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◎14.3期 3Qの営業状況 

 当社の正式な決算は半期ごとに発表されるが、1Qと 3Q

についても貸玉収入と遊技業収入、店舗数などの営業状

況が管理会計ベースで公表される。概要は以下の通り。 

 

 業績に直結する部分の話をすると、3Qの遊技業収入(＝

店舗粗利)は前年同期から 4％増収。3Qまで累計でも

1.4％増収であり、上期、とくに減収だった 1Qの遅れを

カバーした形である。 

 ただし、ホールの営業状態という意味では貸玉収入で

把握するほうがより正確であり、この点では 3Qはむしろ

弱かった。とくに 4円パチンコを中心とする既存ダイナ

ム店舗の苦戦が目立つ。 

 一方で 1円パチンコ中心のゆったり館は好調を維持。

店舗数が増えてきているので全体が伸びているのは当然

として、店舗あたりで見ても貸玉収入、遊技業収入とも

に伸びている。アベノミクスによりデフレ脱却、景気回

復が株式市場のテーマとなって 1年以上が経つが、パチ

ンコ業界までは波及するには至っていない、という印象

だ。 

 なお、信頼の森が前年同期との比較では貸玉収入、遊技業収入ともに大きく落ち込んでいるが、これはゆった

り館への業態転換によって店舗数が減少したことが大きく、とくに懸念する必要はない。 

 

 

 

1Q 2Q 3Q

Gross pay-ins 貸玉収入 0.3% 1.1% -1.0%

Traditional halls 既存店舗 -6.8% -4.5% -6.8%

Yuttari kan ゆったり館 37.4% 29.1% 27.6%

  Per store 店舗あたり 20.5% 13.2% 11.4%

Shinrai no mori 信頼の森 -12.6% -13.2% -15.7%

Total revenue 遊技業収入 -1.3% 1.5% 4.0%

Traditional halls 既存店舗 -6.1% -2.2% 0.3%

Yuttari kan ゆったり館 15.4% 15.5% 18.0%

  Per store 店舗あたり 1.1% 1.3% 6.8%

Shinrai no mori 信頼の森 -19.7% -19.3% -17.2%

Source: Company materials

Quarterly Revenue Trend (YoY change)

遊技業収入の四半期トレンド(前年同期増減率)

14.3期 3Qまでの当社の営業状況と業界環境について   福永大悟, Analyst 

3Q FY3/13 3Q FY3/14

Gross pay-ins 貸玉収入 692,459 693,566

　YoY 0.2%

Traditional halls 既存店舗 537,731 505,340

　YoY -6.0%

Yuttari kan ゆったり館 121,742 159,798

　YoY 31.3%

Shinrai no mori 信頼の森 32,986 28,428

　YoY -13.8%

Total revenue 遊技業収入 121,615 123,293

　YoY 1.4%

Traditional halls 既存店舗 79,761 77,618

　YoY -2.7%

Yuttari kan ゆったり館 33,342 38,761

　YoY 16.3%

Shinrai no mori 信頼の森 8,512 6,914

　YoY -18.8%

Numer of halls 店舗数 356 368

Traditional halls 既存店舗 176 174

Yuttari kan ゆったり館 139 160

Shinrai no mori 信頼の森 41 34

*Million yen Source: Company materials

Summary of 3Q 3/14 Revenue Information

14.3期3Qの営業概況
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◎消費税対応 

 4月から消費税が 8％に引き上げられる。どういう形で対処するかは ARJが当社の推奨を開始した 1年前から

の焦点の一つであった。結局のところ、事前に方針を明確に決めておくよりは、様子を見ながら複数の方策で柔

軟に対応していく考えのようだ。 

具体的には、 

① 費用は自社で負担し、機械コストを中心としたコスト削減でカバーする。 

② 現状で 0％である G景品利益率を変更する。 

 

 このうち①については解説が必要だろう。当社の年間の店舗粗利(＝遊技業収入)は 13.3期ベースで 1,639億

円であった。この 3％は約 49億円。消費税の上昇分を自己負担した場合、店舗粗利がこれだけ減少する、という

ことだ。ではこれをコスト削減でカバーできるのか。ポイントはパチンコ・パチスロ機の購入費。これは 13.3

期では年間 338億円であったが、今 14.3期は上期までですでに+27億円。現状のまま推移すれば増加幅は 50億

円規模になる見通しである。よって再び 13.3期の購入費レベルに戻せば、消費税分はちょうどオフセットでき

る計算となる。ただし、店舗数は 13.3期より増えている。世間から遅れているにしても、いずれパチンコ・パ

チスロ業界にも景気回復の恩恵が期待されるなか、機械への投資を削減することは店舗としての競争力を低下さ

せるリスクもはらむ。 

 そこで②が重要となってくる。パチンコホールの全国組織である全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)は

