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★『パチンコ・パチスロ産業関連データ』のご案内★
この度、ＰＴＢでは警察庁による最新公表データをはじめ、民間調査機関等が公表している最新の業
界関連調査データを基に、パチンコ・パチスロ産業の２０１０年の市場関連データを折り込んだ『パチン
コ・パチスロ産業関連データ』を作成致しました。
パチンコ・パチスロ産業の現状を広く皆様にご覧いただき、ご理解いただけたら幸いです。
なお、ＰＴＢ ＨＰに掲載しておりますので、ご覧ください。
http://www.ptb.or.jp/s̲pachinko̲slot̲industry̲data201108.htm

★業界誌に掲載されましたＰＴＢ関連記事★

ＰＬＡＹ ＧＲＡＰＨ
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★各委員会活動報告★
評価委員会
1. ＰＴＢ評価基準の見直し
評価委員会では、H２２年度の「第４回評価調査」を終えて、「第５回評価調査」に向けて「ＰＴＢ評
価基準」の見直しを行ってまいりました。
このたび、１０月１２日の評価委員会で改訂が完了しました。５〜６頁に掲載しておりますのでご覧く
ださい。
◆見直しの目的
今回の評価基準の見直しでは、企業を取り巻く環境の変化に柔軟に対応すること、および過去の調
査経験を通じた課題を的確にフィードバックすることによって、より実効性の高い評価基準へと改善させ
ることを目的として、以下の事項について実施しました。新規項目を追加しつつも、効率的な調査を可
能とすべく項目の集約を行ない、従来の１０分野１１２項目から１０分野９９項目へと改訂しました。
①株式公開への対応を意識し、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制への対応
（所謂 J-SOX 対応）について、非上場会社が対応可能なレベルにて評価基準に組み込んだ。
②調査対象となるホール経営企業より過去４回の調査を通じた評価基準の改善要望を募り、軽微
な表現修正から全面的な改訂までを含み、全１１２項目の３０％程度について改善を図った。
③評価委員および調査員（弁護士、公認会計士等）にて、各自の専門的知見および過去の調査経
験等を踏まえ、全面的に評価基準の見直しを行ない、新規項目の追加、項目の統合・削除、表
現の加筆修正等を図った。

２. ＰＴＢ会計基準の見直し(会計研究委員会)
２００７年３月に『ＰＴＢによるパチンコホールのための統一会計基準』を発表いたしましたが、その後、
リース会計基準の改正や税制改正などがあり、本年３月より「会計基準」の見直しを行ってきました。
今回の改訂は、「Ｊ-ＳＯＸ法」や「国際会計基準」、「株式公開」を中心に見直しを進めています。前
回の『ＰＴＢによるパチンコホールのための統一会計基準』は細則主義に基づき細かいルールを記載し
ておりましたが、今回はあくまで定義付け・考え方だけを示して、あとの細かいルールは会社ごとに経営
者が会社の実情を踏まえて決めるという考え方で進めております。
１１月の評価委員会を経て、本年中には発表の予定です。

◆最近の委員会報告（2011 年 8 月・9 月・10 月）
活動報告

日時

時間

討議内容

第 75 回会議

2011 年 8 月 10 日

9：00〜11：30

PTB 統一会計基準見直しの件
PTB 評価基準見直しの件

第 76 回会議

2011 年 9 月 14 日

9：00〜11：00

PTB 統一会計基準見直しの件
PTB 評価基準見直しの件

第 77 回会議

2011 年 10 月 12 日

9：00〜11：00

PTB 統一会計基準見直しの件
PTB 評価基準見直しの件・改訂の完成
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有識者懇談会
≪TOPICS≫
有識者懇談会 座長 和田 裕 氏の著書が出版されました。
『風に向かって走れ』
２０１１年１０月１５日発行 ㈱文芸社

¥1,500（税抜き）

詳しくは ↓ をご覧ください（文芸社 ＨＰ）
http://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/978-4-286-10841-4.jsp

