
第 51回 

パチンコ景気動向指数(DI)調査報告書 

2013 年 1月 

■パチンコ景気動向指数（DI）調査とは 

パチンコ業界における景気動向の判定を目的に、（株）エンタテインメントビジネス総合研究所が

2000 年 6月より四半期毎に実施しているアンケート調査。 

■ＤＩ（Diffusion Index）とは 

景気局面の総合判断や予測と景気転換点の判定に利用される景気動向指数のひとつ。数値化

しにくい業況感を指標化できるので、景況の先行きを判定するために使われる。 

DI 値は、調査対象企業に「良い」「さほど良くない」「悪い」というような選択肢の質問を行い、「良

い」の回答構成比から「悪い」の回答構成比を差し引いて算出。DI値は＋100からー100の間をと

るが、プラスならば景気拡大期、マイナスならば景気減速期と判断される。 

■今回の調査について 

調査対象：日本遊技関連事業協会、パチンコ・チェーンストア協会、日本遊技産業経営者同友

会、余暇環境整備推進協議会の4団体会員ならびにＡｃｌｕｂ（エンタテインメントビジネス総合研究

所の会員制情報提供サービス）会員など、全国の有力パチンコ店経営企業 

◇実施時期： 

2012 年１2月 14日～28日 

◇調査方法： 

調査票をＦＡＸにて送付・回収 

◇回答状況： 

56 企業、72地域（複数の地域にまたがり事業展開する企業があるため、地域数は重複あり） 
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調査結果ダイジェスト（1）注：2013年 1～3月期（3/'13E）の数値は見通し

■全般的業況（収益を中心に売上、粗利など全般的な業況） 

【全体】 
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収益や売上、粗利といった「全般的業況」では、3 期連続の横ばいから▲48.6 ポイントまで大きく悪化

した。ただし、過去の 10～12月期で見てみると、2010年（▲51.7 ポイント）、2011年（▲48.5 ポイント）、

2012 年（▲48.6 ポイント）と推移しており、景気の底打ちと底ばい両方の可能性が出てきた。 

【事業者規模別】 
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 「全般的業況」を事業者規模別でみると、小規模事業者（1～3 店舗運営企業）が▲64.7 ポイントにま

で悪化した。これは過去最悪のレベルであり、このまま中規模事業者（▲51.7 ポイント）や大規模事業者

（▲34.6 ポイント）との格差が続けば、廃業や店舗売却、統合が一層進むものと思われる。 
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調査結果ダイジェスト（2）低貸メダルパチスロ 

■代表的な店舗における低貸メダルの導入状況 n=55

61.8% 25.5% 10.9% 1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20円貸しと併設 20円貸しのみ導入 低貸メダルのみ導入 パチスロ導入なし

■代表的な店舗における低貸メダルの料金（複数回答）n=40
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20.0%

90.0%
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10円

5円

■代表的な店舗における今後の低貸メダル導入の意向 n=14

50.0% 50.0% 0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

導入するつもりはない 導入を検討中 導入を予定

各企業の代表的な店舗における低貸メダルの導入状況では、「20 円貸しと併設」が最も多く、61.8％

となった。一方、「20円貸しのみ導入」は25.5％、「低貸メダルのみ導入」は10.9％という結果になった。 

「20 円貸しと併設」あるいは「低貸メダルのみ導入」との回答のうち、90％が「5円」、20％が「10円」、

12.5％が「その他」の貸メダル料金を採用している。また、「その他」では「2 円」あるいは「6.25 円」という

貸メダル料金を採用している。 

さらに、「20 円貸しのみ導入」との回答者に対して、今後における低貸メダルの導入意向を質問したと

ころ、「導入するつもりはない」と「導入を検討中」との回答はどちらも 50.0％となった。
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主要指標数値（DI 値）結果

