
事業概要と成長戦略 

リゾートトラスト株式会社（証券コード：4681） 

2017年12月２日 

 

個人投資家向け説明会 

 

（左）完全会員制リゾート「芦屋ベイコート倶楽部」 
（右）グランドハイメディック倶楽部「ハイメディック京大病院」 

※芦屋ベイコート倶楽部は2018年2月開業予定 



1 

目次 

会社概要とビジネスフロー 
 
各事業の概要 
 
業績推移および長期ビジョン 
 
株主還元 
 
施設紹介および新規施設一覧 
 
CSR活動 

p.2～5 
 
p.6～10 
 
p.11～13 
 
p.14～15 
 
p.16～18 
 
p.19 



リゾートトラスト株式会社 

１９７３年４月 

東証・名証 一部上場 （2000年11月） 

195億円 

1,435億円（連結） 

約17.2万人（連結） 

6,698人（連結） 

25,742人  

  

ホテル 
レストラン 

52% 会員権 
29% 

メディカル 
18% 

その他 
1% 

<2017年３月期 セグメント別売上高> 

（構成比） 
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会社概要※2017年３月末現在 

●会員権事業・・・・・・・・・・・・・・ 

                                                 

●ホテルレストラン等事業・・・・  

                        

                                                  

●メディカル事業・・・・・・・・・・・                

ｄ                    

●その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
  

会員制リゾートホテルの開発と会員権販売 

名門の名に値するグレードの高さを誇るゴルフコースの開発と運営及び会員権販売 

都心から2～3時間で行ける観光地にあるハイグレードで様々なスタイルの施設、  

設備、サービスをコアとしたホテル･レストラン運営 

グランドエクシブ内会員制ゴルフ場の運営 

最先端の設備・技術を駆使した会員制検診サービスの提供及び会員権販売事業、 

医療施設の運営支援事業、エイジングケア事業、シニアライフ事業等  

不動産賃貸事業等 
  

社  名   ： 

創 業   ： 

市 場   ： 

資本金  ： 

売上高  ： 

会員数  ： 

社員数  ： 

株主数  ： 

事業内容： 

  



1973年 ４月    名古屋市中区に宝塚エンタープライズ（株）を設立 
 

1974年12月  会員制リゾートホテル「サンメンバーズひるがの（岐阜県）」開業 
 

1986年 ４月  リゾートトラスト㈱に商号変更 
 

1987年 ４月  高級会員制ホテル「エクシブ」シリーズ「エクシブ鳥羽（三重県）」を開業 
 

1994年10月    グランドハイメディック倶楽部「ハイメディック山中湖（山梨県）」を開設 
 

1997年 ９月  日本証券業協会に株式店頭公開 
 

2000年11月    東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場第1部に上場 
 

2006年 ９月  介護付有料老人ホーム「クラシックガーデン文京根津（東京都）」を取得 
 

2007年 ３月   「東京ミッドタウンメディカルセンター（東京ミッドタウン内）」を開設 
 

2008年 ３月    都市型会員制リゾートホテル「東京ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート（東京都）」を開業 
 

2014年10月  米国ハワイ州の高級リゾートホテル｢ザ･カハラ･ホテル＆リゾート｣を取得 
 

2016年 ３月  エクシブシリーズで初めて本格的に“和”を取り入れた施設「エクシブ鳥羽別邸」開業 
 

2017年 ３月  『琳派モダン』をコンセプトにした「エクシブ湯河原離宮」開業 
 

2017年10月  「カハラ」ブランドで、一般向けラグジュアリーホテルの世界展開を発表 
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リゾートトラストの沿革 

エクシブ鳥羽 

東京ベイコート倶楽部 



リゾート 

トラスト 

75.8% 

東急不動産 

9.9% 

セラヴィ   

リゾート 

泉郷 

6.4% 

ダイヤモンド 

ソサエティ 

3.5% 

四季の自然舎 

他 

4.4% 
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〈同業他社比較〉 

国内のポジションと同業他社比較 
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 会員制リゾートクラブ業界  

