株 主・投 資 家 の 皆 様 へ
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Journey to the Future
今期よりこれまでの「H.I.S. Business Report」をリニューアルしました。
業績情報はもちろん、季節のおススメ旅行や新サービスなど、
さまざまな情報をお届けします。
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会 長メッセージ

独 創 的 な 未 来 創 造 企 業 を目 指して
当社は机二つと電話一本から始まり、
日本

ローバル進出を視野に入れ、
まずは国内の展

発の海外旅行を主軸とした旅行事業で成長し

開として、
ラグーナテンボスや首都圏に4軒の

て参りましたが、
もっと多くのお客様へ喜びと感

新たな
「変なホテル」
を開業いたしました。

動を提供したいという想いのもと、
ホテル事業、
テーマパーク事業と幅広い事業を手掛けられ

所の建設に着手、電力小売りなどエネルギー

る程成長して参りました。

事業への挑戦を推進して参りました。引き続き、

近年、第3の事業の柱として注力しているホ
テル事業においては、2015年に
「変わり続け

価なエネルギー供給を目指します。
H.l.S.グループは、
「自然の摂理にのっとり、

テンボスでオープンした
「変なホテル」が、
「世

人類の創造的発展と世界平和に寄与する。」

界で初めてロボットがスタッフとして働いたホテ

という理念のもと、未来をより快適で豊かにす

ル」
としてギネス世界記録®に認定されるなど、

るために、
あらゆる世の中の疑問に対して、誇り

将来的に問題となる労働力減少を見据えた、

とやり甲斐を胸に挑戦していくことで、世界の

ロボット活用による世界一生産性の高いホテ

平和に貢献できる独創的な未来創造企業を

ル運営を目指して参りました。そして、今後のグ

目指していきます。

澤田 秀雄
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エネルギー技術の開発を重ね、安全で安心安

ることを約束するホテル」
をコンセプトにハウス

代表取締役会長兼社長（CEO）

1

また、新しい事業の柱としてバイオマス発電

売上高

3,412

営業利益

47百万円

億

（前年同期比25.5％増）

76

23百万円

億

（前年同期比22.1％増）

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

35

億

55百万円

1株当たり
四半期（当期）純利益

61.92

円

（前年同期比31.3％減）

7,200 億円
（予想）

■ 第2四半期
■ 通期

173 億円
（予想）

91億円
（予想）

第36期 第37期 第38期

第36期 第37期 第38期

第36期 第37期 第38期

158.96 円
（予想）

第36期 第37期 第38期
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海外

夏・秋 の おススメの 旅

H.I.S.のインプレッソは、経験豊富な添乗員が同行するプラン。海外旅行であれば、
「 言葉が

インプレッソ
イ

添乗員
同行の旅

第38期 第2四半期

不安」
「 海外での移動がわからない」
という方も安心！ 国内旅行であれば、
「自分たちでは行
きづらいけど行ってみたい」
そんな場所へご案内します。
また、
レストランやおみやげ情報のア
ドバイスなど、
あなたの旅をしっかりサポートします。

オシ
チ

成田～ベルゲン往路特別チャーター便で行く

8日間

北欧3ヵ国とフィヨルドの旅

329,800円～429,800円

各都市こだわりの市内観光

Jour ney to the Future

3日間

紅葉紀行

絵画のように広がる絶景
日本で一番早く紅葉する大雪山の絶景紅葉
スポットを現地ネイチャーガイドと一緒に散策し
ます。マイカーでは行きづらい銀泉台、紅葉ロー
プウェイで登る旭岳や黒岳の、色鮮やかな光景
を歩いてお楽しみください。
フィヨルド／イ
メージ
ⒸVisit Flam

ハダンゲルフィヨルド地区に宿泊

オスロ、ストックホルム、
コペンハーゲンでは、ムンクの
「叫び」のある国立美術館などの定番スポットはもちろん、
地下鉄乗車や近代建築見学、世界遺産クロンボー城な
ど各地でこだわりの観光をお楽しみください。