■主要指標数値：パチンコ稼働が危険水域に 

今回の調査では、「全般的業況」と「稼働状況（パチンコ）」が、それぞれ▲48.6ポイント、▲61.1ポイン

トと大幅に悪化し、危険水域に突入した。また、「稼働状況（パチスロ）」は▲26.4 ポイントと若干上向いた

ものの、2012年1～3月期から始まった後退気配は依然として続いている。ただし、「全般的業況」と「稼

働状況（パチンコ）」は毎年10～12月期に大きく落ち込む傾向にあり、2013年1～3月期に対する見通

しでは回復が期待されている。一方、「資本投資気運」は遊技機、その他設備ともに上昇し、積極的な投

資意欲が感じられる結果となった。また、「不足感（雇用人員）」は▲22.5 ポイントと人手不足感が一層

強まっていることから、業況改善の兆しとも考えられる。 

【主要指標数値（全体）と業界天気】 

業界天気（下段：DI 値） 
項目 

前回 今回 見通し 
コメント 

1．全般的業況 

-23.4 -48.6 -27.8 

現状は雨から雷雨に悪化 

見通しは雨に良化 

2．稼働状況 

 （パチンコ） 
-18.2 -61.1 -33.3 

現状は雨から雷雨に悪化 

見通しも変わらず雷雨 

3．稼働状況 

 （パチスロ） 
-29.9 -26.4 -15.3 

現状は引き続き雨 

見通しも変わらず雨 

4．資本投資気運 

 （遊技機） 
5.2  12.5  -14.3 

現状は曇りから薄曇に良化 

見通しは一転して雨に悪化 

5．資本投資気運 

 （その他設備） 
5.2  7.1  0.0  

現状は引き続き曇り 

見通しも変わらず曇り 

6．不足感 

 （営業用設備） 
3.9  14.1  -2.8 

現状は曇りから薄曇に良化 

見通しは曇りに悪化 

7．不足感 

 （雇用人員） 
-16.9 -22.5 -21.1 

現状は引き続き雨 

見通しも変わらず雨 

凡例：天気記号の基準 DI 値 

記号 

DI 値 100.0 ～ 30.0 29.9 ～ 10.0 9.9 ～ -9.9 -10.0 ～ -29.9 -30.0 ～ -100.0 
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全般的業況と判断理由（全体）注：2013年1～3月期（3/'13E）の数値は見通し

■全般的業況：悪化するものの、景気は底打ちの可能性も n=72 
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収益や売上、粗利などの「全般的業況」では、3 期連続の横ばいから▲48.6 ポイントまで大きく悪化し

た。ただし、過去の 10～12月期で見てみると、2010年（▲51.7 ポイント）、2011年（▲48.5 ポイント）、

2012 年（▲48.6 ポイント）と推移しており、景気の底打ちと底ばい両方の可能性が出てきた。 

■全般的業況の判断理由：客数減、顧客単価減が懸念材料に  

【現況（現在を含めたここ 1 ヶ月）について「悪い」と判断した理由】n=67

91.4% 5.7%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

来店客数の減少 顧客単価の減少 その他

【先ゆき（3 ヶ月後まで）について「悪い」と判断した理由】n=48

72.7% 13.6%

4.5% 4.5%4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

来店客数の減少 顧客単価の減少 店舗数の減少（減台含む） 顧客単価の増加 その他
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全般的業況（規模別・地域別）注：2013年 1～3月期（3/'13E）の数値は見通し

■全般的業況（規模別）：小規模事業者は過去最悪レベルに 
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小規模事業者 中規模事業者 大規模事業者

多項式 (小規模事業者) 多項式 (中規模事業者) 多項式 (大規模事業者)

（小規模事業者 n=17、中規模事業者 n=26、大規模事業者 n=29）

 今回の「全般的業況」を事業者規模別でみると、小規模事業者（1～3 店舗運営企業）が▲64.7 ポイ

ントにまで悪化した。これは過去最悪のレベルであり、このまま中規模事業者（▲51.2 ポイント）や大規模

事業者（▲34.6 ポイント）との格差が続けば、廃業や店舗売却、統合が一層進むものと思われる。 

■全般的業況（地域別）：関東・近畿の落ち込みが顕著 
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北海道・東北 関東 北陸・中部 近畿 中国・四国・九州

