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PCSA アクションレポート（理事会）
平成 30 年 1 月版

1 月拡大理事会
開催日時

平成 30 年 1 月 29 日（月） 午後 3 時 30 分～午後 5 時

開催場所

ホテル『ルポール麹町』３階 「エメラルドの間」

出席者

理事 10 名、幹部 5 名、賛助会員オブザーバー35 名、 合計 50 名
＜代表理事＞
加藤 英則 夢コーポレーション株式会社 代表取締役社長
＜副代表理事＞
大石 明徳 株式会社ニラク 取締役
合田 康広 株式会社合田観光商事 常務取締役
金本 朝樹 株式会社アメニティーズ 代表取締役社長（アメニティーズグループ）
齊藤 周平 株式会社グランド近江 社長執行役員（株式会社グランド商事・アドバンス）
＜理事＞
藤本 達司 株式会社ダイナム 代表取締役社長
山田 孝志 株式会社 TRY&TRUST 代表取締役社長
石川 直史 株式会社ワールド 代表取締役社長
金光 淳用 株式会社ヒカリシステム 代表取締役社長
＜専務理事＞
中島 基之 一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会
※理事 10 名
＜監事＞
川辺 悦史 株式会社セルノ 代表取締役社長
宮村 伸輔 株式会社エルゴジャパン 常務取締役
＜モデレーター＞
佐藤 公平 株式会社ダイナム 取締役会長
＜アドバイザー＞
牛島 憲明 牛島憲明事務所 代表
藤田

宏 株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 代表取締役社長

＜賛助会員オブザーバー＞ 19 社 35 名
中村 訓杓 大都販売株式会社 次長
國澤 良幸 株式会社大商 会長
大石 正仁 株式会社大商 代表取締役社長
平野 眞人 株式会社大商 取締役専務
國澤 良平 株式会社大商 景品流通部 部長
小泉 俊幸 株式会社エルゴジャパン 取締役副社長
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林
秋山

友一 株式会社エルゴジャパン 大手法人課 次長
学 株式会社マースエンジニアリング 執行役員 広域営業推進室長

江藤 征弘 株式会社マースエンジニアリング 首都圏営業部部長
山本

聡 三本コーヒー株式会社 代表取締役社長

石黒

勝 三本コーヒー株式会社 取締役管理部部長

竹田 雅俊 株式会社ピーエーネット技術研究所 代表取締役社長
小玉 幹雄 株式会社昭和堂 専務取締役
山瀬 一世 株式会社昭和堂 金沢支店 支店長
髙島 幸喜 株式会社昭和堂 福井支店 支店長
細川 裕二 株式会社昭和堂 富山支店 支店長
四角 佳正 ＪＣＭシステムズ株式会社 課長
宮原 信重 愛和食品株式会社 エリア統括長
鈴木 勝浩 オムロンアミューズメント株式会社 課長
長久保 明 ジャパンネットワークシステム株式会社 部長
若山 佳則 ジャパンネットワークシステム株式会社 課長
中村 克彦 ゼニス株式会社 代表取締役社長
宮崎 昌彦 グローリーナスカ株式会社 取締役営業統括部長
佐藤 佳春 グローリーナスカ株式会社 営業本部 担当部長
青木 康允 ファンライフ・デザイン株式会社 顧問
岡本

健 株式会社東和商事 常務取締役

高鍋 貴行 オリックス株式会社 アミューズメント営業部 部長
碇

昌宏 オリックス株式会社 アミューズメント近畿営業部 部長

高頭 良輔 オリックス株式会社 アミューズメント営業部 部長
北口

巧 オリックス株式会社 アミューズメント営業九州チーム長

鈴木 智紀 オリックス株式会社 アミューズメント営業部 課長代理
伊藤 真祐 株式会社 DMM．com 渉外統括補佐
廣田 道明 株式会社山宝商会 流通部 部長
市村 清香 株式会社山宝商会 流通部 主任
前川 竹志 株式会社インターコスモス 取締役本部長

