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2017 年 5 月 15 日

Okura Holdings Limited
PTB 会員（パチンコホール企業）3 社目
一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボードの社員会社であります王蔵株式会社（本社：長崎県長崎市 代
表取締役社長 山本勝也）を傘下に置く持株会社 Okura Holdings Limited（本社：香港
Chairman & CEO 山本 勝也）が、2017 年 5 月 15 日に、香港証券取引所メインボードに株式を上場致
しました。日本のパチンコホール経営企業としては、2012 年 8 月の株式会社ダイナムジャパンホールディングス、
2015 年 4 月の株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングスについで、3 社目となります。また、一般社団法人パチ
ンコ・トラスティ・ボードに加盟してから 2 年 5 ヶ月という短期間での上場達成となりました。
ここに、一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボードとして、心からお祝い申し上げると共に、今後の王蔵株式会
社の更なる発展を祈念し、ご報告申し上げます。上場の概要については、以下の通りです。

Okura Holdings Limited 香港証券取引所メインボードにおける株式上場についての概要
（発行体）Okura Holdings Limited（王蔵株式会社を含むグループ持株会社、証券コード：1655）
（一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボードに加入してから上場までの経緯）
2014 年 12 月

一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボード(略称 PTB)に加入

2015 年 5 月

一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボード(略称 PTB)の評価調査（基本分野を中心として）
を年内２回実施（主査 永沢 徹 委員、期間 5/8-15、9/10-15）

2015 年 6 月

持株会社 Okura Holdings Limited（香港法人）設立

2016 年 4 月

香港証券取引所に上場申請書提出

2017 年 2 月

香港証券取引所に上場申請書を再申請

2017 年 4 月

4 月 28 日～5 月 8 日：売り出しの実施（募集価格 HKD0.9～HKD1.2）

2017 年 5 月

5 月 12 日：売り出し結果の開示、正式承認の取得（決定価格 HKD1.2）
5 月 15 日：上場、売買の開始

Okura Holdings Limited 上場プロジェクト関係者一覧
発行体

Okura Holdings Limited（HKEｘ：Stock code 1655）
（王蔵株式会社を含むグループ持株会社）

スポンサー証券会社

Altus capital Limited

ブックランナー

Crosby Securities Limited

スポンサー弁護士（香港）

Deacons

スポンサー弁護士（日本）

曾我法律事務所（日本）

発行体弁護士（香港）

H.M. Chan & Co in association with Taylor Wessing

発行体弁護士（日本）

アンダーソン・毛利・友常法律事務所（日本）

発行体弁護士（日本）

三堀法律事務所（日本）

監査法人

PricewaterhouseCoopers

内部統制・AML

PricewaterhouseCoopers Limited
１

IPO アドバイザー・翻訳

株式会社アリスタゴラ・アドバイザー（日本）

産業レポート

株式会社矢野経済研究所（日本）

不動産鑑定

DTZ Cushman & Wakefield Limited

プリンター

Merrill IFN

シェアレジスター

Tricor Investor Services Limited

レシービングバンク

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

PR 会社

Strategic Financial Relations Limited

コンプライアンスアドバイザー

Quam Capital Limited

王蔵株式会社会社概要
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 18 店舗（平成 29 年 4 月 21 日現在）九州 12 店舗、関東 4 店舗、関西・中国 2 店舗

ホール屋号

「ビッグアップル」、「ケイズプラザ」、「モナコ」

従業員数

530 名（正社員 225 名／パート 305 名）（平成 29 年 4 月 21 日現在）

資本金

5,000 万円

売上高

430 億円 （グループ合算） （平成 28 年 6 月末実績）

ホームページ URL

王蔵株式会社 http://www.ks-group.com/
Okura Holdings Limited

ＰＴＢ入社年月日

平成 26 年 12 月 3 日

ＰＴＢ基金拠出額

1,000,000 円

http://www.okura-holdings.com/ (英語・中国語表記）

Okura Holdings Limited 株式及び資金調達の概要
新規発行株式数

125,000,000 株（公募株式 62,500,000 株、第三者割当発行数 62,500,000 株）

募集価格

募集株式 1 株につき 1.20HK ドル
(仲介手数料 1.0%、SFC 取引所税 0.0027%、証券取引所取引手数料 0.005%を除く)

