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社会から信頼される存在であるために

私たちフィールズは、事業活動を通じて社会とつながり、社会の
幸せに寄与することで、社会から信頼される存在であり続けること
を目指しています。

これからも企業理念の実現に向けて、一人ひとりが高い意識を
持ち、未来を創造するための挑戦を続けていきます。
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フィールズの CSR

CSR基本方針 

CSR推進体制 

ウルトラマン基金 

　フィールズでは、企業理念である「すべての人に最高の余暇を」提供することを使命としています。そして全役員および全従業員は、
企業の社会的責任（CSR）が企業活動そのものであることを自覚し、社会および事業の持続的発展を図ることで、すべてのステー
クホルダーへの社会的責任を果たしていきます。

　当社は、企業理念の実現を目指すことで、より豊かな社会の実現に貢献するため、全社一体となり日々の事業活動を行っています。
　CSR 推進体制として、取締役会の直下に CSR 担当役員を設置し、フィールズの CSR 基本方針に基づいた経営の意思決定を、
事業部門ならびにスタッフ部門に浸透させる体制を構築しています。また、グループ会社との連携を図り、フィールズグループ全体で「事
業を通じた社会貢献」活動を推進していきます。

　フィールズグループでは 2011 年 3 月、（株）円谷プロダクションを中心とし、グループ内賛同企業各社とともに「ウルトラマン基金」
を設立しました。災害により被災された皆様をはじめ、とりわけ未来への希望の光である子どもたちのために支援活動を展開してい
ます。ヒーローと笑顔で過ごす安心で楽しい時間が、多くの子どもたちにとって、将来の夢や希望を描く機会になるものと信じ、これ
からも継続的な支援活動に取り組んでいきます。
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© 円谷プロ

「ウルトラマン基金」
公式サイト

http://www.ultraman-kikin.jp/
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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス推進体制

コーポレート・ガバナンス基本方針 

取締役、監査役および執行役員（2016年6月30日現在） 

　当社は、企業理念である「すべての人に最高の余暇を」提供することを使命とし、企業価値を継続的に高めていくことを経営の基
本方針としています。この基本方針を実現するために、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させることが、当社の重要な経営課
題の一つであると考えております。コーポレート・ガバナンス体制強化については取締役会、監査役会、会計監査人および執行役
員会という枠組みの中で経営機構や制度の改革を進めていきます。
　当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、会社の業務の適正を確保するための体制を整備することについて、取締役会で
決議しております。
　なお当社は、東京証券取引所が適用を開始した「コーポレートガバナンス・コード」の考え方を支持し、中長期的な企業価値の
向上およびコーポレート・ガバナンス強化において、その各原則の実施が重要な経営課題と認識しています。当社では引き続き、経
営の透明性・公平性を担保しつつ、持続的な利益成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、最適なコーポレート・ガバナンス
体制の整備に向け、鋭意検討を進めています。

代表取締役会長 山本英俊
取締役副会長 大屋高志

代表取締役社長 繁松徹也

取締役副社長 秋山清晴

専務取締役 PS事業統括本部長 吉田永

常務取締役 栗原正和

常務取締役 PS事業統括本部副本部長 藤井晶

常務取締役 小澤謙一

取締役 計画管理本部長 山中裕之

取締役 コーポレート本部長 伊藤英雄

取締役 PS事業統括本部商品管理部長 藤島輝男

取締役 クロスメディア事業統括本部長 鎌形英一

社外取締役 糸井重里

社外監査役 常勤 池澤憲一
社外監査役 小池敕夫

社外監査役 古田善香

社外監査役 中元紘一郎

執行役員 法務室長 末永徹

執行役員 コーポレートコミュニケーション室長 畑中英昭

執行役員 PS事業統括本部営業管理部長 若園秀夫

執行役員 クロスメディア事業統括本部
コンテンツプロデュース部長 小澤洋介

執行役員 研究開発室長 大塩忠正

執行役員 PS事業統括本部
IPリレーション部長 清水憲忠

執行役員 クロスメディア事業統括本部
コンシューマサービス部長 山村豪快男

執行役員 PS事業統括本部
メディアリレーション部長 有馬隼人

CSR / コーポレート・ガバナンス / 会社情報 / 株式情報＞コーポレート・ガバナンス
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フィールズについて

