
MARS
JOURNAL

年次報告書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

28VOL.

第46期

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-10-7
TEL .03-3352-8555（代）   URL：http://www.mars-ghd.co.jp

3月31日現在、100株以上保有の株主様に
下記のご優待をご用意しております。

カタログに同封の専用ハガキにてお申込みください。

株主ご優待に関するお問い合わせ先（6月29日より開設）
株主様優待事務局　 0120-230-213

お申込み締切日　2020年8月31日（当日消印有効）

3,000円相当の地方特産品
（カタログより選択）

500～999株
5,000円相当の地方特産品

（カタログより選択）

1,000株～

株主様ご優待のご案内

QUOカード

100～499株

事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
単 元 株 式 数
基 準 日

株 主 名 簿 管 理 人 及 び
特別口座の口座管理機関
株 主 名 簿 管 理 人
事 務 取 扱 場 所

（ 郵 便 物 送 付 先 ）

（ 電 話 照 会 先 ）
（インターネットホームページURL）

公 告 方 法

上 場 証 券 取 引 所

毎年4月1日から翌年3月31日まで
毎年6月開催
100株
定時株主総会　毎年3月31日
期末配当　　　毎年3月31日
中間配当　　　毎年9月30日  （中間配当を実施する場合）

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒168−0063　東京都杉並区和泉二丁目8番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

0120−782−031
https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

電子公告により、当社のホームページに掲載します。
URL  http://www.mars-ghd.co.jp/kessan/index.html
ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることが
できないときは、日本経済新聞に掲載します。
東京証券取引所

【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会は、
口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない
株主様は、上記の電話照会先にご連絡ください。

【特別口座について】
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった
株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座

（特別口座といいます。）を開設しております。特別口座についてのご照会及び
住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。

株主メモ



株主の皆様へ 営業の概況

Message from Review of

ＮＥＸＴ50周年へ始動
株主・投資家の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼を申し上げます。また、この

たび、新型コロナウイルス感染症に罹患された方々に心よりお見舞い申し上げます。
アミューズメント関連事業の主な販売先であるパチンコ業界は、規則改正等に対応した遊技機へ

の入れ替え、改正健康増進法施行による受動喫煙対策等の諸問題を抱え、買い控え傾向が強かっ
たことから、ＡＩユニコン等の新製品をリリースしたものの、販売活動は厳しい状況となりました。

自動認識システム関連事業は、国内外におけるニーズの高まりから主に産業用Ｘ線検査装置の
販売が好調に推移いたしました。

ホテル関連事業は、繁閑に合わせて価格を変更するダイナミックプライシングの採用やレスト
ランの新規出店等で順調に推移いたしましたが、足元では新型コロナウイルス感染症の感染
拡大に伴う訪日外国人客の減少や不要不急の外出自粛等により営業活動への影響がありました。

目まぐるしく変化する昨今の情勢におきましては、新型コロナウイルス感染症による影響が
不透明なこともあり、迅速かつ柔軟な組織体制での対応が求められております。変化する顧客
ニーズに対応し、地域に密着したきめ細かいサービスを提供していくため、本年４月には
アミューズメント関連事業の販売会社を設立し、株式会社マースシステムズ東日本、株式会社
マースシステムズ東海、株式会社マースシステムズ西日本の販売会社３社体制といたしました。

当社は2019年９月13日をもちまして創業45周年を迎えることができました。これもひとえに
永年にわたる皆様のご愛顧並びに温かいご支援の賜物と心からお礼申し上げます。

次の創業50周年に向けて、グループ各社一丸となり持続的な成長と中長期的な企業価値の
向上を目指してまいりますので、これからの「マースグループ」にご期待ください。

株主・投資家の皆様におかれましては、今後とも一層のご愛顧とご支援を賜りますよう、よろ
しくお願い申し上げます。

代表取締役社長 松波  明宏
株式会社マースグループホールディングス

MARS MARS
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により国内外の景気が急激に悪化する状況の中、当社グループはお客様