資金調達額

74,000,000HK ドル（1,050.8 百万円相当）（1.20HK ドルという募集価格をもとに計算）

（除手数料等）

（引受料金、手数料、株式募集に関連して当社が負担する費用を差引後の調達額）

調
達
資
金
の
使
途
予
定

37,000,000HK ドル

九州地方の新店舗の設立に使用

（525.4 百万円相当）

(a)機械の購入：約 20.4 百万 HK ドル（289.7 百万円相当）

（全体のおおよそ 50.0％）

(b)改装：約 3.7 百万香港ドル（52.5 百万円相当）
(c)パチンコ関連設備：約 11.1 百万 HK ドル（157.6 百万円相当）
(d)プロモーション費用：約 1.8 百万 HK ドル（25.6 百万円相当）

29,600,000HK ドル

店舗の改装および設備強化（2018 年 6 月期 8 店舗、2019 年 6 月期 8 店舗）に使

（420.3 百万円相当）

用、改装工事は景品カウンターのリニューアルや外装工事が含まれる。一方で、業務の効率化を

（全体のおおよそ 40.0%）

図るために当社のメダル貸機をはじめとするハードウェア設備をアップグレードする。

7,400,000HK ドル
（105.1 百万円相当）

運転資本およびグループの他の一般的な企業の目的のために使用

（全体のおおよそ 10.0%）

２

株価等は中国株投資情報サイト 「二季報ＷＥＢ」

http://www.nikihou.jp/

Okura Holdings Limited 株価等
http://www.nikihou.jp/company/company.html?code=01655&market=HKM&type=price

香港証券取引所（Hong Kong Exchanges and Clearing Limited）(以下「HKEｘ」)の概要
2015 年に香港証券取引所は IPO を通じて

IPO資金調達額の世界ランキング（2015年１月～12月）

2,613 億 HK ドル（335 億米ドル）が調達さ

IPO件数

年初来資金調達額

138

335.0

60

196.9

147

180.4

4 ロンドン証券取引所（LSE)

85

175.0

5 上海証券取引所（SSE)

87

174.7

6 東京証券取引所（TSE)

97

156.7

7 マドリード証券取引所（MADX)

12

93.8

127

80.5

9 ドイツ証券取引所

21

78.4

10 アムステルダム証券取引所（AEX)

9

77.1

取引所

れ、IPO 資金調達額において世界第 1 位とな
1 香港証券取引所（HKEx）

りました。（右表参照）

2 ニューヨーク証券取引所（NYSE)

2016 年における世界の IPO は 1,055 件、

3 ナスダック証券取引所（NASDAQ)

資金調達額は 1,325 億米ドルと、前年に比
べ、件数は 16％の減少、調達額は 33％の減
少となりました。特に、香港（メインボード・
GEM 含む）、深セン、上海の証券取引所に
おける 2016 年の IPO 件数は、それぞれ 115

8 深セン証券取引所（SZSE)

