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株主の皆さまへ
　株主の皆さまには、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々、ご遺族の皆さまに心より哀悼の意を表し
ますとともに、罹患された皆さまの一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。
　2021年6月期は、大都市を中心に新型コロナウイルス感染症の感染者数が増減する状況が続きました。
経済活動の停滞による宿泊需要の減少に対し、サービスの拡充や店舗運営の効率化などに取り組みました
が、当期全般を通して客室稼働率、客室単価とも回復に至らず売上高は前期比31.4％減の157億11百万
円となり、親会社株主に帰属する当期純損失は88億3百万円となりました結果、期末現在、債務超過とな
りました。誠に遺憾ながら当期の配当は無配とさせていただくこととなり、株主の皆さまのご期待に添え
ず深くお詫び申し上げます。
　このような状況に対し、引き続きローコストオペレーション体制の構築を推進することに加え、早期の
債務超過解消とアフターコロナにおける成長軌道回帰に向け、第三者割当による優先株式の発行を決定い
たしました。2030年の経営ビジョン実現に向け、企業価値向上へ努めてまいりますので株主の皆さまに
は、是非今後とも変わらぬご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

ごあいさつ

決算ハイライト グリーンズ�IR 検索決算短信などの詳細情報は
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売上高
（単位：百万円）

30,896

2019年
6月期

22,909

2020年
6月期

15,711

2021年
6月期

親会社株主に帰属する当期純利益
（単位：百万円）

1,509

2019年
6月期

△4,334

2020年
6月期

△8,803
2021年
6月期

営業利益
（単位：百万円）

2,431

2019年
6月期

△3,456

2020年
6月期

△8,573
2021年
6月期

経常利益
（単位：百万円）

2,433

2019年
6月期

△3,514

2020年
6月期

△8,346
2021年
6月期

業績

▪当連結会計年度全体に新型コロナウイルス感染症拡大が大きく影響
▪感染拡大影響の長期化に備え、既存契約の借換えを含む175億円のシンジケートローン契約、5億円の資本的劣後ローン契約を締結

ポイント

連結貸借対照表の概要 連結キャッシュ・フロー計算書の概要

2020年
6月期末

流動資産
6,488

固定資産
10,934

2021年
6月期末

流動資産
6,283

固定資産
11,013

2020年
6月期末

負債
11,419

純資産
6,003

2021年
6月期末

負債
20,229

純資産
△2,933

（単位：百万円）
資産合計 資産合計 負債・純資産 負債・純資産
17,422 17,296 17,422 17,296

現金及び
現金同等物の
期首残高
4,295

現金及び
現金同等物の
期末残高
3,881

財務活動による
キャッシュ・フロー
8,132

営業活動による
キャッシュ・フロー
△7,616

現金及び
現金同等物に

係る
換算差額
△0

2021年
6月期

（単位：百万円）

投資活動による
キャッシュ・フロー
△929
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24時間スタッフが常駐し
好立地でセキュリティも
万全である「ホテル」の
メリットを、全店舗で最大限に活用。�
リモートワークスペースとして利用でき
るデイユース・連泊プラン、中長期滞在
プランなど、新たなニーズに対応します。

将来に向けた投資

経営ビジョン「TRY！ NEXT JOURNEY～新たな旅に踏み出そう～」
グリーンズグループ2030年CSR宣言「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します。
アフターコロナにおける成長軌道回帰に向け、いま求められるサービスやこれからに繋がる取り組みを進めてまいります。

新規オープン

企業価値向上へ

京都で7年ぶりの開業となるコンフォートホテル
京都堀川五条。
世界文化遺産である西本願寺をはじめとした京都
の観光名所や史跡などが徒歩圏内。
モダンでスタイリッシュなデザインを基調に、館内�
や室内には京都のテキスタイルブランド・ケイコ
ロールのファブリックパネルをあしらい京都らし
さを演出しています。
ご家族やグループ向けに小上がりのあるファミ
リールームも備えています。

京都3店舗目となるコンフォートイン京都四条烏丸。
「コンフォート」ブランド初の、おばんざいと炊き
立てご飯を中心とした和洋のメニューを揃えたビュッ
フェスタイルの有料朝食と、準天然光明石温泉®

