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８月★有識者懇談会からのメッセージ Vol.5 発信
「PTB 有識者懇談会」では、社会各層の有識者が自由に議論し、
パチンコホール業界のあるべき姿について意見を広く社会に発信していく
ことを目的としています。この度、前回の第４弾を発信して以来２年半
ぶりに、「有識者メッセージ」第５弾をまとめ、個別発送やホームページ
に掲載することにより対外発表いたしました。
長い間、大衆娯楽として愛され続けてきたパチンコ遊技は、昨今、若
者達からの支持が以前より減ってきていると聞きます。産業として存続し
ていけるかどうか、今、大事な岐路に立っていると感じています。「有識
者メッセージ Vol.５」を通じ、そのことをご理解いただければ有り難く存じ
ます。
今回、メッセージ第５弾を外部発信する際、アンケートを同封いたし
ました。８月から１０月にかけて発信した約 3,000 件について、30 件
の回答をいただきました。

有識者懇談会からのメッセージ Vol.5 アンケート集計結果
アンケート内容
Q1. 参考になりましたか？

選択肢
1．とても参考になった

16 名

2．参考になった

13 名

3．あまり参考にならなかった

1名

4．全く参考にならなかった

0名

Q2．どの段落が
1．「始めに」
参考になりましたか？ 2．「業界に黒船来る」
（複数回答）
3．「パチンコホール業界が、今、直面している問題点、課題」

４名
３名
11 名

4．「カジノ日本上陸により、新たに加わってくる課題」

12 名

5．「今後の展望と将来の望ましい姿」

20 名

6．「終わりに、締めくくりの言葉」
7．参考資料「カジノとパチンコに対する規制の比較表」

Q3．どのシナリオに
賛成ですか？

集計

8名
11 名

1．シナリオ 1 に賛成

１名

2．シナリオ 2 に賛成

13 名

3．シナリオ 3 に賛成

3名

4．無回答

1名

5. 考え中

１名

6. アンケートなし（初期に発信したアンケートには含まず）
１

11 名

「シナリオ 1~3」とは？ 「有識者懇談会からのメッセージ Vol.5」より抜粋
◆

今後の展望と将来の望ましい姿
＊パチンコホール業界が、今のまま、何も変わらずに継続していくことは、ほぼあり得ないだろうと考えています。つまり、今のまま、大枠として、何も変わら
ないでいたとしたら、業界は恐らく衰退し、最悪のケースでは、消滅することもあり得るのではないかと危惧しております。
＊そのための対応策はあるのでしょうか？ 対策は一つではないでしょうし、また、多面的に捉えていくことも必要かと思います。今後、考えていくべき展
望として、私達は、結局、三つの方向性のシナリオに絞られていくのではないか、と考えます。
*シナリオ１

パチンコ遊技は大衆娯楽であり、賭博ではないとして、賭博性を一切排除する方向に徹し、換金は無しとして景品交換所や専業の
問屋は認めないという方向で、一般景品による営業のみとなるシナリオです。

*シナリオ 2

パチンコ遊技は、一般の国民から見ると、実際には賭博に近いと思われていると、私達は理解していますが、60 有余年にわたる大衆
娯楽としての実績、歴史があるのも事実です。
カジノと比較される時期が来たとしても、いわゆる、三店方式が大勢において守られていないと聞く現状を根本的に改め、三店方式を
厳格に守り、換金を求める割合を引き下げる工夫に取り組み、順法精神に則った産業として存続していけるように、関係者が協力し
ていくとのシナリオです。

*シナリオ 3

日本でカジノが定着し、国民の賭博に対する考え方が、将来、容認の方向に大きく変化した場合に、現行の風適法の規制から離れ
て、より厳しい条件の下、パチンコ遊技の換金化を模索する方向性のシナリオです。
①カジノ関連の法律の下で、換金有りの遊技 と
②その法律外の換金無しの遊技 の２つが出来ることもあり得るでしょう。

