
証券コード 9713

【株式に関するお手続きについて】
株式に関するお手続きは、ご所有の株式が、①証券会社の口座に記録されている場合と、②特別口座に記録されている場合で、
下記のとおり異なりますので、各窓口にご照会ください。

証券会社の口座に記録された株式
お手続き、ご照会の内容 お問い合わせ先

・単元未満株式の買取・買増請求

・届出住所・姓名などのご変更

・配当金の受領方法・振込先のご変更

口座を開設されている証券会社

・郵送物の発送と返戻に関するご照会
・支払期間経過後の配当金に関するご照会
・株式事務に関する一般的なお問い合わせ

株主名簿管理人
三井住友信託
銀行株式会社
証券代行部

特別口座に記録された株式
お手続き、ご照会の内容 お問い合わせ先

・単元未満株式の買取・買増請求
・特別口座から証券口座への振替請求
・届出住所・姓名などのご変更
・配当金の受領方法・振込先のご変更

特別口座の
口座管理機関 　

三井住友信託
銀行株式会社
証券代行部・郵送物の発送と返戻に関するご照会

・支払期間経過後の配当金に関するご照会
・株式事務に関する一般的なお問い合わせ

株主名簿管理人

第91期 中間報告書
 （平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
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　当上半期におけるわが国経済は、企業収益や個人消費に
伸び悩みが見られるなど、景気の足踏み状態が続いてお
り、年初来の円高進行や株価下落、英国のEU離脱問題等
の影響により、先行きは依然として不透明な状況が続いて
います。
　ホテル業界におきましては、新規出店の増大等により競
合環境は激化しているものの、訪日外国人数が前年を上回
るペースで推移していることなどから、宿泊需要は引き続き
堅調に推移しています。
　こうした環境下、当社は昨年11月に策定した3ヶ年の中
期経営計画の実現に向けて、「コア事業の持続的成長」、「品
質の更なる向上」、「経営基盤の強化」を重点施策として、収
益の拡大に努めてまいりました。

　「コア事業の持続的成長」に向けた取り組みとして、営業
面では、堅調な宿泊需要を最大限取り込み、収益機会の最
大化に努めてまいりました。また、施設面では、リーガロイヤ
ルホテル（大阪）の客室94室について改装を進めた他、チャ
ペル「カロスクロノス」を、光と緑があふれる屋内庭園を併
設する優美でエレガントな「ナリサチャペル」としてリニュー
アルいたしました。リーガロイヤルホテル広島では、レストラ
ン＆バー「スカイラウンジ リーガトップ」を改装したことに
加えて、広島市内ホテル最大級の規模を誇るチャペル「リュ
ヴェール」を“森の湖畔に浮かぶ白いチャペル”をコンセプト
にリニューアルいたしました。リーガロイヤルホテル京都
は、改装工事により約7ヶ月間にわたり全館休業しておりま
したが、今年9月、京の風情と現代的なデザインが散りばめ
られたホテルとしてリニューアルオープンいたしました。
　「品質の更なる向上」に向けた取り組みとして、リーガロイ
ヤルホテル（大阪）の大型基幹設備の整備を進めました。ま
た、施設管理スタッフのメンテナンス業務集中化を推進い

　株主の皆様には、平素より格別のご支援とご愛

顧を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、ここに当社第91期上半期（平成28年4月1

日から平成28年9月30日まで）における事業の概

況と決算の概況についてご報告申しあげます。

代表取締役会長 代表取締役社長

株主の皆様へ
To Our Shareholders たしました。

　「経営基盤の強化」に向けた取り組みとして、平成28年9
月27日に総額380億円のシンジケートローン契約を締結し
て、既存の借入金を長期契約にリファイナンスし、財務の安
定性を向上させるとともに成長に向けた基盤強化に取り組
んでまいりました。

　このように、収益拡大に向けて様々な施策に取り組んでま
いりましたが、リーガロイヤルホテル京都の改装休業に伴う
運営受託料の減少や、熊本地震発生に伴う需要の落ち込み
等により、当上半期の売上高は19,245百万円と、前年同期
比48百万円（0.2％）の減収となりました。
　損益面では、営業利益758百万円（前年同期比207百万円
の増）、経常利益403百万円（前年同期比60百万円の減）、親
会社株主に帰属する中間純利益1,164百万円(前年同期の
親会社株主に帰属する中間純損失は1,688百万円)となりま
した。
　中間配当につきましては、誠に遺憾ではございますが見
送らせていただきたく、株主の皆様には深くお詫び申しあ
げます。