（北海道・東北 n=8、関東 n=24、北陸・中部 n=16、近畿 n=8、中国・四国・九州 n=15） 

地域別で「全般的業況」をみてみると、すべての地域で大幅なマイナスとなった。特に、関東と近畿に

おいて大幅な落ち込みが見て取れる。一方、今後の見通し（3 ヶ月後まで）については、すべての地域で

回復が見込まれている。



株式会社エンタテインメントビジネス総合研究所 第 51回パチンコ景気動向指数(DI)調査報告書 

7/16 

稼働状況（全体）注：2013年 1～3月期（3/'13E）の数値は見通し

■稼働状況（パチンコ・パチスロ別）：パチスロ3期連続でマイナス 
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パチンコ パチスロ

（パチンコ n=72、パチスロ n=72） 

今回の調査ではパチンコ稼働状況が大きく悪化し、過去5年で最低レベルの▲61.1ポイントにまで落

ち込んだ。ただし、パチンコ稼働は年間を通じて 9～12月期に最も落ち込むという季節変動があることに

留意されたい。一方、パチスロ稼働状況は▲26.4 ポイントと若干上向いたものの、3 期連続のマイナス

数値となった。 

■稼働状況（貸玉料金別）：「4 円/20 円」と「低貸」の格差大きい 
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（4 円パチンコ n=71、低貸パチンコ n=70、20 円パチスロ n=71、低貸パチスロ n=61） 

4 円パチンコの稼働状況は、貸玉料金別でアンケートを開始して以来最低の▲73.2 ポイントを記録、

依然として回復の兆しは見えない。今回の調査から、パチスロ稼働状況についても貸しメダル料金別で

質問を始めたが、ここでも20円貸（▲38.0ポイント）と低貸（▲4.9ポイント）の稼働格差が開いている。一

方、2013年1～3月期に対する見通しについては、4円パチンコ、低貸パチンコ、20円パチスロ、低貸パ

チスロのすべてで回復が見込まれている。 
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経営の現状（全体）注：2013 年 1～3月期（3/'13E）の数値は見通し

■企業金融（資金繰り・貸出態度・借入金利）：資金繰りが悪化 
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■資本投資気運（遊技機・その他設備）：投資気運は上向き 
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（資本投資（遊技機）n=56、資本投資（遊技機以外）n=56） 

 今回の調査では、「資本投資（遊技機）」が＋12.5 となり、遊技機に対する投資が上昇していると判断

できる。また、「資本投資（遊技機以外）」も＋7.1 を記録、7期連続のプラス数値となった。このことから、

業界全体としての設備に対する投資気運は上向いてきたと判断できる。ただし、2013年1～3月期の資

本投資は減少すると見込まれているため、減少幅については次回の調査結果に注目したい。
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経営上の課題（事業者規模別）注：複数回答

■小規模事業者：「競争激化」と「遊技機販売縛り」が課題 n=17
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組合の自主規制

人手不足・人材確保

時間帯・曜日などの客の偏り

公的な規制

不明瞭な行政指導

設備・運営費の増加

人材育成・教育

メーカーの遊技機販売の縛り

他の同業者との競争激化

■中規模事業者：「競争激化」と「人材育成・教育」がトップ 2 n=24
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他の同業者との競争激化

■大規模事業者：「人材育成・教育」が経営重要課題に n=15
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26.7%

40.0%

53.3%

66.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他

時間帯・曜日などの客の偏り

不明瞭な行政指導

組合の自主規制

人件費の増加

資金調達

メーカーの遊技機販売の縛り

公的な規制

設備・運営費の増加

人手不足・人材確保

他の同業者との競争激化

人材育成・教育

経営上の課題は、事業者の規模によって異なる結果となった。1～3 店舗を運営する小規模事業者

においては、「競争激化」と「メーカーの遊技機販売の縛り」が 47.1％と最も多かった。また、4～10 店舗

の中規模事業者の過半数が「競争激化」（62.5％）と「人材育成・教育」（54.2％）を課題に挙げている。

一方、11店舗以上の大規模事業者は、「人材育成・教育」（66.7％）を経営上の最大課題としている。 
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トレンド・ウォッチ「低貸パチスロ」の導入状況 

