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ヘッドライン
連結業績
前年同期比

12%
売上高

1,710億円

前年同期比

前年同期比

62%

減

7.8

減

営業利益

102億円

ポイントダウン

営業利益率

6.0%

（ 2020年 3月期の目標値：15% 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

586億円
前年同期比

34% 減

営業利益

1,072億円
前年同期比

6% 増

営業利益

96億円

61億円

前年同期比

前年同期比

55% 減
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39% 減

51億円
前年同期比

8% 増

営業損失

11億円
前年同期比

̶

遊技機事業におけるマルチブランド展開
当第２四半期のトピックス

『ぱちんこ CR

真・北斗無双 第2章』登場
現在も好評稼動中の『ぱちんこ CR 真・

「ソニックフォース」

©SEGA

北 斗 無 双 』の 正 統 後 継 機 と な る

パッケージゲームの

『ぱちんこ CR 真・北斗無双 第 2 章』
パ ワ ーアップ し た「 幻 闘 RUSH」や

リピート販売が拡大

“ 無双らしさ” にこだわった新規演出

Creative Assembly が手がける RTS（リアルタイムストラテ

が多数搭載された本機種をぜひご体

「ソニック」シリーズ、
「龍が
ジー）の「Total War」シリーズや、

感ください。

如く」シリーズ等の旧作パッケージゲームのリピート販売がグ

が2018年9月、全国のホールに登場。

「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

ローバル市場で好調に推移して業績貢献しました。

©Sammy

アミューズメント機器

プライズと新規事業を中心に

アミューズメント施設

新作 タイトルが売上牽引

が好調

スマートフォン向けの人気 RPG『Fate/Grand Order』の世界

UFO キャッチャー など のプ ライズゲ ーム の 好 調 により、

観をベースにした『Fate/Grand Order Arcade』が全国の

アミューズメント施設の既存店売上高は前期を上回 って

ゲームセンターで大好評稼働

好調に推移しています。10月19日には
（株）
コメダと業務提携

中なほか、レバーでキャラク

し、
『 やわらかシロコッペ 』を

ターを操作し、リズムに合わ

『セガ秋葉原 4 号館』の一階に

せてボタンを叩いて遊ぶ新作

オープンして、連日盛況となって

音楽 ゲームの『オンゲキ』も

います。

ご好評いただいています。
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「Fate/Grand Order Arcade」

©TYPE-MOON /
FGO ARCADE PROJECT

「オンゲキ」

©SEGA

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、中長期的な視座に立った経営による持続
的な企業価値向上を追求しております。具体的な成長の方
」2018年3月期〜2020
向性として推進する「Road to 2020（
年3月期）
では、中期的な経営目標として掲げる「利益率の改
善」と「資本効率の向上」の実現に向け、基盤事業の収益性
向上と、成長投資事業への経営資源の投下を実施しており
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

ます。その一方、株主の皆様に対しては安定した配当の継続
を基本方針として堅持していく所存です。

里見 治

「特定複合観光施設区域整備法」が成立し、日
2018年7月、
（統合型リゾート）
の導入に向けたロードマップ
本におけるIR

配当金のご案内

中間

が明確になってまいりました。当グループも、将来のグループ

期末

40 円

40 円

40 円

40 円

40 円（計画）

20

20

20

20

20

20

20

20

2015

2016

2017

の成長の柱とするべく、参入に向けた足場を固めてまいります。
長期的な企業価値向上を実現していくためには、様 々な

（計画）

ステークホルダーの皆様からの信頼を獲得していく必要が

20

20

あります。当グループは、コンプライアンス遵守の徹底に加

2018

2019 （年3月期）

え、セガサミーグループならではの「感動体験」の創造によ

2019年3月期の中間配当金は、2018年11月1日開催の

り、豊かな社会の実現に貢献してまいります。エンタテイン

取締役会において、下記の通り決議いたしました。

メントの無限の可能性を解き放ちながら「持続可能な開発目

中間配当金

1株につき20円

標（SDGs）」への貢献にも繋げていく所存です。

期末配当として20円（計画）、年間配当額 40円（計画）

株主・投資家の皆様におかれましては、より一層のご支援

効力発生日
（支払開始日） 2018 年 12月3日

を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
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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