の「満足」を勝ち取るための新たな付加価値を追求する一方、持株会社体制へ移行し、意思決定の迅速化や機動的な
事業運営を強力に推し進めてまいりました。

当連結会計年度の業績は、売上高225億62百万円（前期比7.3％減）、営業利益37億99百万円（同19.0％減）、
経常利益42億86百万円（同16.0％減）、親会社株主に帰属する当期純利益23億円（同110.1％増）となりました。

当期の
業　績

「マースガーデンウッド御殿場」「マースガーデンホテル博多」は需要と供給に
応じて価格が変動するダイナミックプライシングを採用しました。関連事業のレスト
ランでは、前期から今期にかけて開店した「寿司 銀明翠博多」、「和匠 銀明翠ＧＩ
ＮＺＡ」他2店舗が認知度の向上に伴い利用客が増加いたしました。しかしながら、
期末には世界規模で新型コロナウイルス感染症が拡大し、訪日外国人客の減少等
で業績は伸び悩みました。この結果、ホテル関連事業の売上高は21億10百万円

（前期比4.1％増）、セグメント損失は１億41百万円(前期は１億６百万円のセグメン
ト損失）となりました。

構 成 比

構 成 比

63.2

9.4

%

%

売上高 14,266百万円

構 成 比

27.4%

売上高 6,186百万円

売上高 2,110百万円

自動認識システム関連事業では、ＲＦＩＤ、バーコード、Ｘ線検査装置等を媒体として
各種データを精査しながら自動的に取り込み・認識ができる利点から、ＦＡ市場、流通
市場、アミューズメント市場、健診市場等、広く新規市場への展開を目指し、提案
販売活動を積極的に行ってまいりました。特に世界最高水準の高分解能（性能）を
誇るＸ線源を搭載した「産業用Ｘ線検査装置」は市場からの評価が高く、ＦＡ市場での
導入が進みました。この結果、自動認識システム関連事業の売上高は、61億86
百万円（前期比1.6％増）、セグメント利益は７億66百万円（同7.3％減）となりました。

「パーソナルＰＣシステム」及び「マースユニコン」を中心にトータルシステムでの
提案・販売を行いました結果、パーソナルの売上実績は52店舗、導入店舗数は
累計1,625店舗となりました。また、業界随一の「Ａｉｒ紙幣搬送システム」は、着実に
導入件数を伸ばし、累計1,000店舗への導入が目前となりました。しかしながら、
改正健康増進法施行による受動喫煙対策等の諸問題を抱える業界全体の動きから
パチンコホールの新規出店や大規模な改装は限定的となり、アミューズメント関連
事業の売上高は、142億66百万円（前期比12.1％減）、セグメント利益は34億 
７百万円（同16.9％減）となりました。

アミューズメント関連事業

自動認識システム関連事業

ホテル関連事業
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グループ随一の販売体制

マースウインテック、
IoT物販自販機
「スマートマート」を量産化

「3社体制」で販売体制を強化
情報端末＋デジタルサイネージ＋販売機アミューズメント機器販売のマースシステムズ

Challenge of MARS

●羽田空港国内線 第1旅客ターミナル 北ウイング 2階
●羽田空港国際線ターミナル（出国後エリア）3階 2箇所
●羽田空港国際線ターミナル（一般エリア）5階
●アクアシティお台場 3階
●海老名サービスエリア（上り）
●足柄サービスエリア（下り）

●南海難波駅「総合インフォメーションセンターなんば」
●大宮ラクーン／モラージュ菖蒲／MARK IS 静岡
●NEOPASA清水（共通）／EXPASA富士川（上り）
●NEOPASA駿河湾沼津（上り）／EXPASA多賀（下り）
●NEOPASA浜松（上下）／EXPASA足柄（下り） 他
　現在も全国各地へ導入が進んでいます。

主な設置場所

株式会社マースウインテックは、株式会社ブイシンク社と
共同開発したIoT物販自販機「スマートマート」の量産化
に着手しました。「スマートマート」は、販売機と情報端末、
デジタルサイネージを融合し、新たな価値の創造を可能
にした次世代タイプの自動販売機です。46インチの大型
タッチモニタは、天気やニュースを表示することで優れた
アイキャッチ効果を発揮します。

