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第94期 中間報告書
 （2019年4月1日から2019年9月30日まで）

【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・姓名等のご変更

・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・姓名等のご変更
・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
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当上半期におけるわが国経済は、企業収益・雇用環
境の改善を背景に緩やかな回復基調で推移しました。
一方で、米中貿易摩擦への懸念等、海外経済の不確実
性の高まりにより先行き不透明な状況が続きました。

ホテル業界においては、訪日外国人数は過去最高を
更新しているものの、新規ホテルの開業等により競合
環境は厳しさを増しております。

こうした環境下、当社グループは、今期を初年度とす
る中期経営計画を策定し、「マーケティング力の強化」

「生産性の向上・効率化の推進」「人事運営の改革」を
重点戦略として、各種取組みを開始しました。

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ました。また、今年6月に開催さ
れた「G20大阪サミット」では、グループの総力を結集
して各国の賓客をお迎えし、高い評価を得ました。

施設面では、リーガロイヤルホテル(大阪)において、
1階メインロビーの緞通、照明、サイン等、空間全体を
“伝統と革新”をテーマに改装、また今年6月にはリーガ
中之島インを全館改装し、「リーガプレイス肥後橋」に
ホテル名を改称してリニューアルオープン、続く8月に
は、リーガロイヤルホテル小倉のビュッフェレストラン

「オールデイダイニング リートス」をリニューアルオープ
ンしました。

このように収益拡大に向け様々な施策に取り組んで
まいりましたが、宴会部門が減収となったこと等によ
り、当上半期の連結売上高は、18,814百万円と前年同
期比573百万円（3.0％）の減収となりました。

　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94期上半期（2019年4月1日

から2019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。

代表取締役社長

䕃山秀一

株主の皆様へ
To Our Shareholders

損益面では、減収に加え改装費用の計上等もあり、
連結営業損失25百万円（前年同期は連結営業利益
532百万円）、連結経常損失144百万円（前年同期は連
結経常利益404百万円）となりました。また、当期及び
今後の業績見通し等を勘案し、繰延税金資産の回収可
能性について慎重に検討した結果、繰延税金資産を追
加計上したことに伴い、法人税等調整額（益）を2,159
百万円計上したこと等により、親会社株主に帰属する
中間純利益1,919百万円（前年同期比1,512百万円の
増）となりました。

なお、中間配当につきましては、安定した財務体質へ
の回復途上にあるため、誠に遺憾ではございますが見
送らせていただきたく、株主の皆様には心よりお詫び
申しあげます。

今後は、2020年7月（予定）に京都駅南側に宿泊主
体型ホテル「リーガグラン京都」を開業し、国内外の観
光客需要を取り込んでまいります。また、引き続き、リー
ガロイヤルホテル（大阪）のザ・プレジデンシャルタワー
ズ専用ラウンジやヘルスクラブ、リーガロイヤルホテル
広島の一部客室及び宴会ロビー、リーガロイヤルホテ
ル小倉の客室の改装を実施します。

このように将来を見据えたさらなる投資を計画的に
実行し、付加価値の高い商品とサービスを提供するこ
とにより、競争力強化と業績の向上に努めてまいります
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、よろ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1,975
百万円減少し6,422百万円となりました。これ
は現金及び預金が1,456百万円減少したこと
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2,313
百万円増加し58,614百万円となりました。こ
れは当期及び今後の業績見通し等を勘案し、
繰延税金資産の回収可能性について慎重に
検 討したこと等 に伴い、繰 延 税 金 資 産 が
2,206百万円増加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
2,015百万円増加し21,358百万円となりまし
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1,676
百万円減少し43,679百万円となりました。こ
れは借入金が返済により787百万円減少した
こと等によります。