Be an 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 による当第2四半期報告
遊技機事業は、パチンコ遊技機において、大変好評を
博した機種の後継である『ぱちんこ CR 真・北斗無双 第 2
章』を市場に投入しました。一方、パチスロ遊技機において
大型タイトルの販売があった前年同期と比較して販売台数
が減少し、前年同期比34% 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、前年同期比6%
の増収、39% の減益となりました。デジタルゲーム分野に
おきましては、一部のタイトルにおいてサービス開始が遅
延したほか、新作タイトル投入に伴う研究開発費・コンテン
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

ツ制作費等が発生いたしました。パッケージゲーム分野に
おきましては、リピート販売の貢献により販売本数が増加し

里見 治紀

ております。アミューズメント機器分野におきましては、新
作 ゲームや CVT キットの販売が堅調に推移し、アミューズ
メント施設分野は、国内既存店舗の売上高が前年同期を上

「Road to 2020」
（ 2018 年 3 月期 〜 2020 年 3 月期 ）では、
利益率の改善と資本効率の向上、経営資源配分の最適化

回るなど引き続き堅調に推移しています。リゾート事業は、

を優先課題として、
「基盤事業」で確保した収益を原資とし、

引き続き営業損失を計上したものの、
「フェニックス・シー

「成長事業」に積極投資を行うこととしています。営業利益

ガイア・リゾート」の稼働率が改善しています。2018年9月

「ミッ
率 15%、ROA*5% の中期業績目標の達成に向け、

（統合型 リゾート）施設「PARADISE
には、韓国・仁川の IR

ションピラミッド」の浸透を通じたグループ全体の意識改

CITY」が、1段階 2事業開発施設をオープンしました。また

革にも取り組んでおります。

『 特定複合観光施設区域整備法』が国会で可決
7月には、
されております。親会社株主に帰属する四半期純利益は、

2019 年 3月期第 2 四半期連結累計期間におけるセガサ

前年同期比62% 減となりました。

ミーグループは、前年同期比減収減益となりました。なお、
当第 2四半期連結累計期間におきましては、本社機能集約

2019年3月期下期におきましては、遊技機事業は、パチ

に伴う一過性の営業費用約 38億円を計上しております。

スロ遊技機において6 号機の導入が始まり、市場活性化へ
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の期待が高まっております。当 グループにおいても下期に

リゾート事業では、
「PARADISE CITY」の魅力向上と IR

6号機第一弾となる『パチスロチェインクロニクル』の販売

（統合型リゾート）施設の開発・運営ノウハウの取得に取り

を行うほか、
『パチスロ蒼天の拳 朋友』が型式試験に適合

組むとともに、
「フェニックス・シーガイア・リゾート」の収

しております。パチンコ遊技機においては、旧規則機を主

益改善を図 ってまいります。

2018 年 8月より順次進めているグループ各社の本社機

体に販売するとともに新規則機開発を進めてまいります。
（ P.7）

能集約を機に、効率的なグループ経営を図るとともに、働き

エンタテインメントコンテンツ事業のデジタルゲーム分

方改革の推進、事業間の連携やシナジー効果の創出に取り

野では、複数の新作 タイトルの投入を予定しております。

組んでいくことで、
「感動体験を創造し続ける」という使命を

パッケージゲーム分野では、既存 IP や新規 IP を活用した

果たし、企業価値の持続的な拡大を実現してまいります。

新作タイトルの販売を予定、また継続的なリピート販売を
見込みます。アミューズメント機器分野におきましては、新
作タイトルの販売やレベニューシェアによる収益計上を予
定しております。
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

* ROA（%）＝親会社株主に帰属する当期純利益 ／総資産
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特集

1

パチスロ市場の活性化に向けて

（株）ジーグを通じた
2018 年 2月に施行された新規則のもとで、新たな遊技性を備えた機種の開発を進めるとともに、
遊技機のユニット・部品の共通化の推進等による業界全体の活性化に努める当 グループの姿をご紹介します。

