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会 長メッセージ

長引く新型コロナウイルスの影響により、
いまだ世界全体が不安定な状況を脱することができない中で、未来を見通すこ
とが難しい状況が継続しております。
このような有事の中での「変化に対する対応力」
こそが、
この先50年・100年とHISグループが持続的な成長を遂げて
いくために必要不可欠だと考えております。創業42年目を迎え、振り返ると、
いつの時代も、決して順風満帆に進んできた
わけではなく、数多くの試練や苦難を乗り越えて現在に至ります。今回、過去最大の危機に直面し、
この環境を、
この機会
を、
どう過ごすかと問われたなら、今だからこそできることを模索し、思考をし尽くし、今日なし得ることに全力を尽くし、今までの
歴史の中で最も変化を遂げ、最も進化したHISグループになるべく全社一丸で取り組む所存であります。
また、昨年末に報道のありました当社子会社2社の『GoToトラベル不正利用』の件につきまして、
日頃からご支援ご愛
顧を賜っております株主の皆様には、多大なご心配とご迷惑をお掛けいたし、謹んで深くお詫び申し上げます。
本件を謙虚かつ厳粛に受けとめ、今後同様の事態を生じさせることのなきよう再発防止に向けて取り組んでまいります。
株主の皆様におかれましては、
引き続き、変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。
代表取締役会長兼社長（CEO）
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財 務 データ

売上高

1,185

営業利益（△損失）

63百万円

億

（前期比72.4％減）

（単位：百万円）

△640億58百万円
（前期比─）

財務方針

財務基盤の安 定 化

（単位：百万円）

808,510

短期的な課題と対応

17,540

1. コスト削減

430,284

固定費の削減に注力しつつも、
旅行需要の回復時には機動的に対応

△31,129

第39期

第40期

第41期

第39期

第40期

第41期

2. 設備投資の抑制
従前の見直しにとらわれず、金額及び時期を随時見直し

親会社株主に帰属する当期純利益（△損失）

△500億50百万円
（前期比─）

（単位：百万円）

1株当たり当期純利益（△損失）

△749.86円

保有不動産の売却、保有資産の流動化も検討
コミットメントラインの設定

4. 資金調達

（単位：円）

213.63

12,249

3. 手元流動性の確保

自己資本の充実に資する資金調達を実施

中長期的な目標
△25,037

自己資本比率の改善（20％以上）

△432.66

利益による自己資本の積み上げ、有利子負債の削減
第39期

第40期

第41期

第39期

第40期

第41期
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累計

15万人以上
が体験

第41期

おすす め の 旅

旅 で
日本 に
元 気を

オンライン体験ツアー

イチオシ

旅はオンラインで行く。
そんな時代がやってきた。

ハウステンボス 2 日間

朝食付・１DAYパスポート付

（2022年1月11日現在）
57,600円～84,700円 ※掲載の旅行代金は目安額です。
（旅行代金目安／大人お1人様／2名1室利用）
（一部ソラシド エア） 1月～3月
羽田発着 ANA利用

オンラインで双方向につながり、旅がもっと気軽に、便利に、楽しくなる。豊富な経
験・知識を備えたガイドが日々新しい体験をお届けします！

宿泊は園内最上級「ホテルヨーロッパ」をご用意

旅をあきらめる方が減りますように

四季折々の花々で彩られたロビーや、365日毎晩開催されるホテルコ
ンサート、宿泊者専用のクルーザーでのチェックイン・チェックアウトなど、
園内最上級ならではのホテルからのおもてなしが盛りだくさん。
また、
こ
だわりの朝食は、
オリジナルスパークリングワインもお楽しみいただけま
す。
また、滞在のスタイルにあわせてお選びいただけるウッドデッキのテ
ラス付のお部屋など、5種類のお部屋をご用意しました
（要追加代金）
。
非日常を堪能する至福の時間をお過ごしください。