　リーガロイヤルホテル（大阪）では引き続き客室の改装を
実施し、好調な宿泊需要を取り込んでまいります。また、今
後も増加が見込まれる訪日外国人に対応するため、グルー
プホテルで外国人スタッフの採用を進めており、ソフト面で
の強化も図ってまいります。
　お客様の安心・安全はもちろんのこと、将来を見据えた投
資を計画的に実行し競争力強化と更なる業績向上に邁進
する所存でございますので、株主の皆様におかれましては、
引き続きご支援、ご指導を賜りますよう、宜しくお願い申し
あげます。

事業の概況
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■ 流動資産
流動資産は、前連結会計年度末に比べ261百
万円増加し7,410百万円となりました。これは
現金及び預金が611百万円増加したこと等に
よります。

■ 固定資産
固定資産は、前連結会計年度末に比べ349百
万円減少し59,855百万円となりました。これ
は投資有価証券が171百万円減少したこと等
によります。

■ 純資産合計
純 資 産 合 計は、前 連 結 会 計 年 度 末に比べ
1,186百万円増加し12,527百万円となりまし
た。これは親会社株主に帰属する中間純利益
の計上等によります。

■ 負債合計
負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,274百
万円減少し54,738百万円となりました。これは
買掛金が287百万円減少したこと等によります。

19,245百万円
（100%）

客室部門
5,006百万円
（26.0%）

宴会部門
6,363百万円
（33.1%）

食堂部門
4,191百万円
（21.8%）

その他部門
3,684百万円
（19.1%）

中間連結貸借対照表� （単位：百万円）

当中間期末
平成28年9月30日現在

前期末
平成28年3月31日現在

資 産 の 部

流動資産 7,410 7,149

固定資産 59,855 60,205

有形固定資産 45,792 45,925

無形固定資産 312 361

投資その他の資産 13,750 13,917

資 産 合 計 67,266 67,354

負 債 の 部

流動負債 6,709 14,234

固定負債 48,029 41,779

負 債 合 計 54,738 56,013

純 資 産 の 部

株主資本 12,365 11,201

資本金 13,229 13,229

利益剰余金 △　    804 △　1,968

自己株式 △　      58 △　　  58

その他の包括利益累計額 161 139

その他有価証券評価差額金 22 58

土地再評価差額金 657 657

退職給付に係る調整累計額 △　   518 △　   577

純 資 産 合 計 12,527 11,341

負 債 純 資 産 合 計 67,266 67,354

百万円未満は切り捨てて表示しております。

中間連結損益計算書� （単位：百万円）

当中間期
平成28年4月	１	日から
平成28年9月30日まで

前中間期
平成27年4月	１	日から
平成27年9月30日まで

売上高 19,245 19,293

売上原価 4,477 4,651

売上総利益 14,767 14,641

販売費及び一般管理費 14,008 14,090

営業利益 758 551

営業外収益 33 33

営業外費用 388 121

経常利益　 403 463

特別利益 418 ―

特別損失 100 2,084

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失（△） 721 △　1,621

法人税、住民税及び事業税 187 103

法人税等調整額 △　　630 △　　  36

中間純利益又は中間純損失（△） 1,164 △　1,688
親会社株主に帰属する中間純利益又は
親会社株主に帰属する中間純損失（△） 1,164 △　1,688

百万円未満は切り捨てて表示しております。

インターネット・ホームページ

中間期決算のご報告

http://www.rihga.co.jp/

当社モバイルサイトへは、QRコード対応の携帯電話の
カメラで、左のQRコードをスキャンしていただいても
アクセスできます。

リーガロイヤルホテル
グループ宿泊のご予約は、
専用フリーダイヤル 0120・116180

イ イ ロ イ ヤ ル

土・日・祝 ／ 10：00a.m.～4：00p.m.月～金 ／ 9：00a.m.～6：00p.m.

■ 部門別売上高
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ひと

「フレンチダイニング
トップ オブ キョウト」を
リニューアルオープン
京都で唯一の回転展望レストランの内装を
一新、「雲母唐長」のトトアキヒコ氏によるアート
と共にフランス料理をお楽しみいただけます。

寝具・アメニティを
より良質に

「より質の高い眠り」にこだわり、さらに客室の

快適性を高めました。

「チャペル リュヴェール」を
リニューアルオープン

「森の湖畔に浮かぶ白いチャペル」をコンセプト
に、自然美に包まれた開放感のあるチャペルに
生まれ変わりました。

米田 武史が
「フレンチダイニング&スカイラウンジ 
リーガトップ」シェフに就任

「第8回エスコフィエ・フランス
料理コンクール」で優勝

「すべてがバランス良く揃った状態で最も美味
しく味わえる料理」にこだわり、フランス料理の
魅力をお届けします。

NEWS CLIP 営業情報のお知らせ

「ナリサチャペル」が誕生
「光と緑あふれる空間」と「驚きにみちた記憶に残る映像空間」の二つの顔をもつ新しい
チャペルです。

H28.09

H28.10

H28.08

H28.08

H28.09

「リーチバー」バーテンダー 泉 孝祐、
権威あるコンテストにて準グランプリ受賞！
6月25日・26日の２日間にわたり開催された「第30回H.B.A.CLASSIC
創作カクテルコンペティション･チャンピオンシップ」に出場、準グラン
プリを受賞しました。受賞カクテル「Aliare（アリアーレ）」はリーチバー
にて販売中です。