「近所にある気軽な
エンタテインメント」への回帰

AT で300枚獲得までの遊技時間のイメージ *1
短時間で遊技可能になる

近年、パチスロを存分に楽しむために必要な時間が

6 号機 * 2

長くなる傾向にあり、短時間で遊びにくい事が遊技人
口減少の要因の一つとなっていました。今回の規則改

獲得枚数
300枚

提供し、
「近所にある気軽なエンタテインメント」とし
て空き時 間などの気 軽な遊びとして需 要の取り込

1ゲーム

みの可能性が拡がりました。そしていよいよ、新た

獲得枚数
2,400枚

12.5分

5.9 号機 * 3

正によって、短時間で遊びやすい遊技機をユーザーに

総量としての
射幸性は抑制

6.25分

75ゲーム

獲得枚数
300枚

最大
獲得枚数
3,000枚

150ゲーム

最大 1 ,500ゲーム

*1 1ゲーム =5秒で消化すると仮定した場合
*2 6号機の傾斜値は4.0枚と仮定
*3 5.9号機の傾斜値は2.0枚（自主規制における最大値）

な基準に基づく新機種（6 号機）の第一弾『パチスロ
チェインクロニクル』が11月上旬にデビューしました。

（ AT：パチスロにおけるアシストタイムの略称）

6号機第一弾

『パチスロチェインクロニクル』発売
2013 年の発売以来、総 ダウンロード数 1,600 万を突
破した、
（株）セガゲームスのスマホ RPG『チェインク
ロニクル』がパチスロになって登場します。多くのユー
ザーに支持された原作を活かしたゲーム性を楽しむこ
とができます。さらに、5.9号機では実現できなかった

「パチスロチェインクロニクル」
©SEGA ©SEGA ／チェンクロ・フィルムパートナーズ
©Sammy

純増約 4.0 枚の「チェインクロニクルチャプターズ」を
搭載しています。
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リユースと業界活性化の
切り札となるジーグ

企業の垣根を越えてリユース効果を拡大

当グループは、収益性の改善の成否を大きく左右するユ

（株）ジーグでは筐体に加え、ソフトウェア開発 キット

ニットや部品のリユース推進に取り組んでいます。その

の開発も始めています。こうした取り組みを通じ
（ZSDK）

切り札として、サミー（株）が（株）ユニバーサルエンター

て、業界全体でのプラットフォーム共通化を視野に入れ

テインメントと設立した合弁会社（株）
ジーグの筐体を活

た協業を推進し、リユースの幅を拡大していくことで、利

用した新作の開発を進めています。

益改善と業界活性化を牽引していきます。
リユースフローのイメージ

サミー（株）初の ZEEG 筐体 デビュー

メーカーで開発製造

パチンコホール

サミー（株）

6号機第二弾となる「パチスロ蒼天の拳 朋友」は、サミー
（株）
初の ZEEG 筐体としてデビューします ! 5.9号機では

（株）ユニバーサル
エンターテインメント

実現することができなかった伝説のバトルボーナスを完全

各社下取り回収

伝承 ! 当機種は2019年1月より全国のホールにて稼動を

その他 メーカー

開始する予定です。
各社流通 センター

部品をユニット単体・
筐体単体で仕入れる

「パチスロ蒼天の拳 朋友」
© 原哲夫・武論尊 /NSP 2001,
版権許諾証 YRB-320
©Sammy

ZEEG 筐 体を活 用することでリ
ユース部品の比率や、筐体利用
の割合を増やし、部品単位での
仕入れ原価を大幅に削減
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直接納品

部品業者
（サプライヤー）

（株）
ジーグの管轄範囲

特集

2 「手軽」に楽しめる「極上」のリゾート PARADISE

日本から最短1時間半のフライトで行くことができる、“ 最高級の未体験 ” を
ご提供する新しい極上のリゾート「PARADISE CITY」。
ここではその楽しみ方をご紹介します。

仁川国際空港
第1旅客 ターミナルから
車、シャトルバス（無料） 3 分
リニアモノレール（無料） 5分
徒歩

15分

高速道路・仁川 IC から
車

チェックインからお部屋へ

5分

アートツアーで一日を過ごすのはいかが ?

