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パチンコ・トラスティ・ボードの目的
１．パチンコ･トラスティ･ボードの目的
パチンコホール経営企業の社会的地位向上を目指す､業界外の有識者･専門家による第三者で構成する組織です。社
会に信頼と安心を提供できるパチンコホールの経営を仕組みとして確立することを目的とします。かつ、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いたします。
２．具体的な施策
(1) 中立､公正な第三者による厳しい評価調査
企業倫理､経営学、会計学の専門家､弁護士､公認会計士、大学教授、リスク管理の専門家等のパチンコホール業
界外の中立､公正な第三者によりパチンコホールの経営､営業全般に対する厳しい評価調査を実施します。｢評価調査
結果｣に基づき､対象パチンコホール企業を評価(格付)します。
(2) 評価調査する項目
｢コンプライアンス｣
基本的姿勢、態勢構築（フレーム、財務プロセス、反社会、社会的要請、法令遵守体制、内部監査)
｢コーポレートガバナンス｣
経営の公正さと透明性の確保
(3) パチンコホール企業の指導､勧告
評価調査結果に基づき、必要に応じてパチンコホール企業のコンプライアンス及びコーポレートガバナンスのレベルを上げ
るための指導､勧告等を実施します。
(4) 社会各層の有識者の方々からの提言
パチンコホール業界の｢あるべき姿｣について社会各層の有識者が自由に議論し､とりまとめた意見を広く社会に発信し
ます。

ＰＴＢについて
会 員 の株 式 公 開 の実 現 を支 援 する事 業
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。
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ＰＴＢ活動
PTB 第１３期 スケジュール
日時

法人活動
委員会活動

評価調査・その他活動

2016
４月

13日

9：00～11：00

評価委員会

５月

18日

9：00～11：00

評価委員会

20日

10：00～11：00

PTB定時社員総会・理事会

23日

14：00～16：00

有識者懇談会

有識者懇談会からの
メッセージ第６弾発信

６月

15日

9：00～11：00

評価委員会

記者会見

７月

13日

9：00～11：00

評価委員会

19日

14：00～16：00

有識者懇談会

８月

24日

9：00～11：00

評価委員会

９月

14日

9：00～11：00

評価委員会

26日

14：00～16：00

有識者懇談会

１０月

12日

9：00～11：00

評価委員会

１１月

16日

9：00～11：00

評価委員会

28日

14：00～16：00

有識者懇談会

18日

10：00～11：00

PTB臨時社員総会・理事会

21日

15：00～17：00

評価委員会

未定

9：00～11：00

評価委員会

未定

14：00～16：00

有識者懇談会

未定

9：00～11：00

評価委員会

24日

10：00～11：00

PTB臨時社員総会・理事会

未定

9：00～11：00

評価委員会

未定

14：00～16：00

有識者懇談会

１２月

TKP神保町

第８回
評価調査結果
プレスリリース

ＰＴＢ評価基準
見直し作業

有識者懇談会からの
メッセージ第７弾発信

社員会社実務者セミナー
２０１６

記者会見

TKP神保町

2017
１月

２月

３月

第９回
ＰＴＢ評価調査

TKP神保町

有識者懇談会からの
メッセージ第8弾発信

記者会見

第 8 回 PTB 評価調査を終えて総括
第 8 回評価調査の概要
 第 8 回 PTB 評価調査を実施致しました。調査の概要は、以下の通りです。
実施期間： 2015 年 12 月～2016 年 3 月
調査対象会社： ㈱ダイナム、㈱ニラク、㈱パンドラ（㈱アメニティーズのグループ会社）
※ 夢コーポレーション㈱および王蔵㈱は、今年度は調査を実施せず。
調査場所： 調査対象会社本社および選定された各店舗
調査方法： PTB 評価基準にもとづき、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およ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および各種運用状況の視察
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 最近の経営環境や法規制等の変化および過去の調査経験を踏まえ、より実効性の高い調査を行うべく、
PTB 評価基準の変更を行いました。主な変更点は、以下の通りです。