またインバウンド需要を見据えて4ヶ国語に対応。観光
案内や乗換案内など、言語を切り替えて表示できることに
加え、有名キャラクターとのAR（拡張現実）記念撮影と
いう特典的な楽しみも付加するなど、革新的な販促機能
を備えています。

2020年4月1日、アミューズメント関連事業の販売会社である株式会社マースシステムズは、多様化する顧客ニー
ズに対してきめ細かいサービスを提供していくため、東日本・東海・西日本の3社体制へと移行しました。株式会社マー
スシステムズは株式会社マースシステムズ東日本に商号変更し、株式会社マースシステムズ東海と株式会社マースシ
ステムズ西日本が新たに誕生いたしました。

46インチのタッチモニタで
様々な情報を発信

新しい価値を創造する自動販売機

有名キャラクターとのAR記念撮影も

特 徴

2020年3月31日まで 2020 年 4 月1 日より

東日本支社

東海支社

西日本支社

●東京営業所
●西東京営業所
●松本サービスステーション

●札幌営業所
●東北営業所
●大宮営業所
●千葉営業所

●北見サービスステーション
●盛岡サービスステーション
●郡山サービスステーション
●新潟サービスステーション

●横浜営業所
●静岡営業所
●名古屋営業所
●金沢サービスステーション

●大阪営業所
●京都営業所
●神戸営業所
●広島営業所
●福岡営業所
●鹿児島営業所

●松山サービスステーション
●熊本サービスステーション
●沖縄サービスステーション
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Challenge of MARS

第12回「［国際］カーエレクトロニクス技術展」に出展
MTS（マーストーケンソリューション）

オリジナル焼酎
「松月の波」通信販売開始

MC（マースコーポレーション）

株式会社マースコーポレーションでは通信販売酒類
小売業免許を取得し、2019年からヤフーショッピング
の「マースコーポレーションストア」を通じて、オリジナル
焼酎「松月の波」の通信販売をスタートしました。「松月
の波」は「海鮮処 松月亭」で提供されているオリジナル
焼酎。2016年のモンドセレクションで金賞を受賞した
麦焼酎をはじめ、芋焼酎、米焼酎の3タイプをライン
アップしています。

博多に行く機会のない方でも名店の焼酎をご自宅で
お楽しみいただけるようになりました。オリジナル焼酎は
単品でお買い求めいただけるほか、富士山ロックグラス
と組み合わせたギフトセットもご購入いただけます。

カーエレクトロニクス技術展って？

第12回 [国際]カーエレクトロニクス技術展

2020年1月15日（水）～1月17日（金）

場所：東京ビッグサイト　青海展示棟

半導体・電子部材、ソフトウェア、テスティング技術など、カー
エレクトロニクスの進化を支えるテクノロジーが一堂に会
する世界最大級の技術展です。世界中の自動車メーカー、
自動車部品メーカーと出展者の商談の場、技術相談の場に
もなっています。

鉄板焼「銀明翠 GINZA」が「一休.com」の「一休レストラン
アワード2020（東京地区）」でトリプル受賞の栄誉に輝きま
した。このアワードは2019年の1年間に投稿されたクチコ
ミをもとに集計され、高い評価となりました。

今回受賞した部門

■ デート・記念日部門 …第1位
■ 接待・会食部門 ………第4位
■ 女子会ランチ部門 …第5位

飲みやすさの中に
も華やかな香りと
深い味わい。

ヤフーショッピング

「マースコーポレーションストア」
販売サイトは
こちら

▲ ▲ ▲

濃厚な旨味と、のど
越しにはしっかりと
した味わい。

ほのかな甘みのあ
る、フルーティーな
味わい。

鉄板焼「銀明翠 GINZA」

「一休レストランアワード2020」受賞!