第１号審議議案 「2 月開催 第 63 回 PCSA 公開経営勉強会講師」審議【承認】
当件について、事務局より説明があった。
＜開催概要＞
1．開催日時 平成 30 年 2 月 22 日（木曜日）

午後 2 時～午後 5 時 45 分

2．開催場所 TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町「プレミアム ボールルーム」
3・当日のスケジュール
・受付 午後 1 時開始
・第 16 期第 3 回臨時社員総会

午後 2 時～午後 3 時

1．総会審議
2．新入会員挨拶
3．研究部会活動報告
・第 63 回 PCSA 公開経営勉強会 午後 3 時 30 分～午後 5 時 45 分 （受付：午後 3 時開始）
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第一部 午後 3 時 30 分～4 時 30 分
テーマ：『新しい規則で生まれる遊技機 ～パチンコ／藤商事編～』（案）
講 師：松下 智人様（株式会社藤商事 常務執行役員 開発本部長）
第二部 午後 4 時 45 分～5 時 45 分
テーマ：『パチンコホール企業の内部統制』（案）
講 師：田宮 治雄様（東京国際大学 商学部教授、 公認会計士、
一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボード 評価委員会 委員）
・情報交換交流会

午後 6 時～午後 7 時 30 分 「プレミアムガーデン」3 階
（懇親会参加費：5，000 円）

＜意見＞
（全般）
・人選理由は？・・・12 月理事会でコーポレートガバナンスについて PTB の先生に講演をお願いしたいという事
になった。
（勉強会第 2 部の内容について）
・目を引くテーマにしてほしい。タイトルと講演内容も大事。
・事前に田宮先生に要望を出したい。
・田宮先生の専門は会計。J ソックスなどが得意分野。
・企業価値の高め方は得意分野。M＆A の際に価値を高める方法は知っている。
・PTB の活動も話してほしい。
・単純な会計上の話では無く、コンプライアンスを棄損した際にどうなるかの話。
・「企業再編時代」「賞品問題」の話をお願いしたい。
・業界の変化に絡めるべき。カジノ、規則改正という「今」に結び付けるべき。
・店舗の売買は現在ホールオーナーにとって非常に興味がある。中小では、条件があえば売りたいというところは
多い。
・現在の企業価値の計算の仕方が分かれば嬉しい人は多いはず。
（勉強会第 2 部テーマ案）
・「変革期にどう企業価値を高めていくのか」
・「社長、そんなんじゃ会社が売れないよ」（キャッチーにする）
・「変革期に企業価値を高める（案）」
＜審議＞
加藤：テーマは「変革期に企業価値を高める（案）」で進めたい。内容についても田宮先生に伝えてほしい。
一同：異議なし

第２号審議議案 「第１６期決算見通し、第１７期事業計画、予算案」審議【継続審議】
当件について、事務局より説明があった。第 16 期通期見通しの報告、並びに第 17 期事業計画・事業予算案
について報告がされ、意見を交換した。
会費収入に合わせて経費を調整し、改めて第 17 期事業計画、予算案を作成する。
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第３号審議議案 「三堀弁護士訪問報告、18 歳未満立ち入り禁止の対応」審議【継続審議】
当件について、事務局より説明があった。過日、弁護士 三堀清先生を訪問し、掲題の件を含む法律に関する
諸問題について相談し、その内容が報告された。

第 4 号審議議案 「PCSA 政治分野アドバイザー就任」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の承諾書が届いたのは下記の 2 名。それぞれご
就任について審議をした。
1）関 健一郎衆議院議員
希望の党。IR 議連・風営法議連・新娯楽研に非所属。
2）中野 正志衆議院議員
無所属。IR 議連所属。風営法議連・新娯楽研に非所属。
＜意見＞
・中野先生の紹介者は？・・・いない。以前、アドバイザーで落選されたが、復活して入会したいと。
＜審議＞
加藤：2 名の国会議員の方の PCSA 政治分野アドバイザーに就任に賛成されるか？
一同：異議なし

