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未 来 創 造 企 業 を目 指して

第 3 8 期Journey to the Future 会 長メッセージ

代表取締役会長兼社長（CEO）

澤田 秀雄

　当社は机二つと電話一本から始まり、

日本発の海外旅行を主軸とした旅行事

業で成長して参りましたが、もっと多くの

お客様へ喜びと感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る程成長し

て参りました。

　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

「変わり続けることを約束するホテル」をコ

ンセプトにハウステンボスでオープンした

「変なホテル」が、「世界で初めてロボット

がスタッフとして働いたホテル」としてギネ

ス世界記録®に認定されるなど、将来的

に問題となる労働力減少を見据えた、ロ

ボット活用による世界一生産性の高いホ

テル運営を目指して参りました。今後は他

のホテルブランドも含め国内外で100棟

を達成し、5〜10年後には1,000棟を目

指したいと考えています。

　また、新しい事業の柱としてバイオマス

発電所の建設に着手し、電力小売りなど

エネルギー事業への挑戦を推進して参り

ました。引き続き、エネルギー技術の開発

を重ね、安心安全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、人類の創造的発展と世界平和に寄

与する」という理念のもと、未来をより快

適で豊かにするために、あらゆる世の中

の疑問に対して、誇りとやり甲斐を胸に

挑戦していくことで、世界の平和に貢献で

きる未来創造企業を目指していきます。
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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

会社役員

会社概要中期経営目標 売上高1兆円
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 17,054名（グループ全体）

2018年10月31日現在

発行可能株式総数 88,551,450株

発行済株式の総数  68,522,936株

株主数 12,495名

株式の状況

売上高

7,285億54百万円
（前期比20.2％増）

営業利益

180億24百万円
（前期比13.3％増）

第36期 第37期 第38期

第36期 第37期 第38期 第36期

第36期

第37期

第37期

第38期

第38期

親会社株主に帰属する当期純利益

109億71百万円
（前期比17.3％減）

1株当たり当期純利益

191.30円

（単位：百万円）

（単位：百万円） （単位：円）

（単位：百万円）

523,705 14,274
606,024 15,915

267

13,259

4.25

219.52

2Journey to the Future



海 外 国 内

クロード・モネやその師匠ウジエーヌ・ブーダンが愛した港町オンフルールや、モネ
が描いた33点の連作のモチーフとなった大聖堂があるルーアンの町を訪れます。

印象派画家ゆかりのノルマンディ地方へ

イチオシ

イチオシ

日本一のイルミネーション6年連続受賞！ 澄み渡る冬の夜空に
1,300万球が輝く｢光の王国｣をH.I.S.限定のオリジナルツアー
でお楽しみください。さらに2月出発は、約100万人以上が訪れる 
｢長崎ランタンフェスティバル｣にもご案内します。

H.I.S.限定オリジナル企画＆
2月出発は長崎の冬の一大風物詩へ

世界新三大夜景※に選ばれた
長崎の夜は、夜景観賞可能なホ
テルを、ハウステンボスでの宿泊
は園内に位置する直営ホテルで、
たっぷりと滞在をお楽しみいただ
けます。

ハウステンボス
直営ホテルに宿泊

2018年新登録の世界遺産・大浦天主堂や人気の廃墟島・
軍艦島周遊クルーズ、島々が点在する美しい海域での絶景ク
ルーズなど長崎県を代表する観光地へご案内します。

2つのクルーズを含む充実の長崎観光

※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。

大満喫フランス　日間8
長崎が彩り鮮やかにキラキラと輝く季節が到来！

てんこもり長崎・ハウステンボス　日間3
199,800円～329,800円　4〜9月出発／お1人様／大人2・3名1室利用／燃油サーチャージ別途必要 59,800円～94,800円　1〜3月出発／お1人様／大人4名1室利用

サンセールのワイン畑と町／6月頃
／イメージ

広い地域柄、様々なワインが造られるロワール地方の中でも、ワイン好
きの間において特に辛口白ワインの評価が高いサンセール。AOP※ワ
インテイスティングや小さな村ならではのAOPチーズのテイスティングも
お楽しみいただきます。

ロワールワインの中でも人気の辛口ワインの生産地「サンセール」へ

モン・サン・ミッシェルでは、夜のライトアップもご覧いただけるようモン・
サン・ミッシェル地区に宿泊。
さらに世界遺産の古城群の中でも特に人気の高いシュノンソー城へも
ご案内いたします。