北海道 大雪山をゆったり愛でる

羽田発着／9月出発／大人２～５名様１室利用

人気のフロム鉄道に乗車

フィヨルドを望むお部屋に宿泊。大自然
の絶景をご堪能ください。

現地ネイチャーガイドが同行！ 旭岳・黒岳・銀泉台をじっくりご案内

74,800円～79,800円

ソグネフィヨルドの最も美しく、
ドラマチックな支流の
ネーロイフィヨルド。横幅約250mの世界一狭い
フィヨルドで、山が迫る大迫力の光景をハイブリッド
の新造船でお楽しみいただきます。

全長約20㎞、高低差約860ｍの急勾配
を進む景勝ルートを走ります。

※国内旅行は現地空港から添乗員が同行します。

オシ
チ

成田発着／7～9月出発／燃油サーチャージ別途必要

ソグネフィヨルトを満喫する２大ハイライト
世界遺産ネーロイフィヨルドクルーズ

3

国内

イ
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フロム鉄道／イメージ
写真提供：ⒸVisit

日本百名山のひとつ旭岳を散策
標高2,291mを誇る大雪山の主峰、旭岳。日本百名山のひとつで、
ロープウェイに乗って標高約1,600mまで行くことができます。
運がよければ冠雪した旭岳と紅葉を一度にご覧いただけます。
※姿見の池まで散策します。

嬉しい15回の食事付

層雲峡温泉「五つ星の宿／ホテル大雪」に滞在

サーモン料理や北欧風ミートボールな
どの各国の名物料理を含む15回の
お食事をご用意します。

大自然に囲まれた層 雲 峡 温 泉で最も高 台に位 置し、道内唯 一
源泉かけ流しの3つの大浴場と2つの露天風呂を持つ温泉宿です。
自慢の名湯に浸かりながら大自然のパノラマをご堪能ください。

※この広告ではお申込みを受け付けておりません。商品の詳細は、弊社ホームページ又は最寄りの店舗までお問い合わせください。

ジ
／イメー

旬頃
／9月中

銀泉台

ホテル大雪／露天風呂

イ

家族で
楽しめる

夏休み
クルーズ

誰でも気軽に参加できるカジュアル船をチャーターしました！
当クルーズだけの桂文枝さんによる船上特別高座も開催。
お盆休みの好日程で、13歳未満のお子さまは旅行代金が
最大無料！ファミリーや３世代でも気軽に参加できます。

オシ
チ

日間

※旅 行業において、進出国数
（66ヵ国）世界第１位。オンライン専業、航空運輸事業、及びレンタカー
等は除き、旅行
（レジャー）
に特化したグループ会社を含め算出。
（2017年4月ゼ・ファー調べ）

（1）
エンターテインメント
船内ではダンスレッスン等の参加型イ
ベントやライブミュージックなどをお楽し
みいただけます。また、毎 晩 行われる
ショーは世界一流のエンターテインメン
トを日替わりで上演しています。

クルーズ
船／イメー
ジ

（2）選べる充実した食事
6つのレストランや17のバーがあり、
コース料
理のメインダイニングに加え、
ビュッフェ、軽食
などイタリア船ならではのイタリア料理や地
中海料理をお召し上がりいただけます。様々
な料理が並ぶビュッフェ、
ピッツァやハンバー
ガーをいつでもお召し上がりいただけます。

アメリカ

拠点

拠点

121

ヨーロッパ

中近東・
アフリカ

42

クルーズならではの船内の楽しみが満載！

アジア

281
拠点

絶景の高階層バルコニー付客室利用258,000円 横浜港発着／8月10日出発

世界No.1※

H.I.S.のグローバルネットワーク

日本

熊野大花火と沖縄・南西諸島・台湾クルーズ

9

進出国数

拠点

81

オセアニア

16

12
拠点

拠点

食事
／イメージ

2018年6月1日現在

シリーズ

世 界の拠 点から

第１回

インドネシア

アウトバウンド事業へ積極展開

沖縄・宮古島から那覇へ

2000年以降堅調に成長し続けるインドネ

夏休みにぴったりな南洋航路。人気の那覇に加え、離
島の宮古島にも訪れます。各寄港地では、別途オプ
ショナルツアーの他、
自由散策も可能。思い思いにお
楽しみいただけます。

