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ヘッドライン
連結業績

前期比

前期比

売上高

12%

40%

営業利益

減

3,236億円

177億円
前期比

営業利益率

5.5%

減

前期比

2.5

3.4

ROA*

ポイントダウン

1.8%

（2020年 3月期の目標値：15% 以上）

ポイントダウン

（ 2020年3月期の目標値：5% 以上）

セグメント別業績
遊技機事業

エンタテインメントコンテンツ事業

リゾート事業

売上高

売上高

売上高

1,056億円 2,080億円
前期比

29% 減

営業利益

119億円
前期比

55% 減

前期比

1% 増

営業利益

148億円
前期比

33% 増

99億円
前期比

24% 減

営業損失

25億円
前期比

̶

＝親会社株主に帰属する当期純利益 ／総資産
* ROA（％）
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遊技機事業におけるマルチブランド展開

今期のトピックス

『パチスロコードギアス

『Ｄ×２ 真・女神転生
リベレーション』

反逆のルルーシュR2C.C.ver.』登場

©SEGA/©ATLUS

進化を続ける
『Ｄ×２ 真・女神転生

ボーナスループの期待感を極限まで追

リベレーション』好評配信中

「パチス
求した「GRT タイプ」第一弾、
ロコードギアス反逆のルルーシュＲ2 C.C.

ver.」の登場です。スペックに加え、筐体、 『真・女神転生』のスマートフォン版完全新作 アプリ『Ｄ×２
液晶演出の変更、追加で一新した雰囲

真・女神転生リベレーション』
好評配信中。交渉、
悪魔合体、
プレス

気をご注目ください。

ターンバトル等、
『真・女神転生』シリーズならではのシステムを
搭載しつつ、Ｄ×２デュエルなど、本作ならではの要素もお楽し

『パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver.』
©SUNRISE ／ PROJECT GEASS
Character Design ©2006 CLAMP・ST
©SUNRISE ／ PROJECT GEASS
Character Design ©2006-2008 CLAMP・ST

みいただけます。待望の AR 機能も遂に実装となり、現実世界に
悪魔を召喚して鑑賞したり、ツーショット写真を撮影して楽しむ

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©Sammy
製造元 ／株式会社ロデオ

ことが可能になりました。

ギャンブル依存症に

個人投資家説明会
を開催

ついての産学共同研究開始

当社では、個人投資家の皆様に当社をより深く理解していた

当社は、京都大学こころの未来研究 センターと共同で、

だくため、説明会を積極的に開催しています。2018年3月に

ギャンブル依存症の発症メカニズムの研究を開始しました。

実施した説明会には、118名様にご参加いただきました。当

海外 カジノ施設におけるプレイヤーデータの収集・分析を

日の資料は当社のウェブサイトからご覧いただけます。

通じて、依存症の兆候が見られるプレイヤーを早期に発見
し、深刻化を未然に防ぐ仕組みの確立を目指します。

［当期の個人投資家向け説明会開催実績］
2017年 5月
2017年11月
2018年 2月
2018年 3月

大和証券 個人投資家向けセミナー
（船橋）
SBI 証券 オンライン会社説明会
SMBC 日興証券 個人投資家向け説明会（高崎）
SMBC 日興証券 個人投資家向け説明会（東京）
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株主の皆様へ
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ご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。
当グループは、
中期的な経営目標として
「利益率の改善」
と
「資本効率の向上」
を掲げる
「Road to 2020（
」2018年3月期
〜2020年3月期）
を推進しております。基盤事業の収益性
向上を図るとともに、成長投資事業への経営資源の投下
を積極的に実施することで、持続的な企業価値拡大を追
求しております。その一方、株主の皆様に対しては安定し
セガサミーホールディングス株式会社
代表取締役会長 グループ CEO