「ファミーユ ド シャンボール」を開催
「レストラン シャンボール」では、テーブルマナーを
学びながらフランス料理のフルコースをお召しあ
がりいただくイベントを、春と秋に開催。好評によ
り、満席となりました。

リーガロイヤルホテル（大阪）

リーガロイヤルホテル京都

リーガロイヤルホテル東京

リーガロイヤルホテル小倉

リーガロイヤルホテル広島

0605

010_0900401602812.indd   5-6 2016/11/26   16:58:23



リーガロイヤルホテル（大阪） 
大阪市北区中之島5丁目3番68号 
TEL （06）6448－1121

リーガロイヤルホテル東京
東京都新宿区戸塚町1丁目104番地19 
TEL （03）5285－1121

リーガロイヤルホテル新居浜
愛媛県新居浜市前田町6番9号 
TEL （0897）37－1121

リーガロイヤルホテル小倉
北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 
TEL （093）531－1121

リーガロイヤルグラン沖縄

沖縄県那覇市旭町1番地9
 ［宿泊・飲食のみ］ 

TEL （098）867－3331リーガロイヤルホテル京都 
京都市下京区東堀川通り塩小路下ル
松明町1 
TEL （075）341－1121

リーガロイヤルホテル広島
広島市中区基町6番78号 
TEL （082）502－1121

レストラン シャンボール ダイニング フェリオ 鉄板焼 なにわ
中国料理 龍鳳
コーヒーハウス コルベーユ
日本料理 なにわ
フレンチダイニング&スカイラウンジ
リーガトップ

セラーバー

ラウンジ チボリ

ダイニング＆バー エージュ

中国料理 皇家龍鳳
日本料理 なにわ
セラーバー
ガーデンラウンジ

レストラン シャンボール
日本料理 なにわ
鮨 政所
居酒屋 酒仙
鉄板焼 なにわ
中国料理 龍鳳

オールデイダイニング ルオーレ
スカイラウンジ リーガトップ
バー コルンバ

フランス料理レストラン シャトウ
日本料理 夕桐
鉄板焼 夕桐
中国料理 龍鳳
バー アゼリア
メインラウンジ
スカイビュッフェ リーガトップ

オールデイダイニング リモネ
鉄板焼・焼肉 なにわ
中国料理 皇家龍鳳
カウンター割烹 みおつくし
イタリアンレストラン ベラ コスタ
日本料理 なかのしま
リーチバー
セラーバー
メインラウンジ
レストラン グラントック

フレンチダイニング トップオブキョウト
オールデイダイニング カザ
懐石フランス料理 グルマン橘
鉄板焼 葵
中国料理 皇家龍鳳
バー グラナダ
ラウンジ

※ただし、お持ち帰り商品は除かせていただきます。

お問い合わせは
株式会社ロイヤルホテル

TEL 06－6448－1125
総務チーム
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株主優待制度のご案内

ご宿泊優待券

優待券の送付時期・有効期間 ご優待基準

ご婚礼優待券ご飲食優待券

50%OFF

8%OFF20%OFF

客室料金

披露宴の
お料理・
お飲物料金

飲食料金

ご飲食のご利用は各ホテル共、次の直営レストラン・バーでご利用いただけます。

ご所有株式 ご宿泊
優待券

ご飲食
優待券

ご婚礼
優待券

1,000株以上 10枚 6枚 2枚

2,000株以上 15枚 9枚 3枚

5,000株以上 20枚 12枚 4枚

10,000株以上 40枚 24枚 8枚

50,000株以上 50枚 30枚 10枚

100,000株以上 75枚 45枚 15枚

本券1枚につき1泊1室のご利用とさせていただきます。（ご使用できない期間
がございますのでご注意ください）本券は正規料金（※）にのみ適用となります。

（※） リーガロイヤルグラン沖縄については、平成29年4月1日以降は株主優待割引基準価格

1件のご婚礼につき1枚のご利用とさせていただきます。お料理
につきましては、ホテル直営の宴会料理、レストランウエディング
の直営レストラン料理に限ります。本券のご利用はホテルに直接
お申込をいただいた場合に限ります。ご婚礼の仲介会社様を通
じてのお申込は適用外とさせていただいております。

