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ＰＣＳＡアクションレポート（理事会）
平成２７年４月版

４月拡大理事会
開催日時

平成27年4月24日（金）

開催場所

ＰＣＳＡ会議室にて

午後4時から午後5時30分

金本

朝樹代表理事

佐藤

公平副代表理事・加藤

大石

明徳理事・合田

康広理事・小中冨

石川

直史理事・中島

基之専務理事（１０名）

川辺

悦史監事・宮村

伸輔監事

森

英則副代表理事・齊藤

治彦法律問題研究部会リーダー・牛島

オブザーバー出席者

周平副代表理事

均理事・荒籾

伸一理事

憲明アドバイザー

正会員1名、賛助会員12社19名

正会員
株式会社晋陽

河本

成佑

株式会社大商

國澤

良幸

三本コーヒー株式会社

山本

聡

三本コーヒー株式会社

石山

一広

三本コーヒー株式会社

石黒

勝

株式会社ピーエーネット技術研究所

佐々木

幸治

株式会社昭和堂

塚本

弥須久

愛和食品株式会社

石井

政明

西部

勲

長久保

明

賛助会員

出席者

ジャパンネットワークシステム株式会社

若山

佳則

ゼニス株式会社

中村

克彦

グローリーナスカ株式会社

佐藤

佳春

アンデス電気株式会社

荘司

宏輝

株式会社東和商事

岡本

健

オリックス株式会社

水上

裕

オリックス株式会社

新谷

泰樹

オリックス株式会社

高鍋

貴行

オリックス株式会社

白浜

尊義

みの食製菓株式会社

酒井

充明
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第１号審議議案 「第１４期定時社員総会・株式会社ニラク・ジー・
シー・ホールディングス上場セミナー・懇親祝賀会」審議【承認】

2／8

当件について事務局より説明があった。
<第14期定時社員総会・第52回公開経営勉強会>
日時:2015年5月22日(金)
第一部

第14期定時社員総会
会場:ホテルニューオータニ「EDO ROOM」宴会場階(1階)

13:00 開会
13:05 審議・報告事項
13:20 研究部会・委員会活動報告・活動計画報告
13:40 新役員委嘱状授与・就任挨拶
研究部会・委員会リーダー・サブリーダー委嘱状授与・就任挨拶
14:00 御来賓・御講話

警察庁生活安全局保安課課長補佐 大門 雅弘 殿

14:10 功労会員表彰
14:25 第10回PCSA学生懸賞アイディア・エッセイ表彰式
15:00 閉会

第二部

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス「香港証券取引所上場セミナー」

会場:「芙蓉 中西」 宴会場階(1階)
15:30 開会挨拶 谷口 晶貴氏
15:35 祝辞 佐藤 洋治氏

PCSA第1期・2期・5期・8期代表理事

株式会社ダイナムジャパンホールディングス

取締役会議長

15:50 第1部 『基調挨拶』

討議事項

谷口 久徳氏

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 代表執行役社長
株式会社ニラク 代表取締役社長

16:05 第2部 『上場の経緯と総括』
大石 明徳氏

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 専務執行役
株式会社ニラク 取締役

16:40 第3部 『パネルディスカッション』
テーマ:≪香港証券取引所株式公開までの道のり≫
コーディネーター: 藤田 宏氏
株式会社エンタテイメントビジネス総合研究所 代表取締役社長

パネラー

:

曾我 貴志氏
曾我法律事務所 パートナー 日本国、ニューヨーク州弁護士

ウイリス ティン氏
申銀萬国融資(香港)有限公司

Shenyin Wnguo
Capital (H.K.) Lid.

