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この 先 の 未 来 に 向 け て 。
　しかし、実際には、様々な争いが絶えず起こってい
るのが現実です。
　様々な要因や原因は、その立場や現場に立って
みなければわからないことも多いと考えます。
　私たちの事業は、異なる世界や人を結び付け、文
化や思考が交わる機会を創出することができます。
　その機会に関わることによって、お互いの理解は
深まっていくことと信じています。国を平和にするの
も、世界を平和にするのも人です。人が国を作り、人
が平和を作るのです。そのために必要な、人の交流
を促進させること、争いの原因になるような生活に
関わる事業領域で革新を生み出すこと。
　世界に人々の笑顔の輪が広がっていくことに今
後も取り組んでまいります。

　世界は、様々な変化を受け入れて今の時がありま
す。我々H.I.S.には、ただ時間が経過した時を生きた
というよりは、常に様々な提案を世の中にしてより良
い変化を起こしていきたい、という思いがあります。
　H.I.S.は、私たちにできる変化をひとつひとつ紡い
できました。そして、その思いは、今後も変わりありません。

　人類の創造的発展に寄与することが、世界平和
にも寄与する。
　私たちは、これから100年、200年、300年後も
世界の皆様に愛される企業として、チャレンジし続け
る所存でございます。
　これからも、H.I.S.、H.I.S.グループに皆様の変わ
らぬご理解、ご支援を賜りたくお願いいたします。
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　2020年、H.I.S.は創業から40年を迎えます。
　たった2つの机と電話一本から始まった創業当
時の旅行環境は、誰もが楽しめる環境ではなく、そ
の環境を改革することを使命として、 40年を駆け抜
けてきました。今では、70ヵ国 以 上の場 所で、
17,000人を超える仲間が、共に働いています。
　振り返ると、旅行環境は大きく変化しました。そし
て、今また、大きな変革の時代を迎えていると感じて
います。
　40年前も、今も、未来も変わらないと思えるのは、
可能性に満ち溢れた若者の存在です。
　「可能性に溢れる若者に、海の向こうへ旅立って
ほしい」という創業当時から変わらぬ思いと、若者だ
けでなく自分の可能性を信じて旅立つ旅人の環境
を整える使命感を追求し続けることで、これからも世
界中の人々の距離がもっと近くなってほしいと願っ
ています。

　争いのない世界こそが、理想であることは、誰も
が思っていることです。

若 者 に冒 険を。

世 界 平 和 。

常 に 挑 戦 者 、
永 遠 の 未 完 成でありたい 。

代表取締役会長兼社長 社長執行役員（CEO）

澤田 秀雄
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会社概要
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 1980年（昭和55年）12月19日
資本金 11,000百万円
従業員数 14,756名（グループ全体・正社員のみ）

2019年4月30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 12,905名

株式の状況

売上高

3,778億39百万円
（前年同期比10.7％増）

営業利益

89億79百万円
（前年同期比17.2％増）

第37期 第38期 第39期 第37期 第38期 第39期

■ 第2四半期
■ 通期

7,860億円
（予想） 200億円

（予想）

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

49億64百万円
（前年同期比37.9％増）

1株当たり
四半期（当期）純利益

86.61円

第37期 第38期 第39期 第37期 第38期 第39期

110億円
（予想）

191.86円
（予想）

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

取締役常務執行役員 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 中谷 茂

取締役・監査等委員 梅田 常和

取締役・監査等委員 桂 靖雄

取締役・監査等委員 関田 園子

上席執行役員 小林 智志

上席執行役員 和田 光

執行役員 髙野 清
執行役員 福島 研
執行役員 岩間 雄二
執行役員 波多野 英夫
執行役員 有田 浩三
執行役員 片岡 由佳
執行役員 赤尾 昇平
執行役員 小田 孝之介
執行役員 簾藤 眞太郎
執行役員 飯田 憲史
執行役員 日根 克己
執行役員 花崎 理
執行役員 瀬川 活
執行役員 熊本 智久
執行役員 加堂 直行

会社役員

（注）取締役・監査等委員 梅田常和および桂靖雄は社外取締役であります。
2019年5月21日付にて坂口克彦はハウステンボス株式会社代表取締役社長に就任しております。

中期経営目標 売上高1兆円
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サンセールのワイン畑と町／10月頃
／イメージ

