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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、企業収益や雇
用環境の改善が続く中で、個人消費は緩やかな回復基
調で推移しておりますが、世界経済は米中の通商摩擦
や中東情勢の不安定化による世界的な経済の減退が懸
念されるなど、依然として先行き不透明な状況が続い
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
末等の各種デバイスは高性能化を続け、ゲームコン
テンツの多様化も進んでおります。また、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施策が
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、業界全体の
市場活性化への施策が新しいユーザー層の開拓に繋
がっております。さらに、eスポーツの普及・発展に伴
い、世界各地で多くの大会が開催されるなど、遊び方
の幅も広がり、市場は上昇基調にあります。
　ゲーミングビジネスに関しましては、世界各地でカジ
ノ施設やカジノを含む IR（統合型リゾート）施設の開業
や開発が進んだほか、オンラインゲーミング市場も成
長を続ける中で、スロットマシンへのスキル要素 (プ
レーヤーの腕前 )の導入やeスポーツベッティングなど、
若者をターゲットにした施策が進んでおります。
　スポーツ市場におきましては、「一億総スポーツ社
会」の実現に向け、スポーツ参画人口を拡大するため
の政府による取り組みが行われ、社会全体のスポーツ
に対する意識が高まっており、市場のさらなる活性化と

成長が期待されております。
　このような状況のもと、当社グループはお客様の多
様なニーズに適切に対応し、さらなる企業価値の向上
に努めてまいりました結果、当期の業績は順調に推移
いたしております。
　なお、当社は、2019年3月21日をもって創業50周
年を迎えます。今日まで成長を続けてこられましたの
は、株主の皆様のおかげであると、心より感謝申し上げ
ます。つきましては、株主の皆様に感謝の意を表すた
め、2018年度は普通配当に加えて、創業50周年記念
配当を実施いたします。
　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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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1,221億6千8百万円（前年同期
比5.9％増）、営業利益は250億2千7百万円（前年同期比0.3％増）、税引
前四半期利益は249億4千8百万円（前年同期比0.5％増）、親会社の所有
者に帰属する四半期利益は171億9千6百万円（前年同期比0.1％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、『ウイニングイレブン 
2018』（海外名『PRO EVOLUTION SOCCER 2018』）、『遊戯王 デュ
エルリンクス』、『実況パワフルプロ野球』、『プロ野球スピリッツA（エース）』
等のモバイルゲームが国内外で引き続き堅調に推移いたしました。
　またeスポーツでは、遊戯王シリーズの世界選手権「Yu-Gi-Oh! World 
Championship 2018」を開催したほか、『ウイニングイレブン 2018』が
「第18回アジア競技大会 ジャカルタ・パレンバン」のデモンストレーション
競技として採用されるなど、大きな盛り上がりを見せました。
　アミューズメント事業におきましては、『麻雀格闘倶楽部 豪華絢爛』、

『ボンバーガール』、『BASEBALL COLLECTION』等のビデオゲームの
稼働が好調に推移しているほか、『ボンバーマン・ザ・メダル』、『カラコロッ
タ 太陽とひみつの島』等のメダルゲームも稼働を開始いたしました。また、
『マジカルハロウィン６』の稼働も堅調に推移しております。
　ゲーミング＆システム事業におきましては、ビデオスロットマシン
「Concerto™」シリーズを北米・アジア・オセアニア市場を中心に展開し、
カジノマネジメントシステム『SYNKROS®』では、海外の大型クルーズ船
内のカジノ施設への導入が引き続き順調に推移いたしました。
　スポーツ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
金プランや自社プログラムの開発を引き続き推進いたしました。また、「卓
球スクール」、お子様向け「トランポリンスクール」を新たに導入し、運動ス
クールの充実を推進しております。スポーツ関連商品では、「コナミスポー
ツクラブオリジナル」商品の拡充やオンラインショップのデザインを刷新す
るなど、シェア拡大に努めました。

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

注： 国際会計基準（IFRS）に準拠して表示しています。

注：2018年10月31日付で「健康サービス事業」は「スポーツ事業」にセグメント
名称を変更しました。



3

トピックス

人気シリーズの最新作を多数紹介
「東京ゲームショウ2018」に出展

　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2018」に出展し、KONAMIを代表するコンテンツ
を多数紹介しました。
　今回は、「ウイニングイレブン」シリーズの最新作『ウイニン
グイレブン 2019』（海外名『PRO EVOLUTION SOCCER 

