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代表からのごあいさつ

ゲンダイエージェンシー株式会社は1995年4月、アミューズメント業界に特

化した広告会社として設立され、以来同業界における広告のパイオニアとし

て、オンリーワンの企業を目指すべく全社一丸となって邁進してまいりました。

2004年9月にはJASDAQ市場に上場し、その事業領域を「クライアントの集客

戦略をバックアップし、事業の発展と向上に貢献する業績発展支援業」といた

しました。

私達がご提供するのは単一メディア、単一サービスのご案内ではなく、集客

戦略に基づくご提案です。それは個々のクライアントの実情や地域、業態に

合わせて、インターネット、折込広告、セールスプロモーション、マスメディア広

告等の様々なアイテムを最適な形でミックスした、消費者とのコミュニケーショ

ン戦略です。さらにこれらを実現するための企画、制作、運営などをワンストッ

プで実現させ、オリジナリティの高いトータルプロデュースを実現させていま

す。

昨今、当社を取り巻く環境は大きく変化しています。私達は環境の変化に

柔軟に対応し持続的な成長を実現するため、M&Aや新事業開発を進め、カ

バーする業種・業態の多様化と組織改編に積極的に取り組んできました。

広告事業を軸に据え、そこで培われた合理的な思考や仕組みを様々な業

種に展開し、これからも新しいフィールドへの挑戦と発展に取り組んでまいり

ます。そして今後も、より多くのクライアントの皆様とともに成長し、その業績

発展の支援を続けてまいります。

2020年4月

代表取締役CEO 山本正卓

代表取締役COO 上川名弦

業界特性に対応した広告会社

私達はクライアント企業の発展を支援します

リソースの集中による合理性を追求

次世代のビジネスモデルやサービスを生み出す原動力へ

変化の時代だからこそチャンスと捉え

新たなフィールドに挑戦

こうした土台の上に今、多様な業界のクライアントニーズに応える、新たなビ

ジネスモデルやツールの開発をいくつもスタートさせています。

設立から20年以上にわたり、一つの分野に集中し続けてきたからこそでき

た、より合理的な思考や仕組みがあります。これらは企画・制作分野でのス

ピードや正確性、クリエイティブ力、企画力に大きな影響を与えています。クラ

イアントが求める、さらに半歩先のタイミングやクオリティで集客戦略をご提供

できるよう、その体制を整備し進化させてきました。
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会社概要

商号 ゲンダイエージェンシー株式会社

GENDAI AGENCY INC.

http://www.gendai-a.co.jp

本社所在地 〒163-1429

東京都新宿区西新宿3-20-2 

東京オペラシティビル29F

資本金 7億5,159万円

発行済株式総数 15,050,000株

事業内容 広告、宣伝に関する企画および制作

連結子会社 株式会社ランドサポート （不動産業）

株式会社ユーアンドユー （広告の企画制作）

株式会社ジュリアジャパン (映像・web企画制作会社)

株式会社ジールネット (広告等の企画制作)

株式会社アーク （新サービス、新事業の調査、開発）

役員 （2020年6月26日現在）

代表取締役CEO 山本 正卓

代表取締役COO兼CCO 上川名 弦

取締役CFO 高 秀一

取締役CIO 木藤 友治

社外取締役
小林泰士

（株式会社マーケットエンタープライズ代表取締役）

社外取締役
金本かすみ

(株式会社ミンツプランニング代表取締役)

常勤監査役 安達 吉明

監査役 (社外) 東 徹

監査役 (社外) 髙野 健二

監査役 (社外) 田中 公仁郎

従業員数 164名【単体】 平均年齢38.3才 2020年3月末現在

営業拠点

（全国13拠点）

※2020年10月1日現在

札幌、仙台、東京、宇都宮、埼玉、横浜、

松本、名古屋、静岡、大阪、広島、福岡、

鹿児島

http://www.gendai-a.co.jp/
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沿革

1994年２月 現代広告社（創業者山本正卓の個人事業）創業

1995年４月 広告業を目的として、東京都八王子市に株式会社現代広告社設立（資本金10,000千円）

2003年８月 商号を「ゲンダイエージェンシー株式会社」に変更

2004年９月 JASDAQ市場に株式を上場

2005年４月 2005年3月期決算発表、連結売上高が100億円を突破、106億円を計上する

2006年２月 パチンコホール出店用地取得支援サービスを目的として、当社全額出資により
株式会社ランドサポート（現、連結子会社）設立

2006年10月 北九州営業所、他2営業所を開設し営業所は全国で20となる

2010年４月 2010年3月期決算発表、連結売上高205億円を計上

2010年７月 株式会社ジュリアジャパン（現、連結子会社） の発行済み株式を100%取得し子会社化

2012年１月 広告システム等の企画開発を目的とした株式会社ジールネット（現、連結子会社）設立

2014年３月 株式会社ユーアンドユー（現、連結子会社） の発行済み株式を100%取得し子会社化

2016年10月 本店所在地を東京都八王子市（八王子市東町9番8号）から東京都新宿区（新宿区西新宿三丁目20番2号）に移転

2016年11月 新サービス、新事業の調査、開発を目的として、当社全額出資により株式会社アーク（現、連結子会社）設立
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株式の状況 2020年9月30日現在