た配当の継続を基本方針として堅持していく所存です。

里見 治

企業には事業活動を通じた社会課題解決への貢献がより

国連による「持続可能な開発目標
（SDGs）
」の採択以降、
一層、求められるようになっております。当グループが企

配当金のご案内

中間

業活動を永続的に行 っていくうえでも、様 々なステーク

期末

ホルダーの皆様からの信頼獲得が不可欠であることはい

40 円

40 円

40 円

40 円

20

20

20

20

20

20

20

20

2015

2016

2017

2018

40 円（計画）

うまでもありません。コンプライアンス遵守の徹底に加え、

20

総合エンタテインメント企業グループらしく、
「感動体験」

（計画）

を生み出すエンタテインメントの無限の可能性を解き

20

放 ち な が ら、豊 か な 社 会 の 実 現 に 貢 献 して ま い る

（計画）
2019 （年3月期）

所存です。

2018年3月期の配当金は、2018年5月11日開催の

株主・投資家の皆様におかれましては、より一層のご

取締役会において、下記の通り決議いたしました。

期末配当金

支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

1株につき20円

中間配当として20円（計画）、年間配当額 40円（計画）
効力発生日
（支払開始日） 2018 年 6月1日
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使用フォント /Geo 957 Extended Bold Italic

セガサミーグループは、2020 年 3月期に向けた「Road to 2020」に基づく各種施策を確実に実行していくた
めに、
「ミッションピラミッド」を構築し、グループ全社員への浸透に取り組んでいます。各事業がそれぞれの
業界における「革新者」となり、お客様の期待を超える「感動体験」を提供し続けることで、2020 年 3月期まで
の経営目標の達成並びに、持続的な企業価値向上を実現し、株主の皆様のご期待にお応えしていきます。

Value（価値観・DNA）

「創造は生命」×「積極進取」
Mission

「感動体験を創造し続ける」
〜社会をもっと元気に、カラフルに。
〜

（存在意義）

Be a Game Changer
〜革新者たれ〜

Vision
（ありたい姿）

Goal
（具体的目標）

遊技機事業

エンタテインメント
コンテンツ事業

リゾート事業

業界の革新者たれ

Be a Game Changer

Experiential Innovator

～新しいものはサミーから～

～革新者たれ～

～感動体験の革新者たれ～

営業利益率
営業利益率 * 2

30% 以上

15％以上
売上高
営業利益
営業利益率

ROA*1 5% 以上
3,000億円以上
300億円以上
10% 以上

IR（統合型リゾート）事業の成功
ブランド価値の向上
＝親会社株主に帰属する当期純利益／総資産
*1 ROA（%）
*2 遊技機事業の「その他 ／消去等」を除いた営業利益率
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COO による当期報告
「Road to 2020」
（2018年3月期〜 2020年3月期）
の初年
度である2018年3月期は、主に遊技機事業の販売台数減
少が影響し、減収・減益となりました。
遊技機事業は、2018 年 2 月施行の規則改正を受け、
販売を予定していたタイトルを戦略的に後ろ倒ししたこ
と等により、前期比29% の減収、55% の減益となりました。
エンタテインメントコンテンツ事業は、デジタルゲーム
分野で新作 タイトルの投入数が想定を下回 った一方、
ソニックシリーズの新作『ソニックマニア』や、全世界での
セガサミーホールディングス株式会社
代表取締役社長 グループ COO

累計販売本数が200万本を突破した『ペルソナ5』が牽引

里見 治紀

中心に堅調に推移したことから、前期比1% の増収、33%

役となり、大幅な増収となったパッケージゲーム分野を
の増益となりました。リゾート事業におきましては、前期

「 Road to 2020 」の業績目標

売上高

営業利益

において屋内型テーマパーク事業の開発・運営会社株式

営業利益率

の一部売却を実施したことなどにより、減収となりました。

5,000 億円
15.0%
750 億円

3,900

また、IR（統合型リゾート）事業の本格化に向けた先行費
用の発生等により、前期比で損失幅が拡大しました。一

3,236

方、
「フェニックス・シーガイア・リゾート」は利用者数が
5.5
177

2018

（実績）

増 加 傾 向 に あり、2017 年 4 月 に オ ープ ンし た 韓 国 初

5.4
210

2019

（計画）

の IR（統合型リゾート）施設「PARADISE CITY」も多くの
2020

（計画）

お客様にご利用いただき、徐々に収益性が改善するなど、

（年3月期）

これまでの取り組みが着実に実を結んでおります。親会
社株主に帰属する当期純利益は、前期比 68% 減となり
ました。
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業績予想

