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会 長メッセージ

長引く新型コロナウイルス感染症の影響下においても、株主の皆様より温かいお言葉を頂戴し、
心より感謝申し上げます。
現況下で世界が失いかけている、
『 笑顔、感動、世界への驚き、未知への興奮、壮大な自然の
体感、楽しみで眠れない夜』
など、小さいけれどかけがえのない幸せは、HISグループが創業時より
お客様へ提供してきた価値であり、世界や非日常に心震わせることは、人類にとって永久不滅の
喜びだと改めて感じております。
今回の世界的な危機に直面しつつも、
お客様の旅行に対する熱量の大きさを再認識するととも
に、改めて観光業が担う役割の大きさに身の引き締まる思いです。
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。この新型コロナウイルスは過去最大の試練ではありますが、
その分、
今までにない大きく進化発展できるチャンスの機会となることを確信し、未来に向けて邁進してまい
ります。
株式会社エイチ・アイ・エス
代表取締役会長
グループ最高経営責任者
（CEO）

澤田 秀雄

未来を見通すことが難しい状況が続いておりますが、
アフターコロナの未知、未踏、未聞へ挑戦
し、
あの時歴史が変わった、
あそこがターニングポイントだった、
そう未来で語れるよう、今までの歴史
の中で最も変化をとげ、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す。
引き続き、皆様の変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。
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財 務 データ ／ 会 社 情 報
会計基準の変更
※第42期より、
「収益認識に関する会計基準」
（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を適用。
当資料グラフ内数値には、参考として旧会計基準の数値も併記しております。

売上高

684億91百万円（新基準）

営業利益（△損失）

（単位：百万円）

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

資本金

24,798百万円

△31,669
△31,129

102,275
118,563 （前期比157.4％）
64,983
68,491

第40期

第41期

第40期

△269億11百万円（新基準）

△28,130
△28,263

（前期比─）

△64,058

第42期

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益（△損失）

第41期

第42期

1株当たり四半期（当期）純利益（△損失）

△368.67円（新基準）

（単位：百万円）

△3,459

（単位：円）

△60.24
△23,597

△25,037

△367.97

△26,911
△27,046

（前期比─）

△432.66

第41期

△368.67
△370.52

（前期比─）

△749.86

△50,050

第40期

株式会社エイチ・アイ・エス

（東証プライム：証券コード 9603）

本社

△1,469

344,353

商号

△281億30百万円（新基準）

（単位：百万円）

430,284

会社概要

第42期

第40期

第41期

第42期

■ 第2四半期
（新基準） ■ 第2四半期
（旧基準） ■ 通期
（旧基準）

財務方針

財務基盤の安定化
当面の課題
1.コスト削減

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

2.設備投資

従前の見直しに捉われず、四半期毎での見直しを継続

3.手元流動性の確保

グループ会社および事業資産の売却・流動化、
グループ内資金の集中・管理
コミットメントラインおよび当座借越の設定

4.資金調達

自己資本の充実に資する資金調達も検討

中長期的な目標
B/Sのスリム化（資産の流動化、有利子負債の削減）、利益による自己資本の積み上げなどによる
自己資本比率の改善（まずは20％以上）

従業員数

10,220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。）

会社役員
代表取締役会長
澤田 秀雄
グループ最高経営責任者
（CEO）
代表取締役社長
（COO）

矢田 素史

専務取締役

中森 達也

常務取締役

織田 正幸

取締役上席執行役員

山野邉 淳

取締役上席執行役員

五味

取締役上席執行役員

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

睦

厚

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 飯 田 憲 史
執行役員 日 根 克 巳
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
執行役員 福 井
茂

（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
79,860,936株
78,157名
2022年4月30日現在
J our ney to the Future
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社 長メッセージ

新型コロナウイルス感染症は3年目に入った現在も、
いまだ収束に至ってはおりませんが、株主
の皆様からはたくさんの叱咤激励のお言葉を賜り、大変勇気づけられているところです。心より感
謝申し上げます。
このたび、私は3月1日付で社長を拝命いたしました。社業のなお一層の繁栄に向けて全身全霊
を捧げて尽力してまいります。
時代とともに人の価値観も大きく変化し、消費行動はモノ消費からコト消費、
さらにはトキ消費へ
と変化していると言われます。欲しい「モノ」がほとんど手に入った次には、精神的な満足を得るた
めの「コト」
（ 体験）
に移行し、
その「コト」
も一般化してくると、人は他人とは異なった
「トキ」の過ごし
方を楽しむことに価値を見出すようになるそうです。旅行は、
このコト消費とトキ消費の最たる対象
であり、
アフターコロナにおいても巨大なマーケットが存在し続けるものと思われます。
一方、当社の経営課題のひとつは、事業ポートフォリオにおける海外旅行事業の比率が高いた
めに、当社の業績が外部環境の影響を非常に受けやすいことです。
株式会社エイチ・アイ・エス
代表取締役社長
（COO）