ⒸFabien Joubert

朝焼けの空・西表島／イメージ

海 外 国 内

クロード・モネやその師匠ウジェーヌ・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

西表島の大自然と美しい海に囲ま
れた赤瓦屋根のコテージタイプの
ホテル「ラ・ティーダ西表リゾート」
に2連泊。宮沢賢治の童話「銀河
鉄道の夜」の登場人物にちなんで
名付けられた「カンパネルラの湯」と
いう日本最南・最西端の温泉をお
楽しみください。
最終日は石垣島市街地の高台に建つ

「アートホテル石垣島」に宿泊します。

星空保護区国際認定地の
“西表島”にゆとりの2連泊

※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

大自然のパワーを感じる旅！

五感を潤すリトリートツアー
西表島&石垣島 　日間4

249,800円～429,800円（税込）　7～10月出発：一例／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
130,800円～164,800円（税込）　7・10～11月出発：一例／お1人様／大人4名1室利用

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
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

星空保護区国際認
定地での星空観賞
または月光浴観賞と
早 朝日の出のリト
リートツアーへ。天
候に恵まれれば、ま
るで鏡の上に立って
いるような絶 景に 
出会えます。

まるで鏡のような絶景と満天の星空へ

星空観賞・西表島／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」「海外での移動の仕方がわからない」という方も安心！ 国内旅行であれば、「日本の絶
景」や「自分たちでは行きにくい場所」などへご案内します。その他、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いたします。

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。

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

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

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、ワイン好きの人々の間で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。※
秋になると黄葉するぶどうの木々が広がる景色は絶景です。
※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。

おすすめの 旅第 3 9 期  第 2 四 半 期Journey to the Future

3つの中からお好きなアクティビティを選択可能。カヌーに
乗ってマングローブの森を探検する「マングローブカヌーツ
アー」や大自然の中をトレッキング「リトリート滝トレッキング
ツアー」、渓流を
下りながら森林浴
を楽しむ「リトリー
トキャニオニング
ツアー（7月出発
のみ）」など沖縄
の大自然を堪能。

癒しの選べるアクティビティツアー

深いマングローブの森の中でのカヌー
西表島／イメージ
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船内プロムナード“ガッレリア・ベリッシマ”
／イメージ

MSCベリッシマ／イメージ

クルーズの旅家族で
楽しめる
家族で
楽しめる

海 外

イチオシ

華やかなエンターテインメント
ショーのために設計された最新テクノロジー満載のラ
ウンジやシルク・ドゥ・ソレイユによる2種類のオリジ
ナルショーをお楽しみいただけます。

充実の船内施設
2019年3月に就航した新造船。
船内では子どもに人気のアクアパークをはじめ、全長
約80メートルにもなる天井ドームでのLED投影など子
どもから大人まで楽しめるエンターテインメントやアク
ティビティなどの充実の施設が完備されています。

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

～保険料1,000円（一例）でキャンセル料最大10万円を補償！～

すでに10万人以上のお客様にご支持いただいています。
海外旅行のお申込みを検討するにあたっての不安解消と
突発的な個人の事情により海外渡航をキャンセルせざるを
得ないケースに経済的な損失の補填を行うことで、
キャンセルに伴う取消料に関する不安を取り除きたい
という思いのもと本商品を開発いたしました。

2019年3月就航の新造船

内側（ベッラ）客室利用　158,000円（税込）　2020年4月28日出発／お1人様／大人2名1室利用／
港湾税、船内チップ、国際観光旅客税別途必要

H.I.S.キャンセルサポート
業界初！ 2019年2月よりH.I.S.独占販売！

MSCベリッシマで航
い

く
G.W.南国土佐と石垣島・宮古島・台湾
美ら海クルーズ 　日間9

横浜港発着

石垣島・宮古島など、この時期人気の寄港地を効
率よく巡ります。また台北からでは交通が不便な花
蓮へも寄港するため、何度も台湾へ行ったことのあ
る方にもおすすめです。

ここがポイント！

※縮小支払割合90％の設定。※単に旅行に行く意思がなくなっただけの場合は補償の対象となりま
せん。※上記はお支払いする保険金の一例です。※その他の支払事由等「H.I.S.キャンセルサポート」
の詳細については、「H.I.S.キャンセルサポート」及び加入申込票の「重要事項のご説明」をご覧くだ 
さい。