『有識者メッセージ第４弾』発信予定！
有識者懇談会では、第１弾メッセージを H２０年６月３０日に発信して以来、これまでに H20 年１１月２０日に第２弾、H21 年８月
１０日に第３弾と、合計３回の発信を実施してきました。そして今回、今までよりも、幅広く、多くの一般国民の皆様に、パチンコ業界
の実情を知って戴き、理解し、共感し、納得して戴けるような内容のメッセージとするべく、これまでの数回にわたる懇談会にて、委
員同士で意見交換し、真剣な討議を重ねております。その考え方の基本は以下の通りです。
１．幅広く、多くの一般国民（パチンコ遊技をしたことが無い方々を含む）に発信する事を目指すため、そうした方々が理解出来る内
容、文章にして、業界用語は一切使用しない事としています。
２．パチンコホール業界を一つの産業として捉え、金（売上や粗利（推定値）、納税額等は他産業比較する、東日本大震災の支援
金額等）、物（遊技機や液晶製造企業名、実績状況など）、人（新卒採用数、業界雇用者数、関連人員数など）を記載します。
３．パチンコ業界の良い点、悪い点（問題点）を明確に情報として開示していきます。
４．一般国民の方々の目線を意識し、パチンコホール業界を見て、関心があると思われる点、嫌いと思われている点、疑問点等に、
出来るだけ応えられる形、内容の、判り易いメッセージにしていきます。
５．「アンチパチンコ」の人が存在する一方で、「知パチンコ」と呼べるような、パチンコ遊技を真面目に取り上げ、発言する知識人が
目立つようになってきています。今回のメッセージ発信がそうした方々との連携のためのきっかけ作りにしていきます。
６．発信の仕方は、これまでの業界に近い方々への発信から、より多くの一般国民の皆様へ伝えていく事を目標として、可能な限り
でのメディア活用を良く検討して、実施していきます。

◆最近の懇談会報告（２０１１年９月）
活動報告

日時

時間

第３９回会議

2011 年 9 月 12 日

10：00〜12：00

※定例会議は２カ月に１回の開催となります。
討議内容
評価委員会・事務局からの報告
委員による討議 「メッセージ第４弾発信に向けて

ＰＴＢ今後のスケジュール
2011 年

2012 年

11 月

２０１１．１０月末現在

７日

（月）

14：00〜16：00

有識者懇談会

９日

（水）

9：00〜11：00

評価委員会

12 月

21 日

(水)

15：00〜17：00

評価委員会

１月

18 日

（水）

9：00〜11：00

評価委員会

23 日

（月）

14：00〜16：00

有識者懇談会

22 日

（水）

9：00〜11：00

評価委員会

5日

（月）

14：00〜16：00

有識者懇談会

21 日

（水）

9：00〜11：00

評価委員会

2月
3月

第５回ＰＴＢ評価調査スタート（順不同）
１月〜３月

株式会社ダイナム、株式会社ニラク、
夢ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会社、株式会社アメニディーズ

１月

プレスリリース
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パチンコ懇談会
◆パチンコ懇談会活動報告
活動報告

日時

第1回
パチンコ懇談会

時間

討議内容
有識者懇談会ではなく、第 1 回パチンコ懇談会として実施

2010 年 11 月 15 日

14：00〜16：00

意見交換（堺屋氏と委員各位、社員会社三者による）
パチンコＰＲ DVD「パチンコホールが目指す明日への夢」上映

第2回
パチンコ懇談会

2011 年 2 月 28 日

第3回
パチンコ懇談会

2011 年 6 月 30 日

9：30〜11：30

第4回
パチンコ懇談会

2011 年 10 月 31 日

14：00〜16：00

14：00〜16：00

パチンコＰＲ DVD の活用法等についての協議
堺屋太一氏の提案、助言を受けて、また今後の懇談会の進め方

≪TOPICS≫
日
場
講

ゲストスピーカー堺屋太一氏による講演と新任委員紹介

ゲストスピーカー POKKA 吉田氏による講演と質疑応答及び
三者（吉田氏、委員、社員会社）による意見交換
ゲストスピーカー 葉梨康弘氏による講演と質疑応答及び三
者（葉梨氏、委員、社員会社）による意見交換

第４回ＰＴＢパチンコ懇談会開催

時 ： 2011 年 10 月 31 日（月） 14：00〜16：00
所 ： ＰＴＢ会議室
演 ： 自由民主党 前衆議院議員 葉梨 康弘 氏
『風適法改正の思想・経緯と現在のパチンコ業界の課題』
等について約１時間の講演のあと、質疑応答及び三者で意見交換を行いました。