■代表的な店舗における低貸メダルの導入状況 n=55

61.8% 25.5% 10.9% 1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20円貸しと併設 20円貸しのみ導入 低貸メダルのみ導入 パチスロ導入なし

各企業の代表的な店舗における低貸メダルの導入状況では、「20 円貸しと併設」が最も多く、61.8％と

なった。一方、「20 円貸しのみ導入」は 25.5％、「低貸メダルのみ導入」は 10.9％、「パチスロ導入なし」

が 1.8％という結果になった。 

■代表的な店舗における低貸メダルの料金（複数回答）n=40

12.5%

20.0%

90.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他

10円

5円

 「20円貸しと併設」あるいは「低貸メダルのみ導入」との回答のうち、90％が「5円」、20％が「10円」、

12.5％が「その他」の貸メダル料金を採用している。また、「その他」では「2 円」あるいは「6.25 円」という

貸メダル料金を採用している。 

■代表的な店舗における今後の低貸メダル導入の意向 n=14

50.0% 50.0% 0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

導入するつもりはない 導入を検討中 導入を予定

 さらに、「20円貸しのみ導入」との回答者に対して、今後における低貸メダルの導入意向を質問したとこ

ろ、「導入するつもりはない」と「導入を検討中」との回答はどちらも 50.0％となった。 
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コメント（自由回答）抜粋

