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持続的な企業価値向上の
実現に向けて、
グループ一丸となって
戦略を実行していきます。
セガサミーホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長兼 CEO 兼 COO
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2016年3月期の業績報告
減収増益

親会社株主に帰属する当期純利益及び利益配当

2016年3月期のセガサミーホールディングスは、減収、営業増益となりまし

12億円の特別利益を計上した一方、早期割増退職金をはじめとする特別

た。連結売上高は、前期比5% 減の3,479億円、営業利益は前期比1%

損失56億円を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、53億

増の176億円、親会社株主に帰属する当期純利益は53億円
（前期は純損

円となりました（前期は113 億円の純損失）。1 株当たり当期純利益は

失113億円）
となりました。

22.90円となり、1株当たり配当は、20円の中間配当に加え、期末配当とし
て20円を実施し、年間では40円の配当を実施しました。

連結売上高
連結売上高に影響を与えたのは、遊技機事業の減収です。パチスロ遊技機

キャッシュ・フロー

は、実績のあるシリーズ機は堅調であったものの、遊技機の型式試験を執

営業活動によるキャッシュ・フローは169億円の収入となり、投資活動によ

り行う一般財団法人保安通信協会
（略称：保通協）
による型式試験方法の

るキャッシュ・フローは、投資有価証券や有形固定資産の取得等により352

運用変更等の影響を受けて、主力タイトル以外のタイトルが低調な販売に

億円の支出となった結果、フリー・キャッシュ・フローは183億円のマイナス

留まった結果、前期比17% の減収となりました。パチンコ遊技機は構造改

となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れと社債の

革に伴う一時的な影響や、前期に販売台数を伸ばしたタイトルの反動減等

発行等により142億円の収入となりました。

により、前期比9% の減収となりました。その結果、遊技機事業の売上高
は、13% の減収となりました。エンタテインメントコンテンツ事業は、デジ

2017年3月期の計画

タルゲーム分野並びにパッケージゲーム分野が減収となった一方、アミュー

2017年3月期の売上高は、当期比で9% の増収を見込んでいます。遊技機

ズメント機器分野、アミューズメント施設分野、映像・玩具分野が増収とな

事業は、パチスロ遊技機が主力タイトルの投入により当期比60% 強の販

りました。その結果、同事業は前期とほぼ同水準の売上高を確保しました。

売台数増を計画しています。パチンコ遊技機は、のめりこみ対策にかかわる

リゾート事業は、前期比9% の増収となりました。

新たな「申合せ」の影響を受け、市場が一時的に不安定化することを想定
し、販売台数は当期比9% の減少を計画しています。エンタテインメント

営業利益

コンテンツ事業は、PC ゲームの新作投入や東南アジア向けゲームプラット

遊技機事業が販売台数の減少により16% の減益となり、エンタテインメン

フォーム事業の展開等により増収を計画しています。

トコンテンツ事業のデジタルゲーム分野が、一部タイトルの資産価値見直

営業利益は、新枠及び新規部材の導入により、遊技機事業の利益率が

しや広告宣伝費の増加等により9億円の営業損失を計上した一方、前期に

一時的に低下する一方、デジタルゲーム分野における既存主力タイトルへ

実施したコスト構造改革が奏功し、デジタルゲーム分野以外の各分野の収

の注力や、広告宣伝費並びに運営費用の適正化等によるエンタテインメン

益性が向上し、エンタテインメントコンテンツ事業は、前期から大幅な増益

トコンテンツ事業の収益性改善を見込み、当期比14%* の増益を見込んで

となる36億円の営業利益となりました。先行投資段階にあるリゾート事業

います。

は、営業損失幅を縮小しました。なお、営業利益率は前期の4.8% に対し
て5.1%となりました。

Chart 01
* 遡及修正後
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コスト構造改革と事業構造改革
2016年3月期に対する総評