講演概要 ：
1．昭和５９年改正以前の状況・・・・・・・・「風俗営業等取締法」と呼ばれていた時代
２．風適法改正の思想
改正を担当した当事者として施行準備や遊技機の規則関係を作ることに取り組んだ
３．７号営業の規定の整備
４．特異な制度である遊技機の認定と型式の検定
５．その後の風適法の変遷
６．パチンコ業界の課題・・・・・・・・・・・・・「遊技機の健全性」とは何か？
７．今後の諸規制のあり方
「遊技機の規制」のあり方、「全国斉一規制・裁量行政を無くす」、
「買い取り問題」・・・ スーパー古物商方式 と 正面突破方式 の考察

出席者リスト ：
委員

（敬称略）

座長

和田 裕

副座長

岩崎 秀雄

委員

黒瀬 直宏

委員

谷合 孝昭

委員

牛島 憲明

委員

内堀 良雄

委員

三堀 清

委員

神崎 邦子

委員

秋元 司

評価委員会委員長

横山 和夫

会員会社
株式会社ダイナムジャパンホールディングス

代表執行役社長

佐藤 洋治

株式会社ダイナム

代表取締役社長

佐藤 公平

株式会社ダイナム

取締役法務部部長

森

夢コーポレーション株式会社

代表取締役社長

加藤 英則

株式会社アメニティーズ

執行役員総務人事部長

山村 高士
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治彦

PTB評価基準（改訂版）-1
番号

分類

目的

G1
G2

ガバナンス
ガバナンス

株主総会の開催・運営
株主管理

G3

ガバナンス

株主配当に関する決定プロセス

G4
G5

ガバナンス
ガバナンス

取締役会の開催・運営
社外取締役

G6

ガバナンス

役員報酬の決定プロセスの適切性

G7

ガバナンス

取締役の利益相反行為

G8

ガバナンス

グループ管理体制

G9
G10

ガバナンス
ガバナンス

監査役による業務監査の実効性
社外監査役

K1

基本的姿勢

リスク管理に関する経営者の取組姿勢

K2

基本的姿勢

行動規範の策定と適切な運用

K3

基本的姿勢

リスク評価の仕組み

K4

基本的姿勢

重要なリスクへの対応

K5

基本的姿勢

企業情報の開示

TA1

態勢構築（フレーム）

運営組織の明確化

TA2

態勢構築（フレーム）

職務権限・分掌規程の明確化

TA3

態勢構築（フレーム）

リスク管理体制（意思決定機関）

TA4

態勢構築（フレーム）

リスク管理活動の推進

TA5

態勢構築（フレーム）

内部通報制度

TA6

態勢構築（フレーム）

教育研修制度

TA7

態勢構築（フレーム）

セルフチェックの活用

TA8

態勢構築（フレーム）

外部からの報告相談制度

TA9

態勢構築（フレーム）

緊急事態への対応

TA10 態勢構築（フレーム）

人事評価制度

TA11 態勢構築（フレーム）

給与・報酬の決定基準

TA12 態勢構築（フレーム）

募集・採用のプロセスと基準

TA13 態勢構築（フレーム）

業務改善等に関する提案制度

TA14 態勢構築（フレーム）
TA15 態勢構築（フレーム）
TA16 態勢構築（フレーム）

人員配置
ITに関する内部統制（開発・保守）
ITに関する内部統制（運用・管理）

TA17 態勢構築（フレーム）

ITに関する内部統制（アクセス管理等）

TA18 態勢構築（フレーム）
TA19 態勢構築（フレーム）

ITに関する内部統制（外部委託先管理）
情報セキュリティ管理態勢の構築

TB1

態勢構築（財務プロセス）

TB2

態勢構築（財務プロセス）

TB3

態勢構築（財務プロセス）

TB4

態勢構築（財務プロセス）

TB5

態勢構築（財務プロセス）

TB6

態勢構築（財務プロセス）

TB7

態勢構築（財務プロセス）

TB8

態勢構築（財務プロセス）

TB9

態勢構築（財務プロセス）

TB10 態勢構築（財務プロセス）
TB11 態勢構築（財務プロセス）

調査項目
株主総会は、その招集手続を含めて適法かつ適正に開催されているか。
株主の管理が適切に行われる制度が整備されているか。
株主配当に関する方針を明確にし、株主の意向と経営環境や経営戦略との均衡を十分
に考慮して配当案を決定しているか。
取締役会は、業務の必要性に応じて適切に開催されているか。
社外取締役がいるか。社外取締役の独立性は確保されているか。
役員報酬等（役員賞与、退職慰労金を含む）は定められた手続により適正に決定されて
いるか。
取締役と会社との間に直接または間接の取引がある場合、取締役の自己の利益とならぬ
ように法令に準拠して適切に審議しているか。
経営者および経営幹部は、グループ各社の存在意義を認識し、明確な企業グループの経
営戦略に基づいた管理体制ができているか。
監査役による監査は実効的なものとなっているか。