本券1枚につきホテル直営レストラン・バー1回のご利用とさせてい
ただきます。1回のご利用対象金額は15万円（税金・サービス料別） 
<割引額3万円（税金・サービス料別）>を限度とさせていただきます。

3月末現在の株主様

有効期間 ご送付後
12月31日まで

送付時期
6月下旬

9月末現在の株主様

有効期間 ご送付後
翌年7月10日まで

送付時期
12月中旬

毎年3月末・9月末現在の株主の方にご所有株式数に応じてそれぞ
れ下記の枚数のご優待券を贈呈いたします。

※他の割引制度・ホテル発行のホテル券及びパッケージ商品ならびにインターネットで提供しているプラン等をご利用の場合には優待券はお使いいただけません。
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株主メモ

会社概要 役員�（平成28年9月30日現在）

（注） 持株比率は自己株式を除く発行済株式の総数に対する持株数の割合です。

株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）

株式会社三井住友銀行 300 100.00

（注）Ａ種優先株式は、無議決権株式です。

（2）Ａ種優先株式

株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）

アサヒビール株式会社 19,613 19.15

森トラスト株式会社 19,175 18.72

サントリーホールディングス株式会社 10,267 10.02

関電不動産開発株式会社 4,100 4.00

株式会社三井住友銀行 2,924 2.85

大阪瓦斯株式会社 2,923 2.85

株式会社竹中工務店 2,763 2.70

日本生命保険相互会社 1,615 1.58

三井住友海上火災保険株式会社 1,560 1.52

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 1,330 1.30

（1）普通株式

事業年度

毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会

毎年6月開催

基　準　日

定時株主総会　毎年3月31日
期末配当　毎年3月31日
中間配当　毎年9月30日
そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日

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

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

郵便物送付先

〒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

インターネットホームページURL

http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

公告の方法

電 子 公 告 により公 告します。＜ http://www.rihga.
co.jp ＞但し、事故その他やむを得ない事由によって電
子公告による公告をすることができない場合は、日本経
済新聞に掲載して公告をすることとします。

上場金融商品取引所

東京証券取引所（市場第二部）

設立年月日 昭和7年2月10日

資　本　金 132億2,911万4,551円

本店所在地 大阪市北区中之島5丁目3番68号

事業内容 宿泊、貸席及び料理飲食の販売等

従業員数 1,239名

代 表 取 締 役 会 長 平 澤 正 英
代 表 取 締 役 社 長 川 崎 　 亨
代表取締役副社長 高 舛 啓 次
常 務 取 締 役 中 村 雅 昭
常 務 取 締 役 五 弓 博 文
取締役常務執行役員 田 坂 寿 教

取 締 役 森 　 詳 介
取 締 役 野 村 明 雄
取 締 役 松 下 正 幸
取 締 役 森 川 敏 雄
監 査 役（常勤） 尾 本 恵 嗣
監 査 役（常勤） 眞 田 政 典
監 査 役 佐 藤 信 昭
監 査 役 藤 井 順 輔

発行可能株式総数 普通株式  200,000,000株
Ａ種優先株式  300,000株

発行済株式の総数 普通株式 102,716,515株
（自己株式276,722株を含む）

Ａ種優先株式 300,000株

株　主　数 普通株式 10,259名
Ａ種優先株式 1名 

リーガロイヤルホテル（大阪）
［大阪・中之島］◉
TEL（06）6448－1121

リーガ中之島イン
［大阪・肥後橋］
TEL（06）6447－1122

リーガロイヤルホテル京都
［京都・京都駅西側］◉
TEL（075）341－1121

リーガロイヤルホテル新居浜
［愛媛・新居浜］◉
TEL（0897）37－1121

リーガホテルゼスト高松
［香川・高松］
TEL（087）822－3555

くろよんロイヤルホテル
［長野・日向山高原］
TEL（0261）22－1530

リーガロイヤルホテル東京
［東京・早稲田］◉
TEL（03）5285－1121

都市センターホテル
［東京・千代田区］
TEL（03）3265－8211

リーガロイヤルホテル小倉
［福岡・小倉駅前］◉
TEL	（093）	531－1121	

リーガロイヤルホテル広島
［広島・基町］◉
TEL（082）502－1121

株式情報

大株主�（上位10名）

株式の状況�（平成28年9月30日現在）

リーガロイヤルグラン沖縄
［沖縄・那覇］◉
TEL（098）867－3331

リーガロイヤルホテル
グループ＆アソシエイト

ホテルズ
◉印のホテルで株主優待券が
　ご利用いただけます。
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