リゾート事業に再編・整理し、それらを中核事業と明確化しました。その上

2016年3月期は、ほぼ前期並みの営業利益を確保しましたが、売上高及び

で、意思決定の迅速化並びに経営責任の明確化を目的とする各事業の分

各段階利益で期初計画を下回る不本意な結果となりました。収益成長の

社化を完了し、事業 ポートフォリオ運営の基礎を構築しました。人員数の

牽引役と位置付けるデジタルゲーム分野において、海外市場で投入した PC

適正化や、収益規模に照らした人財配分の最適化並びに中核事業へのリ

オンラインゲーム並びに満を持して国内でリリースしたスマートデバイス向

ソースの集中も実施しました。こうして年間約60億円の固定費削減効果を

けの新作タイトルが、期待通りの評価を獲得できなかったことが大きな要

生み出す改革を実行した上で臨んだ2016年3月期のアミューズメント施設

因です。

分野は、運営力の強化も功を奏し、既存店売上高前年比が業界トップクラ

一方、遊技機事業は厳しい環境に対峙しながらも、収益の柱としての

スの伸びとなる103% 強を記録しました。過去2期にわたり営業損失を計

役割を果たしました。また、エンタテインメントコンテンツ事業においては、

上してきたアミューズメント機器分野も、営業黒字まであと一歩のところま

デジタルゲーム分野以外の各分野において収益性が大幅に改善するなど、

で収益性を回復しました。パッケージゲーム分野の日・米・欧の三極同時

2015年3月期に実施したコスト構造改革の確かな成果を見ることができま

の黒字化も大変評価すべき成果です。かつて赤字と黒字を繰り返してきた

した。

玩具分野も、継続的に黒字化させる体質改善を果たしました。また、次の
ステージに備えた体制を構築するための改革も継続しました。

着実に進展したコスト構造の強化

Chart 01

スマートフォンの急速な普及や、遊技機市場における規制強化の動きなど
を背景に、当社が手掛ける各事業の市場規模は、縮小傾向にあります。

事業構造改革で事業 ポートフォリオ戦略を明確化

デジタルゲーム分野やリゾート事業等への継続的な投資を行い、持続的な

効率性と長期戦略に軸足を置く

成長の道筋を描いていくためには、各事業の収益性を抜本的に改善し、安

2016年3月期に実施した事業構造改革では、新たな事業ポートフォリオ戦

定収益基盤としての筋肉質な収益構造を作り上げることが急務です。

略を明確化しました。既存事業の多くが成熟市場に身を置いていることを

こうした背景から、2015年3月期にコスト構造の強化を中心に据えた改

受け止め、事業 ポートフォリオ全体で、規模ではなく
「利益率」を重視する

革を断行しました。事業領域の重複解消や事業間の連携強化等を目的と

方針を明確に打ち出し、営業利益率を2016年3月期の5.1% から、2020

して、事業ドメインを遊技機事業、エンタテインメントコンテンツ事業、

年3月期には15% に向上させていくことを目標に設定しました。

Chart 01
営業利益増減要因
億円
遊技機事業

–42

エンタ
テインメント
コンテンツ事業
＋36

リゾート事業
リゾート事業
＋5

連結 ＋2 億円

–7

遊技機事業

その他／消去等
＋2

–19*

176

174

2015

その他／消去等
＋3

2016

エンタ
テインメント
コンテンツ事業
＋48*

連結 ＋24 億円

* 遡及修正後
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200

2017

（計画）
（年 3月期）

2016年3月期実績

2017年3月期計画

遊技機事業
遊技機規制の影響を受け、販売台数が減少したため減益
エンタテインメント
コスト削減施策実施により、デジタルゲーム分野以外の収益性が改善
コンテンツ事業
リゾート事業
施設運営力の強化に取り組み、損失幅が縮小

遊技機事業
新規部材導入により一時的に利益率は低下
エンタテインメント
デジタルゲーム分野における主力タイトルへの注力により収益性改善
コンテンツ事業
リゾート事業
大規模修繕に伴う償却負担が増加
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また、経営資源配分の最適化によって事業ポートフォリオの効率性を追

