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ＰＣＳＡアクションレポート（理事会）
平成２５年７月版

７月拡大理事会in大阪
開催日時

平成25年7月26日（金）

開催場所

ホテルモントレ

午後16時10分から17時10分

グラスミア大阪

佐藤

公平副代表理事・齊藤

西村

菊枝理事・大石

２１階

周平副代表理事・加藤

明徳理事・中島

英則理事

基之専務理事（理事６名）

川辺悦史監事・森治彦法律問題研究部会リーダー
荒籾伸一コスト問題研究部会リーダー・牛島憲明アドバイザー
オブザーバー出席者

正会員6社6名

賛助会員12社22名

正会員
株式会社キョウサン

原田

公二

千里丘観光開発株式会社

金子

朝臣

株式会社ボネール

福井

章

株式会社ワールド

石川

直史

永伸商事株式会社

甲田

將士

永伸商事株式会社

池野

徳挙

株式会社スリーストン

岩田

友宏

株式会社大商

國澤

良幸

樋笠

修

國澤

良平

真東

淳一

秋山

裕和

岡崎

智洋

石山

一広

石黒

勝

株式会社昭和堂

塚本

弥須久

内外たばこ株式会社

岡

一成

ジャパンネットワークシステム株式会社

矢崎

秀雄

賛助会員
出席者

株式会社マースエンジニアリング
三本コーヒー株式会社

宇佐見

グローリーナスカ株式会社
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満

中田

修一

若林

準

宮崎

昌彦

佐藤

佳春
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出席者

株式会社アワーズ

笠井

英史

株式会社サンコー

真鍋

貴博

川口

俊吾

株式会社ビジョンサーチ

坂口

将人

株式会社東和商事

岡本

健

第１号審議議案 「第６回ＰＣＳＡ ＭＥＤＩＡ ＡＷＡＲＤ ２０１３」審議【承認】
当件について事務局より報告があった。毎年、8月に開催する第１回臨時社員総会に
て、
ＰＣＳＡの記事を沢山掲載いただいた業界誌を対象として、メディアアワードを実施しており
その受賞誌について審議した。

第２号報告議案 「第４５回ＰＣＳＡ公開経営勉強会登壇者」報告
当件について事務局より報告があった。
開催日時：平成２５年８月２１日（水）

午後３時３０分～６時

開催場所：アルカディア市ヶ谷 (富士の間)
費

用：お一人様

２，０００円

※１社２人目以降、１，０００円

＜第45回PCSA・PTB共催公開経営勉強会＞
第一部

午後3時30分～午後5時

『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』
≪パネルディスカッション≫
コーディネーター：

討議事項

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

パネラー：
永沢

徹氏（弁護士）

山中

健児氏（弁護士）

曾我

貴志氏（弁護士） 曾我法律事務所(香港上場に携わった法律事務所)

株式公開担当責任者
第二部

永沢総合法律事務所・ＰＴＢ評価委員会委員
石嵜・山中総合法律事務所・ＰＴＢ評価委員会委員

株式会社ダイナムジャパンホールディングス

午後5時15分～午後6時

『PTBパチンコホール会計基準』≪講演≫
講

師：
田宮

治雄氏

：東京国際大学商学部教授・ＰＴＢ評価委員会委員・公認会計士

第３号報告議案 「遊技産業健全化推進機構経費拠出先」報告
当件について事務局より報告があった。遊技産業健全化推進機構経費拠出先について、

現在まで届いている内容の一覧表を配布した。
本年は東日本大震災の影響で３割免除が岩手県、宮城県、７割免除が福島県となっている。
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第４号報告議案 「ＥＣＯ遊技機アンケート」報告
当件について事務局より報告があった。去る平成２５年６月２８日に日工組において
ＥＣＯ遊技機試作機説明会があった。その際にＰＣＳＡから、不正対策、エンドユーザー目線

からのメリット、コスト問題、環境問題、その他という項目に分けて質問を投げかけ、
それぞれ回答をいただいた。

第５号報告議案 「参議院選挙ＰＣＳＡ政治分野アドバイザー当落」報告
当件について事務局より報告があった。去る７月２１日に
第２３回参議院選挙が開催、ＰＣＳＡ政治分野アドバイザーの結果が明らかに
なった。
当選議員が、自民党
羽田

伊達

忠一議員、民主党

雄一郎議員。落選議員は民主党

日本維新の会
生活の党

水戸

山岡

石井

小川

勝也議員、

一議員、

将史議員。ＰＣＳＡが支援していた議員では

賢次氏、日本維新の会

桜井

よう子氏が落選となった。

この結果平成２５年７月２２日現在ＰＣＳＡ政治分野アドバイザー
内訳は自民党

３１名。

２２名、民主党６名、日本維新の会２名、生活の党１名となる。

第６号報告議案 「９月拡大理事会 in マニラ参加者」中間報告
当件について事務局より報告があった。ＰＣＳＡ９月拡大理事会inマニラを開催するが、

討議事項

その出席者の中間報告をした。ホテル、飛行機の都合により仮申込の締切を７月末まで
とさせていただいている。

第７号報告議案 「研究部会･研究会･委員会活動報告」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）
①７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

