
KNT–CTホールディングス株式会社

世界中の人々の夢と感動のため
私たちは常にチャレンジします

証券コード：9726

平成27年1月1日>>>平成27年6月30日
第78期	第2四半期株主通信

　株主の皆さまには平素格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、このたび第78期事業年度における第2四半期を終了いたしましたので、第2四半期連
結累計期間（平成27年1月1日から平成27年6月30日まで）の業績をご報告申しあげます。

　株主の皆さまにおかれましては、何卒倍旧のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

代表取締役社長　戸川 和良

売上高 営業利益 四半期（当期）純利益
第2四半期 1,929億36百万円 1億81百万円 △2億51百万円
通期見通し 4,360億円 48億円 30億円

トップメッセージ

　今後につきましては、引き続き「近畿日本ツーリスト」と「クラブツーリズム」両者の得意分野を掛け合わせた「統合シナジー」の最大化を目指すととも
に、各事業にわたり収益力の向上に注力してまいります。

　近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社では、近畿日本ツーリスト創立60周年キャンペーンとして「ご当
地キャラクターも地元応援	日本全国47都道府県いい宿大集合！」のサイトを立ち上げ、各都道府県の観
光情報をご提供するとともに、「60周年記念宿泊プラン」を販売いたしました。また、「e宿」開設1周年を記
念して実施している「ウルトラ宿泊キャンペーン」では、お得な宿泊プランの販売の強化に努めております。	
　クラブツーリズム株式会社では、プレミアムクラス客船「ダイヤモンド・プリンセス」で本州一周と済州
島を巡るチャーター企画を実施し、多くのお客様にご参加いただきました。また、専用バスで日本全国を周
遊する「47都道府県日本一周の旅」など、他社との違いを訴求する商品の企画・販売に努めました。さら
に、4月には「ユニバーサルデザイン旅行センター」を開設し、高齢の方やお体の不自由な方にも楽しんで
いただけるような旅のご提案を進めております。	
　依然として高い伸びを示している訪日外国人旅行者に対しましては、「訪日FITセンター」が中心となっ
て海外現地法人との連携や専用Webサイトの再構築などに取り組み、需要獲得に注力しました。

売 上 高� 1,111億16百万円
営業損失� 1億28百万円

個人旅行事業

　近畿日本ツーリスト株式会社は、法人・団体等への提案型営業を積極的に展開し、需要の取込み・市
場開拓等に重点的に取り組んでまいりました。6月には教育旅行にIT教育プログラムを導入することを目
的としてライフイズテック株式会社と業務提携を行いました。また、昨年設置した未来創造室では「新規事
業の開発」、「事業構造・営業手法の改革」、「戦略未来図の策定」などに取り組み、中長期の事業戦略の立
案を鋭意進めております。

売 上 高� 474億13百万円
営業利益� 2億33百万円

団体旅行事業

　海外航空券の卸売販売につきましては、東アジア情勢の影響から厳しい状況で推移しました。	
　国内地域旅行会社では、地域密着度の高い営業活動の展開により、地域の方々のニーズにきめ細かく
応えることで需要の取込みに専心してまいりました。売 上 高� 343億21百万円

営業損失� 1億68百万円

その他

第78期第2四半期業績と通期見通し

セグメント別の概況

今後について
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2016年リオデジャネイロオリンピック観戦ツアー指定旅行会社に決定

いま話題のキューバに行こう！ 「ホリデイ」ツアー販売スタート

新感覚フィットネスクラブ「ライフスタイルクラブTerras（テラス）」オープン

観光で地方に再び賑わいを！ 
国が掲げる地方創生の実現に貢献

■「ふるさと割」特設サイト

2016年リオデジャネイロオリンピックの観戦ツアーを実施する指定旅行会社に選定されまし
た。今後、グループ各社で観戦ツアーを企画し、順次、申込受付を開始します。
2014年に開催されたソチオリンピックでは、オーダーメイド型ツアー、バリアフリーツアーなど
多彩なツアーを企画・販売。多くのお客様にオリンピックをお
楽しみいただきました。2016年のツアーでも、グループの強
みを最大限に活用し、豊富なバリエーションの商品をご提供
する予定です。
KNT-CTホールディングスグループの企画するオリンピッ
ク観戦ツアーに、ぜひご期待ください。