社外監査役がいるか。社外監査役の独立性は確保されているか。
経営におけるリスク管理の重要性、必要性が経営者に十分に認識され、その徹底のため
に必要かつ十分なリーダーシップが発揮されているか。
行動規範等が作成され、適切に運用することにより従業員に定着しているか。
事業目標の達成を阻害する要因となるリスクを洗い出し、評価する仕組みが整備されて
いるか。
重要なリスクの発生を防止する具体的な手続等の作成・周知・見直し等が計画的に行な
われているか。
企業情報を積極的に開示することにより、経営の透明性を高め、社会に広く理解される仕
組みを構築しているか。
会社の運営組織が明確に定められ、全ての従業員に定期的に伝えられているか。また、
経営戦略の変更などに応じ適宜、運営組織が見直されているか。
職務権限規程及び職務分掌規程が定められ、周知されているか。また、当該規程は遵守
されているか。
リスク管理に関する意思決定機関が整備され、全社的な取り組み状況の把握や問題点
への対応が実施されているか。
リスク管理活動を具体的に推進していく部署が明確になっており、定められた手続に基づ
いてリスク管理活動が計画的に実施されているか。
内部通報制度が公益通報者保護法を踏まえて適切に構築されており、リスクの早期発見
やリスク発生の抑止に役立っているか。
従業員が習得すべき知識や技能について、教育研修制度が体系的に整備されており、計
画的な教育研修が実施されている。
リスク管理に関する各種手続の遵守状況について定期的な自己評価により、改善が図ら
れているか。
社外からの苦情・相談への対応を行う体制が整備されているか。社外の幅広い理解を得
るために適切な対応がとられているか。
緊急事態（災害、事故、不祥事等）が発生した場合の体制や手順が定められ、従業員に
周知されているか。
業績評価、人事考課制度（以下、「人事評価諸制度」という）が確立されており、従業員に
その評価基準を周知しているか。また、評価結果が適切に従業員にフィードバックされ改
善を求める仕組みになっているか。
給与・報酬の決定基準が明確に定められ、それらは従業員に適切に伝えられているか。
決定基準には、業績評価・人事考課等が正しく反映されているか。
従業員を募集・採用する場合のプロセスと採用基準は明確かつ適切なものか。
従業員が生産性の向上、品質の改善などを発見した場合の提案制度が確立され、周知
徹底されているか。
従業員が適材適所に配置されているか。
情報システムに対する適切な開発、保守に係る管理体制が構築されているか。
情報システムに対する適切な運用・管理体制が構築されているか。
情報システムに対する内外からのアクセス管理等、システムの安全性の確保がなされて
いるか。
情報システムに対する外部委託に関する契約の管理体制が構築されているか。
情報セキュリティに関する態勢が適切に構築されているか。

経営計画の合理性を説明するための諸施策が整備され、適切な予算管理体制が整備・
運用されているか。
決算業務の前提となる会計方針、会計帳簿組織、規定等、経理体制等が整備・運用され
決算プロセスに関する内部統制（全般事項）
ているか。
財務情報を適時かつ適切に開示するため、内部統制が構築/整備され、運用されている
決算プロセスに関する内部統制（外部報告）
か。
月次決算の迅速化とその正確性を確保するため、内部統制が構築/整備され、運用され
決算プロセスに関する内部統制（月次決算）
ているか。
年次決算の迅速化とその正確性を確保するため、内部統制が構築/整備され、運用され
決算プロセスに関する内部統制（年次決算）
ているか(連結財務諸表を含む）。
税務申告を正しく行なうため、内部統制は構築/整備され、運用されているか
決算プロセスに関する内部統制（税務申告）
業務プロセスに関する内部統制（店舗における 店舗における営業の結果、売上高の認識、本社への回収すべき現金の管理について内
部統制が構築/整備され、運用されているか
売上計上及び営業回収金の管理）
パチンコホールの営業管理データの基礎である各種遊技球数及び営業管理システム間
業務プロセスに関する内部統制（売上/景品原
のデータの整合性の検証などを実施すること等により、売上高、景品原価の合理性を保
価の適正性の保証する営業データの合理性） 証するための内部統制は構築/整備され、運用されているか。
景品在庫管理の手順/方法が明確になっており、在庫数量の正確性、景品の受入/払出数
業務プロセスに関する内部統制（景品管理）
量について説明可能な仕組が構築/整備され、運用されているか
業務プロセスに関する内部統制（遊技機の購入 遊技機の購入/設置に関する発注、契約、支払、入替申請に関する一連の業務について、
/設置）
内部統制が構築/整備され、運用されているか。
景品業者、清掃/警備などの業務委託先の選定、発注、納品等の購買に関する内部統制
業務プロセスに関する内部統制（購買業務）
が構築/整備され、運用されているか。
予算管理制度の整備・運用について