遊技機事業、パッケージゲーム分野、アミューズメント機器分野、アミュー

求し、2020年3月期までに ROA 5% を目指すこととしました。当グループ

ズメント施設分野、映像分野は「安定収益・維持事業」に分類しました。い

は、長期的・持続的な発展に向けた先行投資を進めています。特に国内 IR

ずれも成熟市場の中でも一定のポジションを確立し、競争優位を活かした

（統合型リゾート）
への参入が実現した場合は、大規模な投資が必要にな

残存者利益の獲得が可能であると判断した事業群です。これら事業では、

ります。ヒットビジネスでは不可避の収益変動の中でも戦略投資を安定的・

妥協することなく事業プロセスを見直していく考えです。

機動的に実施できるよう、ネット・キャッシュ1,500 〜 2,000億円程度の

デジタルゲーム分野は、
「成長事業」に分類しました。厳しい競争環境下

余資を準備し、株主資本の厚みを維持する必要があります。そのため、分

にある国内とは対照的に、海外には大きな成長余地が残されています。ま

母を株主資本とする ROE ではなく、ROA を効率性モニタリングの重要経

た、IR（統合型リゾート）事業も成長事業に分類し、第3の収益の柱へと育

営指標に定めました。投資判断
（投資・撤退）
基準の明確化により、投資効

成を目指していくこととしました。第4の柱となり得る新規領域も検討して

率を注視しながら、無規律に資産を拡大することがないよう留意していく

いきます。その際は、
「エンタテインメント」という枠組みの中で、当グルー

考えです。また、こうした長期的視座に立った投資方針をご支持いただくた

プの経営資源を活かすことで、投資対象の企業価値を高めることができる

めに、収益変動の中でも安定的に配当をお支払できる株主還元方針を採

案件を厳選し、買収価格の合理性も慎重に精査していく方針です。一方、

用しています。

戦略上の重要性が低下したコンテンツ &ソリューション事業や、ダイニング
Chart 02

ダーツバー事業からは撤退を実施しました。
こうして態勢を整えた当グループは、2017年3月期より、戦略実行のス

事業分類により戦略実行体制を整備

テージに移行していきました。

事業ポートフォリオ全体で重視する「利益率」の向上に向け、全事業を「市

Chart 03

場成長性」
「収益性・改善余地」
「競争優位性」の3つの軸で、
「成長事業」
「安定収益・維持事業」
「縮小・撤退事業」の3分類に整理しました。その上
で「安定収益・維持事業」は、利益率の改善を追求してキャッシュを安定的
に創出し、それを「成長事業」に重点的に投資する好循環を回すという具合
に各事業のミッションを明確に定義しました。

Chart 02

ROA* で資産効率をモニタリング
ROA
2020年3月期

5

総資産

%

ROA
2016年3月期

株主資本
ネット・キャッシュ
1,500〜2,000億円程度
の余資を準備

1.0%

ROA を重要経営指標とする理由
株主資本に一定の厚みを持たせる必要性があるため

株主資本の増強が必要である理由
① ヒットビジネスの収益変動の中でも戦略投資を維持するため
（総合型リゾート）
への大規模投資への備え
② 国内 IR

安定配当を採用する理由
* ROA ＝ 親会社株主に帰属する当期純利益 ／総資産

収益変動の中でも長期戦略をご支持いただくため
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成長戦略の実行期へ
成長軌道への回帰に向けた戦略を実行開始