7月、米国と54年ぶりに国交を回復したキューバ。
近畿日本ツーリストの海外企画旅行商品「ホリデイ」では、これに先駆けてキューバの専用パン
フレットを作成し、5月から販売を始めました。企画担当者が現地の下見を行い、ありのままの
キューバの魅力を満喫できるコースを設定しています。
スペイン植民地時代の面影が残るハバナ旧市街をはじめとする世界遺産や、ビーチリゾート

「バラデロ」など、数多くの観光スポットを有するキューバは、一度は行ってみたい魅力的な旅行
先として注目を集めています。
8月にキューバ共和国大使館で開催したキューバ旅行セミナーには予想を超える多くのお客
様が参加され、好評を博しました。

クラブツーリズムは、新感覚フィットネスクラブ「ライフスタイルクラブTerras（テラ
ス）東久留米」（東京都東久留米市）を7月にオープンしました。これまで旅行周辺事業
として展開してきた講座やカフェ運営の経験を活かし、お客様の「仲間づくりの場」や
「家や職場以外の新しい自分の場所」となることを目指しています。
施設内にはフィットネススタジオ、カフェ、ラウンジを
完備。スタジオでは着替え不要で気軽に参加できるエ
クササイズやプログラムを展開し、ラウンジでは定期的
に健康・趣味・旅行に関する講座や無料セミナーを開催
するなど、アクティブシニアの健康づくりや学び、会員
同士の交流など、様々な活動をサポートしています。

国が今年の最重要課題として掲げる地方創生。その実現へ向け、
観光を通じた地方経済の活性化に期待が寄せられています。KNT-
CTホールディングスではグループ各社で、「熱湯	湯もみダンス選手
権	IN	草津温泉」、「いしのまき復興マラソン」、「ふくしまミュージック
花火2015」、「水郷柳河おもてなしお堀めぐり」など、新しいイベント
の創出やツアーの企画・募集を通じて地域への誘客に貢献しています。
国の交付金を活用した自治体の「ふるさと割」事業にも積極的に
関わっています。青森県から「いくべぇ！青森	宿泊割引クーポン」事
業の運営を、さらに神奈川県から「ふるさと割」を活用した旅行商品
の企画・募集を受託するほか、様々な「ふるさと割」が利用できる商品
を取り扱っています。ウェブサイトには特設サイトを設け、自治体ごと
に異なるご利用方法、条件をわかりやすく掲載しています。

スマートグラス※でタイムスリップ！ 
次世代型旅行「スマートツーリズム」を推進
旅と最先端情報通信技術の融合による次世代型旅行「スマートツーリズ
ム」を推進する近畿日本ツーリスト。第一弾として東京で実施し、ご好評を
いただいた「江戸城天守閣と日本橋復元3Ｄツアー」に続く第二弾、「城と
史跡めぐりのふくおか散歩」が8月からスタートしました。ビューポイントで
スマートグラスを装着し、目の前の風景にAR（拡張現実）技術による情報
を重ね合わせた複合現実感を楽しめるツアーです。ITを活かした観光の
事例として多数のメディアに取り上げられるなど、大きな注目を集めてい
ます。
今後は、現存しない歴史的建築物の復元や往時の人々の様子の再現な
ど、スマートグラスならではの技術を活用した新しい観光手法として提案し
てまいります。また、訪日観光客への多言語対応の展開も検討しています。

「湯もみちゃん」（写真提供	：	草津温泉観光協会）

コルコバードの丘
（写真提供	：	EMBRATUR）

イメージ フィットネススタジオ

近畿日本ツーリスト クラブツーリズム

※スマートグラス＝眼鏡型の
ウェアラブル端末

http://yado.knt.co.jp/
sp/furusato/

http://www.club-t.com/
special/japan/
todoufuken/furusato/

TOPICS

江戸城天守閣のイメージ

カフェ
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免責事項	 本株主通信に掲載している将来に関する予想については、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。
	 実際の業績等は、業況の変化等により、異なる場合があることをご承知おきください。