■低貸メダルパチスロおよび現状・先行きに対するご意見 

 「低貸パチンコが急速に普及したように、来年は 5 円スロット等が急速に増え、また競争が激化、

本当の意味で低貸スロット元年になると思う。Ｐ→Ｓに変更してきたホールが客数・稼働維持に

向かう。体力勝負になり、ファンはより 20 円、4円から離れていくだろう」 

 「低スロ導入に伴い、ホールコン、コインサンド、ジェットカウンター等設備が必要になる。資金調

達、リース、レンタルが当面の問題」 

 「低レートスロットの稼働、お客様の反応は良いが、低レートのパチンコを始めた結果と同じように

20 スロの低下。低レートのみが盛り上がるのではないか？との懸念が強くなる」 

 「近隣の導入比率を見ても今後大型店で「低貸メダルパチスロ」は増えてくると予測」 

 「機種選択において、新台の購入金額が下がらない以上、低貸を全店併設したくともできない」 

 「経済状況が良くない中、5 スロがエリアに飽和状態なので稼働を下の部門から作っていく方が

営業が良くなると思い、2 スロ導入を検討中」 

 「今後、低貸部門はＰ・Ｓ問わず増加する想定。しかし、現状の機械代（1 台あたり）を考えると

40％～50％が限界である。機械（商品）の低価格化は必須。できなければ店舗数は、いずれ

半分以下になる」 

 「徐々に 2 スロなどが市場に出回ってきて、更なる低スロ傾向が予想される。しかし、収益面で

は決して喜ばしいことではない」 

 「1 パチと同じ運命をたどる。市場に 5 スロ（低貸）が多くなり、市場全体の売上も下がり、利益も

取りづらくなり、入替えもできなくなる状況を 1 パチで体験済み」 

 「低貸パチンコ同様、導入店舗が増加すると競争も激化し、4 円パチンコ、20 円スロット同様に

企業間パワーゲームになることが決定的な状況。現況においても地域の法人によっては、その

様な状況に変化しつつある」 

 「（低貸メダルパチスロは）今後も徐々に増加していくが、利益貢献度は低い（稼働貢献度は高

い）ので、やがて来年いっぱいで頭打ち」 

 「選挙結果にかかわらず、消費税増は確実なので、その時が業界も大変動すると思われます。

果たして弊社は生き残れるのか…」 

 「若者は郊外店に集中しているので、100 台前後の店舗は苦戦する構図になっている」 

 「新台価格を下げ、お客様にあまり負担がかからないような遊べる台を、また、似たような台ば

かりですぐに飽きてしまうようなものではなく、新鮮なものをメーカーに作ってほしい」 

 「遊技機が面白くない（販売機種の増加）。メーカーにも格差があり、厳しいメーカーもあると思う

が、行政指導等を含め、ホールは非常に厳しい状況。メーカーあってのホール、ホールあって

のメーカー、業界全体で協力しなければ結局、悪いイメージの業界で終わってしまうと思う」 

 「需要と供給のバランスの悪さがユーザーをあきさせる大きな要因」 
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調査結果概要データ（DI 値）

■主要指標（事業者規模別） 

項目 小規模事業者 中規模事業者 大規模事業者 全体 

 前回 今回 見通し 前回 今回 見通し 前回 今回 見通し 前回 今回 見通し

全般的業況 -40.9 -48.6 -52.9 -36.4 -34.6 -30.8 3.0 -51.7 -10.3 -23.4 -48.6 -27.8 

稼働状況（パチンコ） -22.7 -58.8 -47.1 -31.8 -61.5 -38.5 -6.1 -62.1 -20.7 -18.2 -61.1 -33.3 

