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ＰＣＳＡアクションレポート（理事会）
平成２５年６月版

６月拡大理事会
開催日時

平成25年6月28日（金）

開催場所

PCSA会議室

午後15時から16時30分

金本朝樹代表理事・佐藤公平副代表理事・齊藤周平副代表理事
加藤英則理事・小中冨均理事・平山剛理事・金光淳用理事
中島基之専務理事

(理事８名)

川辺悦史監事・宮村伸輔監事・森治彦法律問題研究部会リーダー
藤田宏調査研究分野アドバイザー・牛島憲明アドバイザー
オブザーバー出席者

正会員4社7名

賛助会員21社29名

正会員
ミカド観光株式会社

城山

朝春

株式会社三永

西里

実

丸中建設株式会社

櫻井

勝之

鎌田

秀人

株式会社スリーストン

城

浩文

大都販売株式会社

辻

英行

株式会社大商

國澤

良幸

株式会社マースエンジニアリング

秋山

学

江藤

征弘

石山

一広

石黒

勝

賛助会員

出席者

三本コーヒー株式会社
株式会社ピーエーネット技術研究所

佐々木

株式会社エース電研

吉田

順一朗

武田

隆司

株式会社昭和堂

塚本

弥須久

株式会社オムコ

小泉

正

オムロンアミューズメント株式会社

鈴木

勝浩

加藤

真次

ジャパンネットワークシステム株式会社

長久保

幸治

明

若山

佳則

宮崎

昌彦

佐藤

佳春

小山

賢一

荘司

宏輝

有限会社プロント

内山

年弘

株式会社サミーデザイン

青木

康允

ピットメディア・マーケティングス株式会社

近藤

環

株式会社東和商事

岡本

健

グローリーナスカ株式会社
アンデス電気株式会社
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第１号報告議案 「ＰＣＳＡ定款第１１条委員会」報告
当件について事務局より説明があった。別室にてＰＣＳＡ定款第１１条委員会を開催。
無承認変更という事で行政処分６ヶ月という報告が株式会社合田観光商事より
委員会にあり、株式会社合田観光商事に対して「ＰＣＳＡ活動自粛」という処分を決定した。

第２号審議議案 「新入会希望正会員 株式会社晋陽」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。
正会員申込企業１社（企業概要）
１．株式会社

晋陽

本社所在地

大阪府大阪市浪速区元町３－１０－４

代表者名

代表取締役

資本金

１，０００万円

売上高

２６９億７，２００万円

事業内容

遊技場経営（１３店舗）

河

晋陽ビル５階

鳳基
設立

１９７３年６月
従業員数

９５名

パチンコ３，１９６台・パチスロ１，９２９台、
合計５，１２５台
入会動機

屋号は天一

ＰＣＳＡに入会して、会員・賛助会員の方々との人脈を築き、
研究部会でチェーンストア経営を学びたい

反社会的勢力関係
紹介者

討議事項

皆無

株式会社ニラク

他団体加入
取締役

無

大石

ＮＰＯ法人ＵＧビジネスクラブ事務局

明徳
金

様

秀岳

様

第３号審議議案 「第１２期ＰＣＳＡ研究部会・委員会担当理事（案）」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。役員の改正に伴い担当理事を決めて
いただく。なお、本日は担当理事のみを決めていただき、サブリーダー、
副委員長は担当理事とリーダーでお決めいただきたい。
【人事問題研究部会】
担当理事:平山 剛氏 重任(第11期 平山 剛理事)
リーダー:上林 浩和氏(夢コーポレーション株式会社 人財部人財支援グループ マネジャー)
サブリーダー: 木内 克宏氏(株式会社アメニティーズ 組織戦略部 次長)

【法律問題研究部会】
担当理事:小中冨 均氏 重任(第11期 小中冨 均理事)
リーダー:森 治彦氏(株式会社ダイナム 取締役)
サブリーダー: -----------------------------------

【コスト問題研究部会】
担当理事:大石 明徳氏 新任(第11期 今井 有二理事)
リーダー:荒籾 伸一氏(株式会社ボネール アミューズメント事業部 部長)
サブリーダー: 宮村 伸輔氏(JCMシステムズ株式会社 社長付法人 担当部長)

【不正対策研究部会】
担当理事:金光 淳用氏 重任(第11期金光 淳用理事)
リーダー:鈴木 睦雄氏(株式会社ニラク 防犯担当マネジャー)
サブリーダー: 市川 忍氏(株式会社ダイナム リスク管理部危機管理担当)
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【PCSA新遊技法研究会・景品検討チーム】
担当理事:加藤 英則氏 新任 (第11期 委員長 合田 康広氏)
委員長:森 治彦氏 新任 (株式会社ダイナム 取締役)
副委員長:石山 一広氏 新任 (三本コーヒー株式会社 常務取締役)

