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>> 目次

□　ＫＮＴグループビジョン２０１５　「ＫＮＴ Ｖｉｓｉｏｎ ２０１５」

□　中期経営計画（2009年～2011年）

1



グループビジョングループビジョン

ＫＮＴ創立６０周年を迎える２０１５年に目指す姿　　

～旅を基盤として世界中に「豊かな時空間」を創造する企業グループを目指します～

・常に業界のパイオニアとなり、お客さまや社会に新しい「！」を提供していきます。

・グローバルな事業展開を進め、ＫＮＴブランドを世界に広めます。

・グループ事業規模１兆円への挑戦をスタートします。

～旅を基盤として世界中に「豊かな時空間」を創造する企業グループを目指します～

・常に業界のパイオニアとなり、お客さまや社会に新しい「！」を提供していきます。

・グローバルな事業展開を進め、ＫＮＴブランドを世界に広めます。

・グループ事業規模１兆円への挑戦をスタートします。

>> ＫＮＴグループビジョン２０１５

「ＫＮＴ　Ｖｉｓｉｏｎ　２０１５」

2009年（計画） 2011年（計画）

グループ事業規模
（取り扱い高合計）

7,100億円 7,420億円

1兆円規模
への
挑戦

スタート

1兆円規模
への
挑戦

スタート

2015年～
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2008年 2009年 2010 年 2011 年 2012年 2013年 2014年 2015年～

経営改革

事業再編

経営改革

事業再編 中期経営計画中期経営計画 進化した成長戦略の実行進化した成長戦略の実行 KNT Vision 
2015

KNT Vision 
2015

>>中期経営計画（2009年～2011年）の位置付け
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>> 業績目標

1.連結業績目標 （単位：億円）

2009年 2010年 2011年
営 業 収 益 ８００ ８２３ ８４９

営 業 利 益 ９ ２１ ３５

経 常 利 益 １５ ２６ ４０

2.個別（KNT単体）業績目標 （単位：億円）

2009年 2010年 2011年
売 　上　 高 ４，６６０ ４，７６６ ４，８６０

営 業 収 益 ６４０ ６５７ ６７３

営　業　利　益 ８ １４ ２４

経　常　利　益 １５ ２１ ３１
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>> 本中期経営計画の３つのキーワード

１．「利益」を重視し中核事業を再構築する。

２．新たな成長領域への「経営資源の投入」を進める。

３．業種、国を超えた「Ｍ＆Ａ・提携」を進める。
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>> 基本方針

KNTグループ、近鉄グループ力の活用
新たなプラットフォーム戦略の推進

首都圏マーケットへの資源シフト

中核事業の安定的な利益確保中核事業の安定的な利益確保 専門性、独自性、効率性の追求専門性、独自性、効率性の追求

店頭
販売　

店頭
販売　

WEB
販売　

WEB
販売　

提携
販売　

提携
販売　

ホール
セール

ホール
セール

「メイト」「ホリデイ」の構造改革

>>個人旅行
地域密着営業の推進

>>団体旅行

教育　教育　

宗教宗教

自治体自治体

法人法人

コンベン
ション

コンベン
ション

ソリューションの提供ソリューションの提供

費用構造の革新

重点的な投資

成長市場の基盤構築成長市場の基盤構築

伸びが期待される市場の開拓伸びが期待される市場の開拓

MICE：Meeting，Incentive，Convention，Exhibitionの略

グローバル
市場

グローバル
市場

MICE
市場

MICE
市場

新たな市場新たな市場

eコマース
市場

eコマース
市場
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>> 中核事業の安定的な利益確保（１）

個人旅行事業の基本的戦略　　「メイト」　「ホリデイ」の構造改革個人旅行事業の基本的戦略　　「メイト」　「ホリデイ」の構造改革

ホールセール事業　商品力強化と販売チャネルの拡充　

独自性、競争優位性のある商品提供の強化

（新たに仕入箇所での商材掘り起こしによる着型

　商品の提供）

販売チャネルの拡充

（Ｗｅｂ、店頭、電話等のタッチポイントの融合）

店頭販売事業　販売拡大

首都圏、大都市圏を中心とした出店 「お客さまに選ばれる店づくり」の推進

提携販売事業　販売ネットワーク拡大

首都圏の提携先拡充と優良販売店との関係強化 プラットフォーム戦略の推進

2009年目標 2010年目標 2011年目標

メ イ ト売上高 １，３１４　 １，３６６　 １，４１９　

ホリデイ売上高 ７１２　 ７３４　 ７５２　

（単位　：　億円）■売上高目標　　
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>> 中核事業の安定的な利益確保（２）