―５―

PTB評価基準（改訂版）-2
番号

分類

目的

調査項目

TC1

態勢構築（反社会）

TC2

態勢構築（反社会）

TC3
TC4

態勢構築（反社会）
態勢構築（反社会）

（閉鎖会社を前提として）株主として承認する場合に、反社会的勢力等会社の経営を脅か
す存在を排除するために、どのような承認手続をとっているか。
反社会的勢力等との間の不適切な取引関係を排除するためにどのような対応をとってい
反社会的勢力等との不適切な取引関係の排除
るか。
反社会的勢力に対する危機管理対応
反社会的勢力に対応するための組織体制及び教育体制がありますか。
遊技機に対する不正への対応
各店舗において、遊技機に対する不正行為を防止する体制が整備されているか。

TD1

態勢構築（社会的要請）

地域社会への配慮①（ネオン、看板等）

TD2

態勢構築（社会的要請）

地域社会への配慮②（騒音）

TD3

態勢構築（社会的要請）

地域社会への配慮③（異臭等）

TD4

態勢構築（社会的要請）

地域社会への配慮④（駐車・駐輪）

TD5

態勢構築（社会的要請）

駐車・駐輪スペースおける安全の確保

TD6

態勢構築（社会的要請）

遊技環境（安全の確保）の整備

TD7
TD8
TD9

態勢構築（社会的要請）
態勢構築（社会的要請）
態勢構築（社会的要請）

遊技環境（お客様への積極的対応）の整備
タバコの喫煙対策
地域社会との交流
パチンコ・パチスロへの過度なのめり込み問題
対策

TD10 態勢構築（社会的要請）

特殊株主の排除

看板、屋外ネオン等の外装による広告等を地域環境にとけ込むものとするための基準は
あるか。また駐車場の照明等にも配慮しているか。
二重ドアや防音機能の付いた換気システム等、地域環境に配慮した店舗運営を実践して
いるか。
タバコ、生ごみ、店舗からの排気等の臭気により近隣に迷惑をかけていないか。
遊技機設置台数、立地条件等に対応した十分な駐車・駐輪スペースを確保し、近隣に迷
惑をかけていないか。
駐車・駐輪スペースにおける事故防止・防犯等のため、定期的に巡回する等のルールが
定められているか。
店舗内におけるトラブルを未然に防ぐとともに、発生した場合においても適宜迅速な対応
が図られる体制がとられているか。
快適な遊技環境を確保するための努力を図っているか。
間接喫煙被害を防ぐ対策をとっているか。
店舗は周辺地域との適切な関係を構築できているか。
顧客の遊技への過度なのめり込みを予防、または改善するための対策に取り組んでいる
か。

TE1
TE2

態勢構築（法令順守体制）
態勢構築（法令順守体制）

個人情報保護法への対応
廃棄物に関する対応方法

TE3

態勢構築（法令順守体制）

独占禁止法に関する対応方法

TE4

態勢構築（法令順守体制）

知的財産法への対応方法

TE5

態勢構築（法令順守体制）

消防法への対応方法

TE6

態勢構築（法令順守体制）

食品安全への対応方法

TE7

態勢構築（法令順守体制）

環境・省エネ対策

個人情報保護法を遵守するための適切な管理態勢が構築されているか。
廃棄物を適切に処理するための管理態勢があるか。
独占禁止法に抵触する行為について、従業員に十分に周知され、当該行為を管理するた
めの仕組みがあるか。
知的財産法に抵触する行為について、従業員に十分に周知され、当該行為を管理するた
めの仕組みがあるか。
消防法の遵守を含めて、実効性の高い防災対策がとられているか。
景品として提供される食品または店舗内で遊技者に対して提供される食品について、品
質が保持されているか。
環境規制等を含む環境問題への対応に積極的に取り組んでいるか。

