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トップメッセージ

　当社グループは「構造改革の完成と効果の最大化」を
目的として①事業のスリム化（商品とサービスの選択と集
中）②財務のスリム化（在庫と債権のリアルタイム管理）
③業務のスリム化（効率とスピード重視の体制）を柱とし
た課題を設定し取り組んだ結果、営業利益以下の各段階
利益及び当該期の目標として掲げていた以下の経営指標
も大きく改善し一定の成果を挙げることができ、次のビジ
ネスチャンスに備えた利益を確保することができました。

　当社グループが事業を展開するカードユニット市場は、
中長期的には本年2月に風適法が改正・施行されたことを
受け、①射幸性を抑制したパチンコ・パチスロ機やのめり
込み防止対策の強化、②出玉情報を管理することなど新
たな取り組みがなされる転換期を迎えていくことを想定し
ています。また短期的には①足元ではパチンコホール様
の既存設備のリプレイスが緩やかな基調で進んでいること
②秋口からのパチンコ新基準機・パチスロ6号機の市場投
入によるパチンコ・パチスロの設置比率の変更による周辺
設備機器の入替需要③平成31年10月に予定されている
消費税増税対応による周辺設備の入替需要など、投資の
きっかけとなるイベントも控えていると考えられ、これらの
チャンスを堅実にビジネスに繋げていき、今後の遊技業界
の発展に貢献して参りたいと考えております。

28年3月期 29年3月期 30年3月期

R O E △5.3％ 0.1％ 6.0％

R O A △2.4％ 3.7％ 7.2％

営業利益/人 △4.2百万円 6.4百万円 17.4百万円

　株主の皆様におかれ
ましては、ますますご清
栄のこととお慶び申し上
げます。
　平素より格別のご支援
を賜り厚く御礼申し上げま
す。ここに平成30年3月
期の営業状況及び平成31
年3月期の見通し等につ
いてご報告申し上げます。

平成30年3月期を振り返って
カードユニット市場環境について

平成30年3月期連結業績

売上高 16,928

（単位：百万円/カッコ内は、対前期増減額）

売上総利益 7,871

営業利益 3,596

経常利益 3,594

親会社株主に帰属する
当期純利益 2,318

（△3,477）

（　△379）

（　1,677）

（　1,649）

（　2,290）

株主配当金 1株35円（前期1株30円）

代表取締役社長
蒔田　穂高
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　パチンコホールにおける経営環境は、社会的な趨勢に押
されながら変化の起点が見られない状況が今しばらく継続す
る可能性が高いと考えております。パチンコホール数の減
少、消費単価の減少、規制の厳格化などから、周辺設備へ
の設備投資意欲も暫し限定されるものと想定しております。
そのため、引き続き経営環境も厳しい状況にあると予想し
ておりますが、いま遊技業界に求められる「のめり込み防止」
などの社会的なニーズを的確につかみ業界の再活性化にむ
けて研究開発活動への投資を実行する段階にあると考えて
おります。平成33年2月の新基準機に統一されるまでの混
在期の後に起きるであろうムーブメントに標準を定め市場占
有率を高めておく施策に主眼をおいて展開することを考えて
おり、来期の業績は次のとおりと予想します。

　当社グループは、現在の状況を、この業界のイメージ
をより健全なレジャー産業に改善・定着させる好機と捉え
ております。社会や市場のニーズに合致した商品・サービ
スを提供し、パチンコホール・パチンコファンの皆様によ
り一層信頼される安全・安心ブランドへと進化させて参り
たいと考え、平成31年3月期は以下の具体的目標を掲げ
取り組んで参りたいと考えております。
★未来志向のアグレッシブな営業活動
・販売代理店様との関係強化策の実行
・シェア維持のための積極的なリプレイス
・強固な財務基盤を活用した積極的な販売
★トップシェアを活かした企画・開発
・�のめり込み防止など業界の課題へ対応した商品等の
企画・開発
・継続的・安定的な商品供給のための企画・開発
・サービスの多様化に対応した商品等の企画

　当社グループは、株主の皆様への適正な利益還元を最
も重要な経営課題のひとつと考え、財務面での健全性を
維持しつつ、安定した配当を実行していくことを株主還元
の基本方針としております。平成31年3月期は、左記のと
おり市場環境の縮小の中、研究開発費の実施を計画して
おり厳しい状況になりますが、中間・期末の配当を共に
17.5円とし、通期で計35円（配当性向62.4％）の配当を
維持する予定でおります。株主の皆様には、何卒ご理解
を賜ります様お願い申し上げます。