 市場占有率 Ｎｏ.１  

〈当社の特徴〉 
 ★ハイグレードでバリエーションに富んだ施設の開発 
 ★紹介率85%以上の顧客の高い満足度 
   営業社員と顧客との密着した関係 

会員制リゾートクラブ 26年連続ＮＯ.1 

リゾートトラスト 東急不動産 セラヴィリゾート泉郷
2016 年 度 売 上 高 116,723百万円 15,200百万円 9,906百万円

シ ェ ア 率 75.8% 9.9% 6.4%

商 品 名 エクシブ・ベイコート倶楽部 東急ハーヴェストクラブ オアシスクラブ

権 利 （ 会 員 制 シ ス テ ム ） 共有制 共有制・預託制 入会金制

（当社売上高：会員権事業、ﾎﾃﾙﾚｽﾄﾗﾝ事業）

　　※第35回サービス業総合調査（日経ＭＪ　2017/11/8）

　　　「会員制リゾートクラブ」全8社の部門売上高よりシェアを算出しております。
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「施設運営」 

会員制ならではのサービスと、運営 

システムによる効率的な運営 

     

    

施設運営 企画開発 

会員権販売 

リゾートトラスト 

「会員権販売」 

既存顧客からの紹介をベースに販売 

「企画開発」 

会員のニーズに合った需要に 

応じた施設の開発 

施設の利用 会員権の販売 

○預り保証金 

（会員権販売に
よる収入） 

 （運営管理費収入） 

   ◎年会費 新施設への投資 

ビジネスフロー 

キャッシュフロー 

既存会員のニーズを反映 

基本的なビジネスフロー(会員制ビジネス) 

◎登録料 

◎リゾート、メディカル共通 

○リゾート事業のみ 

○不動産代金 

 （利用料収入） 

    
○ルームチャージ 

○レストラン飲食 

○付帯利用（スパ・ エス
テ、ショップ等） 

リゾート：着工と同時に販売可能 
メディカル：通常、開業3～6ヶ月前
より販売を開始 

 ※30年間で定率償却 
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会員権事業／ホテルレストラン等事業の全体像 

エクシブ<25施設 3,565室> 

（開発中物件除く） 

ホテルトラスティ 

<8施設 1,520室> 

ベイコート倶楽部<１施設 292室> 

（開発中物件除く） 

ゴルフ場<13コース> 
ザ・カハラ・ホテル＆リゾート<338室> 

会員制施設 一般向け施設 

郊
外
型 

都
市
型 

サンメンバーズリゾート<６施設 594室> ※ 

サンメンバーズシティ<７施設 615室> ※ 

※サンメンバーズ施設は 
リゾート地と都市部両方に立地。 
会員制のみでなく、会員／一般 
両方に向け運営する施設がある。 
 



商品概要（エクシブ：ＸＩＶ） 
ローマ数字の「Ⅹ＝10」と「Ⅳ＝4」を合わせた 『１４』 という意味で、 
１室を１４名のオーナーが共有し、年間２６泊の宿泊が可能。（365日÷14名） 

エクシブ(XIV)とは・・・ 

・当社が日本で初めて導入 

・ホテルの一室を14名のオーナーで共有 

・１年間365日を14名のオーナー数で 
 分割した26日間の完全利用を保証 

タイムシェアリングシステム 

 ・利用予定のない占有日の交換が可能 

 ・当社他施設の交換利用も可能  

エクスチェンジシステム 

タイムシェアリング・システムを導入し、予め決められたカレンダーで占有日を保証し、 
全てのオーナーに対して、公平性・効率性を兼ね備えています。 

エクシブ(XIV)ならではの「完全利用保証」 

（参考） 
＜タイムシェアカレンダー＞ 

エクシブ(XIV)とは・・・ 

エクシブ(XIV)ならではの「完全利用保証」 
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㈱アドバンスト・ 
メディカル・ケア 

 

・医師監修サプリメント 
「プラズマローゲン」等 
 

・皮膚科形成外科クリ
ニック「Noage」をプロ
デュース 
 

・ドクターズコスメ 
「Munoage」 

メディカル事業の全体像 
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ハイメディック 
事業 

シニアライフ 
事業 

ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ 
事業 

メディカル事業 

 
 
 
 

㈱ハイメディック 
「グランドハイメディック倶楽部」 

検診施設（８施設７コース） 
 
 

会員数：17,328人※ 

 
 
 

トラストガーデン㈱ 
「トラストガーデン」シリーズ 

９施設+他２施設 
 

トラストグレイス㈱ 
「トラストグレイス御影」 
（一般棟／介護棟併設） 

 