TF1
TF2

態勢構築（法令順守体制）
態勢構築（法令順守体制）

風適法の遵守態勢
遊技機の設置・変更に関する届出

風適法を遵守するための全社的な管理体制が適切に構築されているか。
遊技機の設置・変更に際し、風適法に準拠するための仕組みがあるか。

TF3

態勢構築（法令順守体制）

営業所の設備等の変更に関する届出

営業所に関する変更（構造･設備等）について風適法に準拠するための仕組みがあるか。

TF4
TF5
TF6
TF7

態勢構築（法令順守体制）
態勢構築（法令順守体制）
態勢構築（法令順守体制）
態勢構築（法令順守体制）

18歳未満の者への対応
適正な景品の提供
適正な景品交換の仕組み
過大な営業対策の防止

TF8

態勢構築（法令順守体制）

広告におけるガイドライン

１８歳未満の者や高校生を入店させないための仕組みがあるか。
等価性や適法性等といった景品の適正性を確保するための仕組みがあるか。
景品交換を適正に行う仕組みを構築しているか。
顧客の射幸心をあおるような営業の抑制について会社として対応を図っているか。
折り込み広告、メール、ＨＰ、のぼり等販売促進において、用いてはならない表現等、広告
に関する具体的な基準を設定し、各店舗に周知しているか。

TG1
TG2
TG3
TG4
TG5

態勢構築（法令順守体制）
態勢構築（法令順守体制）
態勢構築（法令順守体制）
態勢構築（法令順守体制）
態勢構築（法令順守体制）

男女の均等な雇用機会に関する制度
雇用契約の締結・更新プロセス
労基法１０７条に定める重要書類の保管状況
賃金の支払及び控除
所定労働時間の設定プロセス及び設定内容

TG6

態勢構築（法令順守体制）

就業規則等の周知及び変更手続

TG7

態勢構築（法令順守体制）

懲罰規程の整備・運用

TG8

態勢構築（法令順守体制）

退職・解雇手続

TG9

態勢構築（法令順守体制）

割増賃金の支払い

TG10 態勢構築（法令順守体制）
TG11
TG12
TG13
TG14

態勢構築（法令順守体制）
態勢構築（法令順守体制）
態勢構築（法令順守体制）
態勢構築（法令順守体制）

男女の差別なく従業員を活用しているか。
労働契約の締結・更新のプロセスが法令に則って適切に行なわれているか
労基法１０７条に定める労働者名簿、賃金台帳が作成され、３年間保存しているか。
賃金の支払及び控除が適切に行われているか。
所定労働時間の設定プロセス・設定内容は労働基準法に適合しているか。
就業規則は社員に対し、周知されているか。また、就業規則に基づく労働条件の変更は、
適切に行われているか。
経営者は、定められたルールを逸脱した者に対して厳正かつ公平な対応を実施している
か。
解雇・雇止めの手続が法令に準拠した適切なものか。また、退職勧奨を行う場合の手順
が適切なものであるか。
時間外・休日・深夜労働をした場合、働いたすべての時間について割増賃金が支払われ
ているか。