第 5 号報告議案 「警察庁訪問」報告」
当件について、事務局より説明があった。
＜記＞
日 時： 平成 30 年 1 月 10 日（水）午後 1 時～1 時 15 分
場 所： 警察庁 生活安全局保安課 課長室にて
参加者： 山田 好孝課長
小清水 徹係長
加藤 英則代表理事
中島 基之
内 容： 2 月 1 日施行の規則改正について意見交換をした。PCSA から「射幸性が抑制されるのは望ましい。
大衆娯楽に近づけたい」と述べ、山田課長からは、「業界の健全化のために PCSA が先頭に立って推進して
ほしい」という意見をいただいた。

第 6 号報告議案 「平成 30 年 PCSA 新年賀詞交換会出席者」報告
当件について事務局より説明があった。加藤代表の挨拶、政治分野アドバイザーの挨拶、女性議員による乾杯
を予定している。
＜PCSA 政治分野アドバイザー 出席申し込み状況＞
自由民主党（17 名、秘書 4 名）
ご 氏
名
議 院
田中 和徳 先生
衆議院
竹本 直一 先生
衆議院
原田 義昭 先生
衆議院
山口 泰明 先生
衆議院
櫻田 義孝 先生
衆議院

当選回数
8回
8回
8回
7回
7回
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松島 みどり先生
衆議院
左藤 章 先生
衆議院
西村 明宏 先生
衆議院
葉梨 康弘 先生
衆議院
御法川 信英先生
衆議院
秋元 司 先生
衆議院
小倉 将信 先生
衆議院
神田 憲次 先生
衆議院
鈴木 貴子 先生
衆議院
鈴木 隼人 先生
衆議院
大家 敏志 先生
参議院
江島 潔 先生
参議院
＜代理出席（秘書 4 名）＞
山本 有二 先生
衆議院
岩屋 毅 先生
衆議院
山本 拓 先生
衆議院
伊達 忠一 先生
参議院
日本維新の会（6 名）
馬場 伸幸 先生
井上 英孝 先生
浦野 靖人 先生
遠藤 敬 先生
石井 苗子 先生
東
徹 先生

6回
5回
5回
5回
5回
3回
3回
3回
3回
2回
2回
2回
10 回
8回
8回
3回

衆議院
衆議院
衆議院
衆議院
参議院
参議院

希望の党（4 名、秘書 2 名）
泉 健太 先生
衆議院
牧 義夫 先生
衆議院
今井 雅人 先生
衆議院
関 健一郎 先生
衆議院
＜代理出席（秘書 2 名）＞
古川 元久 先生
衆議院
小宮山 泰子先生
衆議院
民進党（3 名、秘書 1 名）
増子 輝彦 先生
参議院
小川 勝也 先生
参議院
羽田 雄一郎先生
参議院
＜代理出席（秘書 1 名）＞
大野 元裕 先生
参議院
立憲民主党（1 名）
初鹿 明博 先生

東京 14 区
大阪 2 区
宮城 3 区
茨城 3 区
秋田 3 区
東京 15 区
東京 23 区
比例東海
比例北海道
東京 10 区
福岡県
山口県
比例四国
大分 3 区
比例北陸信越
北海道

3回
3回
3回
3回
1回
1回

大阪 17 区
比例近畿
比例近畿
大阪 18 区
比例区
大阪府

7回
6回
4回
1回

京都 3 区
比例東海
比例東海
比例東海

8回
6回

愛知 2 区
比例北関東

6回
4回
4回

福島県
北海道
長野県

2回

埼玉県

衆議院

3回

比例東京

無所属（秘書 1 名）
＜代理出席（秘書 1 名）＞
鷲尾 英一郎先生
衆議院

5回

新潟 2 区

第 7 号報告議案 「平成 30 年パチンコ・パチスロ産業新年賀詞交歓会」報告
当件について事務局より説明があった。明日、「平成 30 年パチンコ・パチスロ産業新年賀詞交歓会」が開催され
る。代表理事以下、下記 12 名が出席する予定となっている。
＜出席者＞
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1．