（統合型リゾート）
のノウハウを蓄積していきます。国内 IR が実現した暁に

成長事業の成長戦略

は、リゾート事業は、当グループの大きな収益の柱になっていくと考えてい

国内デジタルゲーム市場は、成長率が鈍化し上位30位以下は投資回収す

ます。もちろん国内 IR については法案成立前であり、現段階では不確定要

ら厳しい二極化市場に突入しています。国内では、
「チェインクロニクル 〜

素が多いのは確かです。しかし、慎重な投資姿勢を徹底しており、また蓄積

絆の新大陸 〜」や、
「オルタンシア・サーガ - 蒼の騎士団 -」等の大型アップ

したリソースを活用した新たな展開も構想しています。当グループの未来を

デート等、既存主力タイトルへのリソースの重点配分による収益性の改善

担う事業として、ぜひチャレンジを続けていきたいと思います。

に力を注ぎます。その一方で、上位に食い込むようなタイトルの開発も継続
していく方針です。また、総ユーザー数が1億3,000万人を超えたアプリ間

安定収益・維持事業の成長戦略

相互送客システム「Noah Pass」をビジネス基盤とし、広告事業等へと収

遊技機事業では、営業利益率を2016年3月期の14.8%* から、2020年

益源の多様化も図っていきます。また、将来を睨んだ種まきも進めていき

3月期には30% に高めていく計画を設定しました。マルチブランド戦略の

ます。6億人の域内人口を擁する東南アジアは、スマートフォンの浸透率が

見直しによる営業リソースの集約等、販売面での効率化と部材共通化等の

極めて高く、今後の所得水準の上昇局面では、スマートフォン向けアプリの

リユース促進に向けた施策による原価改善を両輪とし、筋肉質な収益構造

市場が立ち上がる可能性が高いと予想しています。数年先を見据えながら、

を構築し、目標達成を目指します。

そうした新興市場の市場育成を進めていきます。
「Noah Pass」サービス

遊技機市場は、長期的な遊技人口の減少や2014年に実施された型式

の一つであり、海外進出を図るゲーム企業様向けのゲームプラットフォーム

試験の運用方法変更の影響を受けていますが、視点を変えると厳しい経営

「goPlay
（ゴープレイ）」の立ち上げはその一環です。

環境の中にも機会を見出すことができます。投資余力が低下したパチンコ

先行投資段階にあるリゾート事業の当面の課題は、フェニックスリゾート

ホールの需要が、回収確度が高いブランド力を持つ IP や遊技機メーカー

（株）等の国内施設の黒字化を定着させることです。その次のステップは、

の機械に集中する傾向が強まり、メーカー間での優勝劣敗が一層、鮮明化

2017年4月に韓国仁川でオープンする「パラダイスシティ」を成功に導くこ

しています。トップシェアを継続的に獲得しているパチスロ遊技機はもとよ

とです。こうした取り組みに加え、PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd.

