買取りのご案内

（1,000株未満の）株主様
お手続きは簡単です。

まずは、お電話にて “ みずほ信託銀行 ” へご連絡！
詳しくご説明させていただきます。

売却代金
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2011.4.1 ― 2012.3.31
復興への一年

当社の株式は、1,000株で1単元となっておりますが、
この1単元に満たない株式（1株〜999株）のことを「単元
未満株式」といいます。
これを証券取引所を通して売買することはできませんが、
当社に対して買取りを請求し、売却することができます。
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ごあいさつ

“単元未満株式”

【1,000株に満たない株式をお持ちの株主様へ】

買取りを請求

売却代金

新しい施設

みずほ信託銀行 等
連絡

当

社

【ご請求のお申し込み、お問合わせ先】
みずほ信託銀行

0120-288-324（通話料無料）

※なお、証券会社を通じて「証券保管振替機構（ほふり）」に単元未満株式を預け
ておられる場合は、証券口座開設先の証券会社に対して取次をご請求下さい。

「株主ご優待券」の 使用期限 について

夏のイベント情報

電話

スパリゾートハワイアンズの休業により延長された「ご
優待券」は、本年9月30日までにご利用くださいませ。（再
延長は致しません）
有効期限（最終日）
変 更 前

平成22年 3 月31日 平成23年 6 月30日
平成22年 9 月30日 平成23年12月31日
平成23年 3 月31日 施 設 再 開 後 1 年 間

変 更 後
平成24年

9月30日

株主様記念優待

株主様の権利確定日

復興元年へ向けて

〜株主の皆さまへ〜

平素より格別のご高配を賜り厚く御
礼申し上げます。
皆さまのご支援を頂き、そのお蔭を
もちましてスパリゾートハワイアンズ
は新たなスタートを迎えることとなり
ました。
大きなお力添えを頂きましたことに
心より御礼申し上げます。

2月8日 グランドオープン時の様子

スパリゾートハワイアンズ、この1年間は、

復旧作業を進めつつ、被災された方々のご支援や「フラガー
ル全国きずなキャラバン」などを推進しましたが、これら
はテレビや映画等、多くのメディアに取りあげられ、“復興
のシンボル"として大きな話題となりました。
施設は昨年10月に一部を再開し、本年2月にはご案内の
通りグランドオープンを果たし、そして3月の入場者数は、
ほぼ震災前の水準まで回復するに至っております。

“3年後に震災前の姿に戻す”

をスローガンに、

4月より「復興中期計画」を推進しております。
主な目標は、145万人の入場者数、40万人の宿泊者数、
収益力の強化、財務体質の改善等であり、新たな市場の開
拓やサービスの魅力を高める一方、施設運営の効率化に取
り組んでまいります。

福島県、そしていわき市 は、私どもの地元で

あり、現在本格的な復興への取り組みが進展していますが、
いまなお様々な問題にも見舞われております。
今回の計画を達成することにより、福島に新たな “人"の
流れを生み出し、地域と一丸となって観光の活性化に努め
るとともに、内外の変化に適応した経営を進めてまいります。
役職員一同、今後も皆さまのご期待に沿えるよう努力を
重ね、本計画の達成には強い決意で取り組んでまいります
ので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
平成24年6月
代表取締役社長
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3.11から復興へ

