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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。
　当社グループを取り巻く国内経済は、急速な円高進
行や個人消費の先行きも懸念され、景気の足踏み状態
にあります。また、英国のＥＵ離脱問題や新興国経済の
減速など、世界経済は依然として先行きに不透明感を
残しております。
　エンタテインメント市場におきましては、モバイル端末
や家庭用ゲーム機器などの各種デバイスの高性能化に
伴って、バーチャルリアリティ市場が成長しており、ゲー
ム業界におけるビジネスチャンスは拡大しております。
　ゲーミングビジネスに関しましては、観光資源の開
発などにより、国際的な広がりをみせているほか、ス
ロットマシンにプレイヤーのスキル要素を反映すること
が合法化される動きもあり、ビジネスチャンスの拡大
が期待されております。
　健康市場におきましては、スポーツ・健康志向、高
齢化に伴う介護予防に加え、ボディメイクの需要も増加
し、ニーズは多様化しております。また、家庭用健康機
器市場は低価格化が進み、多種多様な製品が発売さ
れ、新たな市場が広がりつつあります。
　当社グループはこれまで、日々変化する市場環境に
的確に対応し、柔軟かつ継続的な事業体への進化を経
営戦略の基本としてまいりました。この度、デジタル
エンタテインメント事業を構成するアーケードゲーム事
業部門と、同じく「BtoB」ビジネスである遊技機事業と
を一体化する事業再編を行い、「アミューズメント事業」

へと事業領域を変更いたしました。グループ創業時か
ら培ってきたアーケードゲームのビジネスノウハウを活
用してKONAMIブランドの高付加価値製品及びサー
ビスを提供するとともに、事業統合による合理化を追
求いたします。
　引き続き「コナミグループ」は競争力ある企業グルー
プとして価値向上を目指してまいりますので、株主の皆
様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。

代表取締役社長 
　上月 拓也
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第2四半期連結決算ハイライト

　当第２四半期連結累計期間の売上高は1,014億１百万円（前年同期比5.9％
減）、営業利益は170億４千万円（前年同期比36.9％増）、税引前四半期利益
は162億４千８百万円（前年同期比33.3％増）、親会社の所有者に帰属する
四半期利益は122億１千７百万円（前年同期比55.7％増）となりました。
　デジタルエンタテインメント事業におきましては、引き続き『実況パワフ
ルプロ野球』や『プロ野球スピリッツA（エース）』、『ウイニングイレブン 
クラブマネージャー』（海外名『PES CLUB MANAGER』）などのモバイ
ルゲームが堅調に推移いたしました。カードゲームにつきましては、８月に
「遊戯王トレーディングカードゲーム」の世界大会を実施するなど、世界中
の多くのお客様にご好評をいただいております。家庭用ゲームにつきまし
ては、９月に『ウイニングイレブン 2017』（海外名『PES 2017 -Pro 
Evolution Soccer-』）を発売いたしました。また、４月に発売した『実況パ
ワフルプロ野球2016』も引き続き堅調に推移しており、多くのお客様に楽
しんでいただいております。
　健康サービス事業におきましては、お客様の利用頻度に応じて選択でき

る料金プランや複数の施設を手軽に利用できる施設利用制度を展開する
とともに、“続けられる”をコンセプトにコナミスポーツクラブのサービス
の拡充と浸透に努めました。健康関連商品では、家庭用を中心として広が
りをみせる健康機器市場での認知向上、シェア拡大を目的に新たな健康関
連商品の開発に取り組んでおります。
　ゲーミング＆システム事業におきましては、主力商品であるビデオスロッ
トマシンの新筐体『Concerto（コンチェルト）』を中心に、「Podium（ポー
ディアム）」シリーズ筐体やカジノ・マネジメント・システム『SYNKROS（シン
クロス）』の販売を北米、アジア・オセアニア市場を中心に展開いたしました。
　アミューズメント事業におきましては、アーケードゲームの『麻雀 
格闘倶楽部 ZERO』や音楽ゲームを中心とした「e-AMUSEMENT 
Participation」タイトルが安定稼働を続けております。遊技機におきまし
ては、当社グループの音楽ゲーム『beatmania（ビートマニア）』とコラボ
レーションしたパチスロ機『SEVEN’S BEAT（セブンスビート）』を販売い
たしました。

より詳細な財務情報については、当社ホームページに掲載している決算短信などをご覧ください。
https://www.konami.com/ir/ja/ir-data

前年同期比

5.9%減
前年同期比

36.9%増

前年同期比

55.7%増

注： 2012年度、2013年度は米国基準で、2014年度以降は国際会計
基準（IFRS）に準拠して表示しています。
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コナミスポーツクラブ、フィットネスプログラムを全面刷新
きっと見つかる、動く楽しさ、続けられる魅力 ！