2019年3月期計画

単位：億円

2018年3月期実績

売上高

3,236

3,900

+21%

177

210

+19%

5.5%

5.4%

–0.1ポイント

145

160

+10%

89

120

+35%

1.8%

̶

̶

営業利益
営業利益率
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益

ROA*

（2018 年5月11日公表値）

増減率

「Road to 2020」で定めた営業利益率
2019年3月期も、

デジタル ゲ ーム 分 野 を 中 心 に、大 型 タイトル を 含 む

15% 以上、ROA*5% 以上の中期業績目標の達成を目指し、

複数の新作 タイトルを投入し、さらなる利益成長を目指

利益率の改善と資本効率の向上、経営資源配分の最適

してまいります。リゾート事業は、
「 PARADISE CITY」に

化を優先課題とするアクションプランを確実に遂行して

おいて、秋に 1-2フェーズの開 業を予 定しております。

まいります。

「 PARADISE CITY」の魅力向上に努めながら、引き続き

遊技機事業では、パチスロ遊技機において新規則対応

IR（統合型リゾート）施設の開発・運営ノウハウの取得に

機（ 6 号機）の投入により、市場の活性化を図るとともに、

取り組んでまいります。
今後も当グループは、
「感動体験を創造し続ける」とい

パチンコ遊技機において、旧規則機を中心に販売しなが
ら新規則機の投入準備を進めます。業界屈指の開発力及び、

う使命を追求し、最高のエンタテインメントをお届けし続け、

有力な IP を活かしながら市場シェアの拡大を図ってまい

企業価値の持続的な拡大を実現してまいります。

ります。ZEEG 筐体を活用した新作 タイトルの投入も予

＝親会社株主に帰属する当期純利益 ／総資産
* ROA（%）

定しております。エンタテインメントコンテンツ事業では、
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2018年3月期の振り返り

2019年3月期の重点施策

連結

遊技機事業

期初計画未達

・パチスロ6号機投入
・ZEEG 筐体投入
・旧規則 パチンコ販売

主な要因 ・遊技機販売 スケジュールを大幅に見直し
・デジタルゲーム新作投入遅延

エンタテインメントコンテンツ事業

主な成果 ・エンタテインメントコンテンツ事業3期連続増益

・デジタルゲーム新作投入

・
「PARADISE CITY」開業

・IP 活用

・ネバダ州 ゲーミングライセンス取得

リゾート事業

セグメント

・
「PARADISE CITY」1-2フェーズ開業（2018年）

・国内 IR 参入に向けた施策

遊技機事業

期初計画を下回る

グループ全体

・規則改正の影響により、販売 スケジュールを大幅見直し

働き方改革の推進

・ZEEG 筐体 タイトルを含む複数 タイトルを後ろ倒し
・｢Road to 2020」施策は順調に進展（リユース推進施策、開発

グループ本社機能の集約

効率の改善等）

経営効率の向上、人材交流の促進、
業 務 連 携 の 強 化、アイディアの 創

エンタテインメントコンテンツ事業

出を促すことを目的に、全20社、約

6,500名（アルバイトを含む）を東京・
大崎 エリアに集約します。

好調に推移
・パッケージゲーム、AM 機器・施設事業等が好調に推移
・デジタルゲーム新作投入は遅延

グループブランドロゴ リニューアル
これからのセガサミーグループの方向
性を示す新たなブランドの象徴とし

リゾート事業

て、グループロゴを刷新しました。こ

順調に進展

の新しいブランドロゴに集約した思い

・
「PARADISE CITY」1-1フェーズ開業（2017年4月）

を実際の企業活動で実践し、
さらなる

・ネバダ州 ゲーミングライセンス取得

グループの成長を目指してまいります。
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株 主 優 待 導 入 の ご 案 内
株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社のサービスを
体験していただくことを目的に、株主優待制度を導入いたしました。
株式保有数に応じ、全国のセガのゲームセンターで使える UFO キャッ
チャーの利用券とフェニックス・シーガイア・リゾート
（宮崎県）の施設
利用券を贈呈いたします。毎年 3月末日、9月末日現在の株主名簿に記
載または記録された、当社株式を100株以上保有していただいている
株主様が対象です。一人でも多くの株主様に当社グループのサービス
を体験いただき、当社への末永いご支援を賜りたいと願っております。