18,814百万円
（100%）

客室部門
5,310百万円
（28.2%）

宴会部門
6,034百万円
（32.1%）

食堂部門
4,284百万円
（22.8%）

その他部門
3,185百万円
（16.9%）

中間連結貸借対照表� （単位：百万円）

前期末
2019年3月31日現在

当中間期末
2019年9月30日現在

資 産 の 部

流動資産 8,397 6,422

固定資産 56,300 58,614

有形固定資産 42,869 43,092

無形固定資産 281 253

投資その他の資産 13,149 15,268

資 産 合 計 64,698 65,037

負 債 の 部

流動負債 7,417 6,446

固定負債 37,938 37,232

負 債 合 計 45,355 43,679

純 資 産 の 部

株主資本 19,568 21,488

資本金 13,229 13,229

利益剰余金 6,400 8,319

自己株式 △　　   60 △　      60

その他の包括利益累計額 △　    300 △　    200

その他有価証券評価差額金 23 29

退職給付に係る調整累計額 △　   324 △　   229

非支配株主持分 74 70

純 資 産 合 計 19,343 21,358

負 債 純 資 産 合 計 64,698 65,037

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）

前中間期
2018年4月	１	日から
2018年9月30日まで

当中間期
2019年4月	１	日から
2019年9月30日まで

売上高 19,388 18,814

売上原価 4,713 4,363

売上総利益 14,674 14,450

販売費及び一般管理費 14,142 14,475

営業利益又は営業損失（△） 532 △ 25

営業外収益 29 26

営業外費用 157 145

経常利益又は経常損失（△） 404 △ 144

特別利益 38 97

特別損失 38 154
税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失（△） 405 △ 200

法人税、住民税及び事業税 35 46

法人税等調整額 △ 34 △ 2,159

中間純利益 404 1,912

非支配株主に帰属する中間純損失（△） △ 2 △ 7

親会社株主に帰属する中間純利益 407 1,919
百万円未満は切り捨てて表示しております。

中間期決算のご報告

インターネット・ホームページ

https://www.rihga.co.jp/

当社公式ホームページへは、QRコード対応のスマート
フォンのカメラで、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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2019.06～

営業情報のお知らせ 世界的スポーツイベント
開催に向けてリノベーション

2019.04～

リーガロイヤルホテル東京

「ラグビーワールドカップ2019日本大会」、「東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会」を見据え、1階ロビーの絨毯刷新、客室全室
禁煙化、全館Wi-Fi強化や客室フロアのエレベーターセキュリティシ
ステムの導入など、快適性・機能性の充実を図りました。

リーガロイヤルホテル（大阪）

G20大阪サミット2019
複数国をおもてなし
2019年6月に開催された「G20大阪サミット」
にて、当ホテルは複数国の首脳、国際機関の
トップを受け入れました。これまでの歴史の
中で積み重ねてきた経験を生かし、約20名の
リエゾン（各国との連絡係）が先頭に立ち、
24時間体制でおもてなしをしました。

開業50周年記念
雲母唐長コンセプトルーム誕生

き       ら     から ちょう

リーガロイヤルホテル京都

2019年11月1日に開業50周年を迎えました。これを
記念し、京都で江戸時代から約400年続く日本唯一
の唐紙屋を継承する「雲母唐長」監修の、ホテル初と
なるコンセプトルーム「金雲」（写真）、「銀月」を新
設しました。金と銀の輝きが空間全体に広がる「雲
母唐長」の世界を贅沢に体感できる客室です。

特設ウェブサイト
「たからさがし」開設

2020年1月に創業85周年を迎えるにあたり、特
設ウェブサイト「たからさがし」を開設。ホテルに
受け継がれる意匠を凝らした空間や価値ある
美術品など、歴史と伝統を育
みながら進化し続ける当ホテ
ルならではの魅力あふれる「た
からもの」を、音声ガイド（日本語

・英語）で紹介しています。

ホテルで生まれた新たな家族が
思い出の地で集うイベント盛況

2019.04

リーガロイヤルホテル広島

皆様の“ホームホテル”として思い出の場所であり続けたいとの願い
から、2015年以降にリーガロイヤルホテル広島でご披露宴をされた
方を対象に、同窓会イベント「ホームカミングパーティ2019」を初開
催。定員300名を大きく上回るお客様にご参加いただきました。

客室や宴会場、ロビー等
大規模リニューアル

リーガロイヤルホテル小倉

“-美- Be ROYAL”をコンセプトに、開業以来初の大規模リニューアルを
進めています。8月には、コーヒーハウスがビュッフェレストラン「オール
デイダイニング リートス（RITOAS：仏語で“笑う・rire”と“乾杯・toast”を
組み合わせた造語）」としてリニューアルオープン。明るく煌びやかな店
内には、こだわりの西洋料理と多彩なデザートが揃います。

会員制フィットネスクラブ
ロイヤルヘルスクラブ リニューアル
1975年のオープン以来、ご愛顧いただいております会員制「ロイヤ
ルヘルスクラブ」を12月17日にリニューアルオープンします。シミュ
レーションゴルフゾーンやパーソナルトレーニングスタジオを新設。
運動指導やドクターによるメディカルチェックなど、お客様の健康
管理をサポートするとともに、幅広い年齢層に向けた施設の充実を
図ります。