稼働状況（パチスロ） -18.2 -35.3 -23.5 -36.4 -23.1 -26.9 -36.4 -24.1 0.0 -29.9 -26.4 -15.3 

資本投資気運（遊技機） -4.5 11.8 -11.8 9.5 4.2 -4.2 20.0 26.7 -33.3 5.2 12.5 -14.3 

資本投資気運（その他設備） -13.6 -11.8 -11.8 19.0 4.2 0.0 13.3 33.3 13.3 5.2 7.1 0.0 

不足感（営業用設備） -4.5 29.4 0.0 13.6 15.4 3.8 3.0 3.6 -10.7 3.9 14.1 -2.8 

不足感（雇用人員） -18.2 -11.8 -5.9 -4.5 -16.0 -20.0 -24.2 -34.5 -31.0 -16.9 -22.5 -21.1 

■主要指標（地域別） 

項目 北海道・東北 関東 北陸・中部    

 前回 今回 見通し 前回 今回 見通し 前回 今回 見通し

全般的業況 -8.3 -37.5 -25.0 -41.7 -58.3 -33.3 -13.3 -43.8 -31.3 

稼働状況（パチンコ） -8.3 -37.5 -25.0 -25.0 -66.7 -41.7 -13.3 -75.0 -56.3 

稼働状況（パチスロ） -41.7 -25.0 -12.5 -29.2 -29.2 -37.5 -13.3 -25.0 -6.3 

不足感（営業用設備） 8.3 25.0 0.0 8.3 13.0 -8.7 -6.7 0.0 -6.3 

不足感（雇用人員） -16.7 -37.5 -25.0 -25.0 -16.7 -25.0 0.0 -26.7 -13.3 

項目 近畿 中国・四国・九州 全体    

 前回 今回 見通し 前回 今回 見通し 前回 今回 見通し

全般的業況 -25.0 -62.5 -50.0 -14.3 -40.0 0.0 -23.4 -48.6 -27.8 

稼働状況（パチンコ） -25.0 -62.5 -37.5 -14.3 -53.3 0.0 -18.2 -61.1 -33.3 

稼働状況（パチスロ） -16.7 -37.5 -12.5 -50.0 -13.3 6.7 -29.9 -26.4 -15.3 

不足感（営業用設備） -8.3 37.5 0.0 14.3 6.7 0.0 3.9 14.1 -2.8 

不足感（雇用人員） -25.0 -25.0 -12.5 -14.3 -20.0 -20.0 -16.9 -22.5 -21.1 

■企業金融（資金繰り・貸出態度・借入金利） 

項目 小規模事業者 中規模事業者 大規模事業者 全体 

 前々回 前回 今回 前々回 前回 今回 前々回 前回 今回 前々回 前回 今回

資金繰り -6.7 -18.2 -35.3 0.0 -28.6 -16.7 0.0 6.7 0.0 -2.6 -15.5 -18.2 

貸出態度 -26.7 -18.2 -17.6 11.8 -14.3 -4.2 14.3 6.7 0.0 -2.6 -10.3 -7.3 

借入金利 0.0 9.1 12.5 23.5 9.5 -8.3 -14.3 20.0 -28.6 -13.5 12.1 -7.4 

＊全般的業況（n=72）稼働状況（n=72）資本投資気運（n=56）不足感（n=71）資金繰り（n=55）貸出態度（n=55）借入金利（n=54） 

＊小規模事業者＝3店舗以下、中規模事業者＝4～10店舗、大規模事業者＝11店舗以上 
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2012 年出来事 

パチンコ パチスロ 法令 業界・社会 

１
〜
３
月
期

・ CR EVANGELlON 7 ( ビステ

ィ)1/10 

・CR 牙狼魔界閃騎鋼(サンセイア

ールアンドディ)3/19 

・パチスロ鉄拳 2nd(山佐)1/10

・モバスロヱヴァンゲリヲン～生

命の鼓動～(ビスティ)2/27 

・パチスロモンスターハンター(ロ

デオ)3/26 

・異常計数機の修理後使用再

開は報告が必要に(1 月) 

・遊技産業健全化推進機構が

「部品取り」排除の指導徹底を

要請(3 月) 

・大一商会パチンコ枠に不良、自主回収に(1 月) 

・パチンコ店の節税スキーム問題が表面化(2 月)

４
〜
６
月
期

・CR 大海物語 2(三洋物産)4/2

・CRルパン三世World is mine(平

和)4/16 

・CR ぱちんこウルトラマンタロウ(京

楽産業.)6/18 

・ニューアイムジャグラーEX(北

電子)4/2 

・パイレーツワールド(大都技

研)6/4 

・バジリスク～甲賀忍法帖～ll(メ

ーシー販売)6/11 

・日工組パチンコ内規改定。電

チュー最低賞球数1個、旧第1

種２種混合規制緩和(4 月) 

・警察庁が貯玉・再プレー手数

料徴収、遊技ポイントの提供禁

止を通知(4 月) 

・マルハン新業態店舗 「ハーベストガーデン」が

千葉県にオープン(4 月) 

・店舗数前年比 156 減、大型化進む(警察庁発

表 4月) 

・セガサミーH が韓国カジノ企業と合弁会社設立

へ(5 月) 

・日工組 ECO 遊技機構想が明らかに(5 月) 

・「コンプガチャ」が景表法違反で廃止へ(5 月) 

７
〜
９
月
期

・CR ぱちんこ AKB48(京楽産

業.)8/27 

・押忍!!豪炎高校應援團(山

佐)8/6 

・ドンちゃん祭(エレコ)8/20 

・警察庁が広告、宣伝等の適

正化の徹底を業界団体に再通

知(7 月) 

・ホール 5団体、来店ポイントを

追記した「総付景品ガイドライ

ン」に合意調印(9 月) 

・大手ホール企業が 40 億円所得隠し(7 月) 

・ロンドン五輪開幕(7 月) 

・マルハンが｢マルハンドリームネット｣開始(8 月) 

・ダイナム JH が香港証券取引所へ上場(8 月) 

・パチスロ自主規制案固まる。ART 純増 3 枚以

下、ART 期待増加枚数 3,000 枚以下など(8 月)

・消費税法案成立(8 月) 

・尖閣諸島国有化、中国で反日デモ(9 月) 

