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株主の皆様へ

Message from Review of

お客様から信頼され続ける企業へ

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。

アミューズメント関連事業の主な販売先である
パチンコ業界において、当社グループでは本年
４月にアミューズメント関連事業の販売会社を
分社し、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
システムズ西日本による販売会社３社体制で
地域に密着したきめ細かいサービスの提供を
目指してまいりました。しかしながら、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大により、緊急事態宣言
時にパチンコホールが営業を自粛し、再開後も
遊技客数が落ち込むなど、パチンコホールによる
設備投資の需要は著しく低迷し、販売活動に
おいて大きな影響を受けました。

自動認識システム関連事業は、第４次産業革命
（Industry 4.0）によりビックデータ、人工知能（AI）、
ロボット等が本格的に浸透し始めておりますが、
新型コロナウイルス感染症の影響で営業活動が
制限され、設備投資の需要が後退したため、

販売活動は厳しいものとなりました。
ホテル関連事業は、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大の影響で、国内外の旅行者数は大きく
落ち込み、ホテル業界の環境は急激に悪化した
ものの、政府による各種施策の効果もあり、ホテル
やレストランの稼働率は徐々に回復してきました。

今後の活動におきましては、現況をニューノー
マルとして捉え、接客による感染を抑制できる

「セルフＰＯＳ」やカードの自動除菌ができる「全
自動カードクリーナー」等、時代に合った付加価値
のある製品を生み出し、市場シェアの拡大や新た
な分野への進出を図ってまいります。

当期の連結業績予想は、新型コロナウイルス
感染症の影響で合理的な算定が困難であること
から現時点では未定としておりますが、配当予
想につきましては、日頃の株主の皆様のご支
援に報いるため、１株当たりの中間配当金を35
円に決定いたしました。また、期末配当金も35
円を見込んでおります。

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
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中間連結財務ハイライト

Review of MARS
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%減

円

2017年度

70

35

35
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80

45

35
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61百万円 93.2前年同四半期比

%減

2017年度

156.20

56.37

2,608

941

2018年度

65.57
51.79

1,094

864

2019年度

137.78

53.76

2,300

897

3.68円

売上高 (百万円) 経常利益 (百万円)

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 (百万円)
1株当たり四半期（当期）純利益 (円) 1株当たり配当 (円)

中間 期末

中間 期末 中間 期末

中間 期末中間 期末

構 成 比

60.0%

売上高

2941 百万円億
（前年同四半期比39.2％減）

アミューズ
メント
関連事業

セグメント実績

売上高 売上高

5722 百万円億 964 百万円億

構 成 比

32.8%

構 成 比

7.2%
（前年同四半期比26.8％減） （前年同四半期比54.6％減）

自動認識
システム
関連事業

ホテル
関連事業
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マースウインテック、カードの自動除菌装置

「全自動カードクリーナ」を発売!

ディスペンサ付きカードクリーナ

「CL-76S」

卓上型カードクリーナ

カードをセットしてスイッチオン

Challenge of MARS

2020年8月、マースウインテックはカードを自動で除菌し、感染経路を断つことのできる「全自動カードクリーナ」を
リリースしました。用途に合わせて、大量のカードを同時に消毒できる大容量対応型と小型軽量な卓上型の2種類を
ラインアップ。パチンコホール、ホテル、病院など、さまざまな施設での活用が期待されています。

「CL-76R」
前面にカードを挿入

▲

前面に返却

「CL-76D」
後面にカードを挿入

▲

前面に排出

大容量
対応型

「ニューノーマルの必需品」として

自動クリーニングで
負担削減と業務効率化。

カードの受け渡しが非接触。
双方が安全。

自動クリーニングで
手荒れなし。

カード除菌により、
感染経路を断てる。

導入の
メリット

前面 後面
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銀座エリアでは３店舗目

「和匠 銀座松月」9月にオープン!