平成31年3月期の見通し 株主の皆様へ

株主還元について

平成31年3月期連結業績計画

14,200

 6,600

1,200

1,200

800

（△2,728）

（△1,271）

（△2,396）

（△2,394）

（△1,518）

1株当たり35円（前期同額）

（単位：百万円/カッコ内は、対前期増減額）

株主配当金

売上高

売上総利益

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する
当期純利益
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連結決算ハイライト

売上高

30年
3月期

（単位：百万円）

29年
3月期

28年
3月期

27年
3月期

26年
3月期

34,192

16,92820,405
25,741 23,885

30年
3月期

（単位：百万円）

29年
3月期

28年
3月期

27年
3月期

26年
3月期

64,655
49,51150,64859,081 54,781

総資産

30年
3月期

（単位：百万円）

29年
3月期

28年
3月期

27年
3月期

26年
3月期

1,764
3,596

1,919
816

△1,440

営業利益

30年
3月期

（単位：百万円）

29年
3月期

28年
3月期

27年
3月期

26年
3月期

41,835 39,52837,85341,272 38,285

純資産

30年
3月期

（単位：百万円）

29年
3月期

28年
3月期

27年
3月期

26年
3月期

900
2,318

27293

△2,117

親会社株主に帰属する当期純利益

30年
3月期

（単位：百万円）

29年
3月期

28年
3月期

27年
3月期

26年
3月期

18,022
14,105

17,47615,020 14,530

現金及び現金同等物期末残高

主な減少要因は、無形固定資産等の減価償却942百万円及び過年
度において生じていた一時差異の解消による繰延税金資産の取崩
503百万円による減少であります。

主な減少要因は、パチンコホール様の周辺設備への設備投資意欲の
減少に伴うユニット販売台数の減少により機器売上高が2,435百万円
減少したことに因ります。　

主な増加要因は、親会社株主に帰属する当期純利益2,318百万円が
発生した一方で株主配当641百万円の処分による減少により利益剰
余金が1,676百万円増加したことに因ります。

主な増加要因は、構造改革の効果による人件費528百万円及び研究
開発費513百万円の減少等により販管費2,056百万円が減少したこ
とによる増加であります。

主な減少要因は、営業活動C/Fが3,466百万円増加した一方で、投
資活動C/Fにおいて運用資金を増やしたことにより6,008百万円減少
となったためであります。

主な増加要因は、販管費の削減及び前期特別損失に計上した希望退
職関連費用850百万円が未発生になったことによる増加であります。
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　新規株主様が増加しているため、ここに改めて当社グループが提供するサービス内容をご紹介します。
　プリペイドカードシステムには大きく分けて2つあり、ひとつは「第三者発行型」と呼ばれる遊技場とファン
との決済を第三者であるカード発行会社が行うもので、日本ゲームカード㈱はこのタイプになります。もうひ
とつは「自家発行型」と呼ばれるもので遊技場とファンの間のみで決済が行われるもので、㈱ジョイコシステ
ムズはこのタイプになります。

カードユニットとプリペイドカードを通してパチンコホールにおける
入金情報・利用額情報を一元管理するシステム（経理の透明化）

当社グループが提供するサービス概要図

カードユニットパチンコ機（CR機）

カードユニットに入金

パチンコ用プリペイドカード パチンコ機の玉貸しボタン

入金・利用額
情報を管理

入金情報が
プリペイドカードに
書き込まれる

プリペイドカードを通して
玉貸しができる仕組み
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発行可能株式総数…………………………………… 50,000,000株
発行済株式の総数…………………………………… 14,263,000株
株主数……………………………………………………… 11,465名
大株主

株　主　名 持株数 持株比率
株 %

株式会社SANKYO 2,131,900 14.9
株式会社データ・アート 632,000 4.4
株式会社平和 612,000 4.3
京楽産業．株式会社 611,900 4.3
サミー株式会社 611,900 4.3
株式会社大一商会 611,900 4.3
株式会社ニューギン 611,900 4.3
株式会社藤商事 611,900 4.3
サクサ株式会社 510,000 3.6
株式会社サンセイアールアンドディ 463,000 3.2
株式会社三洋物産 463,000 3.2
株式会社大都技研 463,000 3.2
株式会社高尾 463,000 3.2
株式会社竹屋 463,000 3.2
豊丸産業株式会社 463,000 3.2

株式の状況（平成30年3月31日現在）

当社では株主の皆様の日頃のご支援に感謝し、毎年3月31日現在
の株主名簿に記載された当社株式を100株（1単元）以上保有する
株主様を対象に、保有株式数及び保有期間に応じた優待品を贈呈
する株主優待制度を実施しております。

優待内容　　　�保有株式数及び保有期間に応じお好きな商品を1点お選び
いただくオリジナルカタログギフト（お申込み専用はが
き同封）を贈呈。ビールやジュースの詰合わせをはじめ、
食品を中心とした人気お取り寄せ商品を多数取り揃えて
おります。