Q4．今後、
どのような提言を
希望されますか？

業界団体は大同団結して政治力を強めて欲しい（P ホール）
三店方式の実現に向けた具体策(全国統一）（P ホール）
機械メーカーへの是正提言を業界団体総意の下、代表して提言して戴ければ、と思います。（P
関連企業）
現在、遊技業界が直面している問題に対する具体策を徹底して実行するための提言が必要と思
われます。例えば、シナリオの三店方式を 100％実行するためには、業界としてどうすべきか？等。
（P 業界団体）
パチンコ業界が歩んできた 60 有余年に渡る歴史と共に将来同業界が安定的に推移、成長する
ための望ましい姿への提案について希望させて戴き度存じます。（P 業界団体）
加えて、パチンコ人口拡大につながる提言を希望します。（P 業界シンクタンク）
業界内で仕事をしているとどうしても物の見方。考え方が業界基準になってしまう。今後も業界の
常識にとらわれない、外からのまっさらな意見をていげんしてほしい。（P 業界誌）
依存問題への取り組み（コンサルタント）
顧客層の世代交代を円滑かつ継続的に行える具体策、新規遊技台購入費用並びに一般管理
費の売上に占める割合の適正値の提言等をしていただけると非常に参考になります。（P ホー
ル）
行政への対応の迅速化、交換個数、一物一価等への対応（P ホール）
換金問題の合法化への施策（ダイナムの香港メインボード上場への三店方式の説得論）（P ホ
ール）
今回の資料送付誠に有難う御座います。貴団体では PCSA の有志により設立されたと承知して
おります。今回の資料内のメッセージに関しては、今後の我業界の先行きを左右するであろう重要
なメッセージだと受け取りました。日頃 PCSA の情報発信などを見ますと同様であろうと思います。
正直私共お会社は佐賀県とう一地方で４店舗経営をしておりまして、PCSA の提言される内容
に対して賛同したいという気持ちは高いです。しかし、感覚的に PCSA の敷居の高さを感じるのも
事実です。他社も同様に感じている方々はいると思います。貴団体を含めた団体の良い考え方を
もっと賛同者を増やす為に地方での説明会等で啓蒙しては頂けませんか？最終的には気持ちが
通じた賛同者の数で動きが決まる、そう考えております。共に頑張りたいと思います。ありがとうござ
います。（P ホール）

２

全く先が見えない今、ホール、メーカーetc.業界に係る者全員が、ひとつの方向に一点集中し風穴
を開けるべきと存じます。その一点とは何なのか？自分さえ良ければいい業界体質が抜けて「一
点」に集中すべきです。その一点を皆が考える行動力（P ホール）
行政の言いなり業界、行政のメッセンジャー機関である組合、行政、メーカー、大手ホールの三位
一体構造に立ち向かって欲しい。（P ホール）
射幸性への過度の依存によらずとも楽しめる機械が生まれるよう、設計面での規制緩和
← を実現する為に、警察を向いても発言をお願いしたいです。
保通協での理由なき高コスト体質、不透明？な実態を暴くのは、業界の地位向上にはむしろ害
になる面も大きいのですが、手づかずとう訳にもいかないと思います。（P ホール）
遊技機メーカーの今後の機械作りについて、
多面的に見ましても、もっと MY を落とすべきだと感がいています。
本来の問題からすれば、ここに規制を定めるべきだと思います。（P ホール）