商 号 ＫＮＴ−ＣＴホールディングス株式会社
設 立 昭和22年5月
創 立 昭和30年9月
本 社 東京都千代田区東神田一丁目7番8号

電話番号	（03）6891-6840
資本金 7,876百万円
発行済株式総数 270,743,135株

単元株式数 1,000株
事業年度 1月1日から12月31日まで
基準日 定時株主総会関係

期末配当支払株主確定関係
中間配当支払株主確定関係
その他

12月31日
12月31日
	6月30日
あらかじめ公告する日

定時株主総会 3月中
公告方法 電子公告

http://www.kntcthd.co.jp/ir/e-koukoku.html
ただし、電子公告によることができない場合は、
日本経済新聞に掲載

上場証券取引所 東京証券取引所　市場第1部
株主名簿管理人
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5号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

同連絡先 〒137-8081　東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	証券代行部
（0120）232-711

株式に関するお手続きについて
特別口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 お問い合わせ先
●	特別口座から一般口座へ
の振替請求

●	単元未満株式の買取請求
●	住所・氏名等のご変更
●	特別口座の残高照会

特別口座
の 口 座
管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
（0120）232-711

［手続き書類のご請求方法］
音声自動応答電話によるご請求
（0120）244-479

インターネットによるダウンロ−ド
http://www.tr.mufg.jp/daikou/

●	郵送物等の発送と返戻に	
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

証券会社等の口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 お問い合わせ先
●	郵送物等の発送と返戻に	
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

三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
〒137-8081　
東京都江東区東砂七丁目10番11号
（0120）232-711

●	上記以外のお手続き、	
ご照会等

口座を開設されている証券会社等にお問い合わせ
ください。

http://www.kntcthd.co.jp

■	会社案内・ＩＲ情報ページで
は、経営情報、各種ＩＲ情報を
ご覧いただけます。

http://www.knt.co.jp
■	旅行プランのオンライン検索・予約のほか、充実した関連サービス
をお届けしています。

http://www.club-t.com

会社概要 （平成27年6月30日現在）

KNT–CTホールディングス

株主メモ

当社グループのサイトのご案内

取締役および監査役	
取締役会長 吉川	勝久 取締役相談役 山口	昌紀
代表取締役社長 戸川	和良 取締役 西野目	信雄
代表取締役 岡本	邦夫 取締役 石崎	　哲
常務取締役 中辻	康裕 取締役 小林	哲也
取締役 中村	哲夫 取締役 間瀬	　茂
取締役 小川	　亘 監査役（常勤） 馬越	俊司
取締役 小山	佳延 監査役（常勤） 花田	久于
取締役 田ヶ原		聡 監査役 岸田	雅雄
取締役 山本	龍二 監査役 植田	和保

毎年6月末および12月末現在、当社株式を1,000株以上ご所有の株主さまに対し、ご旅行優待券を2枚送付いたします。
◆	対象商品			「メイト」「ホリデイ」「クラブツーリズムの旅」の各企画旅行商品
◆	割引金額			1回のご旅行につきツアー本体価格に応じてつぎの金額を割引

ツアー本体価格 60,000円以上 400,000円以上
割 引 金 額 3,000円 20,000円

2枚同時にご利用の場合1枚のご利用の場合
ツアー本体価格 30,000円以上 100,000円以上 200,000円以上
割 引 金 額 1,500円 5,000円 10,000円
※	ツアー本体価格は同行される人数分合計の金額を基準として適用いたします。1人当たりの金額ではありませんのでご注意ください。

発行時期 有効期限
6月末現在の株主さま 9月上旬 翌年3月末日まで
12月末現在の株主さま 3月下旬 9月末日まで

なお、ご旅行優待券の発行時期および有効期限はつぎのとおりです。

ご優待内容

株主優待制 度のご 案 内
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