株主名 持株数(株) ％

アセット・マネジメント・アドバイザーズ株式会社 5,244,000 34.8

BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY

SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND

常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行

850,000 5.7

ジャパンプリント株式会社 480,000 3.2

梅田 美智子 359,400 2.4

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

505224

常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部

350,000 2.3

山本 正卓 322,400 2.1

完山 敏錫 320,000 2.1

株式会社SBI証券 164,638 1.1

株式会社シルバーグループ 120,000 0.8

株式会社読売IS 120,000 0.8

発行済株式総数 15,050,000株

株主数 7,033人

株式の状況 大株主

所有者別株式分布状況

金融機関, 

14,900株, 0.1% 金融商品取引業者, 

384,073株, 2.6%

その他国内法人, 

6,270,800株, 

41.7%

外国法人等, 

1,691,699株, 11.2%

個人その他, 

6,688,528株, 

44.4%
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当社グループの概要
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当社グループの理念とビジョン

私達は、イノベーションと創造性に満ちた取り組みでクライアント企業の業績発展を支援する活動を通じて、

豊かな社会の実現に貢献します。

基本理念 Basic Philosophy

グループ経営指針 Group Management Principles

行動規範 Code of Conduct

私達は、クライアント企業のコミュニケーション戦略実現のパートナーとして、信頼される企業を目指します。

私達は、広告事業の枠にとらわれない、新しいビジネスモデルやツールの開発に挑戦し続けます。

私達は、常に真摯な姿勢と熱意をもって、最良なサービスの提供に努めます。

4

3

2

1 法令遵守 私達は、地域社会の構成員として、法令を遵守し、健全で透明性の高い企業活動を行
います。

株主重視 私達は、いつも株主の利益を念頭におき、企業価値を高めるための経営を実践します。

顧客満足 私達は、クライアントの満足と信頼が得られるよう、斬新かつ高品質なサービスの提案
を心掛けます。

従業員尊重 私達は、従業員一人一人の意欲と能力を尊重し、公正な処遇と、働きやすい職場環境
づくりを推進します。

1

2

3
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業績の推移 (連結)

2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期

売上高 16,919 15,851 13,244 12,072 11,115

営業利益 1,142 1,269 743 704 460

経常利益 1,129 1,268 716 700 434

親会社株主に帰属する

当期純利益
490 831 504 434 31

1,129
1,268

716 700

434

0
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広告事業のビジネスモデルと強み

・事業内容

・ビジネスモデル

・業務フロー

・拠点展開の状況

・強みと特長

・現在の取り組み
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事業内容

集客に効果的な広告プランを、トータルプロデュースしています。
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ビジネスモデル

より高い集客効果を目指して、提案活動を繰り返すことでクライアントとの関係性を強化し、継続的取引を確保します。

顧客ニーズを捉え様々な情報を元に、的確な広告戦略を提案します。

企画実行後はヒアリングなどを行い、反響を確認し、次回の提案につなげます。
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業務フロー

幅広いジャンルの広告物を、外部協力会社と協働してワンストップで実現します。
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拠点展開の状況

全国の事業拠点から最新情報が収集、分析され

クライアントに、鮮度の高い情報をご提供できる仕組みを作っています。
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強みと特長

ゲンダイエージェンシーグループでは、クライアントにとって最適な企画を組み立てるために、

様々なシーンで付加価値の高いサービスをスピーディにご提供します。

集客戦略を「All in one」で実現

半径50cmから日本全国、またone to oneからマスメディアまで、包括的か

つ立体的なプランをご提案いたします。徹底したヒアリングから始まるニー

ズの洗い出し、膨大なバックデータとマーケティングに裏付けされた企画

立案・ターゲティング・実施・効果検証まで、クライアントの「次の一手」を後

押しする戦略的な集客を実現します。

集約と拡散

・全国の事業拠点 ：地域に密着することで動向・特性を把握、成功事例

の収集

・企画開発部門 ：新サービスや新商品の研究・分析・リリース

・クリエイティブ集団 ：幅広いメディアやデザインに精通したディレクター・

クリエイター陣

これらの多様な情報・資料がデータベースとしてタイムリーに集約される

一方で、全国どこからでもリアルタイムにアクセス可能な社内ネットワーク

システムを構築することで、常に最新・最適なサービスをご提供します。

柔軟で強固な姿勢

積極的に新サービスを取り入れる一方で、多種多様なクライアントに向け

てカスタマイズしフィットさせる柔軟性。マスメディアからSPまで既存サービ

スの特徴や効果を熟知、20年以上にわたる取り扱い経験値を元に進化・

発展させる強固さを持ち合わせることで、業界・分野を問わず最良の結果

を残します。



17

現在の取り組み クロスメディアマーケティング支援機能の充実

広告事業では、業界環境の変化に伴うクライアントニーズに応えるため

多角的な広告戦略、特にモバイル、ウェブ広告のサービス拡充に努めます。
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不動産事業の概要
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不動産事業概要