会社概要（2016年9月30日） 

全国営業拠点

商号 フィールズ株式会社
（英文：FIELDS CORPORATION）

企業理念 「すべての人に最高の余暇を」

設立 1988年6月

本社所在地 〒150-0036　東京都渋谷区南平台16番17号

事業内容

キャラクター、コンテンツの企画開発、販売
映像ソフトの企画開発、販売
遊技機の企画開発
遊技機の仕入、販売

資本金 7,948百万円

従業員数 1,796名（連結）824名（個別）

連結子会社

ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント（株）
（株）デジタル・フロンティア
（株）BOOOM
（株）円谷プロダクション
など計16社

持分法適用関連会社

（株）ミズホ
（株）ヒーローズ
（株）七匠
など計9社

組織図 
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会社名 
資本金

（百万円）
当社の議決
権比率（％） 主な事業内容

パチンコ・パチスロ

フィールズジュニア株式会社 10 100.0 遊技機のメンテナンス等
新日テクノロジー株式会社 50 100.0 遊技機の開発

株式会社マイクロキャビン 10 100.0 遊技機用ソフトウェアの企画・開発

株式会社クロスアルファ 10 100.0 遊技機の開発・製造

株式会社スパイキー 100 100.0 遊技機の開発・製造

株式会社 BOOOM 10 51.0 遊技機の企画・開発

株式会社ミズホ 10 49.7 遊技機の企画・開発・製造・販売

株式会社七匠 40 38.9 遊技機の企画・開発・製造・販売

株式会社総合メディア 10 35.0 セールスプロモーションに関する企画・製作

コミックス 株式会社ヒーローズ 10 49.0 コミック誌・キャラクターコンテンツの企画・運営・製作

アニメーション
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社 20 100.0 アニメーションの企画・製作およびプロデュース

株式会社デジタル・フロンティア 31 86.9 コンピュータ・グラフィックスの企画・制作等

映画／テレビ 株式会社エスピーオー 371 31.8 映画の企画・制作・配給等

インタラクティブメディア 株式会社フューチャースコープ 60 94.4 モバイルコンテンツの提供サービスおよび通信販売

コンシューマプロダクツ 
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社 5 95.0 フィットネスクラブの経営・運営

株式会社円谷プロダクション 310 51.0
映画、テレビ番組の企画・製作
キャラクター商品の企画・製作・販売
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主な子会社等の状況  
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大株主 

株主名 所有株式 持株比率

山本英俊 8,675,000 25.00%

株式会社 SANKYO 5,205,000 15.00%

山本剛史 3,612,800 10.41%

有限会社ミント 1,600,000 4.61%

自己名義株式 1,516,200 4.37%

GOLDMAN, SACHS& CO. REG 1,394,600 4.02%

NORTHERN TRUST CO. (AVFC)
RENVI01

1,333,900 3.84%

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 
505103

568,500 1.64%

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 
505019

547,400 1.58%

NORTHERN TRUST CO. (AVFC)
REIEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT 
TREATY ACCOUNT

514,500 1.48%

発行可能株式総数 138,800,000株

発行済株式総数 34,700,000株

自己名義株式 1,516,200株

株主数 6,162名

所有者別株式分布状況
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株式の状況



フィールズ IR サイト

http://www.fields.biz/ir/

フィールズ コーポレートサイト

http://www.fields.biz

フィールズ株式会社
コーポレートコミュニケーション室（IR）
〒150-0036　東京都渋谷区南平台町16番17号
Tel: 03-5784-2109（ダイヤルイン）　Fax: 03-5784-2119
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