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株主の皆様へ

　株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこと
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、企業業績や雇
用環境の改善が進み、個人消費は回復の兆しを見せる
一方で、海外経済は概ね緩やかな回復基調にあるもの
の、政策の不確実性や地政学的リスクの影響など、先
行き不透明感は払拭されない状況が続いております。
　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等の各種デバイスは高性能化が
続き、ゲームコンテンツの多様化も進んでおります。
ゲーム業界では、ゲームをスポーツ競技として捉える 
eスポーツが注目されるなど、コンテンツの新しい楽し
み方を提供するための取り組みが加速しております。
　アーケードゲーム市場におきましては、法律の一部
改正により、青少年に対する入場時間の規制が緩和さ

れ、ショッピングセンター内のゲームコーナーで家族連
れの利用者が増加し、また業界全体の市場活性化に向
けた取り組みが新しいユーザー層の開拓につながった
ことで、市場は回復の兆しが見えております。
　ゲーミングビジネスに関しましては、世界各地で新規
カジノ施設やカジノを含む IR（統合型リゾート）施設の
開業や開発が進み、ゲーミング市場は成長を続けてお
ります。また、若者のスロット離れに対する対策として、
スロットマシンへのスキル要素（プレーヤーの腕前）の
導入が北米の一部の州で合法化されるなど、ゲーミン
グビジネスのさらなる活性化に向けた施策が具体化さ
れております。
　健康市場におきましては、社会全体における健康意識
が高まる中で、シニア世代や女性層を中心に、健康や体
力の向上を余暇の目的とする割合が年々上昇する傾向
にあり、スポーツ志向、健康志向、そして高齢化に加え、
ボディメイクに取り組まれるお客様も着実に増加すると
ともに、対応商品へのニーズも多様化しております。
　このような状況の下、当社グループは、お客様の
ニーズに適切に対応してまいりました。世の中の変化
をいち早く捉え、今後も皆様のご期待に応えられるよう
グループ一丸となってチャレンジを続けてまいります。
　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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連結決算ハイライト

　当連結会計年度の売上高は2,394億9千7百万円（前年度比4.2%増）、営業
利益は451億8千1百万円（前年度比24.3%増）、税引前利益は447億9百万円
（前年度比25.9%増）、親会社の所有者に帰属する当期利益は305億7百万円
（前年度比17.6%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、モバイルゲームでは、国内
向けに『ときめきアイドル』、『クイズマジックアカデミー ロストファンタリウム』の
２タイトルを新たに配信いたしました。そのほか、『実況パワフルプロ野球』、『遊
戯王 デュエルリンクス』、『プロ野球スピリッツA（エース）』などのタイトルも堅
調に推移いたしました。カードゲームでは、『遊戯王トレーディングカードゲーム』
を引き続きグローバルに展開いたしました。家庭用ゲームでは、メタルギアシ
リーズのスピンオフタイトル『METAL GEAR SURVIVE』を発売いたしました。
また、『ウイニングイレブン 2018』（海外名『PRO EVOLUTION SOCCER 
2018』）も、引き続き堅調に推移いたしました。
　アミューズメント事業におきましては、ビデオゲーム『麻雀格闘倶楽部 豪華絢
爛』にハイグレードモデル筐体が加わり、引き続き堅調に稼働しているほか、音
楽ゲーム『beatmania IIDX 25 CANNON BALLERS』や『DANCERUSH 

STARDOM』が稼働を開始いたしました。メダルゲームでは『アニマロッタ おと
ぎの国のアニマ』の新筐体や、『GI-World Classic』、『MARBLE FEVER（マー
ブルフィーバー）』が稼働を開始いたしました。また、前年度に発売した『GI優駿
倶楽部』が長期安定稼働を維持し、追加受注により好調に推移いたしました。
　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「ConcertoTM（コンチェルト）」シリーズを中心に、ロングセラー商品の
「PodiumⓇ（ポーディアム）」シリーズ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。
　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見せる健康機器
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。

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
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注： 2013年度は米国基準、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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トピックス