シア経済に合わせ、H.I.S.では現在、
インド

熊野大花火
三重県熊野市で開催される花火大会を、悠々と船上
から観覧。海上で点火する海上地爆は必見です。
写真提供：熊野市観光協会H26部門賞
三尺玉海上自爆部門「獅子もビックリ 三尺玉」

ネシア国内に27拠点を展開しています。首
都ジャカルタに本部を置き、第2の都市スラ
バヤや第3の都市バ
⬆インドネシア本部

ンドゥンなど10都 市

⬇ジャカルタ支店

を網羅。アウトバウン
ド事業への注力を積
極的に行っています。
➡バンドゥン支店

J our ney to the Future
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グ ループ 会 社 情 報

変なホテル

ハウステンボス

ハウステンボス
ご入場割引券同封

4つのホテルを世界5ヵ国32軒運営しているH.I.S.グループ。中でも先

ジ ュ ラ シ ッ ク ア イ ラ ン ド

JURASSIC ISLAND

進技術を導入してワクワクと心地よさを追求しているロボットホテル「変

船に揺られて辿り着く冒険の舞台は“未開の無人島”。

なホテル」
は全国各地で続々オープンを迎えます。是非、
ご体験ください。

襲い掛かってくる肉食恐竜を撃退しながら、無人島

変なホテル舞浜
東京ベイ

の最奥部に眠る財宝を探し出すARアトラクション。

フロントの恐竜ロボットや

小学生以上のお子さまがご利用いただけます。

客室のコミュニケーション

4大ウォーターパーク

ロボットなど、多言語対応

真っ白な砂浜と様々なスライダーを備えた広大な野外プールが誕生。

により世界各国のお子さま

ほかにも、登って、跳ねて、
すべって、巨大な海上プールの他、大人限

から大人までロボットに触

定のラウンジプールや光るナイトプールで日焼けを気にせず楽しめます。

れ楽しい時間を提供します。
オープン

オープン

秋葉原・浅草エリアからも好立地。 変なホテル東京
観光の拠点としてご利用いただけます。 赤坂

5
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20

日オープン。
「 溜池山

2018年7月13日オープン。

２０１８年７月

変なホテル東京 浅草橋

王 」駅より徒歩４分、「 赤坂 」駅より徒

7月ＯＰＥＮ

歩５分。都内各所へのアクセス抜群！

7月ＯＰＥＮ

ラグーナテンボス

ラグナシア
ご入園割引券同封

プール×ビーチパーク×海上ウォーターパーク
造波プールなど6つのプールに、毎年大人気の巨大エア
遊具エリア「ビーチパーク」に加え、
日本最大級の大きさ
の海上アスレチック
「海上ウォーターパーク」
が仲間入り。

ナイトプール
夜のプールが幻想的にライトアップされ、
リゾート
気分が味わえます。新たにお子さまも入水できるエ
リアが増え、
ご家族でナイトプールを楽しめます。

H . I . S . からの お 知らせ

ぐっとお 得 に

HTBエナジー

会社概要

ハウステンボスから生まれたエネルギー会社が楽しくお得な電気料金プランを提供。
毎日2時間無料のママトクや一律５％割引コースをご用意しています。
シンプルでお得な
料金プラン

全国エリア対応

おすすめ
ポイント

（沖縄・一部離島を除く）

H.I.S.でもっとお得に
旅行ができる

オプションサービスも
充実

海 外・国 内 の 通 信 のことなら

電気とガスの
セット割引
WEBから
ラクラクお申込み

H.I.S.モバイル

H.I.S.モバイルでは2018年2月より国内格安SIMカードの事業をスタートさせました。7月1日から
は海外75の国と地域で1日500円
（200MBまで）
の定額通信サービス
「変なSIM」
もサービス開
始となり、国内外共に格安でご利用いただける環境を提供し、通信事業に新風を吹き込みます。
国内通信
通話＋データ＋SMS 945円～