© フェニックスリゾート
©SEGA

基準日

株主優待の内容

保有株式数

100株以上 ・UFO キャッチャー利用券1,000円分（年2回）
3月末日・9月末日

1,000株以上

・UFO キャッチャー利用券 1,000円分（年 2回）
・フェニックス・シーガイア・リゾート施設利用券10,000円分（年 2回）

フェニックス・シーガイア・リゾート施設利用券

UFO キャッチャー利用券

見本

見本

AA000000

フェニックス・シーガイア・リゾート

セガゲームセンター
（UFO キャッチャー設置店舗）検索

http://www.seagaia.co.jp/

https://sega.jp/location/
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1

株 主 優 待 導 入 特 集

景品獲得のコツを
通称 UFO 王子が
伝授します！

UFO キャッチャーに挑戦 !
「UFO キャッチャーは初めて」という方にも楽しんでいただくために、
ぬいぐるみを獲得する方法の一つをご紹介します。
「持ち上げる」のではなく「ずらして落とす」テクニックです。
これを読んで、ぜひ UFO キャッチャーに挑戦してください！

Point

1

アームがどれくらい開くかを
チェック！

（株）セガ・インタラクティブ

笹谷 崇

Point

2

景品が「動きそうな」位置に
アームを移動させよう！

「ずらして落とす」コツは、1 回で獲得しようと焦らな

「持ち上げる」
のではなく、景品が
「落とし口の方に動くか」
が最も

いことです。
「1 回目でアームが開く幅を確認し、何度

重要です。例えば手前に景品を動かしたいのであれば、少しだけ

か挑戦しながら落とし口に向けて景品を転がして

奥を狙いましょう。

いく」イメージで臨みましょう。アームが開く幅は、
下図の「ひじ」の幅を一つの目安にしてみてください。

横に動かすときは・・・

奥に動かすときは・・・

景品の中心をわざとはずして狙う

アームが持ち上がるときに、
景品が

のも手です。下の写真のように中心

動くかをチェック。横から覗いて位

より少し右を狙うことで、景品に動

置を合わせるのも OK です。

きを出すことができます。

アーム

ひじ
つめ

GET!!!

獲得方法は景品によって様々です。取り方がわ
からないときは、店員さんに聞いてみましょう。
© 青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS1996
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今

「感動体験」

昔

セガサミーグループが時代を超えて追求している、

第3話

お客様のご期待を超える価値「感動体験」。
連載の第 3話は、1985 年の登場以来、
ゲームセンターの定番ともいえる UFO キャッチャーの初代と、
第 9代の開発秘話に迫ります。

「UFO キャッチャー」

©SEGA

（初代）
1985年 「UFO キャッチャー」

「クレーンゲームになじみのない女性たちにも楽しんでいただく」というのが、UFO キャッチャーの開発
コンセプトです。従来のクレーンゲームの「上から」ではなく、ショーウィンドウを楽しむように「横から」
景品を見て、従来のライターや腕時計ではなく、クレーンでぬいぐるみを獲得するというストーリーでそ
れまでにない感動体験を提供することにしました。スピーカーを大きくして音質も重視するなど、ゲーム
中の体験にもこだわりました。