2019』）や『ハイパースポーツ R』といったグローバルコン
テンツに加え、恋愛コミュニケーションゲーム「ラブプラス」
シリーズのモバイルゲーム『ラブプラス EVERY（エブリィ）』
のプレイアブル出展を行い、発売前のゲームをいち早く体験
していただき、多くのお客様にご好評いただきました。
　さらに、「eBASEBALL パワプロ・プロリーグ」のエキシ
ビションマッチや、新作モバイルゲーム『ダンキラ!!! – Boys, 

be DANCING! –』のARを活用したダンスライブ、そして、
家庭用ゲーム「プロ野球スピリッツ」シリーズ最新作を発表し、
大きな盛り上がりを見せました。
　KONAMIはこれからも様々なデバイスや遊び方で、ゲー
ムを楽しんでいただける機会をお届けしていきます。

デジタルエンタテインメント事業

『ボンバーガール』『BASEBALL COLLECTION』 
全国のアミューズメント施設で好評稼働中

　8月より稼働を開始したアクションゲーム『ボンバーガール』
が、多くのお客様にお楽しみいただいています。ボムを駆使
してブロックを破壊していく『ボンバーマン』のシンプルな
ゲーム性をベースに、チームバトルの要素を加えたことで、
オンライン型陣取り合戦の面白さやeスポーツとしての楽しみ
方を幅広いお客様に感じていただける内容となっています。
　また、9月には『BASEBALL COLLECTION』の稼働を
開始しました。『BASEBALL COLLECTION』は、プレー
ヤーが実在する12球団の監督となり、選手カードを集め育
成しながら自分好みのチームを作り、勝利を目指す本格プ
ロ野球カードゲームです。
　また、常に最新の選手カードの払い出しを実現するなど、
プロ野球ファンの方々にもご満足いただける内容となってお
り、幅広い層のお客様に足を運んでいただくことで、ア
ミューズメント施設の活性化を図ります。
　KONAMIは今後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」をお届けしていきます。

アミューズメント事業

『ボンバーガール』

『BASEBALL COLLECTION』
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コナミスポーツクラブのさらなる充実を目指して
運動塾・運動スクールを積極的に展開

　KONAMIは新たに卓球スクールとお子様向けトランポ
リンスクールを開講し、運動塾・運動スクールの積極的な
展開を進めています。
　卓球スクールでは、独自の段階的指導プログラムと経験
豊富なインストラクターによる高品質なレッスンをご提供
し、大人の方やお子様を問わず、幅広い層の方に受講いた
だき、ご好評いただいています。
　お子様向けトランポリンスクールは、「運動塾」で長年培っ
てきたノウハウを活かした指導法で、お子様が効果的かつ
安全に技を習得できるだけでなく、様々なスポーツに役立
つ空中感覚を養うことができるスクールです。
　また、新感覚フィットネススペース「エグザス 梅田
X-STUDIO」をオープン、自社開発パーソナルプログラム
「Beauty Hip」の提供を開始するなど、人々の健康増進に
向けて、多方面からアプローチを行っています。
　KONAMIはこれからも人々のトータル健康パートナーと
して、心身の健康と充実した日常生活の実現をサポートして
いきます。

最新4Kビデオスロット筐体や顧客ロイヤリティ商品を紹介 

「Global Gaming Expo 2018」に出展

　KONAMIはアメリカ・ラスベガスで開催された、ゲーミン
グ業界最大級の展示会「Global Gaming Expo 2018」で、
最新のラインアップを紹介しました。
　4K解像度のモニターとスリム化したデザインを特徴とす
るビデオスロット筐体「KX 43™」を世界で初披露し、会場
で大きな注目を集めました。また、魅力的なゲーム性と革新
的な技術を取り入れた「Strike Zone™」や「Reels Up™」
など多様な商品を紹介し、多くのお客様にご好評いただき
ました。
　カジノマネジメントシステム『SYNKROS®』では、
Gaming & Technology Awards受 賞 商 品 で も あ る
「SynkConnect™」を紹介しました。近距離無線通信機能
を搭載し、従来のプレーヤーカードに加えて、モバイルデバ
イスで自分のアカウントの表示や管理が可能となるなど、プ
レーヤーの利便性が大幅に向上する内容となっております。
　KONAMIはこれからも、ゲーミング業界の未来を開拓す
る革新的な商品開発を行い、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。