Q5．意見・感想など自由に ホールを取り巻く業界団体、企業の横暴がはげしい、ユーザー、ホールからの搾取がひどい、（行政
の指導公正取引委員会等。）（P ホール）
パチンコ業界もカジノのように特区を作り、賭博に特化したものと娯楽に特化した健全な遊戯で二
極化したらどうか。（青年会議所）
このような提言をチェーン店、都市部だけではなく、単独店、地方にまで、ご理解戴けるようにして
戴きたく思います。（P 関連企業）
色々な情報を拝見させて戴き誠に有難うございます。（P 業界団体）
もしオブザーバー参加が可能ならば、是非宜しくお願いいたします。私もパチンコ業界に関わる一員
としてお役にたてれば幸いです。（業界シンクタンク）
Ｑ３ に同じ。より厳しい目線での提言をお願いしたい。（P 業界誌）
カジノ業界からパチンコ業界がどのように見られているかについて、議論を深めて戴きたい。（コンサ
ルタント）
第５弾にて初めて貴会の活動を知り得ました。（P ホール）
非常に参考になりました。今後５年１０年先を見据えた動きが必要であると改めて感じました。
（P ホール）
本業界における会計処理の統一化（P ホール）
大資本と規模で中小店を潰していく大手の出店戦略が続く限りこの業界に希望は無い。（P ホー
ル）
業界の問題に真正面に向き合い、前向きで且つ具体的な改善策に共感できますし、学ばせてい
ただきました。今後とも情報の発信を宜しくお願い申し上げます。ありがとうございました。（P ホー
ル）

アンケートにご回答くださいました皆様、誠にありがとうございました。今後の PTB 活動に活かして参りたいと存じます。

９月★２０１５年版 『パチンコ・パチスロ産業関連データ』 発行
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礎に、パチンコ・パチスロ産業の
２０１３年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』について、内容のデータ更新を行い、PTB ホームページに掲載
するとともに関係先に配布いたしました。
３

１1 月★PTB 社員会社実務者セミナー2015 開催

★ＰＴＢ評価委員会

一部改訂をした「PTB 評価基準」（９7 項目）について、社員会社実務担当者向けの説明会を昨年に引き
続き下記の要領で開催いたしました。5 社より実質６８名の実務担当者の皆様に、ご参加戴きました。