アクティバ㈱ 
「アクティバ琵琶」 

 

計14施設1,459室※ 

 
 
 
 
 

㈱アドバンスト・メディカル・ケア 

→「ミッドタウンクリニック」 
東京･名古屋 

 

㈱進興ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾎﾟｰﾄ※ 
→医療法人「進興会」 

（都内中心に9クリニック） 
 

㈱ｾﾝﾄﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｱｿｼｴｲﾂ  
遠隔画像診断支援サービス 

 

㈱iMedical 
医療関連システム開発 

○会員制総合メディカル              
サポート俱楽部の運営等 

○介護付有料         
老人ホームの運営 

※検診は医療法人へ委託 

○一般向け医療施
設の運営支援等 

運営支援医療機関１８施設 

会員制施設 一般向け施設 

※2017.9末時点 

㈱ＣＩＣＳ  
先端がん治療の研究開発 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ
法人 事業 

○エイジングケア 
商品の開発、販売 

＜他連結子会社＞ 

※2017.11㈱厚生より社名変更 



(面談風景) 

（ＰＥＴ／MRI） 

ハイメディック事業概要 
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1994年、医療ニーズの高まりを先取りし進出したメディカル事業。 
PET/CTなど最先端の医療機器を使用し、苦痛やリスクを最小限
に抑えた安全で確実性の高いがん検診を実施する総合メディカル
サポート倶楽部「グランドハイメディック倶楽部」を運営。 
がんの早期発見などで成果をあげ、“山中湖方式”として医学界で
も高い評価を受けています。 
 

 

・豊富な検診項目と実績 
有名総合病院の全身人間ドッ
クの基本検査項目数の平均  

      17.6項目 
「ハイメディック名古屋」の検査 
項目(施設毎に若干の違いあり)  

         32項目 
一般人間ドックによる     
がん発見率 

      ※1  0.26％ 
「グランドハイメディック倶楽
部」の初回のがん発見率      

            2.98％ 
40歳以上の一般的な 
がん罹患率 

      ※2  1.01％ 
「グランドハイメディック倶楽部
の平均がん発見率 

          1.23％ 
※1  参考：日本人間ドック学会「2011年人間ドック全国集計成績」 

※2  参考：国立がん研究センターがん対策情センター「4県地域がん登録のがん罹患データ」 

（1985年～2007年) 
 

＜ 

＜ 

＜ 

ハイメディック事業は、会員制総合メディカルサポート倶楽部「グランドハイメディック倶楽部」
の運営および会員権販売等を行っております。 
＜事業参入のきっかけ＞ 

<会員権概要> 
 

入会金:225万円 
年会費:50万円 

 

ハイメディック会員数の推移 
1994.3～2017.3 



・月額利用料（食事含む）・・ 

・入居一時金・・・・・・・・・ 
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シニアライフ事業概要 
都内を中心に国内14施設（うち介護付13施設）、1,459室を展開。 
3,000室体制を目標として今後も拡大、1,513室（2018.3末）予定。 

収
入 

約30~50万円 

約2,000万円超      
(1室当たり) 

※入居時の年齢や部屋の広さ等による 

 ホテル事業で培った料理、サービス 

医療法人とのネットワークによる充実した    
医療体制 

都心から近い好立地 

 ハイセンス、ハイクオリティな           
施設設備と運営 

＜施設紹介（関西地区）＞ 

トラストグレイス御影  
所在地：兵庫県神戸市 
運営開始：2013年5月  
居室数：281室（一般218 介護63）  

トラストガーデン宝塚  
所在地：兵庫県宝塚市 
運営開始：2012年11月  
居室数：89室（介護）  

トラストガーデン四条烏丸  
所在地：京都府京都市 
開業予定：2018年3月  
居室数：54室（介護）  

アクティバ琵琶  
所在地：滋賀県大津市 
運営開始：2017年4月  
居室数：384室（一般300 介護84）  



グループ会員数の推移 
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（単位：人） 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

90,488  

116,881  

139,203  

171,983  

  

※会員権を複数所有されているケースについては、それぞれの会員権で1名ずつカウントしております 

（単位：人） 
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売上高・営業利益の推移 
売上高(百万円) 営業利益(百万円) 
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(計画) 



・ベイコートブランド 
（都市型会員制ホテル）の展開・浸透 
 

                  
・シニアライフ事業拡大             

・「カハラホテル（ハワイ州）」を取得
(2014.10) 

