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★第１０回ＰＴＢ評価調査結果★
 第 10 回 PTB 評価調査を実施致しました。調査の概要は、以下の通りです。
実施期間

2017 年 12 月～2018 年３月

対象会社

㈱ダイナム、夢コーポレーション㈱、㈱ニラク、㈱パンドラ（㈱アメニティーズのグループ会社）

調査場所

調査対象会社本社及び選定された各店舗

調査方法

ＰＴＢ評価基準に基づき、以下の調査方法により調査を実施
・本社管理部門担当者へのヒアリング及び証跡となる関連文書の確認
・ガバナンス、リスク管理、コンプライアンス等への取り組み姿勢に関する経営者へのヒアリング

調査員
（各社共通）

・パチンコホール店舗における店長へのヒアリング及び各種運用状況の視察
• 末川 修 公認会計士（東京さくら監査法人）
• 小鍛冶 広道 弁護士（第一芙蓉法律事務所）
• 川島 一毅 弁護士（佐藤綜合法律事務所）
• 小川 明 公認会計士（ひびき監査法人）
• 林 直樹（ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱）
• 井出 博之 （ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱）

 最近の経営環境や法規制等の変化および過去の調査経験を踏まえ、より実効性の高い調査を行うべく、 PTB
評価基準の変更を行いました。主な変更点は、以下の通りです。
分類

調査項目

種類

変更理由・内容

財務
プロセス

TB11
（業務プロセスに関する内部統制（遊技機の売却））

新設

遊技台の売却時における不正のリスクを鑑み、新
規に基準を追加

社会的要請

TD4（駐車・駐輪スペースおける安全の確保）

変更

パチンコホールにおいて幼児放置による死亡事故が
発生したことを考慮し、基準の見直しを実施

社会的要請

TD9
（パチンコ・パチスロへの過度なのめり込み問題対策）

変更

カジノ法案に関連し、のめり込み問題の議論が活
発化していることを考慮し、基準の見直しを実施

共通

K3（リスク評価の仕組み）、TA5（内部通報制度）、
TB2（決算プロセスに関する内部統制（全般事項））、
TB3（決算プロセスに関する内部統制（外部報告））、
TB4（決算プロセスに関する内部統制（月次決算））、
TB5（決算プロセスに関する内部統制（年次決算））、
TB6（決算プロセスに関する内部統制（税務申告））、
TB7（業務プロセスに関する内部統制（店舗における売
上計上及び営業回収金の管理））、
TB8（業務プロセスに関する内部統制（景品取引業
務））、TB9（業務プロセスに関する内部統制（景品管
理））、TB10（業務プロセスに関する内部統制（遊技
機の取得））、TD6（遊技環境（お客様への積極的対
応）の整備）、TE４（知的財産法への対応方法）、
TE5（消防法への対応方法）、TF5（適正な景品交換
の仕組み）、TG１（男女の均等な雇用機会と女性活躍
推進に関する制度）、TG11（休憩時間の確保）、TH1
（内部監査体制の構築）、TH3（内部監査の手法）、
TH5（内部監査の対象範囲）

変更

前回調査結果等にもとづき、より実効性の高い基
準とすべく、一部項目について基準の表現の見直し
等を実施
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◆各社調査体制
対象会社