日

時

項

10：00～10：05

10：05～11：05
11 月 24 日

開会挨拶

第１部

11：15～11：55
12：45～14：55

第2部

15：05～16：45

第3部

10：00~11：00
11：10~11：50

12：40~13：40

目

第4部

第５部

師

態勢構築・ﾌﾚｰﾑ

新日本有限責任監査法人

内部監査

シニアマネジャー 林 直樹 氏
PTB 調査員
公認会計士 小川 明 氏

フレーム人事

PTB 評価委員会委員

労働法

弁護士 山中 健児 氏

社会的要請

PTB 調査事務局

IT,情報ｾｷｭﾘﾃｨ

ガバナンス

新日本有限責任監査法人
ｼﾆｱﾏﾈｼﾞｬｰ 井出 博之 氏
PTB 評価委員会委員
弁護士 曾我 貴志 氏

風適法
第６部

反社会

15：00~16：00

その他法令

16：00~16：05

閉会挨拶

PTB 社員会社実務者セミナー2015
４

人数

公認会計士 横山和夫 氏
PTB 調査事務局

財務プロセス

出席

PTB 評価委員会委員長

基本的姿勢

11 月 25 日
13：50~14：50

講

PTB 調査員

16
15
27

18
21
26

18

25

弁護士 関口 政貴 氏
27
事務局

講義風景

第１日目
第1部
「基本的姿勢」、「態勢構築・フレーム」、
「内部監査」
講師：ＰＴＢ調査事務局
新日本有限責任監査法人
シニアマネジャー 林 直樹 氏

開会挨拶
ＰＴＢ評価委員会委員長
横山 和夫 氏

第２部「財務プロセス」
講師：ＰＴＢ調査員
公認会計士 小川 明 氏

第 3 部 「労働法」
講師：ＰＴＢ評価委員会委員
弁護士 山中 健児 氏

第２日目
第４部 「社会的要請」、
「ＩＴ・情報セキュリティ」
講師：ＰＴＢ調査事務局
新日本有限責任監査法人
シニアマネジャー 井出 博之 氏

第５部 「ガバナンス」
講師：ＰＴＢ評価委員会委員
弁護士 曾我 貴志 氏

第６部
「風適法」、「反社会」、
「その他法令」
講師：ＰＴＢ調査員
弁護士 関口 政貴 氏
講義風景

５

１２月～★第８回ＰＴＢ評価調査スタート★

ＰＴＢ評価委員会

第８回「ＰＴＢ評価調査」がスタートいたしました。
日程は、株式会社ダイナムが2015年12月2日から22日まで（予定）、株式会社ニラクは2016年2月上旬、
㈱アメニティーズは2016年２月下旬スタートの予定です。
第8回評価調査は今年、改訂されました「ＰＴＢ評価基準」に沿って行われます。
実施期間

2015 年 12 月～2016 年 3 月

対象会社

㈱ダイナム、㈱ニラク、㈱アメニティーズ
※ 夢コーポレーション㈱は本年度の評価調査は未定です。

調査場所

調査対象会社本社及び選定された各店舗

調査方法

ＰＴＢ評価基準に基づき、以下の調査方法により調査を実施
・本社管理部門担当者へのヒアリング及び証跡となる関連文書の確認
・ガバナンス、リスク管理、コンプライアンス等への取り組み姿勢に関する経営者へのヒアリング
・パチンコホール店舗における店長へのヒアリング及び各種運用状況の視察

★第8回ＰＴＢ評価調査体制
対象会社

実施時期

㈱ダイナム

2015 年 12 月

主

査

調査員（予定）

評価委員会委員 山中 健児 氏

• 末川 修 公認会計士（東京さくら監査法人）

弁護士（石嵜・山中総合法律事務所）

• 小鍛冶 広道 弁護士（第一芙蓉法律事務所）
• 関口 政貴 弁護士（佐藤綜合法律事務所）

㈱ニラク

2016 年 2 月

㈱アメニティーズ

2016 年 2 月

評価委員会委員 永沢 徹 氏

• 小川 明 公認会計士（ひびき監査法人）

弁護士（永沢総合法律事務所）

• 小林 英 公認会計士（小林英公認会計士事務所）

評価委員会委員 田宮 治雄 氏
東京国際大学商学部教授・公認会計士

• 大藪 卓也 公認会計士(大藪公認会計士事務所）
• 林 直樹 （新日本有限責任監査法人）
• 井出 博之 （新日本有限責任監査法人）

★「ＰＴＢ評価基準」改訂について
第７回 PTB 評価調査終了後、経営環境や法規則の変化並びに各社からの意見、調査での経験等を踏まえ、より実
効性の高い調査を行うため、2015 年６月から９月にかけて評価基準の見直しを行い、１項目の新設、24 項目での
新設・変更を実施し、これまでの１０分野 96 項目から１０分野 97 項目となりました。
分類

調査項目

種類

変更理由・内容
貯玉口座は今後、不正行為に利用される可能性は否定できないこと、

反社会

TC5（貯玉口座の不正利用への対応）

新設 IPO の際にアンチマネーロンダリングへの対応が必須となるため、貯玉口
座を管理することが必要である、ということで項目を新設。

ガバナンス

G7（グループ管理体制）
⇒ TA9（グループ管理体制）

移行 ガバナンス分野に置くのは適切ではないということで、「TA9」（フレーム）
変更 へ移行することとし、同時に表現も見直しを実施。

G6,G8,K3,TA5、TA12,TC2,TC4,
共通

TD9,TE1,TE3,TE5,TF2,TF7,TG6,
TG11,TG14,TG16,TG17,TH1～4

変更

前回調査結果に基づき、より実効性の高い基準にすべく、項目の一部
の表現の見直しを実施。

６

★PTB 評価項目ピックアップ★ＰＴＢ評価基準解説（第６回）

「G-8 独立役員」
PTB の評価基準は、2015 年 12 月現在、前回より１項目追加された１０分野９7 項目で構成され、企業経営に
とって基本となる財務・非財務の項目で評価する仕組みとなっています。
これまで 5 回に渡り、一つの項目を取り上げて、その評価基準を掘り下げ、調査対象会社はその格付けを上げるために、
具体的にどう取り組んでいるのかを解り易く解説してきました。
第 6 回目は、「ガバナンス（企業統治）」分野の「G-８ 独立役員」 を取り上げます。
番号