マースエンジニアリングとマーストーケンソリューション

マースエンジニアリングとマーストーケンソリュー
ションは2020年9月〜10月に健康優良企業の
証である「銀の認定」を取得しました。健康経営に
関する取り組みが高く評価され、今回の認定取得
に至りました。

「銀の認定」取得!健康優良
企業の証

マースエンジニアリング
認定証

マーストーケン
ソリューション認定証

今年はコロナ禍で血液が不足する中、マースグ
ループではCSR活動の一環として10月に10回目と
なる集団献血活動を実施しました。本社・首都圏の
営業所に勤務する社員が参加し、献血者数は71名
となりました。こうした活動の継続を通じて、健康で
豊かな社会の実現に貢献してまいります。

2020年９月16日、東京・銀座にレストラン
事業を展開するマースプランニングが

「和匠 銀座松月」をオープンしました。銀座
エリアでは3店舗目の出店となります。

「和匠 銀座松月」では、和のテイストを
活かした空間演出のもと、厳選された
和牛やあわび、伊勢海老など、食材その
ものの味を活かした上質な料理を提供
しております。

「集団献血活動」を実施第10回
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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……………………………………………………………  6,415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
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 809 3.56
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

光通信㈱ 616 2.71
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
㈱日本カストディ銀行（信託口） 447 1.97

※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
12.8％

個人・その他
58.3％

金融商品取引業者
0.8％

外国人
11.8％

事業法人
16.3％

500,000株以上
58.5％

1,000株未満
4.5％

1,000株以上
5.4％

100,000株以上
21.5％

10,000株以上
10.1％

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
737名（連結ベース）（2020年9月30日現在）

（2020年9月30日現在）

（2020年9月30日現在）

（2020年10月1日現在）

（2020年10月1日現在）

（2020年10月1日現在）

株式及び会社情報

Shareholder & Corporate Information

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）
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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
MTS諏訪工場の環境活動とISO14001更新!

EX
PL

ORING the MARS

EXPLORING the M
ARS

Stage —17
マーストーケンソリューション（ＭＴＳ）はICカードリーダライタやバーコードリーダなどを展開する
自動認識の総合メーカー。事業活動による環境負荷低減等に積極的に取り組んでいます。今回は
循環型社会の実現を目指すＭＴＳ諏訪工場の環境活動を追ってみました。

主な製造品目

分別の様子 公害防止協定活動(排水路清掃）

生産ライン クリーンルーム

ＭＴＳの諏訪工場は、八ヶ岳山麓の長野県原
村にあるよ。緑に囲まれて、白い壁が素敵
な工場では自動認識の主要製品である
バーコードリーダやRFIDリーダをつくって
いるよ。

環境負荷の低減と予防は、諏訪工場の大切な
取り組みのひとつ。特に廃棄物分別活動は、
廃棄物を十数種に分けて、ケーブルやアルミ
などは再利用に回しているの。敷地内の
芝生の維持・保全もしっかりやってマース。 ISO14001は環境マネジメン

トシステムの国際認証規格。
諏 訪 工 場 は2002年に取 得
してからも環境活動を続けて
き た ことで、2020年7月 に
更新！ 審査は厳しいけど、諏訪
工場の取り組みが高く評価
されたんだね！

●バーコードリーダ
バーコードリーダー（固定式）
2次元コードリーダー（ハンディタイプ）
2次元コードリーダー（固定式）
ESD対策対応機器

●RFIDリーダ
ICカードリーダライタ内蔵端末
UHF帯RFIDリーダー
HF帯RFIDリーダー

認証登録証明書

「循環型社会」を目指して環境活動をやってマース!

ISO14001を

更新しちゃった!

諏訪工場はこんなところだよ!

6



MARS
JOURNAL

中間報告書
2020年4月1日から2020年9月30日まで

29VOL.

第47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/

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

http://www.mars-ghd.co.jp/UR L

マースグループは「健康経営」に
取り組んでいます。取り組み内容は

こちらをご覧ください。

当社ではホームページにて企業情報を掲載しています。
当社グループの事業紹介のほか、トピックスやIR情報も
随時開示してまいります。
どうぞお気軽にアクセスしてみてください。


