Getting Back
on a Growth Track

2016年3月期

事業構造改革期
グループ事業 ポートフォリオの整理と
事業分類の実施によって、
「安定収益・維持事業」とそのキャッシュを
優先的に投入し、グループの成長の柱へと育成する
「成長事業」を明確化、2017年3月期以降の

2015年3月期

コスト構造改革期

実行期に向けた足場を固めました。

P.45

戦略的に重要性が乏しい事業やサービスの撤退・
縮小と、旧国内セガグループを中心とした人員規模
の適正化により固定費を削減、2016年3月期の
収益性改善に繋げました。

固定費を
年間約

60 億円削減
P.44

*1 ROA ＝ 親会社株主に帰属する当期純利益 ／総資産
*2 2017年3月期より、エンタテインメントコンテンツ事業に含
まれる一部事業を遊技機事業に移管したことに伴い、2016
年3月期の実績を遡及修正しています。以降、2017年3月
期以降の数値を対比する場合は、2016年3月期の数値は
すべて遡及修正した数値です。

2017年3月期

実行期 ―成長軌道へ
利益率に重きを置き、かつ資本効率の向上も意識した新たな経営方針のもと、
事業プロセスの徹底改善と、成長領域への経営資源の効果的な投下を着実に実行し、
2020年3月期に向けて利益成長軌道への回帰を実現していきます。

事業計画

利益率
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遊技機事業

エンタテインメント
コンテンツ事業

2016年3月期

2020年3月期

営業利益率 *2

営業利益率

14.8

%

2016年3月期
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営業利益 *2

営業利益

42億円

30

%

200億円
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関する記述は、当社が現時点で把握可能な情報に基づく将来に関する見通しで
あり、その性質上、正確であるという保証も将来その通りに実現するという保証
もありません。従って、これらの情報に全面的に依拠されることはお控えいただ
きますようお願いします。実際の業績に影響を与えうる要因は、経済動向、需要
動向、法規制、訴訟などがありますが、業績に影響を与えうる要因はこれらの事
項に限定されるものではありません。

将来を見通す（経営環境）.................................... 40
リスクと機会 ...................................................... 43
成長軌道への回帰に向けた構造改革 ..................... 44
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（2017 年 3 月期〜 2020 年 3 月期） ......................... 46

Focus 遊技機事業の事業戦略 ............................. 48

「アニュアルレポート2016」の編集方針
当社は株主・投資家の皆様との対話を通じて得た貴重
なご意見を経営にフィードバックし、経営戦略の策定

• 持株会社の視点によるグループ戦略と、各事業セグ
メントによる事業戦略に情報を整理

や経営判断に活かしています。
「アニュアルレポート

• 過去から現在、将来へと繋がる成長ストーリーの描写

2016」は、建設的な対話の土台となる情報をご提供す

• 戦略遂行に伴う重要な経営資源（知財（IP）、人財、

るために、右記のような視点で拡充を図りました。

また、
「アニュアルレポート2016」では、制度開示や

CSR レポート等で開示されている様々な企業活動を、
株主・投資家の皆様の見地で重要性が高い情報に
絞り込んでいます。さらに情報間の関連性を強く意識

財務基盤）の長期的変化を分析

しながら、成長ストーリーへと編み込んでいくことで、

• 産業構造やビジネスモデルを図解

任意開示ツールならではの高い情報価値のご提供を

• 財務リスクに加え、重要なESGリスクも特定し戦略

試みています。

との関連性を明示

なお、当グループのサステナビリティ関連情報は、
「CSR レポート 2016」並びにホームページの「社会へ
の取り組み」で、充実した開示を行っています。ご参照
いただければ幸いです。

2

SEGA SAMMY HOLDINGS

the OPERATIONAL
SEGMENTS
Discussion of the Segmentsʼ Future

事業セグメントの過去、
現在、未来を知る
事業セグメント別の成長戦略や実績、ESG リスクを
ご説明します。
遊技機事業 ........................................................ 52
エンタテインメントコンテンツ事業 .......................... 56
リゾート事業 ....................................................... 62

FINANCIALS
財務情報を入手する
長期トレンドと前期との比較に分けて経営成績の
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ダイレクト
アクセス
時系列デー
タ

P.4

ビジネスモ
デル

P.23

経営統合か
らこれまで
の変化
経営資源
P.2

6〜

株主還元

P.34

マーケット
ポジション
リスク・機
会
構造改革

Discussion Points
はじめて当社アニュアルレポートを手にされる
皆様に対する基礎情報のご提供、及び機関投資家、
アルレポート2016」
の主要コンテンツをコンパクト

社外取締役

な形態に集約した「Discussion Points」をご用
意しました。ご活用いただければ幸いです。

P.44
P.46

遊技機事業
の事業戦略

アナリストの皆様の利便性向上のために、
「アニュ

役員報酬

P.38

P.43

グループ経
営戦略

ESG リスク

P.24

P.48

P.55、61、
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