（人工温泉）の男女別大浴場を備えたホテルです。

2021年3月24日
コンフォートホテル京都堀川五条

2021年5月17日
コンフォートイン京都四条烏丸

京都2店舗目となるコンフォートホテル京都
東寺。
京都の街に馴染む、シンプルでありながら深
みのある落ち着いた館内デザインで、坪庭が
京都らしさを醸し出しています。世界文化遺
産の五重塔「東寺」観光はもちろん、まだま
だ新しい京都の観光名所、京都水族館など、
観光の拠点に便利なホテルです。

福岡県で4店舗目となるコンフォートイン福岡天神。
屋台で有名な「中州」や「キャナルシティ博多」な
どの人気の観光スポットも徒歩圏内のビジネスにも
旅行にも便利なホテルです。
朝食は、1階の「コメダ珈琲店」による提供となり、
トーストやサンドウィッチなど全6種類をご用意し
ています（有料）。

2021年4月8日
コンフォートホテル京都東寺

2021年5月20日
コンフォートイン福岡天神

with
コロナ

日本全国で70軒以上を展開する
「コンフォート」ブランドのホテ
ルすべてで「ボトル持参で給水
できるスポット」として無料給水スポットが
探せるアプリ「mymizu」へ加盟しました。
365日24時間営業で立ち寄りやすい立地を活
かしペットボトル利用の削減を通じたプラス

チックごみ
減量に取り
組みます。

飛騨高山地域に2021年7月にオープ
ンの「hotel�around�TAKAYAMA」
は、グリーンズホテルズ事業部門
9年ぶりの新築案件で新ブランドのホテルです。
地域に根ざし、その土地に暮らす人々から愛さ
れ続けるモノ・コト・場所・人など、他の地域
にはない固有のカルチャーやスタイルを"GOOD�

LOCAL"と定義。"GOOD�
LOCAL"を体験する様々な
仕掛けを通じ、お客様が街
へ飛び出したくなる「回遊
拠点型ホテル」です。

CSR 新ブランド



株主メモ

国内における新型コロナウイルスの感染状況を受け、現在有効であ
る株主優待割引券の期限を下記のとおり延長いたします。

（2）有効期限
　（変更前）2022年2月28日⇒（変更後）2022年6月30日

（3）ご利用に関するご注意事項
　・1回につき4,000円までのご利用とさせていただきます。
　・�ご利用に際してお釣り・優待割引券金額分の領収書はお出しい
たしません。

　・金銭への換金はいたしません。

（1）対象となる株主優待割引券
　�株主様ご優待割引券（「有効期限2022.2.28まで」と記載されて
いるもの）

株主優待割引券使用期間延長について
コンフォートイン那覇泊港 2021年�� � 7月� 5日

hotel around TAKAYAMA 2021年�� � 7月30日

コンフォートホテル名古屋金山 2021年�� 10月14日

香川県高松市 2022年�� 春頃

三重県四日市市 2023年�� 冬頃

出店情報 2021年6月30日現在

事 業 年 度 毎年7月1日から翌年6月30日まで

定 時 株 主 総 会 毎年9月

剰余金の配当の基準日 毎年6月30日

上 場 市 場
東京証券取引所市場第一部
名古屋証券取引所市場第一部
（証券コード　6547）

単 元 株 式 数 100株

株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先

三菱UFJ信託銀行株式会社�証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
電話�0120-232-711（通話料無料）
郵送先　��〒137-8081�新東京郵便局私書箱第29号�

三菱UFJ信託銀行株式会社�証券代行部

公 告 の 方 法

電子公告により行います。ただし、事故その他やむ
を得ない事由により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ます。
当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
https://www.kk-greens.jp/ir

株主通信WEB化のお知らせ
株主の皆さまへご送付しておりました株主通信「グリーンズレポート」につきましては、地球環境等を配慮した省資源化の観点から、今回
より当社ウェブサイト（https://www.kk-greens.jp/）に掲載することとし、紙面による発送はとりやめさせていただきました。何卒ご理
解いただけますよう、お願い申し上げます。

ホテルエコノ金沢片町 2021年�� � 8月23日

ホテルエコノ金沢アスパー 2021年�� � 8月23日

一宮シティホテル 2021年�� 10月24日

小牧シティホテル 2021年�� 10月24日

ホテルエコノ小松 2021年�� 11月23日

閉店情報 2021年6月30日現在

株主様ご優待割引券

1,000¥

有
効
期
限
　
20
22
年
2月
28
日
ま
でNo.

※当社運営の各ホテル・レストラン・宴会場にてご利用いただけます。