各都道府県ごとに傘下組合(県遊協)を有しており、そこでは景品利益率の変更によって顧客に転嫁していく方針

が打ち出されている。ただし、その取組は地域ごとに異なることもあり、全国展開する当社に対して強制力を持

つものではない。また、①と同様に顧客のパチンコ離れを招くリスクもある。しかし業界団体がこうした方針を

打ち出すことで、当社は第二の選択肢を手にすることになる。決してネガティブな話ではない、というのが ARJ

の捉え方である。 

 

◎業績見通し 

 前回 1月のメモから変更はない。為替(香港ドル、モンゴルトゥグルク)の動向次第では、ARJが想定するより

為替差益の減益幅が小さくなる可能性もあると見ているが、3月末日の為替レートで決まるため業績予想には織

り込んでいない。 

 

*As of 3/7/2014 ( Millions of yen , yoy : %)

Year SALES yoy OP yoy RP yoy NI yoy **EPS yoy **DPS

13/3 A 163,961 -3.3% 34,289 12.0% 33,436 17.4% 20,925 29.2% 28.2 29.2% 13.0

14/3 CE - - - - - - - - - - -

14/3 ARJE (OLD) 166,000 1.2% 29,300 -14.5% 28,500 -14.8% 17,800 -14.9% 24.0 -14.8% 13.0

14/3 ARJE 165,300 0.8% 32,900 -4.1% 32,100 -4.0% 20,100 -3.9% 27.1 -3.9% 14.0

15/3 ARJE (OLD) 178,000 7.2% 30,700 4.8% 29,900 4.9% 18,700 5.1% 25.2 5.0% 13.0

15/3 ARJE 170,100 2.9% 31,500 -4.3% 30,700 -4.4% 19,200 -4.5% 25.8 -4.5% 14.0

**Based on number of shares of 742,850,360 Source： Company data and ARJ

Eanings Trend　業績推移



アナリストによる証明 

 

本レポート表紙に記載されたアナリストは、本レポートで述べられている内容が、分析対

象銘柄の発行企業及びその証券に関するアナリスト個人の見解を正確に反映したものであ

ることをここに証明いたします。また、当該アナリストは、過去・現在・将来にわたり、

本レポート内で特定の判断もしくは見解を表明する見返りとして、直接又は間接的に報酬

を一切受領しておらず、受領する予定もないことをここに証明いたします。 

 

利益相反に関する開示事項 

 

株式会社アドバンストリサーチジャパン（以下「ARJ」）は、契約に基づき、アナリスト・

レポートの提供を継続的に行うことに対する対価を契約先証券会社より包括的に得ており

ますが、本レポートに対して個別に対価を得ているものではありません。レポート対象企

業の選定は ARJ が独自の判断に基づき行っているものであり、契約先証券会社を含む第三

者からの指定は一切受けておりません。 

担当アナリスト並びに ARJ と本レポートの対象会社との間には、重大な利益相反の関係は

ありません。 

 

免責事項 

 

当社の発行するレポート等はお客様への情報提供のみを目的としています。これらレポー

ト等は信頼できると思われる現在の公開情報に基づいて作成されていますが、当社はその

正確性、完全性に関する責任を負いません。当社はレポート等の情報を合理的な範囲で更

新していますが、変則的な間隔を置いて発行しているため、最新の情報と乖離している場

合があります。 

 

当社の発行するレポート等は、有価証券の売却もしくは購入を勧めるものではありません。

また、これらレポート等は、特定の投資目的、財務状況、もしくは要望を考慮したもので

もありません。配信される情報や分析、報道に関しては綿密な取材、調査に基づいたもの

であるものの、その正確性、信頼性、迅速性を当社が保証するものではありません。誤字、

脱字などによる単純な表記ミスなどの理由による場合も含め、何らかの理由により誤りで

ある可能性もあります。当社及び当社の発行するレポートを提供する如何なる関係者も、

視聴者及び利用者の有価証券及び金融商品の売買により生じた如何なる損失、費用の責任

を負わず、損害賠償に応じません。十分ご注意いただくようお願いいたします。 

レーティングシステム 

 

個別銘柄に対する株価判断（レーティング）の定義 

 

新規 Long：  新規に買いを推奨 

新規 Short:  新規に売りを推奨 

継続 Long： 新規の買いで推奨中、継続して買いを推奨 

継続 Short： 新規の売りで推奨中、継続して売りを推奨 

ポジション・クローズ（Long/Short）： 

買いの推奨、又は、売りの推奨に対する反対売買の推奨   

印象ポジティブ：  

印象はポジティブだが、直ちに買いの推奨をするものではない 

印象ネガティブ： 

印象はネガティブだが、直ちに売りの推奨をするものではない 

投資判断見送り：  

レポート発行時点においては、買い、又は、売りの推奨をしない  

 

 

目標株価が記載されている場合、対象レポートの種類により、下記の投資対象期間を想定

し、目標株価を設定しています。 

 

Research Report： ６～１２カ月 

Sales Note：  ６カ月以内 

ARJ Daily：  ６ヶ月以内 

 

尚、相場環境の変化、及び対象事業会社の動向を考慮し、株価の変動要素となりうる事象

が上記投資対象期間に含まれないと思われる場合には、別途、レポート本文中に、その旨

を明記する。  
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recent fact as the report is published at irregular intervals as appropriate.  