海外データ通信
変なSIM 1日500円

地 域 活 性 のため の

国内外で便利に使える
格安SIM

ACTIVITY JAPAN

商号

株式会社エイチ・アイ・エス

本社

〒163-6029 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
住友不動産新宿オークタワー29階

設立

昭和55年12月19日

資本金

11,000百万円

従業員数

17,174名
（グループ全体）

会社役員
代表取締役会長兼社長 社長執行役員
（CEO） 澤田 秀雄
取締役専務執行役員

中森 達也

取締役常務執行役員

織田 正幸

取締役上席執行役員
（CFO）

中谷 茂

取締役上席執行役員
（CHO）

坂口 克彦

取締役上席執行役員

山野邉 淳

取締役上席執行役員

五味 睦

取締役・監査等委員
（独立社外取締役）

平田 雅彦

取締役・監査等委員
（独立社外取締役）

梅田 常和

取締役・監査等委員
（常勤）

関田 園子

日本全国に点在している自然や資源を活用した

株式の状況

体 験 型アクティビティのWEBプラットホーム。

発行可能株式総数

88,551,450株

伝統文化体験、
ものづくり、
グリーンツーリズム等、

発行済株式の総数

68,522,936株

シーズンを問わない幅広いジャンルを、
日本全国

株主数

13,000プラン以上から探せて、予約できます。

11,847名
2018年4月30日現在

2018年6月現在

J our ney to the Future
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株主メモ

株主様ご優待のお知らせ

事業年度

毎年11月1日から翌年10月31日まで

定時株主総会

毎年1月

基準日

毎年10月31日

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

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

株主名簿管理人
事務取扱場所

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

郵便物の送付先
または連絡先

〒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
0120-782-031
証券代行部 電話照会先

株式に関する
お手続のホームページURL
公告方法

https://www.smtb.jp/personal/agency/
電子公告によって
（電子公告を行うことができない事故そ
の他のやむを得ない事由が生じたときは、東京都において
発行する日本経済新聞に掲載して）
行います。

IRページのご案内
当社では、
月次売上速報や決算短信などをホームページ
（https://www.his.co.jp）
で公開
しております。最新情報を適時掲載しておりますので、
ご利用ください。

証券コード：9603

毎年4月及び10月の末日現在において、株主名簿に記録のある100株以上の株式を所有
されている株主の皆様にご優待券をお送りいたします。今回お送りする株主優待券及びハウ
ステンボス・ラグナシアご入場割引券は来年
（2019年）
の7月31日までご利用になれます。

【株主優待券】

当社、ハウステンボス株式
会社
（ハウステンボス直営ホ
テルの自社宿泊プランに限
らせていただきます。）
、株式
会社クオリタ、株式会社ク
ルーズプラネット、株式会社
エイチ・アイ・エス沖縄及
び株式会社欧州エキスプレ
スの商品にご利用いただけ
る株主優待券です。
100株以上……… 2枚
500株以上……… 4枚
1,000株以上……… 6枚
ご利用にあたっては、
ご予約
された営業所にご持参また
はご郵送ください。
また、当社
の商品券「SKY」
と併用して
ご利用することもできます。

【ハウステンボスご入場割引券】 【ラグナシアご入場割引券】
ハウステンボス株式会社が運
営するテーマパーク、ハウステ
ンボス
（長崎県佐世保市）
に
て、
ご利用いただける入場割
引券です。

株式会社ラグーナテンボスが
運営するテーマパーク、
ラグナ
シア
（愛知県蒲郡市）
にて、
ご
利用いただける入場割引券で
す。

100株以上 …… 1枚
100株以上の株式を所有され
ている株主様に一律1枚お送
りいたします。

100株以上 …… 1枚
100株以上の株式を所有され
ている株主様に一律1枚お送
りいたします。

ご利用にあたっては、
ハウステ
ンボス料金所で入場券をご購
入される際に本券をご提出くだ
さい。ハウステンボス料金所で
の購入時のみ利用可となって
おります。
1枚で5名様までご利用になれ
ます。

ご利用にあたっては、
ラグナシ
ア料金所で入場券をご購入さ
れる際に本券をご提出くださ
い。ラグナシア料金所での購
入時のみ利用可となっており
ます。
1枚で5名様までご利用になれ
ます。

今回の株主優待券より、当社オンラインサイトからのご利用が可能になりました
（一部商品は除きます。）
。
ご利用の際は、株主優待券と一緒にお送りする書面「当社ウェブサイトにおける株主優待券のご利用
方法」、
またはhttps://www.his-j.com/guide/sf-info/をご覧ください。