調査期間
2017 年

㈱ダイナム

12 月 4～19 日

㈱アメニティーズ
（㈱パンドラ）

2018 年
1 月 25 日
～2 月 8 日
2018 年

㈱ニラク

2 月 16 日
～3 月 12 日

夢コーポレーション
㈱

2018 年
3 月 15 日
～４月 5 日

主

査

評価会議

経営者報告会

2017 年

2018 年

評価委員会委員 曾我 貴志 氏

１２月２１日

2 月９日

弁護士（曾我法律事務所）

2018 年

2018 年

評価委員会委員 永沢 徹 氏

4月3日

5 月 29 日

弁護士（永沢総合法律事務所）

2018 年

2018 年

評価委員会委員 田宮 治雄 氏

4 月 25 日

6月5日

公認会計士（東京国際大学商学部教授）

2018 年

2018 年

評価委員会委員 山中 健児 氏

4 月 25 日

6 月 12 日

弁護士（石嵜・山中総合法律事務所）

調査対象会社の平均格付
 PTB の評価調査は、10 分類 97 項目の評価基準の各項目について、理想的水準を 5 点とする 5 段階で
評価をします。各項目の評価結果にもとづき、分類毎に評価の平均点を算出し、平均点を基準に「AAA」か
ら「D」までの 7 段階で格付を決定しています。第 10 回評価調査における調査対象会社 4 社の各分類の平
均格付は、以下のとおりです。
※ 下記の平均格付は、第 10 回調査における全体の格付状況をイメージするために目安として表示したものであ
り、個社に付与する正式な格付とは異なります。また、調査対象会社は調査実施年によって異なることがある
ため、過去の調査における平均格付けとの比較対象にはなりません。