旅へと踏み出す勇気はまだないけど旅に出
たい、体力に自信がない、予算に不安があ
る、
そのような方でも安心して参加可能。

旅は下見が当たり前の時代

大人気！

園内３つのレストランから選べるディナー1回付

花と音楽が彩る「ホテルヨーロッパ」に泊まる

ネットで世界とリアルタイムにつながる

生の情報で、衛生・安全への不安も解消。
旅行先の選定はもちろん、行きづらい方面
や世界一周も身近に感じよう
！

国内の旅

／イメージ
ーを楽しむ家族
オンラインツア

インドの有名占い師ラブ氏によるオンライン占星術＆手相占い
2021年占い部 門、HIS人 気 第 一 位！インド古
来の占星術と手相占いを用いて、
「 恋愛・仕

一人で
お悩み抱えて
いませんか？

アムステルダム広場
／イメージ

園内３つのレストランから
HISオリジナルメニューの夕食1回付

滞在中ハウステンボス
１DAYパスポート付

長崎の新鮮な魚介を使った和食や、
ピザ
が人気のイタリア料理、特選肉盛り合わせ
のBBQからHISオリジナルのメニューの夕
食をお楽しみいただけます。

ホテルヨーロッパ宿泊者特典、開
園1時間前から先行入場ができる
１DAYパスポート付。約50施設の
アトラクションやイベント＆ショーを
お楽しみください。

事・健康・家族・人生」について占い、助言を
お伝えいたします。過去25年で5万人以上の占
い実績のある人気占い師のラブ氏に、色々相談
してみませんか？ 心が軽くなるかも！
全世界で約50,000人以上を占ったラブさん

HIS
運営!

今、海外へ行かれる方へ！

海外渡航用PCR検査センターオープン

HIS PCR検査センターだからできること

入国の条件として高額でわかりづらいPCR検査や陰性

・PCR検査の予約とあわせて、旅行の案内が可能です。

証明は海外旅行への障壁のひとつになっています。
HISでは少しでもこの障壁を減らし、
コロ
ナ以前のように気軽に海外旅行に行っ
ていただきたいという想いから、PCR検
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※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、当社ホームページまたは最寄りの店舗までお問い合わせください。

メージ
ロッパ／イ
ホテルヨー

査センターを自社で開設しました。

・PCR検査の予約とあわせて、渡航情報の案内が可
能です。
・検査費用を安価でご提供します。
・陰 性証明書はご出発当日に空港
（羽田・成田）
でお
渡しします。

新規事業

新 規 事 業 へ の チ ャレ ン ジ
国内の新規事業

海外の新規事業
新ブランド「Copolo」始動

人材派遣
少子高齢化が進む日本社会において
「人手不足」は

HISアメリカ現地法人がサステナブル

今後も拡大が想定される課題のひとつです。この課題

ツーリズムを推進するための新ブランド

「外国人労働者」の存在と彼らとの「共生
を解決すべく

「Copolo」
を立ち上げ、旅行予約オン

社会」
を築くことがミッションであると考え、2021年６月
１日に、主に農業と宿泊業を対象とした人材派遣・紹介

ラインサイトをリリース。自身の旅行によ

Copoloのオンラインサイト／イメージ

イメージ

り排出される二酸化炭素の計算を可能にし、
予約の際にカーボンオフセットプラ

サービスを提供する、
「株式会社グリーンオーシャン」
を設立。外国人の方々にとっ

ンを提供いたします。
「Copolo」
は人々の旅行のあり方に気付きを与え、環境改

て日本で働くことを誇りに感じていただける、
そんな未来の創造に寄与いたします。

善への意識変化を起こす機会の一助になることを目指しています。

https://greenocean.jp/

https://www.copolo.com/

選択支援サイト運営

日本の食材店を開店

「ふるさと納税制度」
は年々利用者が増加して

ロンドンの中心街であるウエストエンド

おり、寄付金により地域の活性化につながって
おります。
「ふるさと納税」
を取り扱うサイトはす

に
「食」
を通じて日本の魅力を発信す
ふるさと納税比較サイト

るアンテナショップを開業。日本から直

でに数多く存在していますが、情報過多の現代社会において、
シンプルでわか

接仕入れた商品も多数あり、本物の日

りやすく、利用者に納得・安心してお使いいただけるサイトを目指し、
「 HISふる

本の食と文化を伝えるため厳選したお

さと納税比較サイト」
を立ち上げました。
「ふるさと納税」
を取り扱う主要9社
（自

茶や食材のほか、
日本酒ソムリエ監修

治体数1,794）
、100万品以上の返礼品からまとめて比較することができます。

のもと100銘柄以上の日本酒も取り扱っております。

https://www.his-j.com/furusato/

https://his-food-travel.com/ja

豊富な品揃えを誇る日本酒／イメージ
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グ ループ 会 社 情 報

HISホテルホールディングス

ハウステンボス（長崎県佐世保市）

７つのブランドで世界5カ国41軒のホテルを運営しているHISホテルホールディングス。
「繋がる」
「 快適」
「 先進的」
「 遊び心」
「 生産性」の５つのコアバリューに生産性・効率性を掛け
合わせ、
リーズナブルに人生のスパイスとなる楽しい体験をお客様へ提供してまいります。
７ブランド、世界5カ国、国内24・海外17・全41軒