目的

調査項目

基準に対する解説
1．経営に対する牽制機能を有する社外の有識者（顧問弁護士、税理士等）がいる。

G8 独立役員

経営陣と利害関係のない独立
した役員がいるか。

2．社外役員（独立役員としての要件を満たさない社外取締役又は社外監査役）がいる。
3．基準（2）の社外役員が、取締役会等において活発に議論に参加している。
4．東京証券取引所が定める要件を満たす独立役員がいる。
5．基準（4）の独立役員が、経営に対する実質的な牽制機能を十分に発揮していることが具体的に説明可能である。

「ガバナンス」と略して表記しておりますが、正しくは「コーポレートガバナンス」（企業統治）と訳されている言葉です。
企業経営においては株主や銀行、債権者、取締役、従業員など企業を取り巻く様々な利害関係者が企業活動を監
視して、健全かつ効率的な経営を達成するための仕組みが大切であり、この仕組みを「企業統治」と呼んでいます。
1980 年代に欧米では、企業の業績悪化や不祥事が頻発し、その原因の多くが経営者の独裁的な支配にあったとい
う反省から、企業統治を見直し、改善する動きが高まりました。そうした背景から、企業の業務を執行する機能（マネジ
メント）と経営者の執行活動を監視する機能（ガバナンス）とを分離することが求められるようになったわけです。日本で
も 2003 年４月の商法改正によって、マネジメントとガバナンスを分離するための委員会等設置会社が認められるように
なり、そのような経営体制を採っている上場会社が増えています。
PTB 評価基準では、経営上の基盤とも言える企業統治分野で、８つの項目を設定しており、その８番目に「独立役
員」の項目をおいています。
調査項目としては、経営陣と利害関係のない独立した役員がいるか、を「基準 1」から「基準 5」で評価しています。
さて、それでは、独立役員とは一般的にどのような人を指すのでしょうか？デジタル大辞泉によれば、一般株主と利益相
反が生じる恐れのない社外取締役又は社外監査役。社外役員よりも、会社の経営陣からより独立した存在で、一般
株主保護の観点から、証券取引所は上場会社に対して１名以上の独立役員を確保することを義務付けている、と解
説されています。補足で、社外役員であっても、兄弟会社や取引先の業務執行者、多額の報酬を得ているコンサルタン
トや会計・法律専門家などは独立役員としては認められない、とされています。
そのような独立役員を選任しているか？そして上位の基準になる程、そのレベルは高くなっており、「基準 4」では東京証
券取引所が平成２２年８月に定めている要件を満たしている独立役員がいるかどうか？「基準 5」では、経営に対する
牽制機能を発揮している独立役員がいることを説明できる、ことを求めています。つまり、単なるお飾りのような社外役員
ではだめで、魂の入った独立役員の選任でなければいけないとしております。
調査対象の社員会社各社では、これまでの会社の成り立ちや経営方針とのギャップ等の面から、社外役員の選任や
独立役員に適任な人材の確保等で、一気に上位基準を達成していくのは困難であるという考え方がありましたが、IPO
を目指す各社から、順次、「基準 4」、「基準 5」を達成するようになってきており、今後、各社とも「基準 3」以上を実現し
ていくのではないかと考察され、評価委員会もそれを支援しています。ホール経営企業各社におかれましても、このような
視点から企業経営の刷新を考えてみてはいかがでしょうか。

７