件、114 件、98 件と、取引件数の上位 3 位
市場を独占しており、活発な動きをみせていま
す。

（単位：億米ドル）

出典：Dealognic 及び HKEx 2015年12月31日現在

香港証券取引所株式上場を果たした日本企業
社名
2011年4月
2014年6月25日
上場廃止

SBIホールディングス

2012年8月6日

㈱ダイナムジャパン
ホールディングス

2013年12月19日

イーコンテクスト・アジア

2014年3月5日

ファーストリテイリング

2015年4月8日

㈱ニラク・ジー・シー・
ホールディングス

2016年10月6日

本間ゴルフ

2017年5月15日

Okura Holdings
Limited

形式・証券コード

上場方式

資金調達額

メインボート 6488

HDR
（香港預託証券）
方式 *2

2億700万米ドル

金融から不動産まで手掛ける複合企業

直接上場

2億200万米ドル

パチンコホール運営会社

直接上場

5,800万米ドル

HDR
（香港預託証券）
方式 *2

―

セカンダリー・リスティング*1

メインボート 6889
プライマリー・リスティング*1

メインボート 1390
プライマリー・リスティング*1

メインボート 6288
セカンダリー・リスティング*1

メインボート 1245
プライマリー・リスティング*1

メインボート 6858
プライマリー・リスティング*1

メインボート 1655
プライマリー・リスティング*1

直接上場
直接上場
直接上場

約53億円
（1HK$＝15円）

約193億円見込
（14億7,100万HKドル）

約7,400万HKドル
（正味調達額）

業種・内容

デジタルガレージ（渋谷区、JASDAQ上場）の香港
子会社でオンライン決済・電子商取引サービス会社

カジュアル衣料品店「ユニクロ」を展開
パチンコホール運営会社
ゴルフクラブ製造・販売（中国企業傘下）
パチンコホール運営会社

*1 HKEｘに上場する形式は「プライマリー・リスティング」と「セカンダリー・リスティング」に分けられる。プライマリー・リスティングとは、HKEｘを主
要な上場取引所とする上場形態であって、上場企業には、基本的に HKEｘの上場規則等のルールの完全な遵守が求めれれる。セカンダリ
ー・リスティングとは、HKEｘを副次的な上場取引所とする上場形態であり、HKEｘのルール順守義務の一部が免除される。SBI ホールディ
ングス、ファーストリテイリングとも、東京証券取引所を主要取引所とするセカンダリー・リスティングであり、2012 年 8 月の㈱ダイナムジャパンホ
ールディングスは、HKEｘにおける日本企業としての初めてのプライマリー・リスティングである。セカンダリー・リスティングが認められるのは、メイン
ボードへの上場の場合のみ。
*2 HDR（香港預託証券）とは、「Hong Kong Depositary Receipt」の略で、信託銀行等が海外企業が本国で発行した株式の預託
を受けて香港で発行する証券をいう。これを証券取引所に上場することにより、海外企業は直接上場せず、第三国での資金調達が可能に
なる。

３

★PTB 評価項目ピックアップ★ＰＴＢ評価基準解説（第 9 回）

「TC-5 貯玉口座の不正利用への対応」
PTB の評価基準は、現在（2017 年６月）、10 分野 98 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 8 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 9 回目は、「反社会的勢力への対応」分野の「TC-5 貯玉口座の不正利用への対応」 を取り上げます。
番号

目的

調査項目

貯玉口座 貯玉口座の不正利用を防止
の不正利 するための仕組みが適切に構
TC5
用への対 築されているか。
応

基準に対する解説
1．貯玉口座を作成する際に本人確認を行っている。
2．貯玉口座を作成する際の本人確認手続（本人確認書類、確認方法、記録、保管等）が具体的に定められ、従業員に周知されている。
3．貯玉口座の不正利用防止について、以下を含む手続が定められ、従業員に周知されている。
・疑わしい取引や行動を発見するためのモニタリング手続き
・疑わしい取引や行動の判断基準／目安
・疑わしい取引や行動を発見した場合の対応手続
4．貯玉口座の不正利用防止に関する手続の妥当性や遵守状況について、内部監査部門等により定期的な確認が行われている。
5．アンチマネーロンダリングを含む貯玉口座に対する各種不正利用の防止について、基準（4）までの対応に加え、以下のような全社的な管理体制が構築されている。
・所管部署の明確化
・対応方針の明確化
・従業員への教育研修

この「反社会的勢力への対応」分野を取り上げるのは、今回が初めてです。これは所謂、暴力団と呼ばれる組織等の反
社会的勢力と知らないうちに取引をしていたり、業務を通して何らかの関係を持つことを防ぐ対策、また、遊技機に対する
不正な行為を防止する体制を作ること等の仕組みが適切に構築されているか、を評価する項目として、この分野で 5 項目
を設定しています。
この「TC-5 貯玉口座の不正利用への対応」はその一つであり、2015 年度の第 8 回調査から追加した新しい項目で
す。その理由は、既に香港証券取引所に株式上場を実現した㈱ダイナムジャパンホールディングス、㈱ニラク・ジー・シー・ホ
ールディングスの IPO 申請時に、マネーロンダリング（所謂、資金洗浄、不正な資金を架空、他人名義の銀行口座等を
利用して、転々と送金を繰り返すことによって、捜査機関の摘発などを逃れるための行為）の視点から、貯玉口座が不正
に利用されないためにどのような対策を講じているかを、関係機関から厳しく問われることとなったため追加されました。この
項目によって、貯玉口座の不正利用等を防止するための手続き、対応を適切に、また、定期的に実行しているかどうか、
必要な記録の保管、管理を行っているかどうか、を 5 段階の評価基準により評価しています（上記表参照）。
各社では、これにより貯玉口座のための作業マニュアル等を作成し、従業員への教育を基本に、不正利用の監視の仕
組み、内部監査部門等による定期的な確認、全社的な管理体制の構築等を目指して活動しています。貯玉口座をお
客様に開設してもらうことは、自社、自店の優良顧客獲得の第一歩となるステップですが、その口座が不正な利用に繋がっ
てしまっては会社にとって大きな損失となってしまいます。たとえ 1 件でも疑わしい事例があった場合には、会社を挙げて防止
していく必要があります。幸い、これまで事件となるような事例は見つかっておりません。お客様が公平に安心して遊技を楽
しめるような仕組みのひとつとして貯玉口座が定着するよう努力してもらいたいと願っております。
上記の 2 社では、既に「基準 5」を獲得しており、それ以外の各社も体制を整えながら、また、研修会や会議の場で意見
交換をしながら、改善に努力していただいております。