代表理事

加藤 英則

2．

副代表理事

大石 明徳

3．

副代表理事

金本 朝樹

4．

理事

藤本 達司

5．

理事

城山 稔央（代理出席 城山 朝春）

6．

監事

川辺 悦史

7．

監事

宮村 伸輔

8．

モデレーター

佐藤 公平

9．

PCSA 経営分野アドバイザー

牛島 憲明

10． PCSA 調査研究・経営分野アドバイザー

藤田

宏

11． 元会員交流委員会副委員長

国澤 良幸

12． 専務理事

中島 基之

第 8 号報告議案 「研究部会・委員会活動報告」報告
当件について事務局より説明があった。
1）人事問題研究部会（リーダー：志賀 健太郎）
1．1 月定例研究部会・第 10 回新卒採用情報交換会（1 月 12 日（金）開催 PCSA 会議室にて）
＜定例研究部会＞
1．12 月 第 3 回女性活躍推進情報交換会 振り返り
2．1 月 新卒採用情報交換会について
3．来期人事部会 日程確定
4．来期活動計画について
5．各社トピックス共有
＜第 10 回新卒採用情報交換会＞
午後 1 時

講演（質疑応答含む）
テーマ：『インターンから選考対応まで。
学生に好印象を持ってもらうための効果的な採用広報施策』
講師：株式会社パフ 専門役員 田代 明久様

午後 3 時 15 分

グループワーク・情報共有（18 採用振り返り＆19 採用計画、等）

2．2 月定例研究部会（2 月 9 日（金）開催予定 PCSA 会議室にて）
＜定例研究部会＞
1．1 月 新卒採用情報交換会 振り返り
2．来期活動計画について
3．労政時報勉強会
4．各社トピックス共有

2）コスト問題研究部会（リーダー：佐藤 千恵）
1．1 月定例研究部会・企業訪問（1 月 11 日（木）13 時～17 時 開催）
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＜企業訪問・研究部会 in 株式会社 DMM．com＞
内容：午後 1 時

訪問 フィリップモリスジャパン合同会社 本社
「加熱式タバコ アイコス 質疑応答」

午後 2 時 30 分 訪問・研究部会 株式会社 DMM．com 本社
第 146 回コスト問題研究部会 inDMM
内容：企業トピック「弊社複合機のご案内」
2．2 月定例研究部会（2 月 8 日（木）13 時～17 時 開催予定・PCSA 会議室にて）
内容：企業トピック
・1 月 フィリップモリス様・株式会社 DMM．com 様訪問 振り返り
・コスト削減に関する情報共有
・部員近況報告（コスト関連情報交換）
3）不正対策研究部会（リーダー：松本 浩）
1．1 月定例研究部会・第 41 回不正対策勉強会
（1 月 26 日（金）13 時～17 時開催・PCSA 会議室にて）
＜研究部会＞
・12 月ゴト被害アンケートについて
・最新ゴト情報について
・内部不正対策について
「設定漏えい、不正関係の内部不正防止、抑止に有効であると思われる対策について」
＜第 41 回不正対策勉強会＞
テーマ：「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
2．2 月定例研究部会（2 月 16 日（金）15 時～17 時開催予定・PCSA 会議室にて）
・1 月ゴト被害アンケートについて
・最新ゴト情報について
・内部不正対策について 他