り、パチンコ遊技機も着実にブランド力を向上しています。2016年3月に

が運営する「Paradise Casino Incheon」への人財の派遣を通じて IR

市場投入した「ぱちんこＣＲ真・北斗無双」は、安定した稼働を実現し好調
* 遡及修正後

Chart 03
事業分類と成長シナリオ
その他 新規領域

IR（統合型リゾート）

利益イメージ

成長事業
成長事業
への投資
拡大

デジタルゲーム
安定収益
の確保

安定収益・維持事業
遊技機

短期
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パッケージゲーム

アミューズメント機器

中期

アミューズメント施設

映像

長期

な販売を記録しています。環境変化がある中でも、創意工夫によって旧基

ト・部品のプラットフォーム化も視野に入れていきます。アミューズメント施

準機に負けない遊技性を実現できる、サミー
（株）
の企画・開発力を証明し

設分野では、
（株）
コナミデジタルエンタテインメントと電子マネーインフラ

た好例となりました。

整備における協業検討で合意しました。これまで消費税の引き上げに伴う

マーケットでは現在、メーカーの責任が販売後のメンテナンスにまで拡
大する動きがあります。それが意味することは、今後は「故障率の低さ」も

収益性の低下や、ユーザー層の拡大という課題解決を企図し、各社が導入
してきた異なる電子マネーの規格を統一することが協業の目的です。

差別化要素になっていくということです。業界でも低い故障率を誇る当グ

長年、しのぎを削ってきたライバル企業とも危機感を共有し、手を組むこ

ループにとっては追い風となり得ます。企画・開発力と製品の信頼性を両

とができる分野は積極的に協力し合い、企画等の付加価値を生み出す源泉

輪に、
「勝ち組」としての地位を盤石にしていきたいと考えています。

となる領域では、これまで通りお互いに切磋琢磨していきながら市場を盛

エンタテインメントコンテンツ事業は、2020年3月期の目標として営業

り上げていきたいと考えています。

利益200億円の達成と定めました。牽引役となるのはデジタルゲーム分野
ですが、
「安定収益・維持事業」も、現在の2倍近くの利益を創出していく必

2020年3月期の目標達成に向けて

要があります。分社化によって強化した経営推進体制を基盤に、既存領域

旧
（株）
セガとサミー（株）
との経営統合から10余年が経過したセガサミー

での安定的な利益創出を目指すとともに、変革も継続していきます。ア

グループは、残念ながら既存事業の構造変化が進む中で、未だ成長トレンド

ミューズメント機器分野では、
「艦これアーケード」をはじめとする幅広い

への回帰を果たせずにいます。これまでの10余年を振り返ると忸怩たる

ユーザー層をターゲットとする製品の投入に加え、他のメディアとの連携等

思いが残ります。

を通じて新たなビジネスモデルの可能性も探っていきます。アミューズメン

経営統合直後の1,000億円規模の営業利益を再び達成したいという私

ト施設分野では、運営力の強化と自社大型タイトルの導入、プライズ機の

の思いは捨ててはいません。しかしまずは、課題を真摯に認識し、利益率に

増台などにより、引き続き収益性の改善に注力します。また、電子マネーの

軸足を置きながら2020年3月期の目標達成に向け、グループ一丸となって

導入等、ユーザーの裾野拡大に資する施策も打ち出していきます。パッケー

戦略を着実に実行していきたいと思います。

ジゲーム分野については、主力 IP への絞り込みによる収益性の改善に軸足
を置くとともに、主に海外で PC ゲーム分野の着実な成長を実現していきま

株主・投資家の皆様には引き続きご支援賜りますようお願い申し上げ
ます。

す。
「Total War：WARHAMMER」は、2016年5月のリリースからわずか

4日間で販売数が50万を超える驚異的な滑り出しを見せています。

2016年8月

業界活性化に向けた協業
遊技機市場は市場規模が縮小する一方、部材の価格上昇や、研究開発費
の増加等がコスト面に影響を及ぼしてきました。当グループは、競合関係
にあった企業と手を結び、こうした構造的な課題解決に着手しました。

セガサミーホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長兼 CEO 兼 COO

（株）
ユニバーサルエンターテインメントと合弁会社
（株）
2016年3月、当社は
ジーグを設立し、部品やその関連機器の仕入、製造、開発、販売で協業を
開始しました。ユニット・部品の共通化や技術連携によりエンタテインメン
ト性の向上と収益力強化を同時に実現していきます。業界におけるユニッ
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A Message from
the Senior Managing Director

