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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

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　2021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



株主の皆様へ 営業の概況

Message from Review of

アフターコロナに向けた取り組みで コロナに負けない企業へ
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。
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。
昨年から続く新型コロナウイルス感染症の感

染拡大に伴い、国内外の経済や社会活動が制限
され、当社グループの営業活動もその影響を大
きく受けました。

アミューズメント関連事業の主な販売先であ
るパチンコ業界では、新型コロナウイルス感染
症の拡大によるパチンコホールの営業自粛や遊
技客の減少、規則改正等に対応した遊技機への
入れ替え等により市場は冷え込み、営業活動は
厳しい状況となりました。このような中で、地域
に根差したきめ細かい販売・サービスを実現す
るため、グループ組織を再編し、３社販売体制へ
と移行いたしました。今後は、パチンコホールの
運営をサポートするシステムや質の高いサービ
スの提供を強力に推し進めてまいります。

自動認識システム関連事業におきましては、
新型コロナウイルス感染症の拡大により、販売

先の計画先送りや見直し等があり、また、営業活
動についても限定的となりました。その一方で、
新サービスの健診市場向けクラウドプラット
フォームサービスをリリースし、今後の拡販に向
けて注力してまいります。

ホテル関連事業は、新型コロナウイルス感染症
の影響を受け、大きく落ち込みました。政府によ
るＧｏＴｏキャンペーン等の各種施策で一時的に
盛り返したものの環境の変化が著しい年となりま
した。現状を打破すべく新しいサービスの提供や
ブランド力の強化、コストの削減を進め、アフター
コロナに向けた取り組みを実行してまいります。

コロナ禍による影響は当面続くものと見込ま
れますが、ニューノーマルな社会を見据え、Ｍ＆
Ａを積極的に活用した成長事業の促進や新規事
業の創出を目指し、事業ポートフォリオの最適化
を図ってまいります。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感染が第２波、第３波と拡大するにつれ経済や社会活動が制限され、先行き不透明な

状況が続きました。そうした中、当社グループは従業員とその家族、ステークホルダーの安全に配慮しつつ、お客様の
「満足」を勝ち取るために新たな付加価値の追求やグループ会社の再編を進めてまいりました。

当連結会計年度の業績は、売上高147億60百万円（前期比34.6％減）、営業利益11億30百万円（同70.2％減）、
経常利益15億33百万円（同64.2％減）、親会社株主に帰属する当期純利益８億７百万円（同64.9％減）となりました。

当期の
業　績

「マースガーデンホテル博多」及び「マースガーデンウッド御殿場」は、緊急事態
宣言時には稼働率が大幅に低下しましたが、段階的に回復してきました。しかし、
その後の感染拡大の波により、先行きに対する不透明感は払拭されず、本格的な
回復には至りませんでした。関連事業のレストランは、ホテルと同様に新型コロナ
ウイルス感染症の影響を大きく受け、営業の自粛や営業時間の短縮等で厳しい
状況が続きました。ホテル関連事業の売上高は、12億31百万円（前期比41.6％
減）、セグメント損失は６億24百万円（前期は１億41百万円のセグメント損失）と
なりました。

構 成 比

構 成 比

59.5

8.3

%

%

構 成 比

32.2%

売上高 4,746百万円

売上高 8,782百万円

売上高 1,231百万円

同事業の市場環境において、テレワークや遠隔操作、セキュリティ関連の需要が
高まりつつある中、健診市場向けクラウドプラットフォームサービスの第一弾として、
健康診断・人間ドック向けの問診入力システム「どこでも問診」を開発いたしました。
受診者が紙の代わりにスマートフォンやパソコンから事前登録できるほか、各健診
機関にとっても「記入内容の確認」、「整合性の確認」、「記入漏れのチェック」等の
作業が大幅に軽減されるこのシステムを、今後拡販してまいります。自動認識シス
テム関連事業の売上高は、47億46百万円（前期比23.3％減）、セグメント利益は
４億37百万円（同42.9％減）となりました。

「パーソナルＰＣシステム」及びＡＩ分析が可能な「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22店舗、導入店
舗数は累計1,565店舗となりました。地域に密着したサービスを提供するため、㈱
マースシステムズ東日本・㈱マースシステムズ東海・㈱マースシステムズ西日本の 
３社販売体制へ移行。さらには、接客による感染を抑制できる「セルフＰＯＳ」の導入が
進んだほか、カードの自動除菌ができる「全自動カードクリーナー」を開発いたしまし
た。アミューズメント関連事業の売上高は、87億82百万円（前期比38.4％減）、セグ
メント利益は15億72百万円（同53.9％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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Challenge of MARS

