMホールディングス㈱の株式を公開買付けにより取得し連結子会社といたしました。2011年12月31日をみなし取得日としてい
るため、2012年３月期の当社グループの業績には、同社及び同社の連結子会社の2012年１月１日から2012年３月31日までの業績を反映しております。

（注）

株主資本
126,628
その他の

包括利益累計額
1,838

新株予約権
108

少数株主持分
12,606

有形
固定資産
247,300

無形
固定資産

4,253
投資

その他の資産
27,517

資産合計
417,057

負債・純資産合計
417,057

有形
固定資産
260,386

無形
固定資産
5,062
投資
その他の資産
24,972

負債
275,875

株主資本
141,129
その他の
包括利益累計額
1,642
新株予約権
73
少数株主持分
13,656

負債
282,003

流動資産
137,985

固定負債
206,647

流動負債
69,227

純資産
141,182

負債・純資産合計
438,506

固定負債
212,787

流動負債
69,216

純資産
156,502

固定資産
279,071

資産合計
438,506

流動資産
148,086

固定資産
290,420

前期末
（2013年3月期）

当期末
（2014年3月期）

前期末
（2013年3月期）

当期末
（2014年3月期）

連結貸借対照表の概要（百万円）

前期（2013 年3月期） 当期（2014 年3月期）

売上高
177,111

売上高
181,570

営業利益
36,909

経常利益
35,405

当期純利益
20,361

708
3,579
32,706
11,550
1,032

売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費

111,812
65,298
30,864

営業利益
34,434

経常利益
35,577

当期純利益
20,123

特別利益
特別損失
税金等調整前当期純利益
法人税等
少数株主利益

営業外収益
営業外費用

5,594
4,452

3,002
2,801
35,606
14,028
1,216

売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費

108,565
73,004
36,095

特別利益
特別損失
税金等調整前当期純利益
法人税等
少数株主利益

営業外収益
営業外費用

1,761
3,265

連結損益計算書の概要（百万円）

FINANCIAL STATEMENTS
財務データ

より詳細なデータについては 平和　IR 検索

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

社 会
貢 献 　PGMが全国で展開するPGMジュニアズでは、緑いっ

ぱいのコースの中、みんなでボールを追いかけてゴールを
目指すというゴルフ本来の楽しみを、ひとりでも多くの子
どもたちに体験してもらうことを目的として、複数のプロ
グラムを無償で提供しています。「教えられるゴルフではな
く、学べて、楽しむゴルフ」をモットーに、ゴルフの魅力、
楽しさを知ってもらう環境を提供し、ゴルフとの出会いを
素晴らしいものにすることで、将来的なゴルフ人口の増加
を目指しています。

「教えられるゴルフではなく、 学べて、
  楽しむゴルフ」を  〜PGMジュニアズ〜

職場体験プログラム
休み体験プログラム メンバーズプログラム

学校プログラム

提供プログラム

URL    http://juniors.pacificgolf.co.jp/
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