管理職の範囲及び管理職に対する割増賃金の
支給
休憩時間の確保
休日の確保
３６協定の遵守
年次有給休暇の確保

TG15 態勢構築（法令順守体制）

家庭責任に対する休業の確保

TG16 態勢構築（法令順守体制）

健康診断の実施

TG17 態勢構築（法令順守体制）

安全衛生管理体制の構築

TG18 態勢構築（法令順守体制）

労働保険・社会保険の加入と上乗補償

TG19 態勢構築（法令順守体制）
TG20 態勢構築（法令順守体制）

セクハラ等の防止
障害者の雇用・活用

TH1

内部監査

内部監査体制の構築

TH2

内部監査

内部監査計画の適切性

TH3

内部監査

内部監査部門による監査業務の遂行

TH4

内部監査

監査結果の報告

TH5

内部監査

内部監査の効用

管理職の範囲は適切か、また管理職に対して割増賃金が適正に支払われているか
休憩時間は自由に利用できるか。また休憩の施設は整備されているか。
休日はどの程度付与されているか。
時間外又は休日労働をさせる場合、３６協定は締結されているか。
年次有給休暇は付与されているか。
女性社員に対して産前産後の休業を付与しているか。また、育児・介護に関する休業の
付与もしくは勤務時間短縮等の措置をとっているか。
従業員に対して健康診断を行っているか。
労働安全衛生法に則って、衛生委員会を設置し、衛生委員会での調査審議を通じて職場
における安全衛生上の問題点の改善が図られているか。
労働保険・社会保険に加入しているか。また、休業・休職に関する上乗補償制度等を導入
しているか。
セクハラ等の防止対策・事後対応が適切に行われているか。
障害者の雇用・活用について、積極的に取り組んでいるか。
他の部署から独立し適任者が配属された内部監査担当部署が設けられ、会社の行動規
範を遵守させるための監査体制ができているか。
内部監査人は自らの職務を遂行するため、具体的な年間計画をたて、必要に応じ社内の
関係者と連携して、その職務を遂行しているか。
内部監査部門が適切に監査業務を実施しているか。
内部監査担当者は、職務遂行の結果発見された事項及びその改善状況を、取締役会ま
たは経営者に適宜伝えているか。
内部監査の対象範囲が限定されず、会社経営の推進、行動規範の遵守、業務改善に役
立っているか。

―６―

ＰＴＢのご案内

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ＰＴＢについて
ＰＴＢ評価委員会は、ＰＴＢ評価調査を希望するパチンコホール経営企業に対して、毎年１回リスク管理と
企業統治の観点から、その経営状況・営業全般を、財務・非財務の両面から、内部統制の考え方つまり企
業内の組織・制度・規則等が仕組みとして確立され文書として記録が整備されているか、を厳格に調査・格
付けし、改善を促していきます。
ＰＴＢ定款（抜粋）
第３条（目的）
本会は、パチンコホール経営企業が、業務の適正化・健全化を図ることによって、広く社会からの信
頼を得ることを目的として、社員相互に協力する会であり、その目的に資するため、次に掲げる事業を
行う。
（１）パチンコホール経営企業その他遊技業界関係者以外の第三者によって評価委員会を設け、パチ
ンコホール経営におけるコンプライアンス及びコーポレートガバナンスを第三者の立場から厳格に
評価し、もって社員が広く社会に発展していくことを促し、かつ、社員が株式会社である場合に
は、その株式公開の実現を支援する事業。
（２）有識者懇談会を設け、パチンコホール経営企業その他遊技業界が広く社会からの信頼を得るた
めに必要な提案を広く社会に発表し、もって遊技業界の改善・改革を促す事業。
（３）前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業。

ＰＴＢ入社のご案内
１. ＰＴＢの目的
・ パチンコホール業界の社会的認知を高め業界全体の向上を目指す。
・ PTB 評価調査を継続的に受けることを通じてｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの改善を目指し、PTB 評価・格付けを致します。
・ 会員企業が株式会社である場合には、その株式公開の実現を支援致します。

2. 入社資格
ＰＴＢの目的に賛同し、ﾊﾟﾁﾝｺ産業全体の社会的認知を高めるために行動するパチンコホール経営企業であればご参加いた
だけます（ＰＴＢ社員規程第２条）。また、株式公開を目指すパチンコホール経営企業も是非ご参加ください。

3. 社員会社の権利
①評価調査を受ける権利
②社員総会の議決権
③PTB 各組織（評価委員会,有識者懇談会等）へのオブザーバー参加と会議議事録の入手
④専門委員会等の研究結果の入手
⑤本会主催のセミナーへの参加
⑥本会が配布する書籍等の入手

4. 入社に伴う費用
【入会金】 不要
【基 金】 100 万円以上
【年会費】 5,000,000 円
※社員総会における議決権票数は基金の拠出額に応じて変動します。
基金拠出額 100 万円から 200 万円までを議決権 1 票とし、200 万円を超え 400 万円まで 2 票、400 万円を超え
600 万円まで 3 票、600 万円を超え 800 万円まで 4 票、800 万円を超える場合は 5 票となります。

5. 評価調査 原則 年 1 回実施
6．評価調査費用 個社負担（約 500 万円/1 回につき）
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