「マーススマート入場」は、ホールの開店前に長時間並ぶことのないスムーズな
入店を実現し、稼働率や売上の増加を促進する画期的なサービス。アプリストア
からソフトをダウンロードし、オンラインで会員登録を行うだけで、任意のパチンコ
店・スロット店の入場抽選に参加できます。

カードディスペンサや非接触ICカードリーダライタなどを
手掛けるマースウインテックは、2021年３月に東京ビッグ
サイトで開催された流通業向けITシステム総合展「リテール
テックJAPAN 2021」に出展しました。

アミューズメントのマースエンジニアリング マースグループのアミューズメント部門の新技術

冷蔵機能付きマルチロール自販機「MVシリー
ズ」は、生もの、ワレモノ、小型から大型、季節商
品まで、幅広い商品が販売可能な次世代型の
自販機です。24時間無人で稼働するためウィズ
コロナ時代に最適。サテライト店としても活躍し
ます。リモートで在庫管理ができるため機会損失
を防止できるのも利点のひとつです。

24時間無人販売ができるスモール
マーケットを1台で実現します。

インバウンド需要に対応した日英中
韓4ヶ国語表示が可能です。

最大幅40cm、重さ4kgまでの商品
サイズに対応しています。

中国で普及しているALIPAY・We 
ChatPayにも対応。

いつでもどこからでも店舗検索、抽選申込可能 出 展した 主 な 製 品

パチンコ・スロット店の
会員カードと連携可能。会員番号を入力するこ
とで会員限定の申し込みに参加できます。

ホールの会員
カードと連携

パーラーマース

マースエンジニアリングのシステム導入店では
クラウドでさらに機能充実!

お客様は長期間並ぶ
必要がなく、ホールの
スタッフは来 店 客 の
整理などに時間を取
られない、双方にやさ
しいサービスです。

来店のお客様とホール店スタッ
フの負担をともに削減

「顔認証」でなりすましを防止
抽選番号の確定後に、顔認証で本人確認を行う
ため、他人によるなりすましを防止できます。

パーラーマース

パーラーマース

ご来店の抽選お申し込みもカンタン!

スムーズな入店から、稼働向上、売上促進まで実現

「                    」登場!スマホ用
アプリ

「リテールテック展」に
出展しました!

幅広い商品が販売可能な
24時間営業の強い味方!

コンパクトでハイスペックな紙幣整理機!

最新デザインの傘〜放置傘まで！

●24時間無人販売
●7インチ液晶タッチパネル搭載
●トップクラスの計測速度1,200枚/分
●大容量スタッカー200枚
●金種別に金額、枚数を自動計算
●上下の向きや表裏の仕分け可能
●前面スライドにより、メンテナンスも簡単!

●中古傘のリユースに最適
●安全安心&集金いらずのキャッ

シュレス決済
●24時間無人販売で収益確保

●高額大型商品販売

●インバウンド対応 ●多機能決済

冷蔵機能付きマルチロール自販機 

MVシリーズ

高速紙幣整理機

KOA-3020J

傘販売機 

F04A

抽選申込完了です!

会員限定申込の設定をしている
場合は、抽選予約をするタイミン
グで会員番号（物理番号）の入力
画面に遷移します。

抽選機能のほか、会員システム連携や、
アプリ機能を強化・開発中。

申し込みしたい
日付を選びます

任意の店舗を検索

ホーム画面から
「ホーム検索」
をタップ

「抽選予約する」
をタップ

アプリの
ダウンロード

総合管理
V2

当社システム導入店の場合

クラウド
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Challenge of MARS

自動認識ソリューションをメイン事業とするマーストーケンソリューションは
2020年８月、健康診断・人間ドック向けの問診入力システム「どこでも問診」を
リリースしました。入力データをクラウドで管理することにより、検診施設と
受診者それぞれの負担を軽減し、予防医療の高度化に貢献します。

「自動認証」のMTS（マーストーケンソリューション）

検診施設専用クラウド問診システム

「どこでも問診」サービスイン!

健康診断/⼈間ドックでの問診入⼒をより簡単に、より正確に

入力はタブレットやスマホ
の画面で完結し、紙の問診
票は必要ありません。入力
したデータはクラウドサー
バーに格納され、検診実施
時、必 要 に 応じて 閲 覧 や
修正が可能。問診データを
医療機関の検診システムと
連携することもできます。

マースグループでは、役員・社員が遵守すべき全12項目から成る「行動規範」を定め、そのひとつに「社会への
貢献」を掲げています。地域清掃などの環境保全活動を通じて地域社会との連携を深めているほか、各種ス
ポーツ活動の推進により企業運営の基盤である社員の健康維持・促進に努めています。

東京都から

経済産業省／日本健康会議

スポーツ庁から

「健康経営優良法人2021」認定!
2021年３月、マースグループホールディングスが、経済産業省と日本健康会議が
共同で選出する「健康経営優良法人2021」（大規模法人部門）に認定されました。
認定に当たっては、社員のストレスチェック受検率の向上など、健康課題の把握・
対応面が特に高く評価されました。

4年連続

「東京都スポーツ
推進企業」
に認定!