初代 UFO キャッチャー開発担当者の声

2014年 「UFO キャッチャー9」
発売当初から遊び方が変わらない珍しいゲー

筐体 デザインには、コンテン

ムですが、オペレーター様の工夫によりプレイ

ツの魅力を外観でキャッチー

するお客様の楽しみ方のバリエーションはどん

に伝える役割があります。
本機では、景品の魅力を最大

どんと広がっています。
お客様に感動体験を提供し続ける

限に引き出すショーケースと

ことはもちろん、オペレーター

して「透明感」にこだわりまし

様が運営ノウハウを活用いた

た。今後もデザイナーならで

だけるような製品をこれか

はの視点で、創意工夫を続け

らも提案・提供していきます。

ていきます。

（株）セガ・インタラクティブ

プロダクト研究開発部

深澤 光晴

（株）セガ・インタラクティブ
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「UFO キャッチャー9」

©SEGA

プロダクト研究開発部

犬山 敬悟

株 主 優 待 導 入 特 集

2

フェニックス・シーガイア・リゾートを
＋1万円で満喫！
株主優待券を使 ってフェニックス・シーガイア・リゾートを存分に満喫いただくため、
今回は2名様で約 1万円となるお楽しみ方法の一例をご紹介します。
皆様のご来場をお待ちしています。

食を満 喫する

セグウェイツアーを満喫する

温泉を満喫する

「パインテラス」では、“ 宮崎テロワー

インストラクターによるシーガイア周

黒松林に囲まれた温泉「松泉宮」に、

ル ”（ 宮崎の土地が育んだ地元食材

辺の自然や宮崎の神話についての解

“ 湯道
（ゆどう）
”を体現する湯室「おゆ

の美味しさ）
をテーマに、郷土料理や

説を聞きながら、セグウェイで散策す

のみや」
があります。湯道とは、放送作

宮崎の伝統野菜、お肉、海の幸など

るツアーです。初めての方も安心して

家小山薫堂が提唱する究極の
「湯」の

“ 食の宝庫 宮崎 ” をビュッフェスタイ

ご参加いただけるよう、事前にセグ

作法、様式、芸道です。風呂を極めに、

ルでお楽しみいただけます。

ウェイの乗車講習を行います。

料金：お1人様 4,500円（ディナー）

料金：お1人様 5, 000円

「おゆのみや」
にぜひお越しください。
料金：お1人様 6,500円（税込）
一般宿泊プランご利用のお客様の料金であり、1か月前〜前日17時
の間に受け付けを済ませることでご利用いただけます。
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「感動体験」

舞

台

裏

探究 3 リゾートの魅力を余すところなくお届けする広報
セガサミーグループは、すべての社員が力を合わせて「感動体験」の提供に努めています。
今回は、フェニックス・シーガイア・リゾートの魅力を発信する、広報担当者のこだわりをご紹介します。

細部にまでこだわる告知 ツール制作

滞在中の過ごし方を計画いただき、宮崎をお楽しみいただく。

リゾート内外に向けた広告やパンフレット、ポスターなど幅

そしてその思い出をレタールームで残し、大切な方へ伝えて

広い告知 ツールのデザイン制作やディレクションを主に担

いただくという一連の「ストーリー」が盛り込まれています。

当し、ときには写真撮影も行 っています。

さらに日本一の宮崎牛を堪能いただける1日6 席限定の牛肉

これからお越しいただくお客様が「ここで過ごしてみたい」

割烹店「 Beef Atelier うしのみや」や、ホテル42 階からの絶

と期待を高めていただけるよう、また滞在中のお客様には

景とともに落合 シェフの王道 イタリアンを楽しめる「リスト

「これはぜひ体験しておかねば」という気持ちになっていただ

ランテ・アルコ」など、“ 日本一おいしいリゾート” を目指し、

けるよう、リゾートの魅力を余すところなくお届けするため、

宮崎・シーガイアならではの “ 食 ” の充実にも努めています。

写真やテキスト、レイアウトのすべてにこだわりを持 って取

これらすべてに込められた “ スタッフの想い ” を、お越しい

り組んでいます。

ただくお客様にお届けできるよう常に試行錯誤しています。

全 スタッフで追求する感動体験の創造
2017年10月に開業以来最大規模となるリニューアルが完了
し「新しいシーガイア」へと生まれ変わりました。リゾートの
恵まれた自然環境や施設、サービスクオリティを活かし、“ 感
動体験 ” の創造を行う「コト創り」と、それをお客様にお伝え
する「コト届け」に、全 スタッフをあげて取り組んでいます。
例えば、リニューアルで誕生した宿泊者専用のテラスラ
ウンジ「風待ちテラス」。旅をテーマとした本が揃い、ハンド
ドリップコーヒーなどこだわりのカフェメニューとともに、