　コナミスポーツクラブは、全国のコナミスポーツクラブで
展開しているフィットネスプログラムを9月1日から全面刷
新しました。自社開発した筋力系プログラム『コアクロス』
をはじめ、心身ともに良質なリラクゼーションを目的とした
『ヨガ（心）』、達成感とシェイプアップ効果を目指す『ヨガ
（体）』を新設。このほかにも、エアロビクス系やダンス系、
筋力系、身体調整系、シニア世代向けなど多彩なプログラ
ムメニューを揃えて、楽しく充実したフィットネスライフをお
届けします。
　今回のプログラム刷新に合わせて新たにスタートした筋
力系プログラム『コアクロス』は、体幹を鍛えるエクササイ
ズで、身体の機能を高めたり、腹部や臀部を引き締めるシェ
イプアップ効果が期待できます。
　コナミスポーツクラブは、これからも皆様の「トータル健
康パートナー」として、運動がもっと身近で楽しいものとな
るアイデアの実現・普及に努め、より多くの人々の健康な
生活を応援していきます。

トピックス

様々なデバイスに広がる多彩な遊びを提案
「東京ゲームショウ2016」に出展

　KONAMIは9月に開催された国内最大級のゲームの祭典
「東京ゲームショウ2016」に出展し、「新しいコトの創出」を
テーマに幅広いラインアップを紹介しました。
　事前登録者数が70万人（2016年9月時点）を超え、ユー
ザーからの期待が高い『遊戯王 デュエルリンクス』は、世界
初となる体験台を出展し、モバイルゲームならではの直感
的な楽しさを体験していただきました。
　「ウイニングイレブン」シリーズ最新作『ウイニングイレ
ブン 2017』は、世界最初の公式大会のほか、イタリア・ミ
ラノで5月に決定したウイニングイレブン世界大会チャンピ
オンに挑戦できるイベントで、大盛況となりました。
　「実況パワフルプロ野球」シリーズも公式大会のほか、プ
ロ野球パシフィック・リーグ全６球団の公認大会や新作『実
況パワフルプロ野球 ヒーローズ』の発表で、パワプロの世
界をアピールしました。
　KONAMIは、時代の変化による遊びの多様化にあわせ
て、様々なデバイスに広がる多彩な遊びを提案することで、
コンテンツの魅力をお伝えしていきます。

デジタルエンタテインメント事業 健康サービス事業
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トピックス

最新の多彩なゲーミングマシンを出展 

「Global Gaming Expo 2016」

　KONAMIは、アメリカ・ラスベガスで9月27日～ 29日
に開催された、ゲーミング業界の展示会として最大級の規
模を誇る「Global Gaming Expo 2016」で、最新のライン
アップを披露しました。
　多人数で遊べる競馬ゲーム『Fortune Cup（フォーチュン 
カップ）』や、ゲームスキル要素を盛り込んだ『Beat Square
（ビート スクエア）』、『Frogger: Get Hoppin（フロッガー ゲッ
ト ホッピン）』をはじめとする、ＫＯＮＡＭＩが誇るアーケードゲー
ム技術を生かした商品は、ゲーミング業界に新たなジャンルと
コンセプトを示し、来場者から大きな反響がありました。
　また、カジノ・マネジメント・システム『SYNKROS（シン
クロス）』の最新シリーズ、『SYNKROS Dashboards（ダッ
シュボード）』、『SYNKROS Offers Management（オ
ファーズ マネジメント）』はデモンストレーションを行い、多
くのオペレーター様よりご好評をいただきました。
　KONAMIは、今後もお客様の多様なニーズに応える商
品やサービスを通して、世界中に新しい遊びと価値ある時
間をお届けしていきます。

「アミューズメント事業」が活動開始 
～アーケードゲーム事業部門と「遊技機事業」が事業統合～

　KONAMIは「アミューズメント事業」として、デジタルエン
タテインメント事業を構成するアーケードゲーム事業部門と
遊技機事業を一体化する事業再編を行いました。アミュー
ズメント事業では、アーケードゲーム・遊技機の制作、製造、
販売を担います。
　グループ創業時から培ってきたKONAMIのアーケード
ゲームは、音楽ゲームによるブームの創出や、オンライン接
続サービスにより新たな価値を作り出すなど、新しい遊び方
を提案することにより、お客様のご期待に応えてきました。
その開発力を遊技機に融合させることで、KONAMIならで
はの魅力ある商品展開を推進します。
　さらに新生アミューズメント事業では、アジア市場に向け
たゲーミング機器の開発を担うことで、コナミグループの持
続的な成長と企業価値向上に繋げていきます。
　KONAMIが築き上げてきたエンタテインメントのノウハ
ウを生かし、お客様にご愛好いただける、魅力ある商品作り
に取り組んでいきますので、これからのアミューズメント事
業にご期待ください。

ゲーミング＆システム事業 アミューズメント事業
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　KONAMIは、「株主を含むすべてのステークホルダー
との良好な関係の維持、並びに良き企業市民としての持
続可能な社会の発展に貢献する」ことを経営の基本方針
のひとつとして定め、保有するノウハウの活用などによ
り、様々なコミュニティで支援活動を行っています。
　また、コナミグループ各社で勤務する社員においても、
社員の親睦団体である「コナミグループ社員会」を通じ
て、支援活動を行っています。
　7月からコナミグループ社員会では、東日本大震災の
復興支援活動時にご縁ができた宮城県気仙沼地域で、
「シニア向け運動教室」を1年間実施することとしました。
　これは2011年にノウハウ提供した、高齢者の生活不活
発病や運動器症候群（ロコモティブシンドローム）などを
予防するための「体操教室」を、やめることなく続けてき