Managing Director

金川 創氏
金川国際法律事務所 パートナー、日本国、ニューヨーク州弁護士

鵜飼 千恵氏
PwC あらた監査法人 公認会計士

大石 明徳氏
株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス
専務執行役/株式会社 ニラク 取締役
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18:00 閉会挨拶
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金本 朝樹PCSA代表理事

18:30 懇親祝賀会 会場 「芙蓉 東中」 宴会場階(1階)
20:30 お開き

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス「香港証券取引所上場」懇親祝賀会次第(案)

会場：ホテルニューオータニ

芙蓉の間「東中」正餐

17:30 受付開始
18:30 『開会案内』

司会者

18:30 『開会挨拶』

谷口 久徳 様

18:35 『VIDEO上映』
18:45 『祝辞』 PTB代表理事 佐藤 公平 様
18:50 『祝辞』 PTB調査評価委員会委員長 横山 一夫 様
18:55 『祝辞』 民主党 参議院議員 増子 輝彦 先生
19:00 『祝辞』 遊技産業ホール団体代表者
19:05 『祝辞』 遊技産業メーカー他団体代表者
19:10 『乾杯』

Mr. Willis Ting

19:15 『懇談』
19:30 『来賓のお祝いのご挨拶』
20:00 『お祝いの記念品』贈呈 (友人一同より贈呈)
20:10 『名刺交換会』・『懇談』
20:30 『御礼・閉宴の辞』

谷口 龍雄 様

20:30 ≪お開きドアーにて御礼、お見送り≫

討議事項

第２号報告議案

「第１３期決算報告」報告

当件について事務局より、貸借対照表の流動資産、固定資産、これらの資産合計、
並びに負債の流動負債（負債合計は流動負債と同額）、純資産の合計、負債及び
純資産の合計、また、損益計算書での売上高、販売費及び一般管理費、
営業損失金額、営業外収益、経常損失金額、税引前当期純損失金額、法人税、
当期純損失金額、販売費および一般管理費の合計、第13期実績について、
収入の部での予算に対する実績、予実算対比、支出の部の予算と予実算対比、
当期営業利益見通しと、その予実算対比が説明された。

第３号審議議案

「第１４期事業計画・事業予算」審議【承認】

当件について事務局より説明があった。
<第14期事業活動計画(案)>
1 【会員拡大】
① PCSA研究部会活動内容が他団体にない豊富な情報量と参加企業の生の事例等、
会員企業にとってのメリット並びにリスク回避(法律問題研究部会の事例研究)等、
これからのホール企業経営に欠かせない情報交換・研究があることをアピールする
小冊子「PCSAご利益冊子(案)」を作成し、ホール企業へ発信する。
② 会員及び賛助会員は新入会員の拡大に積極的に尽力を尽くす。
③ 各研究部会リーダーは、自研究部会開催時に会員・賛助会員以外のホール企業、
業界関係者の参加を積極的に行い新入会員の拡大に尽力を尽くす。
④ 事務局は公開経営勉強会等への出席ホール企業並びに遊技産業関連企業に対して
PCSA活動紹介し、積極的に入会を勧める。
⑤ 東京以外の都市にて開催する拡大理事会及び各研究部会へ地元ホール企業を
招待して、PCSA活動を理解願い、入会を勧める
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2 【総会】
定時社員総会

開催日:5月22日(金)会場:「ホテルニューオータニ」

第1回臨時社員総会

8月21日(金)会場:「アルカディア市ケ谷」

第2回臨時社員総会

11月19日(木)会場:「アルカディア市ケ谷」

第3回臨時社員総会

2月19日(金)会場:「アルカディア市ケ谷」

3 【経営勉強会】開催会場は上記定時社員総会・臨時社員総会会場
第52回公開経営勉強会 開催日:5月22日(金)会場:「ホテルニューオータニ」
株式会社ニラク・ジー・シーホールディングス
「香港証券取引所上場セミナー」「懇親祝賀会」
第53回経営勉強会

8月21日(金)会場:「アルカディア市ケ谷」

第54回経営勉強会

11月19日(木)会場:「アルカディア市ケ谷」

第55回公開経営勉強会

2月19日(金)会場:「アルカディア市ケ谷」

4 【理事会】毎月開催・開催会場はPCSA会議室を中心に開催
通常理事会 5月・8月・11月・2月
拡大理事会 4月・6月・7月・9月・10月・12月・1月・3月
(9月は金沢に於いて拡大理事会・ストアコンパリゾン実施)
5 【研究部会・委員会】
① 各研究部会活動を毎月開催(都内開催・東京外開催)
6月コスト問題研究部会 岡山開催
7月人事問題研究部会