【PCSA消費税見直し研究会】
担当理事:平林 伸一氏 重任 (第11期 委員長 平林 伸一氏)
委員長:守重 孝幸氏 新任 (株式会社ダイナム 財務部経理担当)
副委員長 :-----------------------------------

【PCSA ECO遊技機検討委員会】
担当理事:齊藤 周平氏 新任 (株式会社ジョイナス 常務取締役)
委員長:三上 圭一氏(夢コーポレーション株式会社 商品部長)
副委員長:貝田 亮氏(株式会社セントラル伸光 営業課長)

第４号審議議案 「７月拡大理事会 ｉｎ 大阪開催（案）」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。下記の内容での７月拡大理事会について審議した。

開 催 地: 大阪府大阪市
会場・宿泊: ホテルモントレグラスミア大阪(JR難波駅徒歩1分)
拡大理事会 :「ブルーベル」(21階)
情報交流・交歓会:「ハートウェル」(22階)
大阪府大阪市浪速区湊町1 2 3 電話:06-6645-7111
開催月日 : 平成25年7月26日(金)～7月27日(土)
開催内容 : 7月26日(金)
15:00～16:00 新遊技法案研究会

討議事項

16:1０～17:40 拡大理事会
17:40～18:20 プレゼンテーション
18:30～20:00 情報交換・交流会
(大阪地区ホール企業をご招待する)
7月27日(土)
9:00～17:25 ストアコンパリゾンin大阪
(チャーターバス移動、情報交換会)
コーディネーター:荒籾 伸一氏(コスト問題研究部会リーダー)
17:25 解散:JR新大阪駅

第５号審議議案 「９月拡大理事会 海外開催（案）」審議【承認】
当件について事務局より説明があった。PCSAでは毎年海外視察をしている。
今年度これまであまり行っていないアジアに行こうと考え計画した。以前は
韓国、上海で理事会を開催した実績がある。
≪PCSA拡大理事会・ストアコンパリゾンinマニラ≫
開 催 地: フィリピン マニラ
開催月日 : 平成25年9月20日(金)～9月23日(月・祭日) 3泊4日
目 的 : 東南アジア最大のホテルカジノ視察
研修先 : リゾートワールドカジノ
(カジノ視察、セキュリティ・プレイヤーの流れについてガイド)
宿泊場所 : マリオットホテル
参加者目標: 20人(理事・幹部、正会員、賛助会員)
航空機 : 往路: 成田発 9:35 JL741便 マニラ着当日13:15
復路: マニラ発14:25 JL742便 成田着当日 19:55
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第６号審議議案 「政治分野アドバイザー紹介の会員以外企業プレゼンテーション」審議【承認】

当件について事務局より説明があった。政治分野アドバイザー紹介による
会員外企業プレゼンテーションを大阪の７月拡大理事会で開催したい件について審議した。

① ビズキューブ・コンサルティング株式会社(大阪)
プレゼン内容:賃料適正化コンサルティング
家賃110番 ～店舗を成功に導く、ローコスト経営への提案～
紹介議員:衆議院鈴木 克昌議員 「生活の党」
実施希望月日: 7月26日(金)拡大理事会大阪開催にて
② 株式会社フロントライン・パートナーズ(名古屋)
プレゼン内容:新自然冷媒ガス ECO-G
電力コストの削減を可能とする「新自然冷媒ガス」
紹介議員:前衆議院議員 牧 義夫 氏
実施希望月日: 7月26日(金)拡大理事会大阪開催にて

第７号報告議案 「８月開催第１回臨時社員総会・第４５回ＰＣＳＡ公開経営勉強会」報告
当件について事務局より説明があった。８月開催の第１２期第１回臨時社員総会・
第４５回ＰＣＳＡ公開経営勉強会について、次の内容で実施させていただきたい。
2013年8月21日(水) 於:「アルカディア市ヶ谷」 (収容 360名)
第一部 第12期第1回臨時社員総会(14時～15時)
第1号報告議案 定款第11条委員会 報告
第2号審議議案 「新入会員入会」承認の件
第3号報告議案
研究部会報告