詳しくは…H.I.S.ホームページまたはH.I.S.各営業所までお問い合わせください。

H.I.S.キャンセルサポートで補償される事由（概要）
以下のような事由が発生したことにより出国を中止した場合に補償します。

Pick Up

死亡・入院

急な出張※

離婚、婚姻予約の不履行※

通院※

勤務先企業の
倒産

パスポートの紛失、盗難、
置き忘れ、失効※

家屋災害・
裁判所呼出

渡航先でのテロ・噴火等
官公署命令による避難勧告等、

宿泊機関の火災

妊娠、出産、
早産、流産※

交通機関遅延･
運休･欠航

ペットの死亡※

4Journey to the Future



ハウステンボス ハウステンボス
ご入場割引券同封

グループ 会 社 情 報

今年も「水の王国」が7月6日から開幕します。
ロングスライダーをはじめ、海上ウォーターパー
クなど3大ウォーターパークが登場。7月13日か
らは「鈴木敏夫とジブリ展」も開催し、スペシャ
ル大花火など、この夏も見どころ満載です。

2019年6月1日現在

H.I.S.のグローバルネットワーク
日本

271※

拠点

アジア

115
拠点

アメリカ

82
拠点

ヨーロッパ

41
拠点

中近東・
アフリカ

15
拠点

オセアニア

12
拠点

シリーズ
世界の拠点から

北米における旅行事業の
さらなる強化・拡大

第３回 カナダ

今年2月に増資し、カナダで絶大な知名度を誇
るOTA事業（redtag.ca）とホールセラー事業（TravelBrands）を展開する

「レッド ラベル バケーションズ」が当社グループに加わりました。
これで、アウトバウンド事業の「メリットホールディングス」、インバウンド事
業の「ジョンビューカナダ」と合わせ、カナダにおいて3社の旅行会社を買収。
新たな販売チャネルを拡充することで、北米戦略においてさらなる加速を
目指します。

※H.I.S.沖縄・特約代理店含む

全世界536拠点

（「水の王国」イメージ）
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ラグーナテンボス

7月13日より新プール施設「JULAGOON
（ジュラグーン）」の営業がスタートします。
本施設では、各所に水着で遊べるスライダー
やウォーターガン、水バケツ、ターザンロープ
などを設置しており、まるで恐竜の世界を冒険
しているかのように遊ぶことができます。

ラグナシア
ご入園割引券同封

ラグーナで過ごすサイコーの夏「ラグ夏！」始まる

（「JULAGOON」イメージ）ラグーナのプール期間：6/29（土）～9/24（火）

Red Label Vacations幹部メンバー

CEOフランク・デマリニス
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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34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
令和元年（2019年）9月、
新しい年に誕生！
新しい施設は、交通拠点として日本最
大級のバスターミナルをはじめ商業施
設（SAKURA MACHI Kumamoto）、
文化交流拠点としての熊本城ホール
やホテル、熊本城や阿蘇外輪山を眺
望できるマンションとバンケット、更に
は地歴にある“陽春庭”をモチーフにし
た屋上庭園をつくるなど、類のない複
合施設が誕生します。

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
変なホテル福岡 博多
変なホテル大阪 心斎橋
変なホテル大阪 西心斎橋
変なホテル京都 八条口駅前

・京都五条、他京都2施設　・沖縄　・沖縄離島
・仙台　・奈良　・アクアイグニス多気（伊勢）
・トルコ　・ニューヨーク　・ソウル

2019年9月1日開業

変なホテル東京
浅草田原町

（完成予想図）

2019年12月24日開業

変なホテル金沢
香林坊

（完成予想図）

2019年11月1日開業

変なホテル
関西空港

（完成予想図） （完成予想図）

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時間無料のプランや一律5％割引に
なるお得な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

（イメージ）

2020年以降展開予定地域
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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7月31日までご利用になれます。

証券コード：9603

表紙画像 上部左から右へ
  ・熊本 桜町再開発ビル（完成予想図）　・ハウステンボス入国棟（ソーラーパネル）と花火（イメージ）　
  ・ハワイ ワイキキビーチ（イメージ）
 下部左から右へ
  ・イグアスの滝（ブラジル側）（イメージ）　・気球（イメージ）　・変なホテル西心斎橋（外観・イメージ）
  ・日本国内ツアーバス（H.I.S.号）　・カナダ バンクーバー @onumaaan

前々回（第38期 第2四半期）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。

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。

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。

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。

100株以上　2枚 500株以上　4枚 1,000株以上　6枚
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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。

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。

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。

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園割引券です。

ご利用にあたっては、ラグナシア料金所で入園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。

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。
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