・ハイメディック事業 
中国展開・インバウンド 
向け商品を検討 

・横浜にて、 
 ベイコートブランドと 
一般向けラグジュアリー 
ホテルの併設 
（2020年夏開業予定） 
 
              

顧客層 

事業領域 

事業エリア 

成長 

成長 

展開 

展開 

会員制リゾート 

成長 

展開 

メディカル・ 
シニアライフ 

中長期戦略 

 ・BNCT事業 治験開始予定 
 （2016.9 ㈱CICS連結子会社化） 

 ・ヘルスケア事業 拡大 
㈱進興メディカルサポート 
  （旧㈱厚生）を新規連結(2016.5) 13 

 ・｢ミッドタウン 
クリニック名駅｣ 
開業（2017.10） 
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株主還元①～配当関連～ 

配当性向30％確保の上、成長投資とのバランスを勘案し、安定的･持続的な増配を目指します。 

14 

（円） 

（年度） 



株主還元②～株主優待関連～ 
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株主優待に関する詳細および最新の情報は、幣社ホームページ内の株主優待情報をご参照下さい。 
 https://www.resorttrust.co.jp/ir/stock/benefit/index.html 

株主優待券（サンプル） 

3割引券（100株以上） 

5割引券（1,000株以上） 

サンプル 

サンプル 

長期保有株主様向け優待制度

1,000株以上を3年以上保有いただいた場合につき、5割引券を1枚追加して贈呈。 
※株式を1,000株以上保有いただいた年度の末から起算して3年以上継続 

※エクシブをはじめとする当社会員制ホテルでは、
会員権をお持ちでなくてもレストランをご利用いただけます。
但し、東京ベイコート倶楽部の｢24 MEMBERS DINING｣の
ご利用は、メンバーもしくはご宿泊者に限ります。
（東京ベイコート倶楽部のイタリア料理
｢リストランテ オッツィオ｣は、どなた様でもご利用可能です）

◆株主優待券
（毎年３月末の株主名簿に記載されている株主様へ贈呈）

所有株式数 優待券枚数
100株以上 ３割引券（１枚）  ◆レストラン飲食料金割引

1,000株以上 ５割引券（１枚）  　当社国内運営のレストラン（エクシブ・サンメンバース内含む）
2,000株以上 〃　　（２枚）
4,000株以上 〃　　（３枚）  ◆ホテルトラスティ（一般ホテル）の宿泊料金割引
6,000株以上 〃　　（４枚）  　・ホテルトラスティ東京ベイサイド ・ホテルトラスティ金沢 香林坊

10,000株以上 〃　　（５枚）  　・ホテルトラスティ名古屋栄         ・ホテルトラスティ名古屋       　 ・ホテルトラスティ名古屋 白川
20,000株以上 〃　　（10枚）  　・ホテルトラスティ心斎橋　　　     ・ホテルトラスティ大阪 阿倍野   ・ホテルトラスティ神戸 旧居留地

※優待券１枚で５名様までご利用いただけます。（ホテルトラスティについては５ルームまで）
※優待券1枚あたりの割引適用させていただく利用金額の上限を25万円までとしております。

利用施設
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施設紹介①～会員制ホテル･メディカル施設～ 

ベイコート倶楽部： 

大都市の中にありながらくつろぎと心の充足を提供する
最上級のリラクゼーション・スペースとして誕生した  
「完全会員制アーバンリゾートホテル」です。 

エクシブ： 

「エクシブ」は、大都市から２～３時間で足を運べる著名な
観光地という立地条件、ハイグレードな施設と「会員制なら
では」のサービスが高い評価を得ています。 

東京ベイコート倶楽部 
ホテル＆スパリゾート 

エクシブ京都 八瀬離宮 

グランドハイメディック倶楽部： 

「ハイメディック・東大病院」「ハイメディック・ミッドタウン」「ハ
イメディック京大病院」など７コース８拠点において、高精度
検診や医療相談などを行う総合メディカルサポート倶楽部を
連携医療機関とともに運営しています。 

シニアレジデンス： 

「トラストグレイス御影」や「トラストガーデン常磐松」など介
護付有料老人ホームを中心としたシニアレジデンスは、当
社ならではのシナジーを活かして医療との連携や食事、
レクリエーションサービスなどを提供しています。 