調査の実施体制

調査対象会社の平均格付
 PTB の評価調査は、10 分類 97 項目の評価基準の各項目について、理想的水準を 5 点とする 5 段階で
評価をします。各項目の評価結果にもとづき、分類毎に評価の平均点を算出し、平均点を基準に「AAA」から
「D」までの 7 段階で格付を決定しています。第 8 回評価調査における調査対象会社 3 社の各分類の平均
格付は、以下のとおりです。尚、ガバナンスおよび基本的姿勢については調査対象会社の事情により今回は実
施していない会社があるため 2 社平均となっております。
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評価調査結果の総括
 10 分類全てにおいて、平均格付が上場企業の標準的な統制水準を想定して設定した格付 A となっており、
評価基準の厳格化や調査対象会社の調査経験年数の差異等がありながらも、引き続き全体として高い水準
を維持しています。
 平均点が 2.0 未満の項目数は 0 となっており、非上場会社の一般的な水準を下回るような統制レベルの項
目はほとんどない状況となっています。
 「財務」については、上場企業に適用される「財務報告に係る内部統制報告制度」の内容を評価基準に組み
込んでいますが、平均格付は A となっています。これは、PTB 調査への参加会社が、日本国内において非上
場企業でありながらも自発的な取り組みにより、上場企業と同等レベルにて外部の第三者が検証できるように
内部統制を構築していることを示しています。
 個別項目の評価結果においても、全 97 項目中 84 項目（全体の 87%）について、平均点が上場企業の
標準的な統制水準を想定して設定した 3.0 以上であり、さらに内 40 項目（全体の 41%）については 4.0
以上と上場企業の標準を超える高い統制水準にあります

株式会社ダイナム 前回に引き続き 過去最高評価！！
第 8 回ＰＴＢ評価調査結果について、株式会社ダイナムでは、同社のホームページにおいて、「ニュースリリース」と
して、「ＰＴＢ評価調査結果」を掲載いたしております。
（同社 HP http://www.dynam.jp/news/pdf/news_160219.pdf）
調査結果は、過去 6 回の結果を越え、第 7 回と同様、過去最高の評価を獲得、１０分野（９４項目）中、
上場会社の規範となるレベル「ＡＡＡ」を９分野で獲得、残り１分野も「ＡＡ」という結果となりました。
株式会社ダイナム 第 8 回ＰＴＢ評価調査概要
実施時期

主

査

調査員
• 小鍛冶広道 弁護士（第一芙蓉法律事務所）

2015 年
12 月 2 日～21 日

評価委員会委員 山中 健児

• 関口 政貴 弁護士（佐藤綜合法律事務所）

弁護士

• 大藪 卓也 公認会計士（大藪公認会計士事務所）

（石嵜・山中総合法律事務所）

• 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）

評価結果（格付け）
AAA

AA

経営管理の仕組みが、上場会社において

9 分類（ガバナンス・基本姿勢・フレーム・財務プロセス・

模範となるレベルに達している

反社会・その他法令・風適法・労働法・内部監査）

経営管理の仕組みが、上場会社の一般的な
レベルを超えている

1 分類（社会的要請）
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★PTB 評価項目ピックアップ★ＰＴＢ評価基準解説（第７回）

「TA-8 災害等発生時の事業継続」
PTB の評価基準は、現在（2016 年 5 月）、１０分野９7 項目から構成され、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６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７回目は、「態勢構築（フレーム）」分野の「TA-８ 災害等発生時の事業継続」 を取り上げます。
番号