矢田 素史

このため、現在、事業の多角化を進めており、国内旅行事業に経営資源を投入したり、
自治体
や企業との事業連携など非旅行事業分野での取り組みを推進したりしています。今後も旅行事業
の深化と非旅行事業の探索を鋭意行ってまいります。
コロナ禍を克服し、
ひと回りも、
ふた回りも成長・進化したHISグループとなるべく全社一丸となっ
て業績回復に取り組んでまいります。
引き続き、皆様の変わらぬ叱咤激励を賜れますようお願い申し上げます。
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新 規 事 業 ／ ガ バ ナンス

新 規 事 業 へのチャレンジ
国 内

ガ バ ナンス情 報
対処すべき課題への対応（ガバナンスの強化）

農業法人の設立

コンプライアンス意識の改革

食糧危機、食の不均衡など、地球に住む私たちは、
常に様々な食に関する問題に直面しています。

HISグループ内役員、社員の意識を向上させるため、改めてコンプライ
アンス・リスク管理研修を実施しております。HISおよび戦略上重要な
国内外の子会社から始めており、
理解度など社員の声も聴きながら拡充
してまいります。

日本国内においては、離農や高齢化による担い
手不足など、食の根幹にある農業界が抱える課
題は根深く存在しています。
そこで、
HISは、
若者が農業に挑戦できる環境を整
え、農業界の活性化に貢献することで、課題解決
に取り組むとともに、業界の創造的発展をリードし
てまいります。

各社取締役会による監督機能の強化
収穫したミニトマト（イメージ）

2022年4月には、株式会社HISファーマーズ
（本社：埼玉県蓮田市）
を設立いたしました。農業
のスマート化を目指しながら、品質にこだわった商品を提供することで、働き手にも、
お客様にも愛
される農業を実践してまいります。

海 外

従前当社役職員からの役員任命が行われてこなかった子会社への任
命要否も再検討しております。
また、
現在の任命役職員については見直
しを行いましたが、
今後も定期的に実施いたします。

親会社による子会社管理の強化

ソリューション・ビジネス会社の設立

「ハワイに関することなら何でも」
をモットーに、
お客
様の様々なご要望や夢の実現をサポートすること

関係会社管理規定の見直しの一環として、経常的取引における異常
値の発生や買取りリスクの発生時については、報告を義務化しました。
また、毎月当社のリスク管理室が、関係会社各社より有事発生の有無
等について情報 収集し、
リスク･コンプライアンス委員会開催時に報告
を行います。

を目的としたソリューション・ビジネスの会社「ハワ
イ・スクエア」
を設立いたしました。長年ハワイの

その他、
コーポレート・ガバナンスに関する報告、改善
進捗報告は、
ホームページ
（https://www.his.co.jp/
company/governance）
にて適時掲載しております。

地に根差してきたローカルでのネットワークを最大
限に活かしたコンシェルジュサービス、ハワイ・日
本への進出支援事業、不動産事業の3本柱で事
業を展開しています。
ワイキキビーチ（イメージ）

J our ney to the Future
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海外旅行
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事業紹介

ハイアット・リージェンシー・ワイキキ
ビーチリゾート&スパに泊まるハワイ５日間

259,000円～444,000円
（旅行代金／大人お1人様／2・３名1室利用）
・羽田発着 ・ANA利用 ・2022年7月～12月出発
・燃油サーチャージ込み

安心のサポートが充実！

快適で楽しいハワイの旅

ホテル外観（イメージ）

出発前の万が一のトラブルにも安心の“キャンセ
ルサポート”や、旅行中の急な病気やケガにも安
心の“HISあんしんサポート”
（海外旅行保険）
、
日本帰国前の“PCR検査”などがセットになって
いるので安心してお楽しみいただけます。

法人

事業パートナーとして顧客
（企業、官公庁・自治体、学校法
人・教育機関）
ニーズに合わせ業務渡航、団体旅行、
ビジネ
スイベント、福利厚生、BPO事業、海外進出支援などソリュー
ション提供をワンストップで行い、課題解決を実現します。企業
の皆様と連携してソリューションの拡充も行ってまいります。
（イメージ）

海外法人

到着後すぐにお部屋が使えるアーリーチェックイン付でハワイに着いたその日から快適に過ご
せます。
また、滞在中“ワイキキトロリー”乗り放題や、
「ハレイワ」や「カイルア」
など人気のスポッ
ト5つから選べる“LeaLeaシャトル”など特典も充実しています。

国内旅行

ウォーターマークホテル&リゾーツ沖縄
宮古島に泊まる宮古島３日間

80,300円～147,700円
（旅行代金／大人お1人様／2名1室利用）
・羽田発着 ・ANA・ソラシドエア利用 ・2022年8月～9月出発
※価格変動型ツアーは在庫により価格が変動する場合があります。