４

第 9 回 PTB 評価調査結果
第 9 回評価調査の概要
 第 9 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：

2016 年 12 月～2017 年 3 月

 対象会社：

㈱ダイナム、㈱ニラク、㈱アメニティーズ

 調査場所：

調査対象会社の本社および PTB 評価委員会により選定された各店舗

 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

 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

５

調査対象会社の平均格付
 PTB の評価調査は、10 分類 98 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 9 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。
※ 下記の平均格付は、第 9 回調査における全体の格付状況をイメージするために目安として表示したものであ
り、個社に付与する正式な格付とは異なります。また、調査対象会社は調査実施年によって異なることがあ
るため、過去の調査における平均格付けとの比較対象にはなりません。
※

【参考】格付符号の定義
格付符号
ＡＡＡ

ＡＡ

Ａ

ＢＢ

格付の定義
経営管理の仕組みが、上場会社において模範となるレベルに達している。

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。

経営管理の仕組みが、上場会社の一般的なレベルにある。

経営管理の仕組みが、非上場会社の一般的なレベルを超えている。

Ｂ

経営管理の仕組みが、非上場会社の一般的なレベルにある。

Ｃ

経営管理の仕組みが、部分的に構築されているものの、非上場会社の一般
的なレベルに達していない。

Ｄ

経営管理の仕組みが、ほとんど構築されていない。

―

評価することができないため、格付を付与しない。

※評価忌避があった場合には即刻、「－」とする。

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。
 「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 AA 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、上場企業に近い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、定期的に有効性を評価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 98 項目中 92 項目（全体の 94%）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 44 項目（全体の 45%）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。
６

株式会社ダイナム 全分類で最高ランク「AAA」を獲得
第 9 回 PTB 評価調査について、2016 年 12 月に実施いたしました株式会社ダイナムの調査結果がまとまり、
2017 年２月の経営者報告会で代表者への説明・報告がなされました。
同社では、そ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。
調査結果は、これまでの 8 回の評価結果同様、過去最高の評価を獲得、10 分類(95 項目)すべてにおいて、
上場会社の規範となるレベル「AAA」を獲得という結果となりました。（前回まで「AA」となっていた「社会的要請」
分野も「AAA」を獲得、全分類で最高ランクとなりました。）
株式会社ダイナム 第９回評価調査概要

株式会社ダイナムの評価結果（比較）

詳細はこちらをご覧ください。（株式会社ダイナム ホームページ 「ニュースリリース」）
http://www.dynam.jp/news/pdf/news_a170322.pdf

７

ＰＴＢ社員会社の取り組み紹介
★「えるぼし」企業に認定★株式会社ニラク
株式会社ニラクは、厚生労働省から女性活躍推進法に基づく「えるぼし」企業に
認定され、3 月 25 日に福島労働局で認定通知書を交付されました。
同社は 3 段階のうち、最も高い認定段階である「第 3 段階（三ツ星）」認定を
受けています。
同社 HP ニュース/TOPICS http://www.niraku.co.jp/news/267.php
認定マーク「えるぼし」

認定は、基準を満たす項目数に応じて３段階あり、認定を受けた企業は、認定

段階によって色分けされている

マーク（愛称「えるぼし」）を商品や広告、名刺、求人票などに使用することができ、

（第３段階はオレンジ色）

女性の活躍を推進している事業主であることをアピールすることができます。
４月末日までに全国で 46 社の企業を「えるぼし」企業として認定されています。

認定基準
①採用

男女別の採用における競争倍率が同程度であること

②継続就業

平均勤続年数が男女間で同程度であること、または 10 事業年度前およびその前後の事
業年度に採用された新規学卒採用者の継続雇用割合が男女間で同程度であること

③労働時間等の働き方

法定労働時間外労働および法定休日労働時間の合計時間数の平均が月ごとに全て
45 時間未満であること

④管理職比率

管理職に占める女性割合が産業ごとの平均値以上であること、または直近 3 事業年度
における課長級より一つ下位の職階の労働者に占める課長級に昇進した労働者の割合
が男女間で同程度であること