目的

基準に対する解説

調査項目

災害等が発生
し、事業が中断
した場合の事業
災害等発
継続に関する体
TA8 生時の
制や手順が定め
事業継続
られ、従業員に
周知されている
か。

1．災害等発生時には、個別部署等にて適宜対応している。
2．災害等発生時の対応について、社内連絡網等が部分的に整備されている。
3．災害等が発生した場合の対応について、以下を含む手続が文書化されており、定期的な訓練等により、従業員に周知されている。
・災害等発生時の組織体制（責任者、対策本部メンバー、対策本部設置手順等）
・対象リスクと対応方針（地震、台風、火災等の対象リスク、初期対応および暫定対応に関する全社レベルの方針）
・初動対応手順（避難、安否確認、傷病者・帰宅困難者への対応、被災状況の把握、社内外とのコミュニケーション等）
・維持管理（教育、訓練、見直し等）
4．基準（3）に加えて、以下の手続等が文書化されており、従業員に周知されている。また、定期的な訓練および見直し等が行なわれ、継続的な
改善が図られている。
・優先復旧業務および目標復旧時間
・事業継続・復旧手順（バックアップへの切り替え等の重要業務の暫定的な代替手順、暫定対応から平常時の対応に復旧するための手順や留意事
項等）
5．基準（4）に加えて、内部監査等による検証が行なわれ、各種ガイドラインに適合するレベルにて、常に実効性の高い態勢が確保されている。

日本では地震等の自然災害が発生する可能性は高く、また自然災害に限らず、人災や事故など不測の事態を
想定しての対応策は、企業にとって、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続或いは早期
復旧を可能とするために、必須と言えます。その対応策を前もって社内で検討し作成しておくことにより、経営者以下
従業員も慌てることなく、落ち着いてその災害対応に取り組むことができるでしょう。但し、そのためには全従業員が模
擬訓練を実際に経験したり、マニュアル、ガイドライン等を充分に理解しておくことが必要であり、年間の活動のなかで
そうした時間を確保することが重要だと言えます。そのための備えとなる物資の備蓄や予算確保も必要です。
PTB の評価基準では、「態勢構築（フレーム）」分野に、１９項目を設定して幅広い内容を網羅しており、「不
祥事等発生時の事後対応」に次いで８番目の項目が、この「災害等発生時の事業継続」です。
５段階の基準（上記の表参照）のなかで、「基準 1」は、社内の個別の部署が適宜対応しているレベル、「基
準２」は、社内での連絡網等が部分的に構築整備されているレベル、「基準 3」は、より具体的に手続きが文書化
され、社内に周知され、全体の組織体制が構築されて教育・訓練・見直しが行われているレベルとなります。「基準
４」、「基準 5」となると更により高いレベルが要求されています。
これら「基準３」から「基準５」のレベルに達するためには、全社的な取り組みは必須であり、方針の決定、継続的
な見直しや内部監査部門による検証も必要となってきます。ここ１０年位の間で世間に知られるようになった BCP
（Business Continuity Plan）-事業継続計画の策定とその実践（模擬訓練の定期的な実施）等も、この数
年に起きている天災・人災を考えてみると、時間や労力はかかっても実施すべき事柄であると思います。調査対象の
社員会社各社でも、この数年真剣に取り組んでいただき、概ね「基準３」から「基準４」を達成できるようになっており
ます。
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ＰＴＢ社員会社の取り組み紹介
★王蔵 香港証券取引所 上場申請
ＰＴＢ社員会社である王蔵株式会社が、香港証券取引所に上場申請書を提出したことがわかりました。
上場が実現すれば、パチンコホールの香港上場は、株式会社ダイナムジャパンホールディングス、株式会社ニラク・
ジー・シー・ホールディングスに次いで 3 社目となります。
社名