モン・サン・ミッシェルなど北フランスを代表する世界遺産へ

オンフルール／イメージ

光と噴水の運河クルーズ／イメージ

ランタンフェスティバル／イメージ

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
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
にくい場所」だったり、「期間限定の日本のお祭り」などへご案内します。他にも、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とサポートします。

インプレッソ家族で
楽しめる
添乗員

同行の旅

※国内旅行は現地空港から添乗員が同行します。

第 3 8 期Journey to the Future おすすめの 旅

羽田発着羽田発着

これからの旅は事前に学んでから出発！ 「フランス旅行基礎講座」（別途代金）
フランスのアート（美術、建築）、ワインの基本から楽しみ方まで、スペシャリストが動画でご紹介
します。ご出発前に学んでおくことでご旅行自体がもっとおもしろくなります。

北フランスのアートとワインを探求する旅往復直行便利用

※AOP（Appellation d'Origine Protégée：保護原産地呼称）
　…ヨーロッパにおける産品の原産地を保証する呼称です。

※（一社）夜景コンベンション・
　ビューロー認定
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クルーズの旅
日本から現地まで飛行機で移動し、ク
ルーズ船に乗って地中海をはじめとする
人気の寄港地を巡るフライ・アンド・ク
ルーズの取り扱いを始めました！

家族で
楽しめる
家族で
楽しめる

ノルウェージャン エピック号／イメージ

海 外

イチオシ

（１）驚きの充実した船内施設
洋上最大のボウル型スライダーをはじめ、複数のスライ
ダーが設置されたアクアパークで遊んだり、 ボクササイ
ズ用リング完備のフィットネスセンターで一汗かいたり、
デッキテラスでのんびり過ごしたりと、どなたでもお楽し
みいただけるアクティビティが充実。

（２）華やかなエンターテインメント
船内ブロードウェイショー作品「バーン・ザ・フロア」と

「プリシラ」も公演されておりアクロバットが見ものの「シ
ルク ドリームス・アンド・ディナー（Cirque Dreams 
and Dinner®）」など多彩なエンターテインメントが日替
わりで上演。

（３）選べる多国籍料理のお食事
１７ヵ所のレストランがあり、お好きなもの
をご自由にお選びいただけるビュッフェ、
カジュアルなカフェ、グリルなど種類豊
富。多くの客船ではドレスコードがありま
すが、本船はフリースタイルで堅苦しさ
のない客船なので気軽に乗船できます。

船内でのお食事やエンターテインメントは代金込み！
非日常のリゾートライフを船旅で

目覚めれば次の寄港地に到着してい
るのがクルーズの醍醐味！
地中海の風光明媚な寄港地
を効率よく巡ります。
バルセロナから出港しカプリ
島での青の洞窟観光※はじ
め6つの寄港地全観光付！

旅のはじまりにふさわしいのは、自由に旅の想像や妄想ができるリラックスし
た空間。今H.I.S.では、“旅”と“プラスαの価値”を融合させた店舗を拡充して
おります。旅のはじまりの場として、ゆったりと旅の検討ができる空間づくりを
目指すことで、新たな顧客満足を創造し、また店舗に来たいと思っていただけ
る店舗づくりを追求して参ります。

海側バルコニー付客室利用　468,000円　10月26日出発／お1人様／大人2名1室利用／燃油サーチャージ別途必要

The ROOM of journey（池袋パルコ本館M2F・2018年11月2日オープン）
リラックスしていただける空間として着想したの
は、旅好きな人の6つの部屋。友人や恋人、家
族と一緒にゆっくり旅の検討ができる空間づくり
を目指しました。スタディ・ワークスでは、H.I.S.ス
タッフがおすすめする旅の本と、こだわりの詰まっ
たカフェ・スイーツメニューをご提供。

岡山駅前営業所（イコットニコット2F・2018年12月7日オープン）
ライフスタイル提案型書店「TSUTAYA BOOK 
STORE」とコラボレーションした店舗。TSUTAYA 
BOOKSTOREとH.I.S.スタッフが共同で選んだ
旅にまつわる本が並べられ、コーヒーを片手にゆっ
くりと本を眺めながら、新たな旅を想像していただけ
る空間をご提供。

旅と本と珈琲とOmotesando （表参道・2015年10月6日オープン）
スペシャルティコーヒーを先導する猿田彦珈琲
に舌鼓をうちながら、ブックディレクターの幅允孝
氏がセレクトした旅にまつわる1,500冊以上の
本を手にとり、まだ見ぬ理想の旅を見つけられる
空間をご用意。