ゲーミング＆システム事業 スポーツ事業
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　ゲームをスポーツ競技として捉えるeスポーツは、米国
やアジアなどを中心に盛り上がりを見せており、大会の観
客や視聴者はリアルなメジャースポーツに匹敵する規模
へと成長を続けています。KONAMIでは2001年から「ウ
イニングイレブン」シリーズ、2003年から「遊戯王オフィ
シャルカードゲーム」の世界選手権を、国内では2016年
から「実況パワフルプロ野球」シリーズの日本選手権を開
催し、ファンの拡大・活性化に努めています。
　今年5月には、「第18回アジア競技大会 ジャカルタ・
パレンバン」デモンストレーション競技のeスポーツタイト
ルに、KONAMIの『ウイニングイレブン 2018』が日本
のメーカータイトルとして唯一採用され、9月1日の大会
当日には、アジア地域予選を勝ち上がった8つの地域代

表選手によって初代アジア王者を目指す、白熱した試合
が繰り広げられました。日本からは、「KONAMIウイニン
グイレブン eスポーツアンバサダー」を務める杉村直紀
（すぎむらなおき）選手と相原翼（あいはらつばさ）選手の
2人が出場し、見事金メダルを獲得しました。国と国との
プライドをかけた熱き戦いは、eスポーツの新たな時代の
幕開けとなりました。
　「東京ゲームショウ2018」では、第18回アジア競技大
会に出場した成績上位の国・地域の代表によるエキシビ
ジョンマッチを開催し、アジアのトッププレーヤーによる
熱戦を通じて、グローバルに展開するKONAMIのeス
ポーツへの取り組みとその魅力をアピールしました。

さらなる発展に向けて
KONAMIコンテンツのeスポーツ展開

KONAMI最前線

「第18回アジア競技大会 ジャカルタ・パレンバン」 デモンストレーション競技の様子「第18回アジア競技大会 ジャカルタ・パレンバン」 優勝して喜ぶ日本代表選手
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　さらに、シリーズ最新作『ウイニングイレブン 2019』
は第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」文化プ
ログラムの競技タイトルとしても正式採用が決定し、大き
な注目を集めるなど、KONAMIサッカーコンテンツはe
スポーツ展開を加速しています。
　また、野球コンテンツではKONAMIの人気タイトルで
ある「実況パワフルプロ野球」シリーズ最新作『実況パワ
フルプロ野球 2018』を使用した、プロ野球eスポーツ
リーグ「eBASEBALL パワプロ・プロリーグ」を一般社
団法人日本野球機構（NPB）と共同で開催しています。
　今回の取り組みは、eスポーツを通して新しい野球の楽
しみ方を提供し、野球ファンの拡大を目指すという、NPB
とKONAMI双方の目的が一致したことを受けて実施す

るものです。NPBが統括するセントラル・リーグ6球団、
パシフィック・リーグ6球団のプロ野球全12球団それぞ
れに、eドラフト会議で指名した3人のeスポーツ選手を
登録し、ペナントレースを行う新しい取り組みとなります。
ペナントレースは11月10日に開幕し、現在熱き戦いが繰
り広げられており、2019年1月12日には日本一を決める
「e日本シリーズ」の開催を予定しているなど、今後の試
合結果に大きな注目が集まっています。
　KONAMIは今後もこのようなeスポーツへの取り組み
を通じて、コンテンツの魅力を広くお伝えし、お客様に楽
しさと感動をお届けしていきます。

「eBASEBALL パワプロ・プロリーグ」開幕

「eBASEBALL パワプロ・プロリーグ2018」eドラフト会議の様子
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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 https://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3月21日
設　　　　　　　　立 1973年3月19日
資　　　本　　　金  47,398百万円
連 結 従 業 員 数   10,345名 

（月間160時間換算の臨時従業員含む）
ホ ー ム ペ ー ジ  https://www.konami.com

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8,266,718株）
株主数： 31,488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） 23,391 17.30

一般財団法人上月財団 16,900 12.50

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） 9,992 7.39

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） 2,721 2.01

株式会社三井住友銀行 2,017 1.49

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 1,563 1.16

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 
505234 1,524 1.13

JP MORGAN CHASE BANK 385151 1,384 1.02

（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

株主メモ

会社概要 （2018年9月30日現在） 株式の状況 （2018年9月30日現在）