トラストガーデン用賀の杜 トラストグレイス御影 ハイメディック京大病院
（京大病院内） 



施設紹介②～一般ホテル･会員制ホテル・会員制ゴルフ場～ 
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ザ・カハラ・ホテル＆リゾート： 

世界屈指のリゾート地ハワイオアフ島に建つ高級リゾート
ホテルです。創立50年以上の伝統を持ち、広く世界に知 
られたブランド力で数多くの著名人らが利用してきました。
今後、横浜およびアジア太平洋エリアなどへの展開を予定
しています。 

 

ホテルトラスティ： 

「ホテルトラスティ」シリーズは"Stylish"、"Comfortable"、
"Valuable"をコンセプトに、ゆったりとした客室とモダンな
設計が特徴です。 

ホテルトラスティ心斎橋 

リゾートトラスト運営ゴルフコース 

ジャック・ニクラウス、ピート・ダイ、ロバート・トレント・ジョー
ンズJr.などの一流設計者の手による、完全会員制のハイ
クオリティなゴルフクラブを全国で展開しています。 

グランディ那須白河ゴルフクラブ 関西ゴルフ倶楽部 サンメンバーズひるがの 

サンメンバーズ： 

｢サンメンバーズ｣シリーズは、1974年より当社が初めて
手掛けたホテルシリーズで、現在でも多様なニーズに応
え、多くの方々からご愛顧いただいています。 



トラストガーデン四条烏丸 
（2018年３月開業予定）  

 
 

アクティバ琵琶 
（2017年４月事業承継）  

2017
年度 

2018
年度 

2019
年度
以降 

芦屋ベイコート倶楽部 
（2018年2月開業予定） 

 

新規施設一覧 ※開業時期･施設名称は、今後変更となる可能性がございます。
※2018年以降については、公表情報を基に作成しております。 
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横浜ベイコート倶楽部 および 
ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 
（2020年夏開業予定) 

ラグーナベイコート倶楽部 
(2019年春頃開業予定） 

エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラ
（2018年4月開業予定） 



専任部署としてダイバーシティ推進室を設置 

◆障がい者雇用 
 東京、名古屋、大阪の各オフィスの中で障がい者と 
 健常者が一緒に働く「事務支援センター」を設置。 
 ・「ダイバーシティ経営企業100選」 
 （経済産業省・平成26年度）に選定。 
 ・「障害者雇用エクセレントカンパニ 
 ー賞」（東京都・平成29年度）受賞。 
 障害者雇用率2.82％（2016年度） 

◆ダイバーシティ推進 
 ダイバーシティ推進行動計画を策定・実行。  

 
 
 

 
 

◆各種勤務制度の整備 
 短時間勤務制度（介護・育児）の整備・周知。 
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◆「ISO14001」（環境マネジメントシステム規格） 
主要な35ヶ所の事業所にて取得（2016年3月） 

◆環境設計 
 「エクシブ箱根離宮」・・ 
 樹木の再移植、温泉熱、深夜電力の活用、LED照明採用 
 「グランドエクシブ初島クラブ」・・ 
 生ゴミを堆肥化し、リサイクル 
 「グランディ浜名湖ゴルフクラブ」・・ 
 敷地内の排水を外に出さない「クローズドシステム」採用 

CSR 活動～Make a Smile～ 

◆地産地消 
 地元の食材を新鮮なうちに提供し美食の追及、及び食材の輸送 
 にかかるエネルギー消費を抑制⇒「CO2」削減へ。 

◆食育 
 食育＝知育、徳育、体育に続く4番目の育。 
 シェフが各所の小学校へ出向き授業。 
 フランス料理の試食体験によって食の大切さを教える。 

◆インターンシップ 
 営業、ホテル、メディカルの３コース。 
 複数の大学から単位取得要件を満たすと認定を受ける。 

 

ダイバーシティ 地球環境 

社会貢献 

事務支援センター 
（東京本社） 

◆健康経営の推進 
 「健康経営優良法人 2017 ～ホワイト 500～」選定 

健康経営 



※ 本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。 

  こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや 

  不確実性を内包する物です。将来の業績は、経営環境の変化      

  等により異なる可能性があることにご留意ください。 

リゾートトラスト株式会社  ＩＲ部  

https://www.resorttrust.co.jp/ 
（証券コード：4681） 
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