討議事項

第二部 第45回 PCSA・PTB共催公開経営勉強会(15時30分～18時15分)
第1部『パチンコホール企業のIPO(株式上場)実現に必要とされること』
PTB評価委員会委員: 永沢 徹氏・中山 健児氏・井出 博之氏
曾我 貴志氏(弁護士)・株式会社ダイナムジャパンホールディングス担当責任者
第2部『PTBパチンコホール会計基準』
田宮 治雄氏 (東京国際大学商学部教授・PTB評価委員会委員)
末川 修氏 (公認会計士・東京さくら監査法人代表・PTB評価委員会委員)

第８号報告議案 「研究部会・委員会活動」報告
当件について、研究部会リーダー、事務局より説明があった。
1)人事問題研究部会(リーダー:上林 浩和)
①6月研究部会(6月14日(金)11時～16時開催・PCSA会議室にて)
内容:第12期の活動計画(企業視察)
労政時報勉強会 「組織風土改革の実際」
新卒採用担当者情報交換会について
質問コーナー「企業年金制度について」「社員総会について」
モデル就業規則
労務管理マニュアル改訂版
②7月拡大研究部会・新卒採用担当者意見交換会
(7月12日(金)11時～17時開催・PCSA会議室にて)
11時～14時 拡大人事問題研究部会
14時～17時 第3回新卒採用担当者情報交換会
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2)コスト問題研究部会(リーダー:荒籾 伸一)
①6月研究部会(3月14日(木)12時30分～17時開催・PCSA会議室にて)
14:40～13:50 機械問題ワーキンググループ検討会
・P-倉庫について
・ガウキャッチャー2について
15:30～16:10 省エネ・エコ・環境問題検討会
・設定温度について
・LED照明について
16:20～17:00 一般賞品検討会
・5月ストアコンパリゾンin香川について
・各社の取組について(無水トイレ)
②7月研究部会(7月10日(水)、11日(木)・PCSA会議室にて)
7月10日(水)13:00～16:00 環境・景品・財務会議
7月11日(木)14:40～16:00 機械問題ワーキンググループ検討会
*7月からは、全体会の部会を除き、2日間に分けて研究部会を開催することとした。

3)法律問題研究部会(リーダー:森 治彦)
①5月研究部会(5月25日(土)13時～16時開催・PCSA会議室にて)
内容:日常営業における全国各地の事例について情報共有
・交野市ホール営業許可取消について
・小野市 生活保護条例について
・島根県の新賞品システムについて
・会員からの質問コーナー(会員カードについて、ポイントについて)

討議事項

②6月研究部会(6月29日(土)13時～16時開催・PCSA会議室にて)
内容:日常営業における全国各地の事例について情報共有

4)不正対策研究部会(リーダー:鈴木 睦雄)
①6月拡大研究部会(6月21日(金)13時～16時開催・大阪 TKP会議室にて)
内容: 最新ゴト事例・対策の情報共有
ゴト発生時の警察への通報について
オムロンアミューズメント株式会社 磁石センサー紹介
②7月拡大研究部会、第24回不正対策勉強会
(7月19日(金)13時～17時開催・PCSA会議室にて)
PCSA拡大不正対策研究部会: 最新ゴト事例・対策の情報共有
第23回PCSA不正対策勉強会:
演題:『最新のゴト情報について』
講師:有限会社ジャパン・セキュリティ・サービス 代表取締役 高石 隆一 様
<参加案内先>
PCSA正会員、賛助会員、ホール5団体、日工組
③日本遊技機工業組合訪問
1.日時: 平成25年5月30日 午前10時30分～12時
出席者: 日工組 技術担当理事 渡辺 圭市氏、技術担当課長 渡辺耕治氏、
不正対策委員会 委員長 清原賢二氏、副委員長 加藤晶弘氏
PCSA 不正対策研究部会リーダー 鈴木 睦雄、事務局 片山健太郎
内 容: 日工組とPCSAの今後のゴト情報共有方法を検討した。
2.日時: 平成25年6月13日 午前10時30分～12時
出席者: 日工組 技術担当課長 渡辺耕治氏、 主事 三上秀利氏
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不正対策委員会 委員長 清原賢二氏、 副委員長 加藤晶弘氏
PCSA 不正対策研究部会サブリーダー 市川 忍、事務局 片山健太郎
内 容: PCSAからパチンコにおける最近のゴト情報を報告、日工組から対策状況を確認。

(電磁波(直撃)ゴト、磁石ゴト、釘曲げゴト、糸付玉ゴト、大玉ゴト)
その他、不正ロムの発見方法、ゴトを発見する手がかり、セキュリティ委員会への
参加について討議。7月19日に開催される不正対策勉強会にご参加いただくこととなった。