１
０
〜
１
２
月
期

・CR デラックス海物語(三洋物

産)11/5 

・CR アントニオ猪木という名のパ

チンコ機～やれるのか、本当にお

前～(平和)11/5 

・CR ぱちんこ必殺仕事人桜花乱

舞(京楽産業.)11/19 

・CR 花の慶次～漢(ニューギ

ン)12/3 

・パチスロ キン肉マン～キン肉

星王位争奪編～(山佐)10/9 

・秘宝伝～太陽を求める者達

～(大都技研)12/3 

・SLOT 牙狼(エレコ)12/17 

 ・パチンコ参加人口が調査開始以来最低の1,260 

万人、前年比 410 万人減(「レジャー白書」2012

発表 10 月) 

・米大統領選でオバマ氏再選(11 月) 

・衆院解散、総選挙で自民党圧勝(12 月) 

注：パチンコ・パチスロの日付は導入最速日
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第 51 回調査質問票（1）

Ｆ１．貴社が保有されている全営業店舗数を回答してください。 （＿店舗） 

Ｆ２．貴社が営業されている店舗は以下のどの地域に属しますか？ 該当する地域すべてについて、問１から問5までそれぞ

れ回答してください。 

Ａ．北海道 Ｂ．東北（青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県） Ｃ．関東（茨城県 栃木県 群馬県 埼玉

県 千葉県 東京都 神奈川県） Ｄ．北陸（新潟県 富山県 石川県 福井県） Ｅ．中部（山梨県 長野県 岐阜県 

静岡県 愛知県 三重県） Ｆ．近畿（滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県） Ｇ．中国（鳥取県 島根

県 岡山県 広島県 山口県） Ｈ．四国（徳島県 香川県 愛媛県 高知県） Ｉ． 九州（福岡県 佐賀県 長崎県 熊

本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県） 

Ⅰ．以下の設問には、保有される店舗が属する Ｆ２．で示した地域ごとに回答してください。 

問 1．【業況】貴社における、収益を中心に売上や粗利といった全般的な業況について。 

①「現況（現在を含めたここ１ケ月）」では〔 a．良い b．さほど良くない c．悪い 〕 

②「先行き（３ケ月後まで）」では〔 a．良い b．さほど良くない c．悪い 〕 

付問 1-1．問１で業況判断をした理由について、下記項目から何が最も影響しているのか、『現況』 と 『先行き』 それぞ

れあてはまる項目を記号で回答してください。（回答用紙に記号を１つだけ記入してください） 

①現況（現在を含めたここ１ケ月）の業況判断の理由 

②先行き（３ケ月後まで）の業況判断の理由 

a．店舗数の増加（増台含む） b．来店客数の増加 c．顧客単価の増加 d．店舗数の減少（減台含む） e．

来店客数の減少 f．顧客単価の減少 g．その他 

問 2．【営業用設備】貴社の日常的営業活動において、遊技機を中心とした営業用設備（券売機、計数機などを含む。但

し定期的な点検・修繕などによる一時的不足は除く）について。 

①「現況（現在を含めたここ１ケ月）」では〔 a．過剰  b．適正  c．不足 〕 

②「先行き（３ケ月後まで）」では〔 a．過剰  b．適正  c．不足 〕 

問 3．【雇用】貴社の雇用人員について。 

①「現況（現在を含めたここ１ケ月）」では〔 a．過剰  b．適正  c．不足 〕 

②「先行き（３ケ月後まで）」では〔 a．過剰  b．適正  c．不足 〕 

問 4．【稼働状況/パチンコ】貴社における、パチンコ遊技機の全般的な稼働状況について。 

※ここでは、４円パチンコや低貸玉パチンコを含めたパチンコ全般を回答してください。 

①「現況（現在を含めたここ１ケ月）」では〔 a．良い b．さほど良くない c．悪い 〕 

②「先行き（３ケ月後まで）」では〔 a．良い b．さほど良くない c．悪い 〕 

付問 4-1．【４円パチンコ】※ここでは、４円パチンコの状況を回答してください。 

①「現況（現在を含めたここ１ケ月）」では〔 a．良い b．さほど良くない c．悪い 〕 

②「先行き（３ケ月後まで）」では〔 a．良い b．さほど良くない c．悪い 〕 

付問 4-2．【低貸玉パチンコ】 ※ここでは、低貸玉パチンコの状況を回答してください。 

①「現況（現在を含めたここ１ケ月）」では〔 a．良い b．さほど良くない c．悪い 〕 

②「先行き（３ケ月後まで）」では〔 a．良い b．さほど良くない c．悪い 〕 
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第 51 回調査質問票（2）