麦 焼 酎 芋 焼 酎 米 焼 酎

自動認識の総合メーカーである株式会社マース
トーケンソリューションは、2020年1月15日から17
日まで東京ビッグサイト青海展示棟で開催された第
12回［国際］カーエレクトロニクス技術展に出展しま
した。同社は例年、同時期開催のエレクトロテスト
ジャパンに出展していましたが、今回初めて本展示会
へ出展することとなりました。

技術展では、高分解能と超高輝度を両立し、電子部
品から内外装材料まで幅広い撮像が可能な新製品

「ナノフォーカスX線CT機」を実機展示しました。また
リチウムイオン電池や車載部品など多くの分野で納
入実績を持つインライン向け自動検査装置の稼働状
況や加熱観察などの受託検査の様子などもパネル展
示いたしました。

今回実機展示した新製品
「ナノフォーカスX線CT機」
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マースグループは、アミューズメント関連事業を中核事業として以下の子会社で構成され、アミューズメント関連、
自動認識システム関連、ホテル関連の３つの事業を展開しています。

主要財務データ
2017年度 2018年度 2019年度

売上高 23,427 百万円 24,345 百万円 22,562 百万円

営業利益 3,517 百万円 4,691 百万円 3,799 百万円

経常利益 3,836 百万円 5,104 百万円 4,286 百万円

親会社株主に帰属する当期純利益 2,608 百万円 1,094 百万円 2,300 百万円

1株当たり当期純利益 156.20 円 65.57 円 137.78 円

総資産 60,644 百万円 59,220 百万円 58,422 百万円

純資産 52,254 百万円 51,204 百万円 51,439 百万円

1株当たり純資産 3,128.99 円 3,066.15 円 3,080.23 円

1株当たり配当 70.00 円 80.00 円 80.00 円

2018年度 2019年度

売上高 (百万円)
百万円

2018年度 2019年度

3,836

経常利益 (百万円)

2018年度 2019年度

23,427

2,608

1,094

親会社株主に帰属する当期純利益
1株当たり当期純利益 (円)

(百万円)

2019年度

70

2020年度
（予想）

70
35

35

1株当たり配当 (円)

百万円
前期比

%減

円

80

2017年度

35

35

5,104

2017年度

24,345

2017年度

2017年度 2018年度

45

35

45

35

80百万円
前期比

%
中間 期末

156.20

65.57

22,562 7.3
前期比

%減 4,286 16.0

2,300 110.1 増

円137.78

連結財務ハイライト

Consolidated Financial Highlights
グループ会社紹介

Group of MARS

持 株 会 社

株式会社マースコーポレーション

株式会社マースプランニング

株式会社マースウインテック

株式会社マースコーア

株式会社マースネットワークス

株式会社マーストーケンソリューション

Freewill-Mars Tohkenマーストーケン（上海）
関連会社（タイ）自動認識関連事業（中国）

株式会社マースエンジニアリング

金属加工事業
株式会社マーステクノファクトリー

アミューズメント機器製造販売事業 アミューズメント機器販売事業 自動認識･Ｘ線関連事業

リース販売・不動産事業 データ管理･ネットワーク事業 メカトロニクス事業

ホテル･レストラン事業 金銭機器事業
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Go!マース探検に
株式の状況
発行株式数及び株主数
発行可能株式総数……………………………………………  6,762万株
発行済株式の総数……………………………………………  2,272万株
株主数……………………………………………………………  7,532名

大株主の状況
株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

㈱イー・エムプランニング 2,093 9.21
松波葊和 680 2.99
松波香代子 680 2.99
松波明宏 680 2.99
みずほ信託銀行㈱ 退職給付信託 きらぼし銀行口 
再信託受託者 資産管理サービス信託銀行㈱ 663 2.92

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 618 2.72
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR:FIDELITY 
SR INTRINSIC OPPOTUNITIES FUND 550 2.42

公益財団法人マース奨学財団 500 2.20
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK 
FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR 
SUBPORTFOLIO)

446 1.97

永井美香 432 1.90

※上記の他、自己株式が6,020千株あります。

所有者別分布状況

所有株数別分布状況

金融機関
11.9％

個人・その他
59.0％

金融商品取引業者
1.1％

外国人
12.5％

事業法人
15.5％

500,000株以上
55.0％

1,000株未満
5.1％

1,000株以上
5.2％

100,000株以上
23.4％

10,000株以上
11.3％

会社概要
商 号

本社所在地
設立年月日
主 な 事 業
資 本 金
従 業 員

株式会社マースグループホールディングス
(Mars Group Holdings Corporation)
〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目10番7号
1974年9月13日
グループ会社の統括・管理
7,934,100,000円
733名（連結ベース）