チェックイン
（日本語も可）
したらルームキーを受け取 っ

ホテルのコンセプトは「アートテインメント」。3,000点以

てお部屋へ。贅を尽くした五つ星 ホテルのベッドはすべ

上のアート作品が展示されているホテル館内の散策だけ

てシモンズ製。英国王室御用達のペンハリガンのアメニ

で一日を過ごすことができます。

ティも自慢の一つです。飛行機を眺めながらミニバーの
無料ドリンクで一息つきましょう。
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CITY

1段階2事業開発施設 オープン！
1-2期開発施設 オープン！

ラグジュアリーな時間を大切な人と
宿泊者はプールがご利用いただけます。プールサイドでカクテルを飲みながら
リゾート気分を味わいましょう。ホテル内ではお子様にも大人気のビュッフェ
レストランや、本格的な和食、ミシュランの星を獲得した中華レストラン、リー
ズナブルなイタリアンなど、4つのコンセプトのレストランで食事が楽しめ、
ライブミュージックラウンジでは銘酒とともに生演奏をご鑑賞いただけます。

カジノにチャレンジ
ぜひカジノフロアに足を運び、非日常のエンタテインメントを経験してくださ
のためにパスポートを見せて入
い。入口で年齢確認
（満19歳未満は入場不可）
場。ドレスコードはありますが、あまりラフすぎなければ普通の服装で大丈夫
です。韓国最大規模を誇るフロアでバカラやブラックジャック、ポーカー、ス
ロットほか、様々なゲームを楽しむことができます。
「カジノは初めてだから不
安」という方も大丈夫。セガサミーグループの社員をはじめ日本人 ディーラー
が丁寧にお教えします。

さらに、
2019
さらに、
年春にはファミリーエン
2019年春にはファミリーエン
タテインメント施設
「ワンダーボックス」
タテインメント施設
「ワンダーボックス」
もオープンを予定しています。
もオープンを予定しています。

ファミリーもビジネスでも
スパや、ジム、サウナで日頃の疲れを癒し、
「キッズゾーン」や最新の VR が楽し
める「PlayStation® Zone」、ボウリングやスポーツバーやダーツ、ビリヤードが
楽しめる「サファリパーク」などではファミリーで時を忘れて遊ぶことができま
「プレミアムスパ」
す。また、2018年9月には「ショッピングモール」や「クラブ」
「アートスペース」
「デザイナーズホテル」などの新施設がオープンしました。
いかがでしょうか ? ちょっと足を延ばす
だけで、これまでにない極上のリゾートを
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体験できる「PARADISE CITY」にぜひ足を
お運びください。

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4話

お客様のご期待を超える価値「感動体験」。
連載の第 4話は、2005 年に斬新なコンセプトを引っ提げて
世に登場し、全世界累計 1,100 万本を超える販売本数を
記録している「龍が如く」シリーズの開発秘話に迫ります。

（第一作）
2005年『龍が如く』
セガは、昔から作り手の尖ったアイデアをそのまま世に送り出してきました。
『龍が如く』もそんな「尖ったセガ」の象徴的な IP です。映画と同じように有名
な俳優が出演するゲームがあってもいいのではというのが着想の原点です。
当初は国内の成人男性にターゲットを絞って磨き抜いてきましたが、近年で

（株）
セガゲームス
取締役 CPO
（最高開発責任者）
（株）
セガ・ インタラクティブ
取締役 CPO
「龍が如く」シリーズ総合監督

名越 稔洋

は作り手のエネルギーが伝播したのか、海外でも多くのユーザーに手に取っ
ていただけるようになったことはうれしい限りです。

シリーズ最新作

海外展開

『龍が如く６ 命の詩。
』

『Yakuza 6：The Song of Life』
（2018年）

（2016年）

ナンバリング最新作。東京・

『龍が如く６ 命の詩。
』の欧米

『龍が如く』
（第一作）

神室町や広島を舞台に熱き

版となる本作も、作りこんだ

男たちの生き様を描く、桐生

世界観が海外でも評価され、

一馬伝説最終章です。

ヒット作となりました。
「龍が如く6 命の詩。
」

「Yakuza 6: The Song of Life」

©SEGA

新規 IP
『JUDGE EYES：死神の遺言』

©SEGA

「龍が如く」

スマートフォン／ PC 向け
『龍が如く ONLINE』

©SEGA

（2018年予定）

（2018年）

「龍が如く」
シリーズ初のスマー

「龍が如く」シリーズと共通

トフォン／ PC 向けタイトルは、

する世界観の東京・神室町を
舞台にした、全く新しい本格
リーガルサスペンスアクション
です。

「龍が如く ONLINE」

©SEGA

「JUDGE EYES：死神の遺言」

©SEGA
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新主人公の春日一番を主人公
とした熱き男たちの物語です。