権威ある料理コンクールで入賞
2019年9月、調理部 サプライホ
ット スーシェフ 北川 拓朗が第
53回「ル・テタンジェ賞国際シグ
ネチャーキュイジーヌコンクー
ル2019日本大会（今大会より「ル・テ

タンジェ国際料理賞コンクール」から名称

変更）」で第3位に入賞。日本の食
文化とフランスの美を融合させ
た料理で評価されました。

2019.06 2019.07

創業85周年プレ企画
「リモネ ビュッフェフリーパスポート」販売

2020年1月に創業85周年を迎えるこ
とを記念し、約4か月半の設定期間中、

「オールデイダイニング リモネ」の季節
ごとに変わる朝食・ランチ・ディナーの
各ビュッフェを何度でもご利用いた
だけるお得な「リモネ ビュッフェフリー
パスポート」を、85名様限定で販売し
ました。

2019.09

2019.12

2019.11

ひと

きん うん ぎん げつ
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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

鉄板焼 なにわ
中国料理 龍鳳
オールデイダイニング リートス

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 ナインティーン

セラーバー
ガーデンラウンジ

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

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

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
総務部

TEL 06－6448－1125

29階

日本料理 なかのしま 30階

ダイニング フェリオ 1階

28階

29階

2階

14階

1階

1階

1階

1階

レストラン シャンボール 33階

日本料理 なにわ 6階

鮨 政所 6階

居酒屋 酒仙 6階

鉄板焼 なにわ 6階

ダイニングバー リーガトップ 33階

バー コルンバ 2階

ラウンジ 1階

8階

8階

1階
1階

1階
3階

1階

1階

中国料理 皇家龍鳳
鉄板焼 みや美 1階

京料理 たん熊北店 Directed by M.Kurisu 1階

1階

チャイニーズダイニング リュウ 6階

オールデイダイニング ルオーレ 1階

1階

1階

フレンチダイニング トップオブキョウト 14階

オールデイダイニング カザ 1階

1階

カウンター割烹 みおつくし 地下2階

懐石フランス料理 グルマン橘
鉄板焼 葵

地下1階

地下1階

地下1階

地下1階

地下2階

オールデイダイニング リモネ 1階

鉄板焼・焼肉 なにわ 地下1階

中国料理 皇家龍鳳 ウエストウイング15階

大阪国際会議場12階

イタリアンレストラン ベラ コスタ アネックス7階

2階

ご飲食優待券は、次の直営レストラン・バーでご利用いただけます。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

ご所有株式 ご宿泊
優待券

ご飲食
優待券

ご婚礼
優待券

100株以上 10枚 6枚 2枚

200株以上 15枚 9枚 3枚

500株以上 20枚 12枚 4枚

1,000株以上 40枚 24枚 8枚

5,000株以上 50枚 30枚 10枚

10,000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、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。結婚式場紹介所等を通じ
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�（2019年9月30日現在）

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

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

https://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 1932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 1,262名

代 表 取 締 役 社 長 䕃 山 秀 一
代表取締役専務執行役員 中 村 雅 昭
取締役専務執行役員 五 弓 博 文
取締役常務執行役員 浅 沼 吉 正
取 締 役 執 行 役 員 植 田 文 一
取 締 役 執 行 役 員 荻 田 勝 紀

取 締 役 森 　 詳 介
取 締 役 野 村 明 雄
取 締 役 松 下 正 幸
取 締 役 奥 　 正 之
監 査 役（常勤） 小 俣 秀 記
監 査 役（常勤） 眞 田 政 典
監 査 役 佐 藤 信 昭
監 査 役 橋 本 和 正

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 10,271,651株
（自己株式28,821株を含む）

Ａ種優先株式 300,000株

株　主　数 普通株式 10,446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

リーガプレイス肥後橋
［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

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

（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（％）

アサヒビール株式会社 1,961 19.15

森トラスト株式会社 1,953 19.07

サントリーホールディングス株式会社 1,026 10.02

関電不動産開発株式会社 410 4.00

株式会社三井住友銀行 292 2.85

大阪瓦斯株式会社 292 2.85

株式会社竹中工務店 276 2.70

日本生命保険相互会社 161 1.58

三井住友海上火災保険株式会社 156 1.52

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 133 1.30

（1）普通株式
大株主�（上位10名）

株式の状況�（2019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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