（2020年3月31日現在）株式及び会社情報

Shareholder & Corporate Information

「健康経営優良法人2020」に認定！

EX
PL

ORING the MARS

EXPLORING the M

ARS

Stage —16

2020年2月、経済産業省が主導する
『健康経営優良法人2020』の大規模法人部門でマースグループホール
ディングス（MGHD）が、中小規模法人部門でマーストーケンソリュー
ション（MTS）がそれぞれ健康経営優良法人に認定されました！ MGHDは
3年連続、MTSは初めての認定となります。

マースグループは、2017年に発表した「マース健康経営宣言」のもと、健康診断受診率100％の維持や禁煙応援金の
支給、階段WALK運動の実施など、社員とその家族の健康増進に向けたさまざまな取り組みを推進しています。

次回もマースの魅力をお伝えしてまいります。お楽しみに ！Next Stage

代表取締役社長
取　 締　 役
取　 締　 役
取　 締　 役
取締役 （社外）
取締役 （社外）
取締役 （社外）

常 勤 監 査 役
監査役 （社外）
監査役 （社外）

松波 明宏
秋山 裕和
佐藤 敏昭
春山 安成
中村 勝典
小林 郁夫
洞口 治夫

名取 満郎
安原 正義
吉田 茂夫

●アミューズメント関連事業
株式会社マースエンジニアリング
株式会社マースシステムズ東日本
株式会社マースシステムズ東海
株式会社マースシステムズ西日本
株式会社マースコーポレーション
株式会社マースネットワークス
株式会社マースウインテック
株式会社マーステクノファクトリー※

●自動認識システム関連事業
株式会社マーストーケンソリューション
マーストーケン（上海）電子貿易有限公司※

●ホテル関連事業
株式会社マースプランニング

●その他事業
株式会社マースコーア※

グループ会社

役 員 （2020年6月26日現在）

（2020年4月1日現在）

（※は非連結会社）

「大規模法人部門」でマースグループ
ホールディングスが認定

「中小規模法人部門」でマーストーケン
ソリューションが認定

「まなみちゃんも」健康経営をサポートしています!!

順位 メーカー 商品
総カロリー

kcal
1本容量

ml
100ml
kcal

1 マース エナジードリンク 315.0 250 126

2 マース アセロラドリンク 313.6 280 112

3 マース レモンスカッシュ 175.0 350 50

4 マース 天然水サイダー 166.6 490 34

5 マース レモンジュース 161.0 350 46

6 マース コーラ 159.8 340 47

7 マース アップルティー 145.0 500 29

8 マース うめソルティ 140.4 540 26

9 マース リンゴジュース 131.6 280 47

10 マース 乳酸菌ドリンク 131.6 280 47

11 マース リフレッシュコーラ 129.6 240 54

12 マース いちごミルク 119.7 190 63

13 マース エナジードリンク 112.0 200 56

14 マース スポーツドリンク 108.0 600 18

15 マース 塩ライチ＆ヨーグルト 105.0 350 30

16 マース ミルクティー 103.6 280 37

17 マース コーヒーラテ 86.8 280 31

18 マース レモンティー 84.0 280 30

19 マース カフェオレ 81.4 185 44

20 マース トマトジュース 80.5 350 23

21 マース コーヒーブレンド 64.8 185 35

22 マース コーヒー微糖 64.4 280 23

23 マース 麦茶 37.0 185 20

24 マース 天然水　スパークリングレモン 0.0 500 0

25 マース アイスティー　ノンシュガー 0.0 650 0

26 マース 緑茶 濃いめ 0.0 500 0

27 マース 天然水 0.0 550 0

28 マース 緑茶 0.0 280 0

健康には気をつけましょう！
ご飯１膳(150ｇ)で240kcalあるよ。
飲み物のカロリーにも注⽬してね♪

マース総務部

エスカレーターちょっと控えて、トントン歩こ！

いろんなカロリー量がわかるだけで楽しいね?

吸っちゃうと、

疲れちゃうし、

からだに悪いよ～

109 MARS  JOURNAL