フェニックス・シーガイア・リゾート

経営戦略本部

戦略部

PR 課 制作 チーム 鈴木 恵美子
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遊技機事業におけるマルチブランド展開

NEWS

『ぱちんこ CR 真・北斗無双
第2章』2018年9月、ホールデビュー

『ワンダーグラビティ 〜ピノと
重力使い〜』事前登録開始！

2016年3月にホールデビューし、

2018年サービス開始予定の『ワンダーグラビティ 〜ピノと

今もなお稼動を続ける『ぱちんこ

重力使い〜』は、大陸も海もない “空の世界 ” を舞台に、
「重

CR 真・北斗無双』。その後継機

力使い」ヒューゴが相棒である「ピノ」とともに、世界の底

で ある『 ぱ ちんこ CR 真・北 斗
無双 第2章』がいよいよ2018年

9月にホールデビューいたします。

「エンドロール」を目指して旅する

『ぱちんこ CR 真・北斗無双 第2章』
© 武論尊・原哲夫 ／ NSP 1983
版権許諾証 KOK-115
©2010-2013コーエーテクモゲームス

物 語 で す。ガ チャが 6 回 遊 べ る
「アップルジェム」を全員にプレ

©Sammy

シリーズならではの“今まで見たことのない戦い”はそのままに、

ゼントする事前登録を実施中です。『ワンダーグラビティ 〜ピノと重力使い〜』
©SEGA・f4samurai

新たなスペック及び 演出でぱちんこを盛り上げてまいり
ます。“ 無双最後の、真髄 ”を是非お楽しみください。

アーケード向け英霊召喚
チームバトル『Fate/Grand
Order Arcade』夏に登場！

劇場版アニメ・シリーズ第22弾
『名探偵コナン ゼロの執行人』大ヒット！
（株）
トムス・エンタテインメントと5 社の共同製作による、

スマートフォン向け RPG『Fate/Grand

劇場版 アニメ『名探偵 コナン

Order』に登場するサーヴァント（キャ

ゼ ロの 執 行 人 』が 4 月 13 日に

ラクター）
を完全3DCG 化。ネットワー

公開され、45日間で観客動員

クを介してマッチングされる全国のプ

数580万人を突破する大ヒット

レイヤー 3 名とチームを組んで対戦す

を記録しています。第22弾とな

るモードとステージ攻略を進めるシン

る本作には、当社が運営する

グルプレイ専用 モードが楽しめます。

「PARADISE CITY」も 撮 影 に
協力しています。

7月下旬より稼働開始です。
『Fate/Grand Order Arcade』

©TYPE-MOON/
FGO ARCADE PROJECT

『名探偵 コナン ゼロの執行人』
©2018 青山剛昌 ／名探偵 コナン製作委員会
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企業情報
会社概要 （2018年3月31日現在）
会社名

株式の状況 （2018年3月31日現在）

セガサミーホールディングス株式会社

英文表記

SEGA SAMMY HOLDINGS INC.