「感動体験」
探究 4

舞

台

裏

グループ本社機能集約のプロジェクトメンバー

グループの経営資源の効率的な融合を図るために、グループ本社機能の東京・大崎への集約を進めています。
今回はプロジェクトを推進している担当者に、新 オフィスのこだわりなどを聞きました。

コンセプトは “ Journey（セガサミーの飽くなき旅）”

「ソフト面」で融合を促進

都内に点在するグループ各社の拠点を集約し、グループの一

これまで電車移動の必要があった事業会社間の打ち合わせ

体感をより高める今回の本社機能集約は、セガサミーにとっ

も、今はフロアを移動するだけで行うことができますし、経営

て新たな旅の始まりでもあるため、このコンセプトになりまし

による意思決定 プロセスもスピードアップしています。また、

た。今回最もこだわったのは「オープンな環境」です。サッカー

パソコンさえあればどのフロアにいても即座にネットワーク

コート一面分ほどのフロアには、ほとんど壁がありません。部

に接続され、ストレスなく同じ業務ができるなど、IT 環境の整

門間、事業会社間の垣根を超えて社員の交流を活性化してい

備にも力を入れています。10月1日には、グループ各社の管理

くことがそのねらいです。また、社員食堂は社員の交流を促

機能が集約され、組織的な融合も図られています。

進するとともに、知的好奇心を高める空間づくりにこだわり

快適な職場環境とコミュニケーションの活性化、情報感度

ました。融合を主眼に置く一方、サミーやセガの歴史やアイ

を高めるしくみといった「ハード面」を整備した今後は、交流

デンティティを大切にしたスペースも作りました。

イベントの企画など、各社の文化を融合していくための「ソフ
ト面」の充実に努めていきたいと考えています。

セガサミーホールディングス（株）

山口 拓也
小田 英仁

（左）IT ソリューション本部 業務 システム開発部
（中）IT ソリューション本部 ICT 企画部

（右）総務人事本部 グループ総務統括部 ファシリティサービス部
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森 正輝

NEWS
豪華 キャスト陣による
「龍が如くスタジオ」の新作
『JUDGE EYES：死神の遺言』

デジタルゲームの新作が
続々と登場！
引き続きデジタルゲームでは新作 タイト

2018年12月13日発売予定の PlayStation®4

ルを複数投入します。
『イドラ ファンタ

向けゲームソフト
『JUDGE EYES：死神の遺言』

シースターサーガ』は、人気の「ファンタ

は、現代東京を舞台とした本格リーガルサ

シースター」シリーズ 30周年記念作品と

スペンスアクションです。主人公を演じる木

なる完全新作 RPG です。剣と魔法が支

村拓哉氏をはじめ、谷原章介氏、ピエール瀧

配する世界を舞台に描かれる壮大な冒険

氏、滝藤賢一氏、中尾彬氏といった豪華キャ

とドラマにご期待ください。その他にも

「JUDGE EYES：死神の遺言」

©SEGA

『Readyyy！』など
『龍が如く ONLINE』、

が書き下ろ
スティングと、
［ALEXANDROS］

「イドラ ファンタシースターサーガ」

©SEGA

続 々と新作を投入していきます。

した楽曲がゲームプレイを盛り上げます。

サプライズトイ
『WHOareYOU?』が人気

冬のリゾートステイを宮崎で
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾートの「THE LIVING