評価対象分類
ガバナンス体制

平均格付
AA

経営者による基本的姿勢

A

基本的フレームワーク

A

財務管理体制

AA

反社会的勢力への対応

A

社会的要請への対応

A

法令遵守体制（重要法規）

A

法令遵守体制（風適法）

AA

法令遵守体制（労働法）

A

内部監査体制

A
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評価調査結果の総括

PTB 評価基準（97 項目）
番号

目的

番号

目的

番号

目的

G1

株主総会の開催・運営

TB1

予算管理制度の整備・運用について

TF1

遊技機の設置・変更に関する届出

G2

株主管理

TB2

決算プロセスに関する内部統制（全般事項）

TF2

営業所の設備等の変更に関する届出

G3

株主配当に関する決定プロセス

TB3

決算プロセスに関する内部統制（外部報告）

TF3

18歳未満の者への対応

G4

取締役会の開催・運営

TB4

決算プロセスに関する内部統制（月次決算）

TF4

適正な景品の提供

G5

役員報酬の決定プロセスの適切性

TB5

決算プロセスに関する内部統制（年次決算）

TF5

適正な景品交換の仕組み

G6

取締役の利益相反行為

TB6

決算プロセスに関する内部統制（税務申告）

TF6

過大な営業対策の防止

G7

監査役による業務監査の実効性

広告におけるガイドライン

独立役員

業務プロセスに関する内部統制
（店舗における売上計上及び営業回収金の管理）

TF7

G8

TB7
TB8

業務プロセスに関する内部統制（景品取引業務）

TG1

男女の均等な雇用機会と女性活躍推進に関する制度

K1

リスク管理に関する経営者の取組姿勢

TB9

業務プロセスに関する内部統制（景品管理）

TG2

雇用契約の締結・更新プロセス

K2

行動規範の策定と適切な運用

TB10

業務プロセスに関する内部統制（遊技機の取得）

TG3

労基法107条に定める重要書類の保管状況

K3

リスク評価の仕組み

TB11

業務プロセスに関する内部統制（遊技機の売却）

TG4

賃金の支払及び控除

K4

重要なリスクへの対応

TG5

所定労働時間の設定プロセス及び設定内容

K5

企業情報の開示

TC1

特殊株主の排除

TG6

就業規則等の周知及び変更手続

TC2

反社会的勢力等との不適切な取引関係の排除

TG7

懲罰規程の整備・運用

TA1

運営組織の明確化

TC3

反社会的勢力に対する危機管理対応

TG8

退職・解雇手続

TA2

職務権限・分掌規程の明確化

TC4

遊技機に対する不正への対応

TG9

割増賃金の支払い

TA3

リスク管理体制（意思決定機関）

TC5

貯玉口座の不正利用への対応

TG10

管理職の範囲及び管理職に対する割増賃金の支給

TA4

リスク管理活動の推進

TG11

休憩時間の確保

TA5

内部通報制度

TD1

地域社会への配慮①（ネオン、看板等）

TG12

休日の確保

TA6

外部からの報告相談制度

TD2

地域社会への配慮②（騒音）

TG13

３６協定の遵守

TA7

不祥事等発生時の事後対応

TD3

地域社会への配慮③（駐車・駐輪）

TG14

年次有給休暇の確保

TA8

災害等発生時の事業継続

TD4

駐車・駐輪スペースおける安全の確保

TG15

家庭責任に対する休業の確保

TA9

グループ管理体制

TD5

遊技環境（安全の確保）の整備

TG16

健康診断の実施

TA10

教育研修制度

TD6

遊技環境（お客様への積極的対応）の整備

TG17

ストレスチェック・メンタルヘルスケア

TA11

人事評価制度

TD7

タバコの喫煙対策

TG18

安全衛生管理体制の構築

TA12

給与・報酬の決定基準

TD8

地域社会との交流

TG19

労働保険・社会保険の加入と上乗補償

TA13

募集・採用のプロセスと基準

TD9

パチンコ・パチスロへの過度なのめり込み問題対策

TG20

セクハラ等の防止

TA14

人員配置

TG21

障害者の雇用・活用

TA15

ITに関する内部統制（開発・保守）

TE1

個人情報保護法・番号法への対応

TA16

ITに関する内部統制（運用・管理）

TE2

廃棄物に関する対応方法

TH1

内部監査体制の構築

TA17

ITに関する内部統制（アクセス管理等）

TE3

独占禁止法に関する対応方法

TH2

内部監査計画の適切性

TA18

ITに関する内部統制（外部委託先管理）

TE4

知的財産法への対応方法

TH3

内部監査の手法

TA19

情報セキュリティ管理態勢の構築

TE5

消防法への対応方法

TH4

監査結果の報告

TE6

食品安全への対応方法

TH5

内部監査の対象範囲

TE7

環境・省エネ対策

2017年8月改訂
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★特別報告★
公益財団法人「ギャンブル依存症問題を考える会」がフォーラムを開催
公益法人認定記念フォーラム

「どうなる？!ギャンブル依存症対策 日本にカジノはできるのか？」レポート
去る 4 月 18 日夜、千代田区永田町の星陵会館において、「どうなる？!ギャンブル依存症対策、日本にカジノ
はできるのか？」をテーマに、公益財団法人「ギャンブル依存症問題を考える会」（田中紀子代表）により、「ギャ
ンブル依存症」の当事者やその家族、支援団体、報道関係、パチンコ業界等を含む 200 名近い関係者が傍聴
するなか、フォーラムが開催されました。以下、レポートにまとめました。
最初に行われたシンポジウムは、ギャンブル依存等対策法案の座長である中谷元自民党衆議院議員のほか、熊野
正士参議院議員（公明党）、馬場伸幸衆議院議員（日本維新の会）、高井たかし衆議院議員（立憲民主
党）、大西健介衆議院議員（希望の党）、薬師寺みちよ参議院議員（無所属）の 6 名の議員が登壇して行わ
れた。また、シンポジウムのオブザーバーは、国立精神・神経医療研究センターの松本俊彦氏（精神科医）と考える
会の田中紀子代表が務めた。その中で、「ギャンブル依存症対策基本法」の早期成立では意見の一致をみたが、公
営ギャンブル業界やパチンコ業界が展開するギャンブル依存対策について、当事者と向き合う姿勢が足りないし、小さな
対応にとどまっていると、多くの議員が批判していた。
登壇した議員からは、それぞれ「IR 実施法」と「ギャンブル依存症対策基本法」に対する考え方や党としての方向性
などの説明があり、それらを受けて、主催者の田中代表は、「IR 実施法」の話と、「ギャンブル依存症対策基本法」の話
とが、混同されてマスコミ等で取り上げられたりする状況が見られるが、私達としては、まずこの「ギャンブル依存症対策基
本法」を成立させたい。ただ、「基本法」を通すと「IR 実施法」も通ってしまうのではないか？と考えている野党議員の
方々がいるようだ、と意見を述べた。
そうしたなかで、中谷議員は、与野党の認識が整ったら、この「基本法」はすぐに成立するので、今後も全党へ呼びか
けをしていくと述べた。多くの議員からは「IR 実施法」に関係なく、日本には既にギャンブルがあり、現に困っている人がい
るのだから、「基本法」の成立について分けて考えて行くべき、との意見が出された。
また、田中代表は「基本法」の中に、ギャンブル依存症の専門家や当事者家族などの関係者の意見が反映される
「関係者会議」が入っている必要性がある、と述べた。
更に、ギャンブル依存の問題には、パチンコ業界関係者や監督官庁との話し合いが必要であり、ギャンブル依存症対
策のための財源は、同業界の事業者負担を考えるべきだと述べた。
同法人は、関係の国会議員や支援団体等と共に積極的に活動を行っており、パチンコ業界団体全体として、窓口
を決める等しながら、話し合いの場を設けることも考える必要があるように思えた。
シンポジウムの後、ギャンブル依存症を経験した当事者による生々しい体験発表や、同じく依存症家族からの切実
な体験談が発表され、そうした方々を支え続けた支援団体の方からの発表もあった。
その後、オブザーバーの一人である精神科医の松本俊彦氏より、ギャンブル依存症のみならずいろいろな依存症につ
いての現状報告、田中紀子代表によるギャンブル依存症の人の家族へのアンケート調査（224 名）結果のプロジェク
ターを使っての発表があり、その中の家族による借金の肩代わり金額の調査結果では、17.5％の家族が 1,000 万円
以上の借金を肩代わりしたことがあるとの回答もあり、半数以上の家族が家庭不和、別居・離婚に至ったことを回答し
ていた。
最後に、田中紀子代表からは、カジノの議論を進めるなかで国はこうしたギャンブル依存症対策について、民間の支
援団体や医療機関とも連携していくことをもっと考えて欲しいと述べてフォーラムを終えた。
以上
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★PTB 評価項目ピックアップ★ＰＴＢ評価基準解説（第 12 回）