2022年8月新規オープンのホテルに滞在！
伊良部島の佐和田の浜に立地する全室オーシャン
ビューのホテル。目の前に広がる宮古ブルーの美しい
海・水平線に沈む夕日・星空を眺められます。メイン
棟の屋上にはインフィニティプールも完備されています。

観光に便利なレンタカー付！
レンタカー確保がしにくくなる夏の宮古島。こちらの
コースならレンタカーも含まれているので充実した旅を
客室一例 お楽しみいただけます。
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課題やニーズに合わせた
サービスをご提供

サイト（イメージ）

オンラインツアー

カナダを代表する旅行会社

Red Label Vacations Inc.
Red Label Vacations Inc.では、
オンラインで旅行商品
を販売する小売部門として、
２つのブランド
「Redtag.ca」
と
「itravel2000.com」
をカナダ国内で展開しており、
ローカ
ルマーケッ
トに対して抜群の認知度を誇っています。
また、BtoB事 業 では
「Travelbrands」ブランドの 下、
航空券、
ホテル、
レンタカーなどをワンストップで取り扱う
カナダ随一の総合ホールセラーとして他の旅行会社から
の信頼を集めています。

「世界」
「平和」を感じて欲しい

こんな旅をお届けしたかった！
今だからこそ始動したプロジェクト！

世界35都市以上周遊！24時間ライブツアー
HISオンライン体験ツアーはおかげさまで2周年!
どんな方でもどこからでも
「世界」
を気軽に体感できる
サービス！がお楽しみいただけます。
中でも
「24時間ライブツアー」はその集大成と言える
大人気ツアーです。
24時間ライブツアー
オンライン体験ツアーがほんの少しでも、未来の旅先を （イメージ）
知り、
親しみと思いやりをもてるようなキッカケになりますよ
うに。
これからの新しい旅の楽しみ方としてご提案します。
24時間ライブツアー
［2022/07/16‐17開催］

※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。

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）

九州産業交通ホールディングス

ハウステンボスご入場割引券同封

30周年を迎えたハウステンボス！
「～キッズワールド～ ファンタジーフォレスト」がオープン！
2022年7月16日
（土）
、待望のキッズ向け屋内アスレチック
が誕生いたします。
ご家族と一緒に不思議の森を冒険する
かのような世界観が楽しめます。

ファンタジーフォレスト
（イメージ）

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）
20周年を迎えたラグーナのアツい夏がやって来る！
毎年人気のラグナシア プールが7月2日
（土）
よりオープン
します。他にも
「トミカ・プラレールフェスティバル」の開催
や新アトラクション「ハラハラ櫓
（やぐら）」のオープンなど、
ファミリーで楽しめるイベントが盛りだくさんです。
波のプール「ジョイアマーレの浜辺」
（イメージ）

変なホテル・ウォーターマークホテル・リゾートホテル久米
アイランド・ヴィソン ホテルズ・満天ノ 辻のや・グリーン
ワールドホテル・グアムリーフホテル・ホテルインスピラ
-S タシケントの8ブランドにて、
日本・ニューヨーク・ソウ
ル・バリ島・台湾・グアム・タシケントの世界7都市6カ
国に全40施設を展開。ホテルを基点とした旅の楽しさ・ビ
ジネスシーンでの利便性の実現のため、“繋がる・快適・
先進的・遊び心・生産性”を追及し、生産性・効率性を
掛け合わせ、
リーズナブルで楽しい体験を提供いたします。

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、熊 本 城や
阿蘇外輪山を眺望で
きるホテルやマンショ
SAKURA MACHI Kumamoto
ンとバンケット、
さらに
は地歴にある“陽春庭”をモチーフにした屋上庭園は、唯一
無二の複合施設です。
2022年9月で開業3周年を迎えます。

HISモバイル

ラグナシアご入園割引券同封

ウォーターマークホテル京都（イメージ）

熊本のランドマーク

旅行にも生活にも快適な通信環境を
有名比較サイトのデー
タSIM人気ランキング
で2年連続No1を獲得
するなど、安 定した通
信品質にも高い評価
をいただいています。
通話もデータもできる
SIMカード月額290円
～、データ通 信 専 用
SIMカード198円～など、価格の手軽さと豊富なバリエー
ションを取り揃え、
ご利用者様に喜んでいただけるサービス
を目指し、
これからも挑戦してまいります。

J our ney to the Future
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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7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。
【表紙画像
（全てイメージ）
】
上部左から右へ
・伊良部大橋/沖縄 宮古島・ひまわり畑/北海道 美瑛
・ワット・アルン/タイ バンコク・ワイキキビーチ/ハワイ オアフ島
下部左から右へ
・オペラハウス/オーストラリア シドニー・自由の女神/アメリカ ニューヨーク
・ハウステンボス/長崎 佐世保・コロッセオ/イタリア ローマ

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。

株主優待券は、当社オンラインサイトからもご利用が可能です。
（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。