HISホテルグループのご紹介

システム・ロボットを導入。2021年に宮城県仙台、
ソウル明
洞、
ニューヨークマンハッタンに新規開業しました。

30年分の感謝の気持ちを地元・九州、
そして全国へ。
ハウステンボスは2022年で
30周年を迎えます。
支えていただいたすべてのお
客様に30年分の感謝の気持

変なホテル
「変わり続けることを約束する」
をコンセプトに、最新の技術や

ハウステンボス
ご入場割引券同封

ちを込めて、喜びと感動に溢れ

リゾートホテル
久米アイランド

たとびきりのアニバーサリーイ
ベントを開催いたします。

全201室、沖 縄 県 久 米 島
最大級のリゾート。

プール／イメージ

2022年新たなハウステンボス

ハウステンボス30周年記念ロゴ／イメージ

の1年にどうぞご期待ください。
ヴィソン ホテルズ
ヴィラ6棟・ホテル棟155
変なホテル舞浜 東京ベイ／イメージ

ラグーナテンボス（愛知県蒲郡市）

室のHOTEL VISON、4棟
はた ご

40室の旅籠ヴィソン。
HOTEL VISON／イメージ

るテーマパーク
「ラグナシア」。

満天ノ 辻のや

京都・インドネシアバリ島に2
ウォーターマークホテル京都／イメージ

今年はカラフルにきらめく巨大

石川県粟津温泉の純和風
温泉旅館。

大浴場／イメージ

グアムの中心街タモンのど真
外観／イメージ

2022年以降 開業予定地域：名古屋・鹿児島・宮古島・ウズベキスタン
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ションアーチや日本初の360°

グリーンワールド

ん中に立 地。観 光・食 事・
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なランタンイルミネーションが
登 場。100万 球のイルミネー

グアムリーフホテル
買物、
すべてに便利。

ラグーナイルミネーション「光のラグーン」
2022年に開業20周年を迎え

ウォーターマークホテル
棟展開の国際級ホテル。

ラグナシア
ご入園割引券同封

3Dマッピングなど園内全体が

台湾の大型ホテルチェーン。

キラキラ輝く幻想的な世界を

全13ホテルMRT駅から徒歩
圏内、
日本語対応。

グリーンワールド松山／イメージ

お楽しみください。

光のラグーン
「サンゴの城」／イメージ
【 2022年2月28日
（月）
まで開催 】

会社情報

九州産業交通ホールディングス

会社概要
商号

株式会社エイチ・アイ・エス

本社
設立

〒105-6905 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
神谷町トラストタワー5階
1980年
（昭和55年）
12月19日

完成から2年。交通拠点として日本最大

資本金

21,048百万円

級のバスターミナルをはじめ商業施設、

従業員数

熊本の新たなランドマーク
「SAKURA MACHI Kumamoto」は

文化交流拠点としての熊本城ホール、
熊本城や阿蘇外輪山を眺望できるホテ
ルやマンションとバンケットを併設。地歴
にある“陽 春 庭”をモチーフにした屋 上
SAKURA MACHI Kumamoto

HISモバイル

代表取締役会長兼社長
社長執行役員
（CEO）

澤田 秀雄

内外多くのお客様に親しまれています。

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

矢田 素史

取締役上席執行役員

山野邉 淳

生活に欠かせないスマホですが、使い

取締役上席執行役員

五味

方は十人十色で多くの方の契約プラン

取締役

にミスマッチが起きています。そんなミス

澤田 秀太

取締役・監査等委員

梅田 常和

取締役・監査等委員

鍋島

取締役・監査等委員

関田 園子

マッチを解決するために、低容量・大容
量・電話かけ放題プランなど、幅広いプ
ランで業界最安級のサービスを提供し
電話代の過払いを解消していきます。
また、オンラインツアーの無料招待や、
海外Wi-Fiレンタルの割引などのHISの
有名比較サイト
第1位獲得

会社役員

庭園は、唯一無二の複合施設として県

業界最安級の格安SIMカード

TVで紹介されました

10,618名

（グループ全体。契約社員、見習社員及びアルバイトは除く。）

各種サービスを特典として提供し、今後
さらに充実をはかります。

睦

厚

執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員

髙 野
清
福 島
研
岩間 雄二
波多野 英夫
有田 浩三
片岡 由佳
赤尾 昇平
小田 孝之介
飯田 憲史
日根 克巳
花 崎
理
瀬 川
活
熊本 智久
加堂 直行

（注）
取締役・監査等委員 梅田常和及び鍋島厚は社外取締役であります。

株式の状況
発行可能株式総数
発行済株式の総数
株主数

150,000,000株
75,969,236株
72,277名
2021年10月31日現在
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株主様ご優待のご案内
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

公告方法

https://www.smtb.jp/personal/procedure/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。

ステンボス・ラグナシアご入場割引券は2023年1月31日までご利用になれます。

IRページのご案内
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

ラグナシア
ご入園割引券

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

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

株式に関する
お手続のホームページURL

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

株主優待券

事業年度

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。
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。

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。

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。