「TH1 内部監査体制の構築」
PTB の評価基準は、現在（2018 年 6 月）、10 分野 97 項目から構成され、企業経営にとって基本となる財
務・非財務の項目で評価する仕組みとなっています。これまで 11 回に渡り、一つの項目を取り上げて、その評価基
準を掘り下げ、調査対象会社はその格付けを上げるために、具体的にどう取り組んでいるのかを解り易く解説してきま
した。
第１2 回目は、「内部監査」分野の「TH1 内部監査体制の構築」を取り上げます。
番号

目的

基準に対する解説

調査項目

他の部署から独立し適任
者が配属された内部監査
内部監査体 担当部署が設けられ、会
TH1
制の構築
社の行動規範を遵守させ
るための監査体制ができて
いるか。

1．経営者あるいは担当役員の指示に基づき、独立した状態における内部監査担当者を設置し、内部監査がおこなわれている。
2．基準（1）に加え、経営から独立した内部監査部門が設置されており、内部監査部門に一定の人員数、権限、予算等が与えられて
いるものの、全社を網羅的に監査する上で十分ではない。
3．基準（2）に加え、全社を網羅的に監査するのに必要な人員数、権限、予算等が与えられており、かつ、当該権限を実質的に行使
することができる内部監査部門長が任命されている。また、内部監査担当者に必要な専門性についての教育研修計画が策定・実行さ
れ、計画的に人材育成に取り組んでいる。
4．基準（3）に加え、全社を網羅的に監査する上で必要なスキル要件が定義され、当該スキルの保有状況を定期的に評価している。
また、スキル評価結果に基づく教育研修計画が策定・実行されている。かつ必要な専門性をもった内部監査経験豊富な人材が採用・異
動により確保されている。
5．基準（4）に加え、定期的なスキル評価において、全社を網羅的に監査する上で必要なスキル要件が達成されている、あるいは、社
内外から人材を調達することにより、不足するスキルを補完できていることが検証可能である。