全国ネットワークを駆使し、売りたい方と買いたい方を速やかにお繋ぎする、
パチンコホールをはじめとした商業施設全般に関する不動産の賃貸、仲介等を行っております。
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今後の取り組み

・中長期的な会社の経営戦略

・対処すべき課題

・経営指標と利益配分に関する基本方針
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今後の経営戦略 中長期的な会社の経営戦略

グループの持続的な成長を実現するため、

パチンコホール広告市場のマーケットリーダーとして、サービスの付加価値と生産性の向上を追求し続けます。

また、常に新たな事業機会を模索し、積極的な事業開発に取り組みます。
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今後の経営戦略 対処すべき課題

経営戦略を実現するための課題として、以下の施策を実施します。
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今後の経営戦略 経営指標と利益配分に関する基本方針

目標とする経営指標をクリアすべく、着実に歩みを進めていきます。

2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期

営業利益率 5.6% 5.8% 4.1%

EPS 33.51円 28.89円 2.06円

ROE 9.2％ 7.9％ 0.6%

配当金

（うち中間配当）

25.00円

（12.00円）

25.00円

（12.00円）

25.00円

（12.00円）

連結配当性向(%) 74.6% 86.5% 1,213.3%

・営業利益率10%以上とROE10%以上を目標とし、「生産性」と「付加価値」、「資本効率」を重視した経営

を推進していきます

・株主価値の最大化を基本方針に、目標連結配当性向を50%としています

・資本効率の向上を重視し、適切なタイミングで自己株式の取得を実施していきます
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コーポレート・ガバナンス、CSR
・コーポレートガバナンス

・CSRの取り組み
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コーポレートガバナンス

基本的な考え方

当社のトップ・マネジメントは、株主価値の持続的な増大を図ることが最大の責務であると考えており、
健全性(コンプライアンス)と透明性(ディスクロージャー)を確保しながら、常に株主の皆様の利益を念頭
に置いた企業活動を実践することを行動規範としております。

取締役会について

法令および定款に定めのあるもの、ならびに会社経営の重要事項として取締役会規程に定めのある
事項は、毎月１回以上開催される取締役会で決定しております。当社では常勤取締役が少人数である
ことから、日常における頻度の高いコミュニケーションが可能であり、また、社外取締役の選任による牽
制効果と相まって効果的な業務執行の監視が可能な体制であると考えております。また、意思決定、
経営監督と業務執行を分離し、責任の明確化を図ることを目的として執行役員制度を導入し、取締役
会において選任された執行役員で構成される経営役員会において、綿密な審議と機動的な業務執行
を行っております。

監査役会について

監査役は取締役会に常時出席しているほか、経営役員会をはじめとする社内の重要会議にも積極的
に参加し、法令・定款違反や、株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査を実施しており
ます。また、監査役会を定期的に開催し、監査に関する重要な事項について協議しております。



26

CSRの取り組み

ゲンダイエージェンシー株式会社は、環境、社会的責任、企業ガバナンスに配慮し、
持続可能な社会や経済の発展を目指した取組みの実践に努めてまいります。

持続的かつ信頼される企業として、さまざまな活動を行なっていきます

・コーポレート・ガバナンス
・コンプライアンス
・情報セキュリティ
・リスク管理
社員によるコンプライアンス逸脱の早期発見の仕組みづくりなどに取り組んでおります

数多くのステークホルダーとともに発展できるよう、各種の活動に取り組んでいきます

・社会とともに
・お客様のために
・お取引先とともに
・従業員とともに
世界の子どもにワクチンを送るエコキャップ収集活動への参加、社員の心身の健康を
考えたEAPの導入などに取り組んでおります

地球環境の保全に努め、事業活動を通じて社会の発展に貢献します

・地球とともに
省資源、省エネルギー化のために、オフィス内のペーパーレスの徹底や社用車のエ
コカー化などをはかっています
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本資料に関するお問い合わせ

ゲンダイエージェンシー株式会社 管理部

TEL: 03-5358-3334
Email:  m-ir-info@gendai-a.co.jp
URL:    http://www.gendai-a.co.jp/

2020.12

mailto:m-ir-info@gendai-a.co.jp
http://www.gendai-a.co.jp/
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