リゾート事業

IR 事業に関するノウハウを着実に蓄積

ションが奏功し、利用者数が大幅に増加しまし

に乗せていくことが、当事業の短・中期的な利益

リゾート事業は、
「国内 IR 事業への参入」という

た。また、リスクの抑制を念頭に置いたフラン

成長シナリオです。
「パラダイスシティ」のねらい

当グループの中・長期構想の実現を念頭に置き

チャイズ展開を基本的方針として、
「東京ジョイ

は、マカオやシンガポールなど先行する市場が対

ながら、すべての事業活動を展開しています。

ポリス」の海外への展開も進めています。2016

象としてきたマーケットに挑戦することです。地

「フェニックス・シーガイア・リゾート」や、
「東京

年2月には、はじめてのフランチャイズ展開となる

理的な優位性もあり、東アジアで特色ある IR 事

ジョイポリス」等の既存施設の収益性を向上さ

「上海ジョイポリス」が開業しています。こうした

業として成功する可能性は十分にあると考えて

せることが当面の課題ですが、こうした既存施設

既存施設の収益力強化策は、国内の IR 事業

います。

では、軸足を高付加価値領域に置いています。

への参入に向けたオペレーションノウハウの蓄積

日本は非常に魅力的な観光資源がある国であ

「フェニックス・シーガイア・リゾート」では、客室・

にも結び付いています。2014年から段階的に

り、訪日外国人客数も伸びてはいますが、残念な

フロントレセプション等の改装に加え、サービス

PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd.* が運

がら、国際的に見ると未だ水準的には低位に留

品質やイベント等のソフトの両面で高い付加価

営する韓国の「Paradise Casino Incheon*」

まっています。その一因は生活や娯楽の満足度

値の提供に注力し、またインバウンドの増加も追

に人財の派遣を進め、より直接的なノウハウの蓄

が低いことにあると感じており、国内 IR 事業はそ

い風となり、集客力・顧客満足度の向上という

積も進めています。現在 21 名が経営・マーケ

うした課題解決に向けた切り札の一つになり得

成果に結び付きました。

ティング・IT・会計業務やカジノオペレーション全

るとともに、様々な経済効果が生み出されていく

体のノウハウを習得しています。

ことが大いに期待できます。そうした日本と当グ

のコラボレーション等によって従来の枠を越えた

日本とセガサミーグループの未来を
思い描きながら

いきます。

エンタテインメント空間の創造に取り組んでいま

2017年4月に開業を予定している韓国初の本

す。2016 年 3月期は、大型 IP とのコラボレー

格的統合型リゾート「パラダイスシティ」を軌道

屋内型テーマパーク「東京ジョイポリス」では、
様々なイベントに関するノウハウを融合し、IPと

ループの未来を思い描きながら、挑戦を継続して

第 3 の柱となるべく
挑戦を続けていきます。
セガサミーホールディングス株式会社
専務取締役

鶴見 尚也

今後の経営方針
主な施策
① 国内 IR 参入に向けた先行投資
② 海外 IR の開発、運営を
通じたノウハウ蓄積
③ フェニックス・シーガイア・リゾートの
ブランドバリュー向上

韓国・仁川「パラダイスシティ」完成予想図 ©WATG

*「Paradise Casino Incheon」は当社持分法適用関連会社である「PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd.」により運営
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A Message from
the President of Sammy Corporation
営業利益率 30%の達成に向けた
構造改革を推進

