
第   　     期

株主通信
2018年4月1日　2019年3月31日まで

証券コード6249

010_9945201301906.indd   2 2019/05/28   11:28:08



01

トップメッセージ

　当社グループは、主力商品であるG∞WIN’Zへの切替
と同商品の拡張性を提案できる土壌を維持・拡大する点
に主眼を置き、各台計数や消費税増税対策のニーズが高
まる機会を利用しユニット販売台数を伸ばし、売上高の下
落に一時的な歯止めをかけることはできました。しかし市
場縮小に伴う加盟店舗数減少によるシステム使用料の収
入等の下げ止まりに歯止めをかけられず、また継続的・安
定的な商品供給のための開発費が発生したことで、下記
のとおりの経営指標となりました。

2017/3期 2018/3期 2019/3期
R O E 0.1％ 6.0％ 3.6%
R O A 3.7％ 7.2％ 4.9%
営業利益/人 6.4百万円 17.4百万円 11.4百万円

　株主の皆様におかれま

しては、益々ご清栄のこ

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。 現在、当社グ

ループが事業を展開して

おります遊技業界は、昨

年2月に施行された新規

則に則った新たな遊技機

2019年3月期を振り返って

2019年3月期連結業績

売上高

（単位：百万円/カッコ内は、対前期増減額）

売上総利益 7,446

営業利益 2,423

経常利益 2,419

親会社株主に帰属する
当期純利益 1,429

（＋  447）

（△  425）

（△1,173）

（△1,174）

（△  888）

株主配当金 1株当たり35円（前期同額）

17,375

代表取締役社長　蒔田　穂高

が市場投入されつつあり、顧客先であるパチンコホール

様を含めた業界全体として、新たな遊技環境の構築へ向

けた取り組みがなされている状況であります。

　当社グループとしましては、このような業界の変化、転

換期に対応するために研究開発活動への投資を実行し、

今後の業界の健全な発展に貢献したいと考えております。

　遊技業界を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続く

と想定しますが、市場環境の変化を受け入れ、経営の最

適化を図りつつ業界の課題に対応した製品の企画、開発

に取り組んで参る所存でございます。

　そして、全てのステークホルダーに信頼され続ける企

業であるために、当社グループ一丸となって精進して参り

ますので、倍旧のご支援を賜りますよう、心よりお願い申

し上げます。
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1. 業績の見通しについて
　当社グループの主な顧客先であるパチンコホールにお
いては、足もとでＩＲ推進法に伴う「のめり込み防止対策」
の検討や風営法施行規則等の改正・施行により先行き不
透明な状況にある一方で、一部には競争力の維持・向上
を企図した大手・中堅企業による積極的なＭ＆Ａや、関
東、近畿などの商圏人口の多い都市部への出店が続いて
おります。ただ、短期的には①射幸性の高い遊技機に対
する規制強化②スマートフォンの普及を背景とするモバイ
ルゲーム等の台頭による客離れ③環境変化に伴う閉店
ホールの増加が重なり、パチンコホールの市場規模は縮
小傾向で推移していると考えており、来期の業績は次のと
おり計画しております。

2. 具体的行動施策について
　2021年2月のパチンコ機新基準機統一までの間、当社
グループのユニット市場占有率を高める施策にしばらくの
間主眼を置いていく方針であります。
　また、この業界のイメージをより健全なレジャー産業に
改善・定着させる好機と現在を捉え、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るべく、2020年3月期は以下の具体
的目標を掲げ舵取りを行って参ります。

(1) 新商品リリース時に向けた既存加盟店維持
　 ①既存加盟店維持のためのリプレイス対応
　 ②消費税増税に伴う切替の提案
(2) 決済会社の強みを活かした企画開発
　 ①技術力を活かした業界の課題解決
　 ②継続的・安定的な商品供給への対応
(3) 働き方改革の推進
　 ①人材の採用、確保
　 ②労働環境の積極的改善

　遊技業界の市場規模の縮小が見込まれる中、パチンコ業界
の課題に対応するための研究開発を計画しており、厳しい経営
環境にはありますが、財務面での健全性を維持しつつ、安定し
た配当を実施していくことを株主還元の基本方針としておりま
すので、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99.8％）の配当をする予定でおります。

グループ配当性向の推移

2020年3月期の見通し

株主配当金について

2020年3月期連結業績計画

15,000

6,300

900

900

500

（△2,375）

（ △1,146）

（△1,523）

（△1,519）

（△  929）

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 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3

当期利益 △2,117百万円 27百万円 2,318百万円 1,429百万円 500百万円
配当性向 ― ― 21.5% 34.9% 99.8%
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連結決算ハイライト

売上高

2019年
3月期

（単位：百万円）

2018年
3月期

2017年
3月期

2016年
3月期

2015年
3月期

17,37516,92820,405
25,741 23,885

2019年
3月期

（単位：百万円）

2018年
3月期

2017年
3月期

2016年
3月期

2015年
3月期

50,19749,51150,64859,081 54,781

総資産

2019年
3月期

（単位：百万円）

2018年
3月期

2017年
3月期

2016年
3月期

2015年
3月期

2,423
3,596

1,919
816

△1,440

営業利益

2019年
3月期

（単位：百万円）

2018年
3月期

2017年
3月期

2016年
3月期

2015年
3月期

40,45339,52837,85341,272 38,285

純資産

2019年
3月期

（単位：百万円）

2018年
3月期

2017年
3月期

2016年
3月期

2015年
3月期

1,429
2,318

27293

△2,117

親会社株主に帰属する当期純利益

2019年
3月期

（単位：百万円）

2018年
3月期

2017年
3月期

2016年
3月期

2015年
3月期

15,16314,105
17,47615,020 14,530

現金及び現金同等物期末残高

主な増加要因は、現金及び預金の増加等による、総資産686百万円
の増加に因ります。

主な増加要因は、消費税増税対策のニーズが高まる機会を利用し、
ユニット販売台数を伸ばしたことで、機器売上高が6,949百万円増加
したことに因ります。

主な増加要因は、利益剰余金が895百万円増加したことに因ります。主な減少要因は、加盟店舗数の減少に因る売上総利益425百万円の
減少と、販管費748百万円の増加に因るものであります。

主な増加要因は、営業活動C/Fが1,952百万円増加した一方で、投
資活動C/Fが240百万円、財務活動C/Fが654百万円それぞれ減少
となったことに因ります。

主な減少要因は、上述の営業利益の減少と同様の要因によるもので
あります。
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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……………………………………………………… 11,407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（2019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

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、2012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。) 

（株主総数　11,407名） （発行済株式の総数　14,263,000株）

■外国人
　70名（0.6%）

■金融機関
　2名（0.0％）
■自己名義
　1名（0.0％）

■証券会社
　14名（0.1%）

■個人その他
　11,216名（98.4%）
■その他国内法人
　104名（0.9%）

■外国人
　1,183,103株（8.3%）
■証券会社
　30,852株（0.2%）

■個人その他
　1,823,217株（12.8%）

■その他国内法人
　11,210,107株（78.6%）

■金融機関
　15,600株（0.1％）
■自己名義
　121株（0.0％）

株主数
構成比

株式数
構成比
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会社概要（2019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　節　郎
監査役（社外） 相　浦　義　則
監査役（社外） 天　野　裕　司
執行役員 𠮷　川　　　実
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1丁目1番10号�オリックス上野1丁目ビル
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 41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 1989年8月25日
資 本 金 55億円
従業員数 132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 2001年3月13日
資 本 金 28億5,000万円
従業員数 21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 （2019年6月20日現在）

会社の情報 株主メモ

グループ会社の概要
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