『実況パワフルプロ野球2018』、『スーパーボンバーマン R』
KONAMIの人気コンテンツが絶好調

　1994年に第1作を発売し、累計販売本数が2,180万本
（2018年3月時点）を超える野球ゲーム「実況パワフルプロ
野球」シリーズの最新作『実況パワフルプロ野球2018』が
好評です。今回の「パワプロ」では新モード「LIVEシナリオ」
が追加され、その日にあった実際のプロ野球の試合のター
ニングポイントをゲーム内でミッションとして遊ぶことがで
きます。さらにシリーズ初となるVR対応では、まるで球場
内にいるかのような臨場感で試合を楽しむことができます。
　『スーパーボンバーマン R』は、マルチプラットフォーム
で新たにリリースし、さらに多くの方にプレーしていただい
ています。シンプルな操作と奥深い戦略性で、パーティー
ゲームとして様々な世代の方に楽しまれており、好調に推移
しています。
　KONAMIはこれからも人気のコンテンツを多彩な魅力あ
る商品・サービスとして展開し、世界中のお客様に楽しんで
いただける機会を提供します。

マーブルで遊ぶ新感覚メダルゲーム
『MARBLE FEVER』が好評稼働中

　KONAMIのメダルゲームフィーバーシリーズ最新作
『MARBLE FEVER（マーブルフィーバー）』が全国のア
ミューズメント施設で好評稼働中です。
　『MARBLE FEVER』は、マーブル（ガラス球）を使った
新しいプッシャー型メダルゲームです。マーブルならではの
爽快な動きや多彩な光の演出で、メダルを入れるだけで楽
しいゲームを実現しました。さらに、たくさんのギミックを
無数のマーブルが駆け巡り、プレーヤーだけではなく見て
いるお客様も楽しめます。
　たくさんのマーブルを使ってジャックポットを狙うという
シンプルなゲーム性と、大量のマーブルが筐体天井部分か
ら一斉に流れ出る大迫力の演出で、初めてメダルゲームで
遊ばれる方からメダルゲームファンの方まで、幅広いお客様
にお楽しみいただけるゲームです。
　KONAMIはこれからも新しい遊びを提案し、より多くの
お客様に、「面白い」「楽しい」を届けていきます。

アミューズメント事業デジタルエンタテインメント事業

© Konami Digital Entertainment
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スポーツクラブ「エグザス」出店拡大
居心地の良い地域のスポーツスポットを目指して

　コナミスポーツクラブは、その時代に求められるフィット
ネスクラブとして、居心地の良い地域のスポーツスポットを
目指し「エグザス」の出店を拡大しています。
　この春、「エグザス 赤羽」（東京都北区）、「エグザス 志木」
（埼玉県志木市）、「エグザス なかもず」（大阪府堺市）の3施
設を新たにオープンしました。｢エグザス 赤羽｣は、世界で
人気のグループフィットネスプログラム「レスミルズ」やバイ
クエクササイズの「トップライド」など、豊富な燃焼プログラ
ムを提供しています。「エグザス 志木」は、充実のトレーニン
グマシンとスタジオプログラムでお客様一人ひとりに合わ
せたプランを提供しています。「エグザス なかもず」は、開
放的な施設の中でストレスを解消していただけるプログラ
ムを揃え、お客様に「自分づくり」ができる空間を提供して
います。
　コナミスポーツクラブのブランド「エグザス」は、スポー
ツが人々の日常にとけこみ、もっと気軽に、身近にスポーツ
を楽しんでいただける環境を提供し、より多くの皆様の健康
づくりをサポートしていきます。

トピックス

カーニバル・コーポレーション社のクルーズ客船100隻以上で
『SYNKROS®（シンクロス）』導入決定

　KONAMIのカジノマネジメントシステム『SYNKROS®』
が世界中でクルーズ客船を運航しているカーニバル・コー
ポレーション社の客船に導入されることが決定しました。
　『SYNKROS®』は、カジノ施設に設置されたスロットマシン
の情報や顧客情報、会計などの管理をリアルタイムで行うこ
とができるシステムです。データベースに蓄積された情報を
分析することでマーケティングツールとしても活用することが
でき、これらの機能によりカジノ施設の運営を最適な状態に
保ち、良質な顧客サービスを提供することができます。
　カーニバル・コーポレーション社は『SYNKROS®』のシ
ステムが安定していることや既存システムに柔軟に対応で
きることなどの理由から、保有する100隻以上の客船に導
入することとしています。
　KONAMIは、カジノオペレーターがよりスムーズな施設
運営を行えるように『SYNKROS®』の開発を進め、多様化
する市場の期待に応えることで業界のトップカンパニーを目
指していきます。