今回取り上げる「内部監査」分野は 5 項目で構成され、内部監査体制の構築を問う項目、計画の適切性、その
手法、監査結果の報告、対象の範囲等について問うものとなっています。
内部監査部門は、一般の方々から見ると、あまりなじみのない部門とか、どんな仕事をしているのか、といった言葉
で語られることが多いと想定されますが、わかり易く言えば、公認会計士や企業外の監査人による外部監査に対して、
企業内部において経営者に直結している組織であり、他の部署から独立した立場で、経営諸活動が合法的・合理
的に行われているかを検査して、問題点を指摘し、効率の高い経営を提案する役割が求められる部門とされていま
す。そして従来は、会計や企業内各部門の適法性等の検査が主な役割とされていましたが、最近では経営戦略の
展開のあり方やリスク管理、従業員や顧客の満足度の評価等についても対象としている企業もあるようです。
こうした活動を支えるには、経営幹部の組織に対する理解と協力が大切であり、必要な人員数、職務権限、予
算等について、定期的に検討されることが大事であると言えます。
調査を受けるパチンコホール経営企業においても、一般の企業と同じ位、こうした組織と活動が適切に行われてい
ることが今まで以上に求めれられている時代になっていると感じます。そのためには、昨今、内部監査に必要となる人
材の確保、監査ノウハウの継承、IT 技術や AI の活用、外部研修への取り組み等が課題と言われています。内部監
査分野での進歩、進化が必要なのですよ、と世の中から問われているように思います。
これまで PTB では 10 回の調査を行って参りました。調査を受けている各社では、内部監査を担当する部門の体
制、計画、人材育成、スキルの充実等の「基準 1」から「基準 5」までの基準に沿った内容を確立していけるよう取り
組んできており、それぞれに一進一退はあっても、「基準 3」のレベル以上を常に獲得できるように努力しています。今
後も内部監査部門を、一層強化していくことが求められていくだろうと考えています。

５

有識者懇談会からのメッセージ第 7 弾発信
2005 年の一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボード発足以来活動して参りました PTB 有識者懇談会を、2018
年 3 月をもちまして、一旦休会することといたしました。
休会前の最後のメッセージとして、「有識者懇談会からのメッセージ 第 7 弾」を 3 月末日に発信いたしました。
http://www.ptb.or.jp/06-pdf/20180326_intelli_message7.pdf
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PTB について
ＰＴＢ評価委員会は、ＰＴＢ評価調査を希望するパチンコホール経営企業に対して、毎年１回リスク管理と企業統治の
観点から、その経営状況・営業全般を、財務・非財務の両面から、内部統制の考え方つまり企業内の組織・制度・規則等が
仕組みとして確立され文書として記録が整備されているか、を厳格に調査・格付けし、改善を促していきます。

ＰＴＢ定款（抜粋）
第３条（目的）
本会は、パチンコホール経営企業が、業務の適正化・健全化を図ることによって、広く社会からの信頼を得ることを目的とし
て、社員相互に協力する会であり、その目的に資するため、次に掲げる事業を行う。
（１）パチンコホール経営企業その他遊技業界関係者以外の第三者によって評価委員会を設け、パチンコホール経営に
おけるコンプライアンス及びコーポレートガバナンスを第三者の立場から厳格に評価し、もって社員が広く社会に発展して
いくことを促し、かつ、社員が株式会社である場合には、その株式公開の実現を支援する事業。
（２）有識者懇談会を設け、パチンコホール経営企業その他遊技業界が広く社会からの信頼を得るために必要な提案を
広く社会に発表し、もって遊技業界の改善・改革を促す事業。
（３）前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業。

ＰＴＢ入社のご案内
１. ＰＴＢの目的
・ パチンコホール業界の社会的認知を高め業界全体の向上を目指します。
・ PTB 評価調査を継続的に受けることを通じてｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの改善を目指し、PTB 評価・格付けを致します。
・ 会員企業が株式会社である場合には、その株式公開の実現を支援致します。

2. 入社資格
ＰＴＢの目的に賛同し、パチンコ産業全体の社会的認知を高めるために行動するパチンコホール経営企業であればご参加いただけま
す（ＰＴＢ社員規程第２条）。また、株式公開を目指すパチンコホール経営企業も是非ご参加ください。

3. 社員会社の権利
①評価調査を受ける権利

②社員総会の議決権

③PTB 各組織（評価委員会,有識者懇談会等）へのオブザーバー参加と会議議事録の入手
④専門委員会等の研究結果の入手

⑤本会主催のセミナーへの参加

⑥本会が配布する書籍等の入手

4. 入社に伴う費用
【入会金】 不要

【基 金】 100 万円以上

【年会費】 5,000,000 円

※社員総会における議決権票数は基金の拠出額に応じて変動します。
基金拠出額 100 万円から 200 万円までを議決権 1 票とし、200 万円を超え 400 万円まで 2 票、400 万円を超え 600 万円
まで 3 票、600 万円を超え 800 万円まで 4 票、800 万円を超える場合は 5 票となります。

5. 評価調査 原則 年 1 回実施
6．評価調査費用 個社負担（約 500 万円/1 回につき）
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