福島開催

7月不正対策研究部会

北海道開催

② 「2015研究部会活動の記録」5月発刊 900部
③ 人事問題研究部会編集「店長のための労務管理Q&A」5月発刊 1000部

討議事項

④ 人事問題研究部会主催「第11回学生懸賞アイディア・エッセイ」実施
⑤ 不正対策研究部会主催「不正対策勉強会」年4回(4月・7月・10月・1月)実施
協会会員以外のホール4団体担当者及び健全化機構担当責任者を毎回招待する
⑥ 各研究部会より総会開催時(臨時社員総会を含む)に活動の報告を行う
⑦ 東京以外の都市で開催する研究部会は、開催地のホール企業担当者を招待し、
研究部会の活動を体験願い、PCSAへの入会勧誘を行う
6 【出版・広報事業】
①「PCSAご利益小冊子」(6月)300部
②「研究部会活動の記録2015」(5月)900部
③「第52回経営勉強会「ニラク上場セミナー」DVD(6月)300部
④「第10回学生懸賞アイディア・エッセイ特集号」(7月)500部
⑤「PCSAチャレンジブック2016」(8月)8000部
⑥「第53回公開経営勉強会DVD」(9月)300部
⑦「第54回経営勉強会DVD」(12月) 250部
⑧「第55回公開経営勉強会DVD」(2016年3月)300部
7 【情報発信事業】
①「PCSAデータベース2015」会員・賛助会員・幹部・政治分野アドバイザー・警察庁
経済産業省・業界団体関係者・報道関係へ発信(8月)
②「PCSAアクションレポート(活動報告)」会員・賛助会員・幹部・警察庁
経済産業省・業界団体関係者・報道関係者へ発信100部(毎月)
③「PCSA業界誌レポート」を会員・賛助会員・幹部へ発信(毎月)
④「稼動アンケート」会員・賛助会員・幹部・警察庁へ発信(毎月)
⑤「経営勉強会DVD」会員・賛助会員・幹部・政治分野アドバイザー・警察庁・
経済通産省・業界団体関係者・報道関係者へ発信(年4回)
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8 【業界活動】
① ホール5団体代表者会議を通じて業界の課題を討議、改革を進める
② ホール5団体の各研究会、委員会を通じ協議し、PCSAの要請を前進させる
③ 他団体との共通テーマでの合同勉強会を開催する
④ 各研究部会への他団体関係者の参加を要請する
⑤ ホール5団体の事務局責任者との個別会合を実施し、PCSAの考え方について
理解を求める
9 【政治分野アドバイザー活動】
① 自由民主党「時代に適した風営法を考える会(風営法議連)」との交流・情報交換
② 民主党「新娯楽産業振興育成研究会(新娯楽研)」との研究会・情報交換
③ 自民党・民主党以外の党のPCSA政治分野アドバイザーに遊技新法の制定に向けて
「遊技産業に係る議員連盟」設立を促す(維新の党・他)
③ 各党の議員にPCSA政治分野アドバイザーへの参加勧誘活動を行う

第４号審議議案

「第１４期ＰＣＳＡ功労会員」審議【承認】

当件について事務局より説明があった。功労会員として会員１名、賛助会員１名を
審議した。

第５号審議議案

「第１４期ＰＣＳＡ執行部」審議【承認】

当件について事務局より説明があった。本日の審議結果を５月２２日（金）開催の
第１４期定時社員総会にて審議し、会員より承認を受け、同日第１回理事会を開催し、

第１４期執行部を決定し、総会の場にて発表する。

討議事項
第６号審議議案

「第１４期研究部会

メンバー、リーダー、サブリーダー承認の件」審議【承認】

当件について事務局より説明があった。第１４期研究部会の申込みが終わり、
各研究部会のメンバーがまとまった。リストは別紙のとおり。
法律問題研究部会は正部員２４名、賛助部員４名、合計２８名（内、新入部員９名）、