（株）セガトイズから発売中の『WHOareYOU?』は、海外で話

GARDEN」に “ 星降るガーデン ” をテーマとしたイルミネー

題沸騰中のサプライズトイ
（開封を楽しみ、驚かせる商品）
で

ションが新登場。夜空から舞い降りた星をイメージした光た

す。その名の通り、正体のわからない直径 10cm ほどの謎の

ちが水面に映り、幻想的な景観を創出しています。さらにお客

毛玉ですが、水に濡らして洗 ってあげる事でうさぎや犬など

様の願いを灯すランタンアーチの演出も登場。株主優待制度

の姿に変身します。何になるかは洗 ってからのお楽しみ。

*（フェニックス・シーガ

お子様にワクワクドキドキした

イア・リゾート施設利用

驚きを届ける『WHOareYOU?』
、

券）をご利用いただき、

今年のクリスマスプレゼントに

宮崎で “ 冬のリゾートス
テイ” を過ごしてみては

いかがでしょうか。

いかがでしょうか。

「WHOareYOU?」
Designed ＆ © 2018 Worlds Apart Ltd.

All Rights Reserved.
©SEGATOYS

* 3月末日／9月末日時点で1,000株以上保有している株主様対象
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© フェニックスリゾート

企業情報
会社概要 （2018年9月30日現在）
会社名
所在地

株式の状況 （2018年9月30日現在）

セガサミーホールディングス株式会社
東京都品川区西品川一丁目1–1
住友不動産大崎 ガーデンタワー

設立

2004年10月1日

資本金

299億円

従業員

7,777名（連結）

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

76,330名

大株主の構成
株主名

所有株式数（株）

株式会社 HS Company

35,308,000

持株比率（ %）

13.26

セガサミーホールディングス株式会社

31,739,218

11.92

上場取引所 東京証券取引所第一部（証券コード：6460）

有限会社 エフエスシー

13,562,840

5.09

役員

代表取締役会長 グループ CEO 里見 治

日本 マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

9,803,700

3.68

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）

8,839,000

3.32

専務取締役

鶴見 尚也

属性別分布（単元未満の株式数含む）

常務取締役 グループ CFO

深澤 恒一

常務取締役

岡村 秀樹

取締役 *1

夏野 剛

取締役 *

1

勝川 恒平

取締役 *

1

大西 洋

常勤監査役

青木 茂

監査役

阪上 行人

監査役 *2

嘉指 富雄

監査役 *2

榎本 峰夫

*1 社外取締役
*2 社外監査役

1.44%
15.67%

20.97%

金融機関

金融商品取引業者

29.58%
その他の法人

外国法人等

20.41%
個人・その他

11.92%
自己株式

株主 メモ （2018年9月30日現在）
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
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

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
なご意見を活かして株主通信での

「 2018 年3月期 株主通信 夏号」でのアンケートにご協力いただき、あり

情報発信を含めた、IR 活動の充実

がとうございました。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

セガサミー
より

いたします。

株主優待が導入されて、アミューズメント施設に行くきっかけとなりま
した。一方、フェニックス・シーガイア・リゾートは自宅からは遠く、他
の施設にも使える優待券になるとうれしいです。

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。

貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうございます。当社のサー
ビスを体験していただきたいという想いから、株主優待を導入いたしま
した。今後も株主の皆様に一層楽しんでいただけるよう、優待内容につ
いては継続的に検討してまいります。

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
したら、下記までお問い合わせください。
（本社移転に伴い、
電話番号が変更になりました。
）
なお、土日祝及び会社休業

ご意見 2
セガサミー
より

面白いゲームの開発、海外展開に期待しています。

日は休みとさせていただきます。

現在、パッケージゲーム分野では『ソニックマニア』や『ペルソナ 5 』
『龍が如く6 命の詩。』などのタイトルが海外でも高く評価されており
ます。デジタルゲーム分野でも、今後海外展開を強化していく方針です。
これからも、
「モノづくりへのこだわり」を追求してまいります。

電話番号
開設時間

03-6864-2407
平日 9:00〜18:00

2019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

2月 2019年3月期第3四半期 決算発表
4月 2019年3月期通期 決算発表
6月 定時株主総会／「2019年3月期 株主通信 夏号」発行

当社 Web サイトリニューアルのお知らせ
この度、当社の Web サイト
をリニューアルしました。パ
ソコンのほかにタブレット
やスマートフォンからでも
見やすくなりました。右記
の QR コードからぜひご覧
くださいませ。

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。

https://www.segasammy.co.jp/japanese/

本社を移転しました !

〒141-0033

東京都品川区西品川一丁目1–1 住友不動産大崎 ガーデンタワー

15