2015年は遊技機業界にとって大変革の1年でした。

遊技機事業

サミーから〜」
と明確化し、ゴール
（目標）
を「G30

ユーザー層の拡大を図り、遊技産業を活性化し

（2020年3月期までに営業利益率30% を目指

ていきます。その一環として、既成概念にとらわ

す）
」として掲げ、それを実行していくための大方

れないパートナーシップを進めていこうと、かつ

史上初となるパチンコとパチスロの同時自主規

針である「戦略」を定義し、その戦略を実行する

て競合関係にあった
（株）
ユニバーサルエンター

制、
くぎ問題、新流通制度と対応すべき課題が数

ための「組織」を形成し、一番下に具体的な打ち

テインメントと2016 年 3月に、合弁会社（株）

多くあります。サミー
（株）
がこれらの課題を乗り

手である「戦術」を項目ごとに細かく設定していま

ジーグを設立しました。この
（株）
ジーグの設立

越えて、業界の未来を切り拓いていくためにはも

す。こうした全社的なミッション・ピラミッドに基

については、両社の経営陣で業界全体をより良

う一度、危機感の共有とベクトルの統一が必要で

づき、各本部がそれぞれのミッション・ピラミッド

くしていきたいという強い意思、そして業界の危

す。そこで2016年4月にサミー
（株）
の経営の舵取

を作り、それを部、グループ、個人へと落とし込む

機感を共有できたことが背景にあります。業界内

りを行うことになった私は、
ミッション・ピラミッド

ことで社員一人ひとりが担当する組織・役割ごと

でいがみ合っている場合ではなく
「ユニバーサル

という考え方を導入しました。これは上位階層か

に自ら行動し、その積み重ねで会社全体のミッ

とサミーが組んだことの意味、秘めた可能性、業

らミッション、ビジョン、ゴール、戦略、組織、戦術

ション達成に結びつけるといった納得感ある構図

界の危機への打開策」というメッセージでもある

という順番で構成される戦略 ピラミッドです。

を形成しました。施策の確実な浸透・実践を図り、

のです。決して問題を先送りすることなく、打て

社是である「積極進取」は不変の価値観としつつ、

営業利益率30% の達成に向けた構造改革を推

る手をすべて迅速に打ち出していき、マーケット

し進めていきます。

に「感動体験」をお届けするとともに、当社の変

「感動体験を創造し続ける」を当社の「ミッション」
として定めました。エンタテインメントの本質は

革も確実に実現していきます。

お客様の期待を良い意味で裏切ることであり、その

業界の活性化をリードしていく

期待値と結果の差が「感動体験」になるという

私は、
「危機感」を社内だけではなく業界全体で

私の信念に基づきます。そして、ビジョン
（将来あ

共有していきたいと考えています。私どもサミー

りたい姿）
を「業界の革新者たれ〜新しいものは

（株）が先導し、業界全体で力を合わせながら

強い危機感を胸に
改革を推し進めていきます。
サミー株式会社
代表取締役社長 COO

里見 治紀

今後の経営方針
主な施策

セグメント目標

① 同業他社との連携強化
② マルチブランド戦略の見直し
③ タイトル数の厳選
④ リユース推進

営業利益率
2016年3月期

14.8%*

2020年3月期

30

%

* 遡及修正後
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エンタテインメント
コンテンツ事業

A Message from
the President of SEGA Holdings Co., Ltd.
分社化による確かな効果

を通じて現地開発体制を着実に整備してきたこ

自律的な成長を強く志向しなければ「維持」して

「感動体験を創造し続ける」を
2016年3月期、

とが結実しつつあります。

いくことすら危ぶまれます。そのため、すべての事

新たな使命
（ミッション）
として掲げ、新生セガグ

構造改革では、コスト構造にメスを入れただ

業分野において、常に視点を変えながら新たな

ループが最初の一歩を踏み出しました。業績面

けではなく、売上高の成長が示す通り意識改革

挑戦を行っていく考えです。アミューズメント機

では、デジタルゲーム分野で投入したタイトルが

を含む組織力の強化も進めてきています。事業

器・施設分野における、
（株）
コナミデジタルエン

市場の十分な評価を得ることができず課題を残

分野ごとに分社化することで、意思決定の迅速

タテインメントとの電子マネーインフラの整備に

しましたが、その他の事業分野では2015年3月

化に加え、
「自分たちの会社を成長させていかな

おける協業
（コインオペレーションに依存しない

期に実施したコスト構造改革の成果を、収益性

ければならない」という、各々が独立した事業体

ビジネスモデルの構築に向けた挑戦）
はその一例

の大幅な改善という目に見える形で出すことが

としての責任感と危機感が、その事業責任者だ

です。

できました。

けではなく個社の社員レベルにおいても高まっ

セガグループは、
「感動体験を創造し続ける」と

ていることを肌で感じています。

いう自身のあるべき姿を追い求めていきます。必

視点を変えながら挑戦し続ける

ませんが、
「何か楽しいことをやっている」
「他と違

「CHUNITHM（チュウニズム）」等、久 々にヒッ

2020年3月期の営業利益200億円という目標の

うことをやっている」という、イメージを持ってい

ト作に恵まれました。また、パッケージゲーム分

達成に向けて、引き続き手綱を緩めることなく収

ただけるような会社であり続けたいと思っていま

野は、日・米・欧の三極が同時に黒字化を果た

益構造の改革を推し進めていきます。
「成長事

す。私も経営の舵取りを行う立場として、
「経営の

し、改善の手応えを実績面でも実感する年度と

業」と位置付けたデジタルゲーム分野はもとより、

革新性」を常に意識し、2020年3月期の目標達

アミューズメント施設分野では、既存店売上

ずしも、かつての「尖ったセガ」である必要はあり

高前年比が業界トップクラスの伸びを示すととも
に、アミューズメント機器分野も音楽 ゲーム

なりました。特に欧米地域においては、M&A 等

「安定収益・維持事業」と位置付けた事業分野も

成に向けて、強い決意を持って臨んでいきます。

すべての事業分野における
自律的な成長を強く志向していきます。
株式会社セガホールディングス
代表取締役社長 COO

岡村 秀樹

今後の経営方針
主な施策

セグメント目標

① アーケードゲーム、家庭用ゲームの
利益率向上による安定収益確保
② デジタルゲームに対する海外
新興市場への積極投資
③ カジノ機器の早期黒字化

* 遡及修正後
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営業利益
2016年3月期

42億円 *

2020年3月期

200

億円