・第１２期の企業視察について・・・９月に姫路のノアインドアステージを訪問予定
・労働時間、休暇、残業の会員企業実体調査・・・各社の実体、運用について共有
・１年単位の変形労働時間制について・・・各社の実体、成立要件の確認
１４時～１７時

第３回新卒採用担当者情報交換会

・現在の採用状況について・・・多くの会社が夏以降も採用活動を継続していくとの事
・内定を確定させるための手法について・・・内定者研修、親御さん説明会など手法の共有

②８月研究部会（８月９日（金）１１時～１５時開催・ＰＣＳＡ会議室にて）

２）コスト問題研究部会（リーダー：荒籾 伸一）
今期は原則２日間に亘り開催することとした。
①７月研究部会（７月１０日（水）、１１日（木）・ＰＣＳＡ会議室にて）
７月１０日（水）
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１３時～１３時５０分 環境問題小部会
・今夏の節電について・・・各社の取り組み内容の共有
・節電商品について・・・各社が導入している商品の費用対効果
１４時～１４時５０分 景品問題小部会
・魅力ある景品について・・・営業の中で景品をどう考えるべきか意見交換
・成功、失敗の具体的事例について・・・景品の成功事例、失敗事例の共有
１５時～１６時

財務・経理問題小部会

・消費税の対応について・・・かつてあった会計小部会の流れで、消費税増税時に

どう対応する事になるのか検討した。
７月１１日（木）
１４時４０分～１６時 機械問題ワーキンググループ検討会
・ＥＣＯ遊技機について・・・ＥＣＯ遊技機検討委員会で話されている内容を共有。
・「Ｐ－倉庫」について・・・ホール企業間の中古機活用を実践する為のサイト情報。

②８月研究部会（８月７日（水）、８日（木）・ＰＣＳＡ会議室にて）
８月７日（水）１３時

～１６時

８月８日（木）１４時４０分～１６時

環境、景品、財務・経理問題小部会
機械問題ワーキンググループ検討会

３）法律問題研究部会（リーダー：森 治彦）
①７月研究部会（７月２０日（土）１３時～１６時開催・ＰＣＳＡ会議室にて）

討議事項

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
・幼児の車内放置について・・・パチンコ遊技の為に近隣に幼児を残して駐車を
したという報道を受けて、事故防止の徹底を確認した。
・広告宣伝と１８歳未満の入場の禁止について・・・青年にも興味があるコンテンツの

遊技機に関する広告宣伝について注意喚起があった。
・賞品取り揃えの充実について・・・賞品の取り揃えについて、全国のホールに
調査が来ている。取組開始より５年経過したことを受けての実態調査と思われる。

・営業所の設備変更の適切な手続きについて（ｗｉｆｉ設置に関して）・・・ｗｉｆｉ設備を
設置する企業も増えているが、設置に伴う変更届けについて議論。
・ホール５団体風営法ワーキンググループについて・・・ＷＧより各団体の意見を
求められているがその内容について検討した。
②８月研究部会（８月３１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）
①７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
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＜参加案内先＞
ＰＣＳＡ正会員、賛助会員、ホール５団体、日工組（サンセイＲ＆Ｄ、豊丸産業、三洋物産）、

ユニバーサルエンターテインメント
＊ゴトを見つけるヒントとして普段と違うものを見つける事、という話があった。
（見慣れないお客様、ベース異常、お客様の変わった動きなど）
②８月研究部会（８月２３日（金）１３時～１５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

５）新遊技法案研究会（景品検討チーム）（委員長：森 治彦）
①６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
②７月研究会（７月２６日（金）１５時～１６時開催・ホテルモントレ グラスミアにて）
内容： 景品検討の進捗状況
参議院選挙を受けた新法の動きについて

討議事項

６）ＥＣＯ遊技機検討委員会（委員長：三上 圭一）
①７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の感想
ＰＣＳＡから日工組への質問、要望について
②８月委員会（８月８日（木）１３時～１４時３０分開催・ＰＣＳＡ会議室にて）
内容： ＰＣＳＡから日工組への質問、要望について
委員会の意見集約について・・・本日の新遊技法研究会で意見があった
「ＥＣＯ遊技機を釘問題解決のきっかけにする」ということを委員会に投げかける。

第８号報告議案 「業界団体活動」報告
当件について事務局より報告があった。遊技産業健全化推進機構の
平成２５年度第１四半期の検査部活動報告の集計結果。第一四半期で
３１都道府県方面、５６６ホール、遊技機６９３０台、計数機１３１台の検査を。
したとの事稼動の平均は４円パチンコ２４％、低貸パチンコ４６％、２０円スロット２７％
低貸スロット３６％であった。

その他
１． ６月末日付 稼動アンケート
２． ＰＣＳＡスケジュール

平成25年8月21日(水)

次回開催

8月通常理事会

正午12時～13時30分
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