ゲーミング＆システム事業 健康サービス事業
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　コナミホールディングスは、2017年度に引き続き、保
険者と連携して優良な健康経営を実践している法人とし
て、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康
経営優良法人2018（ホワイト500）」に認定されました。
　「健康経営優良法人2018（ホワイト500）」は、経済産
業省が、経済界・医療関係団体・自治体のリーダーから
構成される日本健康会議と共同で昨年度から実施してい
るもので、保険者と連携して優良な健康経営を実践して
いる大規模法人を顕彰し、健康経営実践法人の拡大を図
るものです。今回は、541法人が「大規模法人部門（ホワ
イト500）」に認定されました。
　コナミグループでは、従業員がその能力を十分に発揮
できる環境を整え、従業員と会社がともに成長できる 

関係の構築を推進しています。従業員の健康管理、健康
づくりをサポートするため、看護師が事業所に駐在し、産
業医とともに健康管理の基礎となる定期健康診断を実施
しているほか、従業員から健康等に関する相談を気軽に
受け付ける体制を整えており、様々な健康保持・増進、
ワークライフバランスの推進に関する取り組みを行って
います。
　また、日本有数の規模を誇る総合型健康保険組合「関
東 ITソフトウェア健康保険組合※」と連携し、従業員とそ
の家族の健康保持増進に努めています。
　コナミグループは、今後も従業員が元気で仕事に取り
組める環境を整備し、従業員の身体と心の健康を積極的
にサポートします。

2年連続「健康経営優良法人2018（ホワイト500）」に認定

CSR（企業の社会的責任）活動

※ 関東 ITソフトウェア健康保険組合は、加入事業所数7,069社、被保険者数475,454人（2018年4月末現在）の総合型健康保険組合で、当社取締役副社長が理事長を務めています。

今回コナミホールディングス株式会社とともに認定された
コナミグループの会社

株式会社コナミデジタルエンタテインメント
株式会社コナミアミューズメント
株式会社コナミスポーツライフ
Konami Gaming, Inc.アジア支店
コナミビジネスエキスパート株式会社
コナミリアルエステート株式会社
株式会社インターネットレボリューション
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　1995年に第1作を発売した家庭用ゲーム「ウイニング
イレブン」シリーズが、この春、世界累計販売本数1億本
を達成しました。また、2017年5月から約150の国と地
域で配信しているモバイルゲーム『ウイニングイレブン 
2018』は、世界累計1億ダウンロードを突破しました。世
界中で「ウイニングイレブン」の人気が高まる中、中国の
インターネットサービス大手であるNetEase（ネットイー
ス）と協業し、遂に中国でも「ウイニングイレブン」シリー
ズのモバイルタイトルを配信します。
　今回配信するのはアクションサッカーゲームとして名高
い『ウイニングイレブン 2018』と、『ウイニングイレブン 
カードコレクション』の2タイトルです。
　「ウイニングイレブン」シリーズは、すでに国内外の多
くの地域でお客様にお楽しみいただいていますが、今回

新たに大きな市場規模を誇る中国で配信することにより、
さらなる発展が期待できます。
　また、「ウイニングイレブン」シリーズは、今年８月にイン
ドネシアで開幕する「第18回アジア競技大会 ジャカルタ・
パレンバン」で行われるeスポーツタイトルとして家庭用
ゲーム『ウイニングイレブン 2018』が選出されたほか、
2019年に茨城県で開かれる第74回国民体育大会「いき
いき茨城ゆめ国体」の文化プログラムでの競技としても採
用が決定され、eスポーツとしても注目を集めています。
　KONAMIは「ウイニングイレブン」シリーズを通じて、
世界中のサッカーファンの皆様に“プレーしても見ても楽
しい”サッカーの魅力をお届けすると同時に、これからも
ご支援いただけるコンテンツとして「ウイニングイレブン」
をさらに飛躍させるよう努めていきます。

「ウイニングイレブン」のさらなる飛躍

KONAMI最前線

© Konami Digital Entertainment © Konami Digital Entertainment
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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
従　　業　　員　　数 4,706名（連結）
ホ ー ム ペ ー ジ  https://www.konami.com

会社概要 （2018年3月31日現在） 株式の状況 （2018年3月31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8,266,259株）
株主数： 29,291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） 22,190 16.41

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） 10,612 7.85

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） 2,940 2.17

株式会社三井住友銀行 2,017 1.49

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 
505234 1,875 1.39

CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS 
ACCOUNT ESCROW 1,812 1.34

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 
505223 1,607 1.19

（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