リーダーは森治彦氏、サブリーダーは荒田政雄氏。
人事問題研究部会は正部員１９名（内、新入部員３名）。リーダーは志賀健太郎氏、
サブリーダーは木内克宏氏。
不正対策研究部会は正部員のみの募集で２０名（内、新入部員６名）。リーダーは
松本

浩氏、サブリーダーは市川

忍氏。

コスト問題研究部員は正部員１６名、賛助部員１１名、合計２７名
（内、新入部員１０名）。リーダーは佐藤千恵氏、サブリーダーは宮村伸輔氏、
桜井純子氏。
合計で正部員７９名、賛助部員１５名、合計９４名（内、新入部員２８名）。

第７号審議議案

「第１０回学生懸賞アイディア・エッセイ

最終審査」審議【承認】

当件について事務局より説明があった。審査員の皆様からの審査が終わった。
最優秀賞と優秀賞を３点出しており、４名の方を５月の総会で表彰する。
最優秀賞が３０万円、優秀賞が１０万円の賞金となる。

第８号審議議案

「政治分野アドバイザー入会」審議【承認】

当件について事務局より説明があった。申し込みがあったのは自民党衆議院議員
鈴木隼人様、３７歳。東京大学大学院卒業、経済産業省出身。
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第９号審議議案

「ＰＣＳＡ報道関係者規程（案）」審議【継続審議】
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当件について事務局より説明があった。前回の理事会の決定により作成した
報道関係者規程（案）を審議した。

第１０号審議議案

「警察庁へのお伺い事項（管理者の兼任について）」審議【承認】

当件について、森法律問題研究部会リーダーより説明があった。明日の
法律問題研究部会で諮って、法律部会として警察庁にＰＣＳＡ名義で質問させて
いただきたいという主旨であった。なお、質問の内容は、風俗営業の管理者は必ず
選任しないといけないが、お店が隣接、近接していたとしても、現在では別の人に
しないといけない。そこで解釈運用基準にある「接着」という言葉の定義を再度
お聞きしたいという事であった。

第１１号報告議案

「民主党・新娯楽産業振興育成研究会（新娯楽研）」報告

当件について事務局より説明があった。民主党で
「新娯楽産業振興育成研究会（新娯楽研）・議連」を作るために
キックオフミーティングとして下記の内容で会議を開いた。
開催月日:平成27年4月17日(金)午後11時から11時30分
開催場所:参議院議員会館108号室
出席者: 議員

古川 元久衆議院議員(愛知23区・7回生)
羽田雄一郎参議院議員(長野県・4回生)
小見山幸治参議院議員(岐阜県・1回生)

PCSA

金本 朝樹代表理事
佐藤 公平副代表理事
加藤 英則副代表理事

討議事項

森

治彦法律問題研究部会リーダー

佐藤 洋治チェーンストア経営分野アドバイザー
事務局

中島 基之

<打ち合わせ内容>
1.本日の会合を仮称民主党「新遊技産業振興育成研究会(新娯楽研)・議連」の
キックオフミーティングとする。
2.新娯楽研の設立目的は、
① 新遊技法の制定
② 遊技産業の振興育成
3.新娯楽研執行部の決定
会長

古川 元久議員

幹事長

羽田 雄一郎議員

事務局長

小見山 幸治議員

4.今後の活動計画
① 小見山議員を中心に衆議院・参議院の議員の方々に「新娯楽研」への参加を依頼する
② 本年5月をめどに「新娯楽研・国会議員会」を開催して、今後の活動方針などを検討願う
③ PCSA事務局より民主党政治分野アドバイザーの議員に「新娯楽研」への参加をお願いする。

上記3議員の他にアドバイザーの就任をされている議員は次の通り。
鈴木 克昌衆議院議員 (5回生・東海ブロック)
増子 輝彦参議院議員 (5回生・福島県)
小川 勝也参議院議員 (4回生・北海道)
安井 美沙子参議院議員(1回生・愛知県)
大野 元裕参議院議員 (1回生・埼玉県)
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第１２号報告議案