府中ル・シーニュ営業所（ル・シーニュ３階・2017年7月14日オープン）
Café&Meal MUJIの協力のもと、“旅と食”をテー
マとした店舗。店内には旅や食をテーマとした書籍
約500冊、旅行ガイドブックやパンフレットがあり、
Café&Meal MUJIのお食事やドリンクを楽しみな
がら旅の計画が立てられます。

カフェコラボ 店 紹 介

ノルウェージャン エピックで航く
３ヵ国周遊 地中海クルーズ 　  日間10

成田又は羽田発着

※ 青の洞窟は波の状態により入
場できない場合がございます。

ここがポイント！

青の洞窟／イメージ
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ハウステンボス
2月9日に開幕する「100
万本の大チューリップ
祭」を皮切りに花の王国
の期間がスタートし、バ
ラ・あじさい・ゆりが季
節を彩ります。世界最大
のイルミネーションも点灯
し、昼も夜もお楽しみいた
だけます。

ハウステンボス
ご入場割引券同封

第 3 8 期Journey to the Future グループ 会 社 情 報

ラグーナテンボス
史上最光の冬ラグーナ
青く煌めく水上に浮かぶドーム型の水
上イルミネーション「光のプロムナード」。
浜辺から歩いて渡った先にあるドームの
中は、イルミネーションとステンドグラス
のやわらかな光によって、ロマンチックな
世界が広がります。

ラグナシア
ご入園割引券同封

2018年12月1日現在

H.I.S.のグローバルネットワーク
日本

277※

拠点

アジア

122
拠点

アメリカ

83
拠点

ヨーロッパ

42
拠点

中近東・
アフリカ

16
拠点

オセアニア

12
拠点

シリーズ
世界の拠点から

新たなビジネスモデル、スパ事業の展開
第２回 ベトナム

世界の旅行者を受け入れるインバウンド事業の拡
大と強化のため、ダナン初の日系スパの運営を
行っています。世界基準の技術と日本クオリティー
のサービスを取り入れることで、旅行事業に留まら
ない現地での感動体験を世界中のお客様にご提
供しています。

⬆トリートメント（イメージ） ⬆ジャグジー（イメージ）

⬆スパ（イメージ）

※H.I.S.沖縄・特約代理店含む

Ⓒ@peyuri @h-trip

全世界552拠点

（イメージ）

（2019年3月31日迄）
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H.I.S.ホテルホールディングス
4つのブランドで世界4ヵ国33軒運営しているH.I.S.ホテルホールディングス。
中でも先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 

「変なホテル」は今後全国各地で続々開業します。是非、ご体験ください。

九州産業交通ホールディングス
熊本都市計画桜町地区
第一種市街地再開発事業
かつては熊本城の城下町として、行
政・交通・商業の要衝として栄えて
きた桜町エリア。過去の長い系譜を受
け継いできたこの街に、日本最大級の
バスターミナル、商業施設、観光案内
施設、公益施設（ホール）、ホテル、住
宅、バンケット、シネマコンプレックスな
どの複合施設が誕生します。

2019年1月17日開業

変なホテル福岡
博多

2019年2月1日開業

変なホテル大阪
心斎橋

2019年3月17日開業

変なホテル大阪
西心斎橋

現在展開中の変なホテル

変なホテル舞浜 東京ベイ
変なホテル東京 西葛西
変なホテル東京 銀座
変なホテル東京 浜松町
変なホテル東京 浅草橋
変なホテル東京 赤坂
変なホテル東京 羽田

2019年開業予定の変なホテル

変なホテル京都 八条口駅前
変なホテル大阪 関西空港
変なホテル東京 浅草田原町
変なホテル石川 金沢

HTBエナジー
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。

H.I.S.でもっとお得に
旅行ができる

全国エリア対応
（沖縄・一部離島を除く）

オプションサービスも
充実

シンプルでお得な
料金プラン

WEBから
ラクラクお申込み

電気とガスの
セット割引

2019年9月完成予定

2019年以降
トルコ、ニューヨーク、伊勢にも

展開予定 ！

（完成予想図） （完成予想図） （完成予想図）

（完成予想図）

（イメージ）
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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
証券代行部　電話照会先 0120-782-031

株式に関する
お手続のホームページURL https://www.smtb.jp/personal/agency/

公告方法 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。

株主メモ 株主様ご優待のお知らせ
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（2020年）の1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】
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。

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。

【ラグナシアご入場割引券】
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。

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。

証券コード：9603

前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。

表紙画像 右上：桜町地区再開発完成予想図
 中央：トルコ　　　左：ハウステンボス
 左下：変なホテル舞浜 東京ベイ
 右下：ラグーナテンボス（光のプロムナード 2019年3月31日迄）
 パラグライダー（イメージ）

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。