問5．【稼働状況/パチスロ】貴社における、パチスロ遊技機の全般的な稼働状況について。 

※ここでは、20 円パチスロや低貸メダルを含めたパチスロ全般を回答してください。 

①「現況（現在を含めたここ１ケ月）」では〔 a．良い b．さほど良くない c．悪い 〕 

②「先行き（３ケ月後まで）」では〔 a．良い b．さほど良くない c．悪い 〕 

付問 5-1．【20 円パチスロ】※ここでは、20 円パチスロの状況を回答してください。 

①「現況（現在を含めたここ１ケ月）」では〔 a．良い b．さほど良くない c．悪い 〕 

②「先行き（３ケ月後まで）」では〔 a．良い b．さほど良くない c．悪い 〕 

付問 5-2．【低貸メダルパチスロ】※ここでは、低貸メダルの状況を回答してください。 

①「現況（現在を含めたここ１ケ月）」では〔 a．良い b．さほど良くない c．悪い 〕 

②「先行き（３ケ月後まで）」では〔 a．良い b．さほど良くない c．悪い 〕 

Ⅱ．以下の設問は、保有店舗全体について企業単位で回答してください。 

問 6．【資金繰り】貴社における資金繰りについて。 

①「現況（現在を含めたここ１ケ月）」では〔 a．楽である b．さほど苦しくない c．苦しい 〕 

問 7．【貸出態度】貴社に対する金融機関の貸出態度について。 

①「現況（現在を含めたここ１ケ月）」では〔a．緩い  b．さほど厳しくない  c．厳しい 〕 

問 8．【借入金利】貴社における金融機関の借入金利変化について。 

①「（３ケ月前に比べた）現在の変化」では〔a．上昇  b．変わらない  c．低下 〕 

問 9．【資本投資/遊技機】貴社において、遊技機に対する資本投資の変化について。 

①「（３ケ月前に比べた）現在の変化」では〔 a．増加  b．変わらない  c．減少 〕 

②「先行き（３ケ月後まで）の変化」では〔 a．増加  b．変わらない  c．減少 〕 

問 10．【資本投資/設備】貴社において、遊技機以外の設備に対する資本投資の変化について。 

①「（３ケ月前に比べた）現在の変化」では〔 a．増加  b．変わらない  c．減少 〕 

②「先行き（３ケ月後まで）の変化」では〔 a．増加  b．変わらない  c．減少 〕 

問11．【経営上の課題】貴社における経営上の課題として、重要なもの上位３つを選んで回答欄に記号でお答えください。 

a．人件費の増加 b．設備・運営費の増加 c．人手不足・人材確保 d．人材育成・教育 e．資金調達 f．メーカー

の遊技機販売の縛り g．公的な規制 h．不明瞭な行政指導 ｉ．組合の自主規制 ｊ．他の同業者との競争激化 k．

時間帯・曜日などの客の偏り l．その他（     ） 

Ⅲ．トレンド・ウォッチ「低貸メダルパチスロ」 の導入状況について※複数店舗保有している企業は代表的な店舗についてお

答えください。 

問 12． 低貸メダルの導入状況についてお答えください。 

a．低貸メダルのみ導入 b．20 円貸しと併設 c．20 円貸しのみ導入 ｄ．パチスロ導入なし 

付問 12-1．問 12 で「ａ」もしくは「b」と答えた方だけにうかがいます。貸玉料金は、何円ですか。 

a．10 円 b．5 円 c．その他（     ）円 

付問 12-2．問 12 で「ｃ」と答えた方だけにうかがいます。今後の低貸メダルの導入意向について。 

a．導入予定 b．導入を検討中 c．導入するつもりはない 
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