団体旅行事業の基本的戦略団体旅行事業の基本的戦略 地域密着営業の推進地域密着営業の推進

法人 宗教教育
コンベン
ション

自治体

2009年目標 2010年目標 2011年目標

売上高目標 １，３５５ １，３５８ １，３６０

（単位　：　億円）
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2009年目標 2010年目標 2011年目標

国際旅行売上高目標 ９１　 １００　 １１０　

海外での売上高目標 ４４３　 ４５８　 ４７２　

9

※グローバル戦略を推進する取り組み

　・グローバル戦略を策定、統括する機能を強化

　・外国人採用や外国語のスキルを伸ばすための仕組みを整備

　・Ｍ＆Ａ、事業提携など、新たなプラットフォーム戦略の展開

※海外型営業

　・欧米豪マーケットに加え、中国・アジアマーケット中心に展開

　・ＭＩＣＥ需要（欧米豪）、富裕層をターゲット

　・海外拠点での自国発ビジネスの強化

　・海外の有力旅行会社との提携によるネットワーク化推進

　・近鉄グループの資源を活用した営業展開（中国・ロシア）

※国内型営業

　・法人のＭＩＣＥ需要と着型の観光需要開拓 （単位　：　億円）

グローバル市場　収益性の高い新規需要、顧客の獲得グローバル市場　収益性の高い新規需要、顧客の獲得

>> 新たな成長基盤の構築（１）



※コンテンツの充実

　・「メイト」「ホリデイ」の商品掲載数の拡大

　・Ｗｅｂ専用商品群の拡充

※事業領域の拡大や資産の有効活用による新規事業の創出

　・国内宿泊券の販売を海外（英語圏・中国語圏）で開始

　・訪日外国人向けのＦＩＴ商品の展開

　・ニューツーリズムへの取り組み（株式会社ティー・ゲートとの連携）

　・異業種との顧客の共有化による新規需要の開拓やコンテンツの充実

2009年目標 2010年目標 2011年目標

売上高目標 １２４ １４７ １７４

（単位　：　億円）

ｅコマース市場　新しい試みによる新規需要の創出と顧客の獲得ｅコマース市場　新しい試みによる新規需要の創出と顧客の獲得

>> 新たな成長基盤の構築（２）
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※ＭＩＣＥ市場での取り扱いＮＯ．１の地位を確立

※スポーツマーケティングのノウハウを活かした大型
イベントの需要獲得

※ライツビジネス（一括契約）の推進による「ビジネ
スパートナー」としての　幅広い需要の取り込み

※異業種他社との協業、提携、Ｍ＆Ａによる新規事業の開発

※新たな収益モデル」の確立

2009年目標 2010年目標 2011年目標

売上高目標 ４６１ ４８２ ４９０

（単位　：　億円）

ＭＩＣＥ市場　最高のソリューションとホスピタリティの提供ＭＩＣＥ市場　最高のソリューションとホスピタリティの提供

新規市場　新しい価値の創出新規市場　新しい価値の創出

>> 新たな成長基盤の構築（３）
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費用の削減や業務効率化による費用構造の革新

・不採算部門の撤退迅速化

・「固定的費用」の圧縮

・「時間コスト」の効率化施策の推進

・オフィスの標準化推進

費用の削減や業務効率化による費用構造の革新

・不採算部門の撤退迅速化

・「固定的費用」の圧縮

・「時間コスト」の効率化施策の推進

・オフィスの標準化推進

>> 費用構造の革新
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ＣＳの推進による顧客価値の最大化

・お客さまの声を真摯に受け止め、トップマネジメントとしてＣＳを推進し
・ＫＮＴブランドに誇りを持ち、お客さまに愛されるＫＮＴグループづくりに全社員が参画

ＣＳの推進による顧客価値の最大化

・お客さまの声を真摯に受け止め、トップマネジメントとしてＣＳを推進し
・ＫＮＴブランドに誇りを持ち、お客さまに愛されるＫＮＴグループづくりに全社員が参画

人財育成

・プロフェッショナル人財の獲得、育成と組織マネージメント力の向上
・働き方の多様化を反映した人事制度への見直し

人財育成

・プロフェッショナル人財の獲得、育成と組織マネージメント力の向上
・働き方の多様化を反映した人事制度への見直し

ＣＳＲの推進

・お客さまや社会からの信頼性の向上を目指し、コンプライアンスとリスクマネジメントを徹底
・旅行業を中心とした事業活動を通じて、これからも国際交流・環境保全等広く社会に貢献

ＣＳＲの推進

・お客さまや社会からの信頼性の向上を目指し、コンプライアンスとリスクマネジメントを徹底
・旅行業を中心とした事業活動を通じて、これからも国際交流・環境保全等広く社会に貢献

>> 経営の基盤強化
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