「スポーツエール
カンパニー2021」
に認定!

ラジオ体操やソフトボー
ル大会、Let's階段WALK
運動などの多様なスポー
ツ推進活動が評価され、
マースグループホールディン
グスが2020年の「東京都
スポーツ推進企業」に選出
されました。

従業員の健康増進を目的に各種スポー
ツ活動に積極的に取り組んでいる企業と
して、マースグループホールディングス
がスポーツ庁から「スポーツエールカン
パニー2021」に認定されました。

マースグループの社会貢献

ソフトボール大会を開催し、グルー
プ内の親睦も深めます。

社員の健康増進を目的にラジオ
体操を実施しています。

タブレットやスマホで
誰にでも使いやすい
入力画面

幅 広 い お 客 様 にご
利用いただけるよう
多言語で対応

記 入 漏 れ や 整 合 性
チェック機能で問診
回答の精度向上

クラウドで健診シス
テムと簡単データ連携

問診の入力はWEBの

画面入力のみ。紙の問診票

は必要ありません。
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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
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度予想

売上高 24,345 百万円 22,562 百万円 14,760 百万円 18,000 百万円

営業利益 4,691 百万円 3,799 百万円 1,130 百万円 2,400 百万円

経常利益 5,104 百万円 4,286 百万円 1,533 百万円 2,800 百万円

親会社株主に帰属する当期純利益 1,094 百万円 2,300 百万円 807 百万円 1,800 百万円

1株当たり当期純利益 65.57 円 137.78 円 48.32 円 107.78 円

総資産 59,220 百万円 58,422 百万円 57,961 百万円 —

純資産 51,204 百万円 51,439 百万円 52,297 百万円 —

1株当たり純資産 3,066.15 円 3,080.23 円 3,131.56 円 —

1株当たり配当
80.00 円 80.00 円

70.00 円 70.00 円（ ）ホールディングス化記念配当
10.00円含む （ ）創業45周年記念配当

10.00円含む

2018年度 2020年度

売上高 (百万円)
百万円

2018年度 2020年度

経常利益 (百万円)

2018年度 2020年度

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)

2020年度

80

2021年度
（予想）

70
35

35

1株当たり配当 (円)

百万円
前期比

%減

円

80

2018年度
（記念配当含む）

45

35

5,10424,345

2019年度
（記念配当含む）

45

35

35

35

70百万円
前期比

%
中間 期末

65.57

2019年度 2019年度

2019年度

2,300

4,28622,562

137.78 107.78

14,760 34.6
前期比

%減 1,533 64.2

807 64.9 減

円48.32

2021年度
（予想）

18,000

2021年度
（予想）

2,800

2021年度
（予想）

1,800

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

株式会社マースプランニング 株式会社マースコーア

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）

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

株式会社マースエンジニアリング

株式会社マーストーケンソリューション

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
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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

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…………………………………………………………… 10,615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 2,120 9.33
光通信㈱ 794 3.50
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 713 3.14
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 ㈱日本カストディ銀行 663 2.92

BBH FOR FIDELITY PURITAN TR:FIDELITY 
SR INTRINSIC OPPORTUNITIES 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） 445 1.96

※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
11.0％

個人・その他
60.5％

金融商品取引業者
1.2％

外国人
10.1％

事業法人
17.2％

500,000株以上
59.0％

1,000株未満
6.5％

1,000株以上
5.7％

100,000株以上
17.6％

10,000株以上
11.2％

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
718名（連結ベース）

（2021年3月31日現在）

（2021年3月31日現在）

（2021年3月31日現在）

（2021年6月29日現在）

（2021年3月31日現在）

株式及び会社情報

Shareholder & Corporate Information

マースグループホールディングス本社ショールーム リニューアルオープン!Stage —18

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

（※は非連結会社）

マースグループホール
ディングス本社ビル1階
にあるショールームの
リニューアル工事が完了
し、2021年3月3日オー
プンしました。

以前は白とベージュを基調と
したナチュラルな色合いの造形
でしたが、今回のリニューアルで
重厚さを感じさせる格調高い
テイストに大変身！オープンス
ペースはもちろん、会議室や
応接室も一新し、洗練された
空間に生まれ変わっています。

ショールーム
正面入口 受 付

会議室①

会議室②応接室

ショールーム

の様子

EX
PL
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