た地域の方々の努力に対して報いることと、今後も良い
関係が続くことを願って行うものです。
　また、8月からは岩手県陸前高田市で「こどもダンス教
室」を開催しています。
　同地域では、震災被害の影響から来るお子様の運動不
足による肥満が地域の問題として取り上げられており、
「こどもダンス教室」で音楽に合わせてからだを動かす楽
しさを体感していただくことで、お子様達の運動不足を
解消するきっかけになることを願って始めました。
　これら支援活動にかかる費用は、コナミグループの社
員からの義援金で賄っています。
　コナミグループ社員一同、今後も持続可能な社会作
りに貢献できるよう、出会いを大切にして活動していき
ます。

コナミグループ社員による復興活動の応援

CSR（企業の社会的責任）活動
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　「実況パワフルプロ野球」シリーズは1994年に家庭用
ゲームとして誕生して以来、20年以上にわたり楽しまれ
ているKONAMIを代表する野球ゲームです。
　2014年12月より配信中のモバイルゲーム『実況パワ
フルプロ野球』は累計2,600万ダウンロード（2016年9
月時点）を突破。2016年4月に発売した家庭用ゲーム『実
況パワフルプロ野球2016』は、ゲーム性やグラフィック
などで高い評価をいただき、50万本の出荷を達成するな
ど、大変好評をいただいています。
　この度、この人気シリーズに『実況パワフルプロ野球 
ヒーローズ』※と『実況パワフルサッカー』という2つの新
しいタイトルが加わります。
　シリーズ初となるニンテンドー 3DS向けタイトル『実
況パワフルプロ野球 ヒーローズ』は、多彩なキャラクター

を仲間に加えてチームを強化し、大会優勝を目指して
様々なチームと対戦していくゲームです。本格的な野球
の試合や友達との対戦をニンテンドー 3DSならではの
手軽さで楽しめます。
　モバイルゲーム『実況パワフルサッカー』は、「実況パ
ワフルプロ野球」シリーズとサッカーゲーム「ウイニング
イレブン」シリーズの2つのスポーツゲームがタッグを
組んだ、まったく新しい形のサッカー選手育成ゲームです。
『実況パワフルプロ野球』でもおなじみの「サクセス」モー
ドで自分だけのオリジナル選手を育成し、チームを強化し
て「スタジアム」モードで全国のプレイヤーのチームと対
戦、全国制覇を目指します。
　今後もKONAMIは、高品質なゲームを制作・提供し、
より多くのお客様に楽しさをお届けしていきます。

「実況パワフルプロ野球」シリーズの新たな展開

KONAMI最前線

※ 2016年12月15日発売予定
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株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月開催
基準日 定時株主総会 毎年3月31日
 期末配当金 毎年3月31日
 中間配当金 毎年9月30日
 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
および特別口座の 三井住友信託銀行株式会社 
口座管理機関 

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
　郵便物送付先 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
　電話照会先 ® 0120-782-031
　ホームページURL http://www.smtb.jp/personal/agency
公告の方法 当社のホームページに掲載する
 https://www.konami.com

商　　　　　　　　号 コナミホールディングス株式会社
英　　文　　商　　号 KONAMI HOLDINGS CORPORATION
本　　　　　　　　店 〒107-8323 
  東京都港区赤坂九丁目7番2号 
  TEL（03）5770-0573  
  FAX（03）5412-3300
創　　　　　　　　業 1969年（昭和44年）3月21日
設　　　　　　　　立 1973年（昭和48年）3月19日
資　　　本　　　金  47,398百万円
ホ ー ム ペ ー ジ  https://www.konami.com

会社概要 （2016年9月30日現在） 株式の状況 （2016年9月30日現在）

授権株式数： 450,000,000株
発行済株式総数： 143,500,000株 （うち自己株式8,261,409株）
株主数： 33,928名
大株主（上位10名）

株主名 持株数（千株）持株比率（%）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 18,264 13.51

一般財団法人上月財団 16,750 12.39

コウヅキホールディング 15,700 11.61

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 9,453 6.99

コウヅキキャピタル株式会社 7,048 5.21

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 3,201 2.37

CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS 
ACCOUNT ESCROW 2,169 1.60

ゴールドマン・サックス証券株式会社 2,092 1.55

株式会社三井住友銀行 2,017 1.49

BNPパリバ証券株式会社 1,963 1.45

（注）  持株比率は自己株式を控除して計算しております。

【単元未満株式の買取または買増請求について】

　所有される株式のうち、単元未満（100株未満）の株式につきまして
は、株式市場での売買ができず、株主総会での議決権もございません。
　当社では、このようなご不便を解消するために、単元未満株式の「買
取」または「買増」を請求できる制度を実施しています。
　詳細につきましては右記までお問い合わせください。

一般口座をご利用の株主様 口座のある証券会社

口座をお持ちでない株主様
（特別口座の株主様）

三井住友信託銀行　証券代行部
®  0120-782-031