4）法律問題研究部会（リーダー：荒田 政雄）
1．1 月定例研究部会（1 月 27 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．依存問題対策プロジェクトチーム 報告
2．遊技機性能調査の結果（概要）について（機構 20171220）
3．遊技機の適正排出のお願いについて（日遊協 20171218）
4．法律問題研究部会 質問コーナー 2018．1
5．法律ハンドブック 2018 について
6．2 月 賛助会員 説明会について
7．来期拡大部会について
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2．2 月定例研究部会（2 月 24 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
1．依存問題対策プロジェクトチーム 報告
2．法律問題研究部会 質問コーナー 2018．2
3．法律ハンドブック 2018 について
4．来期拡大部会について
5．賛助会員 説明会 他
5）遊技法研究会（委員長：荒田 政雄）
1．1 月定例研究会（1 月 29 日（月）14 時 45 分～15 時 45 分開催 ルポール麹町にて）
内容：・18 歳未満の対応について
・賞品（景品）問題について 他
2．3 月定例研究会（3 月 22 日（木）14 時 45 分～15 時 45 分開催予定 PCSA 会議室にて）
内容：・18 歳未満の対応について
・賞品（景品）問題について
※2 月は、第 16 期第 3 回臨時社員総会・第 63 回 PCSA 公開経営勉強会の為、開催なし。
6）依存問題対策プロジェクトチーム（リーダー：辻 良樹）
1．1 月定例 PT（1 月 27 日（土）9 時 30 分～12 時開催・PCSA 会議室にて）
1．21 世紀会プレスリリースについて
2．安心パチンコ・パチスロアドバイザーについて
3．自己・家族申告プログラムについて
4．記事「依存症ネット馬券禁止 JRA、家族申請で規制へ」－読売新聞－2017．12．26
5．記事「依存対策 電話・対面で相談拡充」－フジサンケイビジネスアイ平成 30 年 1 月 13 日（土）
6．記事「競馬・パチンコ利用制限、家族の申告で可能に 政府がギャンブル依存症対策で」
（朝日新聞 web20171226）
2．2 月定例 PT（2 月 24 日（土）9 時 30 分～12 時開催予定・PCSA 会議室にて）
1．安心パチンコ・パチスロアドバイザーについて
2．自己・家族申告プログラムについて
3．業界団体における依存対策活動について 他

第 9 号報告議案 「業界団体活動」報告
1）第 9 号報告議案－1 「機構 平成 29 年度第 3 四半期 検査部活動報告」
平成 29 年 10 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日の機構の活動報告が届いた。毎四半期ごとに届いてい
る報告書になる。詳細はそれぞれご覧いただきたい。
2）第 9 号報告議案－2 「ニコニコ超会議 2018（仮）」
日遊協が毎年ゴールデンウィークに開催している「ニコニコ超会議」のイベントの案内が届いた。今年は 4 月 28
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日 29 日に幕張メッセで開催。今年からは日遊協の枠を超えて業界全体の取組みとして開催したいとの事。参
加案内書は別途作成し説明会も開くという事なので、連絡が来次第改めて会員・賛助会員の皆様に連絡を
させていただく。
3）第 9 号報告議案－3 「RCPG セミナー開催案内」
一般社団法人 RCPG より 2 月 28 日にセミナーを開催するという連絡が来た。会場は TKP 神
保町。講演とパネルディスカッションの二本立てで、参加費は 5000 円となる。また、併せてホームペー
ジのリニューアルのお知らせも届いている。

その他
1）PCSA スケジュール（今後、変更部分を分かるように表記する）
2）意見交換
・業界のイメージ悪化のひとつの要因として、業界規模の誤った認識がある。これまで業界は金融機関への
説明などの理由から貸玉料金を売り上げとしてきた。ここにきてカジノとの対比がなされるようになり、カジノ
と比較しても巨大な産業だというイメージを社会に持たれている。そのカジノは粗利を売り上げとしている。
パチンコも粗利表示にしないとイメージが良くならない。PCSA として「売上高を粗利表示にしたい」と主張
したいが、ご意見をいただきたい。
・以前開催した「業界誌との意見交換会」を開催したい。粗利表示も一つのテーマで、業界を良くしていく
にはどうすればよいのか、意見交換をしたい。意見交換の結果は業界誌に掲載してもらえばいいと思う。
・皆様が集まりやすい日時を設定したい。3 月理事会後も候補になる。
・賛助会員の皆様にも参加いただきたい。
＊事務局で「業界誌との意見交換会」の準備をする。

次回開催
平成 30 年 2 月 22 日（木）開催
＜スケジュール＞
正午 12 時～午後 1 時 30 分
2 月通常理事会 （TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町「フォレスト」）
午後 2 時～午後 3 時
第 16 期第 3 回臨時社員総会 （TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町「プレミアム ボールルーム」）
午後 3 時 30 分～午後 5 時 45 分
第 63 回 PCSA 公開経営勉強会 （TKP ガーデンシティ PREMIUM 神保町「プレミアム ボールルーム」 ）
以上
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