王蔵 株式会社 （K’s Group）

所在地

〒850-0035 長崎県長崎市元船町 13-10 7F

代表者

代表取締役 山本 勝也

設立年月日

昭和 59 年 4 月 3 日

ホール数

グループ計 20 店舗 （平成 26 年 3 月実績）
遊技場 17 店舗（九州 12 店舗、関東 4 店舗、関西 1 店舗）

ホール屋号

MONACO 、 BIG APPLE 、 K’S PLAZA

資本金

1 億円（グループ計）

売上等

581 億 3,137 万円（平成 26 年 3 月実績） （グループ合算）

ホームページ URL

http://www.ks-group.com/

弊法人入社年月日

平成２６年 12 月 3 日

弊法人基金拠出額

1,000,000 円

★ダイナム 厚生労働省認定のポジティブ・アクションを宣言！
「ポジティブ・アクション」は、企業における女性活躍推進の取組みです。男女労働者間にある差を解消しようと、多くの
企業が自主的かつ積極的に取り組んでいます。
固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、「営業職に女性はほとんどいない」、「課長以上の管理職は男性
が大半を占めている」 等の差が男女労働者の間に生じている場合、このような差を解消しようと、個々の企業が行う自主
的かつ積極的な取り組みをいいます。
厚生労働省ＨＰによると、平成 28 年 5 月 2 日現在、女性の活躍推進宣言企業は 1,786 社、ポジティブ・アクショ
ン応援サイト掲載企業は 1,834 社。 厚生労働省ＨＰ http://www.positiveaction.jp/

より

株式会社ダイナムの取組み （同社ニュースリリース http://www.dynam.jp/news/pdf/news_160328.pdf）
（同社 厚労省掲載ページ http://www.positiveaction.jp/declaration/add/search_detail/?id=1755）

同社は、2013 年に女性の人材開発部長を中心とした女性活躍推進チームを設立し、女性活躍推進法 に基
づく一般事業主行動計画として、①正社員採用に占める女性社員の割合を 40％以上にする。②既に導入 して
いる両立支援制度を、男女がともに取得しやすい環境を整備すること。③女性社員を対象として管理職育成 を目
的とした研修を実施することを目標として掲げており、具体的には、


女性の活躍を推進するため、人事部門等の中に専門部署や担当者を設けて対応すること



社内ネットワーク形成のための女性社員交流会の実施



女性の応募を積極的に促すような募集方法の実施



自己申告制度、社内公募制度等により、仕事や勤務地などの希望を聞く仕組みの整備



メンター制度など先輩社員やメンター等に相談できる制度の導入



次代の女性管理職の発掘・育成に向けた女性管理職養成研修の実施

の取組みを掲げています。

関連 PTB 評価調査項目 ⇒ 「労働法」分野 「TG1 男女の均等な雇用機会に関する制度」
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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します。
・ 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、パ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）

PTB 第１３期 第三者機関メンバー表
ＰＴＢ第三者評価機関
評
価
委
員
会
会計・税務

調
査
員

【委員長】

横山 和夫

公認会計士・元東京理科大学教授

【委員】

田宮 治雄

東京国際大学商学部教授・公認会計士

永沢 徹

弁護士 (永沢総合法律事務所)

曾我 貴志

弁護士（曾我法律事務所）

末川 修

公認会計士(東京さくら監査法人 代表）

山中 健児

弁護士（石嵜・山中総合法律事務所）

６名
２名

成松 洋一

税理士(成松洋一税理士事務所）

吉田 行雄

税理士（吉田税理士事務所）

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）

成瀬 直邦

弁護士（佐藤綜合法律事務所）

小川 明

公認会計士（ひびき監査法人代表社員）

小林 英

公認会計士(小林英公認会計士事務所）

大藪 卓也

公認会計士(大藪公認会計士事務所）

（新日本有限責任監査法人）

林 直樹

（新日本有限責任監査法人）

【調査事務局】
井出 博之

有
識
者
懇
談
会

平成２８年 ４月 １日現在

8名

【座 長】

和田 裕

株式会社日本イノベーション 代表取締役社長 (元シャープ㈱ 代表取締役副社長）

【副座長】

岩崎 秀雄

ネットプレス株式会社 代表取締役社長（元日刊工業新聞論説委員）

【委 員】

川上 隆朗

元インドネシア大使

黒瀬 直宏

嘉悦大学ビジネス創造学部教授

永井 猛

早稲田大学ビジネススクール教授（大学院商学研究科）

牛島 憲明

牛島コンサルタント事務所 （元㈱東京証券取引所上場審査部長、元㈱ジャスダック取締役兼執行役員）

島田 尚信

ＵＡゼンセン 副会長

三堀 清

弁護士（三堀法律事務所）
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