この1年間のあゆみ

10月

H23.3〜9月

映画「がんばっぺ フラガール！」
全国公開

被災者支援

震災後、地元にて炊
き出しなどを行う一方、
5月からは被災された
広野町の方々にホテル
客室を提供するなどの
支援活動を行いました。

震災からハワイアンズの部分オー
プンまでの軌跡が、ドキュメンタ
リーとして映画化されました。

フラガールが
観光庁長官賞を受賞
フラガール全国きずなキャラバン
を含め、震災後の観光復興に向けた
一連の活動が賞され、表彰実施の運
びとなりました。

5〜10月

フラガール全国きずなキャラバン
日本に笑顔と元気
をお届けするために、
避難所への慰問活動
や海外も含め、247
回の巡回公演を行い
ました。

10月

スパリゾートハワイアンズ

部分的に営業再開

震災より約200日
ぶりに、日帰り温浴
施設やウイルポート
などの営業やポリネ
シアンショーを再開
しました。

11月

フラガールが「第6回太平洋・島サミット」の
親善大使に
外務大臣より「第
6回太平洋・島サミッ
ト」親善大使の委嘱
を受けました。
（本年
5月に開催）

H24.2月

フラガールが
いわき市民芸術文化
栄誉賞を受賞

全国きずなキャラバ
ンによりいわき市の知
名度を高めるとともに、
市民文化の振興への寄
与が賞され、表彰を受
けることとなりました。
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震災から約1年を経て、
ハワイアンズは生まれ変わりました。
大きくなったビーチシアター・ステージ、
遊びやすくなった大プール、
趣向をこらした新ホテル、
心からワクワクする空間をご提供すべく
スタッフ一同、
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
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ハワイアンズ からのお知らせ

ご宿泊者専用

無料送迎バス のご案内

首都圏各地からスパリゾートハワイアンズまで！
楽らく・おトクなバスの旅【事前のご予約が必要です】

さいたま新都心

ハワイアンズ

9：30発

スパリゾートハワイアンズでは平成16年以来、8年ぶり
の公演となります。
ロシア連邦からやって来る世界最高レベルのパフォーマ
ンス、大ドームでの空中ブランコは、ハワイアンズならで
はの迫力です。

新宿

12：30〜13：00頃着

9：30発

毎日運行

東京

10：00発

横浜

9：20発

あんしん・あんぜん運行宣言
当社が運行を委託するバス会社は、公益社団法人日本バス協会が実施す
る「貸切バス事業者安全性評価認定制度」
の認定事業者です。

ホテル宿泊の ご予約
ハワイアンズに関する お問い合わせ は
ホテルハワイアンズのご予約、施設のご案内や送迎バス
等の最新情報は、ホームページをご覧いただくか、お電話
にてお問い合わせください。
❶ホームページ
●期間：7月21日（土）〜9月2日（日）
●時間：初回 11：30〜（約30分間） 2回 15：30〜（約30分間）
●会場：ウォーターパーク・ビーチシアター

ハワイアンズ
アドレス

検索
クリック

http://www.hawaiians.
co.jp/

❷お電話
※イベントの画像はイメージであり、
実際のものと異なる
場合があります。
※イベントの名称、開催期間及び内容は、変更になる場合
があります。

−7−

●ハワイアンズ 0246-43-3191（代表）
●東京予約センター 03-5623-1651
受付時間 9：30〜18：30
（東京予約センターは
土曜日9：30〜12：30 日・祝日は休業です）
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ご好評につき

記念優待 を再度実施します
平成24年9月末日にて

3,000株以上所有

＋

ハワイアンズに宿泊されましたら

オリジナルTシャツ をプレゼント！
ハワイアンズ特製

プレゼント引換期限

平成25年1月1日〜平成25年3月31日まで！

プレゼントの引換方法
チェックインの際に
ホテルフロントへ引換
券をお渡し下さい。

見本

さらに

お連れのお子様（小学生以下）には
ハワイアンズ限定キティグッズ
をお1人様1点プレゼント！

胸または袖にフラガールをイメージしたロゴマーク
が入っております。
L（フリーサイズ）とMサイズがございます。

※グッズは十分ご用意しておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。

平成23年度 当社グループ

業績の概要

（観光事業）●当社 SRH営業本部・SRH事業本部、ホテルクレスト札幌

（製造関連事業）●株式会社常磐製作所

（卸売業）●当社 燃料商事本部

（運輸業）●常磐港運株式会社

東日本大震災の影響によりスパリゾートハワイアンズは9月末
まで休業を余儀なくされ、減収減益となりました。
石炭・石油とも販売数量の増加、価格の上昇により増収増益
となりました。
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海外の需要を背景に、建設機械等の主力取引先からの受注が
好調に推移し、増収増益となりました。
震災の影響を受け石炭、セメントの輸送が減少したこと等に
より、減収減益となりました。
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