5)新遊技法案研究会 景品検討チーム(委員長:合田 康広)
①5月研究会(定時社員総会のため開催なし)
②6月研究会(6月28日(金)15時～16時開催・PCSA会議室にて)
内容: 今期の進め方について
・景品検討チームの進め方について
・新遊技法研究会の進め方について
・IR法の動きについて

6)ECO遊技機検討委員会(委員長:三上 圭一)
①6月委員会(6月13日(木)13時～14時30分開催・PCSA会議室にて)
内容: 5月30日 日工組訪問報告
ECO遊技機試作機説明会について
PCSAから日工組への質問、要望の整理
②7月委員会(7月11日(木)13時～14時30分開催・PCSA会議室にて)
内容: ECO遊技機試作機説明会について
PCSAから日工組への質問、要望について

討議事項

③日本遊技機工業組合訪問
日 時: 平成25年5月30日 午前10時30分～12時
出席者: 日工組 技術担当理事 渡辺 圭市氏、技術担当課長 渡辺耕治氏
ECO遊技機検討委員 岡部 勝也氏、福田 隆氏、保谷 誠氏
PCSA ECO遊技機検討委員会 委員長 三上 圭一、事務局 片山健太郎
内 容: 今後の情報交換の方法について検討、前向きに意見交換していただける事になった。

また、日工組から次の2点の提案があった。
1.試作機説明会の案内(6月28日に開催されることとなった)
2.ホール5団体から「同意書」が欲しいという事であった。詳細検討中であるため、
固まり次第改めて連絡いただけるとのこと。(これは白紙になった)
④ECO遊技機 試作機説明会
日 時: 平成25年6月28日(金) 午前13時～14時30分
出席者: PCSA正会員、賛助会員 85名
内 容: ECO遊技機試作機の説明
質疑応答

第９号報告議案 「業界団体活動」報告
当件について事務局より説明があった。
１「ＰＣＳＡ第１２期定時社員総会出席状況（５月２４日開催）」
去る平成２５年５月２４日に開催した、第１２期定時社員総会の出席状況。総会７７名、

経営勉強会１０１名、情報交換会４８名という結果であった。
２「ホール５団体代表者会議（６月１０日開催）」
1.ホール5団体非加盟店舗に対する平成25年度推進機構会費負担の協力要請について

・会費は昨年12月末日設置台数x50円。福島は7割免除、岩手、宮城は3割免除。
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・支払いは9月の予定、スケジュール、内容について西事務局長からPCSAに連絡が来る。

各団体時期を合わせて行動する。
2.今後の省エネルギー対策について
・ホール5団体で継続的に省エネに取り組んでいく事を共通認識とした
・都遊協でポスターを作成中。出来上がったら各団体に案内をする。
3.その他、当面の諸問題について
・オリンピック誘致活動参加について、時期が遅く協力活動は見送る。
・リカバリーサポートネットワークの支援を継続したい。(同友会 松田代表理事)
・国民目線で物事を考えることによりファンが増える(日遊協 深谷会長)
・5団体代表者会議を隔月開催して欲しい。(PCSA 金本代表理事)→一同賛成
3「遊技産業健全化推進機構定時社員総会(6月10日開催)」
報告事項 1.第7期事業報告
報告事項 2.新年度事業計画及び予算について
第1号議案 第7期事業年度 計算書類承認の件【承認】
第2号議案 理事10名選任の件【承認】

討議事項

さかもと未明氏が退任。新たな理事は事務局長の伊勢崎清氏となった。
第3号議案 監事1名選任の件【承認】
肥沼監事が体調を崩され辞任。新しく今尾金久氏が監事となった。
第4号議案 理事報酬の件、第5号議案 監事報酬の件【承認】
遊技産業に従事するものを除く理事報酬6名で4800万円
監事報酬2名で500万円
4「パチスロの日ドリームキャンペーンの案内(6月14日付)」
8月4日をパチスロの日とし、本年もキャンペーンを開催する。7月初めにポスターを
送付させていただく。キャンペーンの案内を添付したのでご確認いただきたい。
5「アントニオ猪木氏 参議院選挙出馬に関して(6月26日付)」
アントニオ猪木氏の参議院選挙出馬にかかり、同氏のパチンコ、スロットの
告知方法について株式会社平和より案内があった。

その他
１． ５月末日 稼動アンケート結果

平成25年7月26日(金)

次回開催

7月拡大理事会

午後4時10分～5時40分

ホテルモントレ グラスミア大阪
21階
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