 

This research is not an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in any jurisdiction 

where such an offer or solicitation would be illegal. It does not constitute a personal recommendation or 

take into account the particular investment objectives, financial situations, or needs of individual clients. 
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Past performance is not a guide to future performance, future returns are not guaranteed, and a loss of 

original capital may occur.  
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ることをここに証明いたします。また、当該アナリストは、過去・現在・将来にわたり、

本レポート内で特定の判断もしくは見解を表明する見返りとして、直接又は間接的に報酬

を一切受領しておらず、受領する予定もないことをここに証明いたします。 
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印象はポジティブだが、直ちに買いの推奨をするものではない 

印象ネガティブ： 

印象はネガティブだが、直ちに売りの推奨をするものではない 

投資判断見送り：  

レポート発行時点においては、買い、又は、売りの推奨をしない  

 

 

目標株価が記載されている場合、対象レポートの種類により、下記の投資対象期間を想定

し、目標株価を設定しています。 

 

Research Report： ６～１２カ月 

Sales Note：  ６カ月以内 

ARJ Daily：  ６ヶ月以内 

 

尚、相場環境の変化、及び対象事業会社の動向を考慮し、株価の変動要素となりうる事象

が上記投資対象期間に含まれないと思われる場合には、別途、レポート本文中に、その旨

を明記する。  
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ると思われる現在の公開情報に基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性に関する責任を
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たものでもありません。配信される情報や分析、報道に関しては綿密な取材、調査に基づいたものである

ものの、その正確性、信頼性、迅速性を当社が保証するものではありません。誤字、脱字などによる単純

な表記ミスなどの理由による場合も含め、何らかの理由により誤りである可能性もあります。当社及び当

社の発行するレポートを提供する如何なる関係者も、視聴者及び利用者の有価証券及び金融商品の売買に

より生じた如何なる損失、費用の責任を負わず、損害賠償に応じません。十分ご注意いただくようお願い

いたします。 
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レポートの内容についてのお問い合わせは、下記セールスチームまでよろしくお願いいた
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アナリストによる証明 

 

本レポート表紙に記載されたアナリストは、本レポートで述べられている内容が、分析対

象銘柄の発行企業及びその証券に関するアナリスト個人の見解を正確に反映したものであ

ることをここに証明いたします。また、当該アナリストは、過去・現在・将来にわたり、

本レポート内で特定の判断もしくは見解を表明する見返りとして、直接又は間接的に報酬

を一切受領しておらず、受領する予定もないことをここに証明いたします。 

 

利益相反に関する開示事項 

 

株式会社アドバンストリサーチジャパン（以下「ARJ」）は、契約に基づき、アナリスト・

レポートの提供を継続的に行うことに対する対価を契約先証券会社より包括的に得ており

ますが、本レポートに対して個別に対価を得ているものではありません。レポート対象企

業の選定は ARJが独自の判断に基づき行っているものであり、契約先証券会社を含む第三

者からの指定は一切受けておりません。 

担当アナリスト並びに ARJと本レポートの対象会社との間には、重大な利益相反の関係は

ありません。 

 

免責事項 

 

当社の発行するレポート等はお客様への情報提供のみを目的としています。これらレポー

ト等は信頼できると思われる現在の公開情報に基づいて作成されていますが、当社はその

正確性、完全性に関する責任を負いません。当社はレポート等の情報を合理的な範囲で更

新していますが、変則的な間隔を置いて発行しているため、最新の情報と乖離している場

合があります。 

 

当社の発行するレポート等は、有価証券の売却もしくは購入を勧めるものではありません。

また、これらレポート等は、特定の投資目的、財務状況、もしくは要望を考慮したもので

もありません。配信される情報や分析、報道に関しては綿密な取材、調査に基づいたもの

であるものの、その正確性、信頼性、迅速性を当社が保証するものではありません。誤字、

脱字などによる単純な表記ミスなどの理由による場合も含め、何らかの理由により誤りで

ある可能性もあります。当社及び当社の発行するレポートを提供する如何なる関係者も、

視聴者及び利用者の有価証券及び金融商品の売買により生じた如何なる損失、費用の責任

を負わず、損害賠償に応じません。十分ご注意いただくようお願いいたします。 

レーティングシステム 

 

個別銘柄に対する株価判断（レーティング）の定義 
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ポジション・クローズ（Long/Short）： 

買いの推奨、又は、売りの推奨に対する反対売買の推奨   

印象ポジティブ：  

印象はポジティブだが、直ちに買いの推奨をするものではない 

印象ネガティブ： 

印象はネガティブだが、直ちに売りの推奨をするものではない 

投資判断見送り：  

レポート発行時点においては、買い、又は、売りの推奨をしない  
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し、目標株価を設定しています。 
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