⑤多様なキャリアコース

女性の非正社員から正社員への転換実績があるなど多様なキャリアコースが整備されて
いること

全国の認定企業数

（社）
301 人以上企業

300 人以下企業

計

認定企業数

43

3

46

認定段階３

36

2

38

認定段階２

7

1

8

認定段階１

0

0

0

厚生労働省 HP より

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000123991.html

８

PTB 有識者懇談会 座長・副座長交替のお知らせ
2011 年 4 月以来、6 年間、ＰＴＢ有識者懇談会の座長を務めてこられた和田 裕氏が 3 月末をもって退任、本年 4
月よりこれまで有識者懇談会副座長を務めてこられた岩崎 秀雄氏が新しい座長に就任致しました。また、新しい副座長
には、有識者懇談会委員の川上 隆朗氏が就任いたしました。

平成２９年度(第１４期)
一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボード委員・調査員新体制
ＰＴＢ第三者評価機関
評
価
委
員
会
会計・税務

調
査
員
有
識
者
懇
談
会

平成２９年 ４月 １日現在

【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）

川島 一毅

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）

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）

【調査事務局】

7名

【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）

【副座長】

川上 隆朗

元インドネシア大使

【委 員】

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（経営管理研究科）

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）

第 14 期 PTB 新体制
代表理事

佐藤 公平（重任）

株式会社ダイナム 取締役会長

副代表理事

加藤 英則（重任）

夢コーポレーション株式会社 代表取締役社長

理事

大石 明徳（新任）

株式会社ニラク 取締役経営企画室長

理事

金本 朝樹（重任）

株式会社アメニティーズ 代表取締役社長

理事

二十軒 伸夫（新任）

株式会社パラッツオ東京プラザ 取締役執行役員副社長

理事

丸山 正博（重任）

事務局

監事

中島 基之（重任）

事務局

９

７名

2017 年 PTB 活動スケジュール
日時

法人活動
委員会活動

評価調査・その他活動

2017
１月

18日

9：00～11：00

評価委員会

23日

14：00～16：00

有識者懇談会

15日

9：00～11：00

評価委員会

20日

10：30～11：30

PTB臨時社員総会・理事会

8日

9：00～11：00

評価委員会

27日

14：00～16：00

有識者懇談会

４月

12日

9：00～11：00

評価委員会

５月

15日

14：00～16：00

有識者懇談会

17日

9：00～11：00

評価委員会

26日

10：30～11：30

PTB定時社員総会・理事会

６月

14日

9：00～11：00

評価委員会

７月

12日

9：00～11：00

評価委員会

24日

14：00～16：00

有識者懇談会

28日

15：00～17：00

PTB公開セミナー

８月

9日

9：00～11：00

評価委員会

９月

6日

9：00～11：00

評価委員会

25日

14：00～16：00

有識者懇談会

１０月

18日

9：00～11：00

評価委員会

１１月

16日

10：30～11：30

PTB臨時社員総会・理事会

22日

9：00～11：00

評価委員会

27日

14：00～16：00

有識者懇談会

20日

15：00～17：00

評価委員会

未定

9：00～11：00

評価委員会

22日

14：00～16：00

有識者懇談会

未定

9：00～11：00

評価委員会

22日

10：30～11：30

PTB臨時社員総会・理事会

未定

9：00～11：00

評価委員会

26日

14：00～16：00

有識者懇談会

第９回ＰＴＢ評価調査

㈱ダイナム

２月

３月

１２月

経営者報告会：2月13日
調査は2016年12月

第９回ＰＴＢ評価調査
TKP神保町

㈱ニラク
2月14日～３月1日
評価会議：３月３日
経営者報告会：３月１７日

㈱アメニティーズ
3月7日～24日
評価会議：３月28日
経営者報告会：5月30日

TKP神保町

第９回
評価調査結果
プレスリリース

２月

３月

評価項目
「財務プロセス分野」
内部統制（J-SOX）
ＰＴＢ
評価基準

見直し
作業
香港証券取引所における株式公開セミナー
フクラシア八重洲

「三点セット」に関する
説明会開催に向けて
準備作業の会合5回
+
社員会社担当者向

説明会開催
（8月予定）

社員会社実務者セミナー２０１7
TKP神保町

ＰＴＢ公開セミナー（評価基準）11月予定

2018
１月

第９回ＰＴＢ評価調査

第１０回
ＰＴＢ評価調査
TKP神保町

１０

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。

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）
１１