「退会
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賛助会員」報告

当件について事務局より説明があった。届出があったのは株式会社アプロ。
３月３１日付で退会。代表は柳原邦年氏、高知県高知市に本社があり、
中古遊技機流通業を業務としている。

第１３号報告議案

「正会員調書」報告

当件について事務局より説明があった。本年４月１日現在の調査。２５社。
休会２社は入っていない。店舗数は７２９店舗、前年比較プラス１９店舗。
遊技機台数は、パチンコ２３万７４２８台、スロット１０万６６４１台、
合計３４万４０６９台となっている。

第１４号報告議案

「研究部会・委員会活動」報告

当件について各リーダー・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)
1.4月研究部会(4月10日(金)11時～15時開催・PCSA会議室にて)
<定例研究部会>
・第10回学生懸賞アイディア・エッセイ 審査状況確認
・労務管理Q&A 内容確認
・労政時報勉強会「平成27年度施行 労働関係・社会保険改正のチェックポイント」
2.5月研究部会(5月8日(金)11時～15時開催予定・PCSA会議室にて)
<定例研究部会>
・第10回学生懸賞アイディア・エッセイ 最終審査結果共有
・労政時報勉強会

討議事項

2)コスト問題研究部会(リーダー:佐藤 千恵)
1.4月研究部会(4月8日(水)13時～17時開催予定・PCSA会議室にて)
<定例研究部会>
・部員企業情報共有(担当:春原部員「広告宣伝費について」)
・エコ・環境問題(「平成26年度補正予算 省エネルギー設備導入補助金について」担当:栗山部員)

・部員近況報告(コスト関連情報交換)
・第14期の拡大研究部会について(6月11日～12日 岡山開催)
2.5月研究部会(5月14日(木)13時～17時開催予定・PCSA会議室にて)
・機械問題(担当:白川部員)
・エコ・環境問題(担当:栗山部員)
・景品問題(担当:塚本部員、園田部員)
・部員企業情報共有(担当:黒沢部員)
・部員近況報告(コスト関連情報交換)

3)法律問題研究部会(リーダー:森 治彦)
1.3月研究部会(3月28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
1)A社スロット役物不具合に対する対応について
2)遊技機の不公正販売について
3)貯玉・再プレイシステム乗り入れ機能の提供について
4)認定機の部品供給について
5)のめり込み問題について
6)マイナンバー法への取り組み
2.4月研究部会(4月25日(土)13時～16時開催予定・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
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4)不正対策研究部会(リーダー:松本 浩)
1.4月拡大研究部会(4月17日(金)13時～17時開催・PCSA会議室にて)
・最新ゴト事例・対策の情報共有(スロットセルゴト、メダルサンド、持ち込み持ち出し)
・ゴト被害アンケートについて
・ワーニングレターについて
第31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
2.5月拡大研究部会(5月29日(金)13時～15時開催・PCSA会議室にて)
・最新ゴト事例・対策の情報共有
・ゴト被害アンケートについて

5)新遊技法案研究会(景品検討チーム)(委員長:森 治彦)
1.3月研究会(3月20日(金)14時45分～15時45分開催・PCSA会議室にて)
内容:パチンコ店における依存(のめり込み)問題対応ガイドラインについて

討議事項

景品提供の対応について
娯楽産業振興育成研究会について
2.4月研究会(4月24日(金)14時45分～15時45分開催・PCSA会議室にて)
内容:景品提供の対応について
娯楽産業振興育成研究会について

その他
１）３月末日付

稼働アンケート集計

２）ＰＣＳＡスケジュール

追加審議議案

「ペーパーレス会議について」【継続審議】

当件について事務局より説明があった。ペーパーレスを継続するにあたりコストを
再計算する事になった。

平成27年5月22日(金)

次回開催

『5月通常理事会』

ホテルニューオータニ

ラピス

午前11時～午後12時30分（理事・幹部）

※同日、第14期定時社員総会・第52回PTB・PCSA共催公開経営勉強会も開催される。
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