URL

https://www.segasammy.co.jp

設立

2004年10月1日

資本金

299億円

従業員
役員

発行可能株式総数

800,000,000株

発行済株式総数

266,229,476株

株主数

80,330名

大株主の構成
株主名

所有株式数

持株比率（ %）

株式会社 HS Company

35,308,000

13.26

7,726名（連結）

セガサミーホールディングス株式会社

31,850,504

11.96

代表取締役会長 グループ CEO 里見 治

有限会社 エフエスシー

13,562,840

5.09

代表取締役社長 グループ COO 里見 治紀

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

10,754,900

4.03

専務取締役

鶴見 尚也

里見 治

7,721,338

2.90

常務取締役 グループ CFO

深澤 恒一

属性別分布

常務取締役

岡村 秀樹

取締役 *1

岩永 裕二

取締役 *1

夏野 剛

取締役 *

勝川 恒平

株主 メモ （2018年3月31日現在）

常勤監査役

青木 茂

監査役

阪上 行人

監査役 *2

嘉指 富雄

証券コード
1単元の株式数
事業年度
定時株主総会
剰余金の配当基準日

監査役 *2

榎本 峰夫

1

*1 社外取締役
*2 社外監査役

1.83%
14.96%

21.13%

金融機関

金融商品取引業者

公告の方法
公告掲載 URL

株主名簿管理人
同連絡先

同取次所

28.07%
その他の法人

外国法人等

22.05%
個人・その他

11.96%
自己株式

6460
100株
毎年4月1日から翌年3月31日まで
毎年6月
期末配当 : 3月31日 ／中間配当 : 9月30日
その他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。
電子公告
https://www.segasammy.co.jp/japanese/etc/notice/
なお、止むを得ない事由により、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。
三菱 UFJ 信託銀行株式会社
三菱 UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部
〒183-0044
東京都府中市日綱町1-1
電話 : 0120-232-711（通話料無料）
三菱 UFJ 信託銀行株式会社 全国各支店

当社株主名簿管理人の三菱 UFJ 信託銀行（株）のホームページでは、株式の名義書換、単元未満株式の買取また
は買増、その他株式に関する諸手続きについてご案内しております。なお、証券会社の口座で株式をお持ちの方は
お取引のある証券会社へご照会ください。
（三菱 UFJ 信託銀行のホームページ）http://www.tr.mufg.jp/daikou/
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アンケート集計結果ご報告

アンケートご協力のお願い
当社では、皆様から頂戴した貴重

「第14 期 株主通信 冬号」でのアンケートにご協力いただき、ありがとう

なご意見を活かして株主通信での
情報発信を含めた、IR 活動の充実

ございました。皆様から頂戴したご意見の一部をご紹介します。

に努めています。下記の URL また

セガサミーに今後期待すること

だき、アンケートにご協力をお願い

は QR コードよりアクセスしていた

ご 意 見 1「
『感動体験』今昔」での、
『獣王』の開発秘話が面白かったので、他の

製品やサービスについても知りたい。
セガサミー
より

記事をお楽しみいただきまして、誠にありがとうございます。当社の開
発者が製品に込めた想いや、お客様にお届けしたいと願う「感動体験」
を、株主の皆様にお伝えすることを目的とした連載です。今後も様々な
製品を取り上げていきます。どうぞご期待ください。

いたします。また、株主優待に関するご意見もこちらに
お寄せ下さい。

https://www.segasammy.co.jp/enquete
※ キーボード入力の際、入力ミスにご注意ください。

IR インフォメーションセンターの

ご案内

アンケートや株式情報、企業情報などご不明点がございま

ご 意 見 2

説明会など、個人投資家向けの IR 活動を充実してほしい。

セガサミー
より

当社では、個人投資家の皆様に当社の事業内容をより深く理解してい
ただき、成長戦略にご期待いただけるよう、説明会を積極的に開催して
います。今後も皆様とのコミュニケーションの充実に努めていきます。
なお、当期の開催実績は P2「今期のトピックス」をご参照ください。

したら、下記までお問い合わせください。なお、土日祝及び
会社休業日は休みとさせていただきます。

電話番号
開設時間

03-6215-9954
平日 9:00〜18:00

2018年 IR カレンダー
今後の株主様、投資家向け活動に関する予定

6月
8月
11月
12月

セガサミーホールディングス（株）投資家情報 サイトのご案内
https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir

定時株主総会
第1四半期決算発表
第2四半期決算発表
「2019年3月期 株主通信 冬号」発行

見通しに関する注意事項
この資料に記載されている、セガサミーホールディングス株式会社及びグループ企
業に関する業績見通し、計画、経営戦略、認識などの将来に関する記述は、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いたします。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。

〒105-0021

東京都港区東新橋一丁目9 番 2号
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汐留住友 ビル