贈呈時期　　　毎年6月下旬頃
お申込み期限　毎年8月31日

株主優待制度のご案内株式の情報

株式分布状況

当社グループの主
幹事証券会社とし
て大和証券グルー
プ様にご協力を頂
くこととなりまし
た。新しい体制の
下、IRに加え、SR
にも一層力を入れ
て参ります。

主幹事証券
のご案内

（株主総数　11,465名） （発行済株式の総数　14,263,000株）

■外国人
　74名（0.6%）

■金融機関
　2名（0.0％）
■自己名義
　1名（0.0％）

■証券会社
　13名（0.1%）

■個人その他
　11,266名（98.3%）
■その他国内法人
　109名（1.0%）

■外国人
　1,111,003株（7.8%）
■証券会社
　18,265株（0.1%）

■個人その他
　1,906,905株（13.4%）

■その他国内法人
　11,211,406株（78.6%）

■金融機関
　15,300株（0.1％）
■自己名義
　121株（0.0％）

株主数
構成比

株式数
構成比

保有株式数/
保有期間

100株以上
500株未満

500株以上

2,000円
相当

1年未満

3,000円
相当

1年以上
3年未満

2,500円
相当

4,000円
相当

3年以上

3,000円
相当

5,000円
相当

※オリジナルカタログギフトに掲載される商品は毎年変わります。 
※保有株式数は、毎年3月末の権利確定時に株主名簿に記載されている情報により確定いたします。 
※保有期間は、平成24年3月末現在の株主名簿を計算の起算日とし、以降毎年1回、3月末現在

の株主名簿の記載（株主番号）により期間を確定いたします。保有する当社株式の全てを一
旦売却する等、株主名簿に記載されている「株主番号」が同一でなくなるといった記載の連
続性が途切れる場合は、保有期間が変わりますのでご注意ください。(日本ゲームカード(株)
上場期間中の株式保有期間は含みません。) 
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会社概要（平成30年3月31日現在）

代表取締役社長 蒔　田　穂　高
取締役 柳　　　漢　呉
取締役（社外） 市　原　高　明
取締役（社外） 筒　井　公　久
取締役（社外） 井　上　孝　司
取締役（社外） 鈴　木　　　聡
常勤監査役 加　藤　大三郎
監査役（社外） 相　浦　義　則
監査役（社外） 天　野　裕　司
執行役員 加　藤　節　郎
執行役員 澤　井　健　作

会 社 名 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス
（Gamecard-Joyco�Holdings,�Inc.）

代 表 者 蒔田　穂高
所 在 地 〒110-0005

東京都台東区上野2丁目14番22号�さくらパークビル�
電 話 03-6803-0301（代表）
事業内容 プリペイドカードの発行及び販売、遊技機用プリペイドシステ

ム機器の企画・開発・販売・貸与及び保守等を行う子会社等
の経営管理及びそれに付帯・関連する事業

資 本 金 55億円
従業員数 37名

会 社 名 日本ゲームカード
株式会社

所 在 地 〒110-0005
東京都台東区上野
1丁目1番10号
オリックス上野1丁目ビル

電　　話 03-5812-7570（代表）
設　　立 平成元年8月25日
資 本 金 55億円
従業員数 128名

会 社 名 株式会社
ジョイコシステムズ

所 在 地 〒110-0005
東京都台東区上野
2丁目14番22号
さくらパークビル

電　　話 03-5817-1555（代表）
設　　立 平成13年3月13日
資 本 金 28億5,000万円
従業員数 23名

お知らせ

■住所変更のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため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井住友信託銀行株式会社にお申出くだ
さい。
■未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

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

　定時株主総会の
　議決権 毎年3月31日

　期末配当 毎年3月31日
ただし中間配当を行うときは9月30日

株主名簿管理人 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 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
郵便番号　168-0063
電話　0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店及び全
国各支店で行っております。

公告掲載方法 電子公告の方法により行います。
公告掲載URL
https://www.gamecard-joyco.co.jp/
なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公
告によることができない場合は、日本経済新聞に掲
載して行うものとします。

単元株式数 100株

証券コード 6249

上場証券取引所 東京証券取引所
JASDAQ（スタンダード）

役員 （平成30年6月21日現在）

会社の情報 株主メモ

グループ会社の概要

010_9945201303006.indd   6 2018/06/06   9:52:52



株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス
https://www.gamecard-joyco.co.jp/

第　     期

株主通信
7

平成29年4月1日　平成30年3月31日まで

証券コード6249

010_9945201303006.indd   1 2018/06/06   9:52:45


