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株主通信第81期 
第2四半期

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

　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81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29年４月１日から平成29年９月30日まで）の業績をご報告申しあげます。

代表取締役社長  丸山 隆司

T O P  M E S S A G E

近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社は、国内旅行商品「メイト」では、人気スマホゲームやTVアニメとタイアップした旅行プ
ランの拡充に努め、多様なお客さまのニーズへの対応を強化いたしました。海外旅行商品「ホリデイ」では、ベトナムのダナンや
フィリピンのセブ島で独自の夏祭りイベントを企画し、それらを組み込んだ旅行プランを販売するなど、オリジナリティに富んだ
旅行商品の増販を図りました。また、新たにインターネット販売システム「国内ダイナミックパッケージ」を導入し、お客さまが豊
富な宿泊施設と新幹線を自由に組み合せて予約できるサービスを開始いたしました。

クラブツーリズム株式会社は、同社の最上級ブランド「ロイヤル・グランステージ」の「ロイヤルクルーザー四季の華」バスツ
アーで、全19席総革張り、木目調の内装と眺望に優れた大きな窓を装備する最高級車両「碧号」の運行を開始し、さらにワンラ
ンク上のバス旅行の訴求に努めたほか、「大人の社会科見学ツアー」等の知的好奇心を満たすツアーなど、よりテーマ性の高い
旅行商品を拡充し、他社との差別化を図りました。また、若年層のお客さまを含めた新規顧客の獲得拡大のため、新たにコミュ
ニケーションアプリ「LINE（ライン）」の公式アカウントを開設いたしました。

訪日旅行においては、海外現地法人や海外OTA（Online Travel Agent、オンライン専門旅行会社）との連携を強化し、さ
らなる需要獲得に努めました。

売 上 高 1,208億86百万円
営業利益 19億円

個人旅行事業

売 上 高 505億79百万円
営業利益 3億93百万円

団体旅行事業 近畿日本ツーリスト株式会社は、法人、団体顧客への提案型営業に注力し、MICE（Meeting、Incentive、Convention・
Congress、Event・Exhibition）市場等の積極的な開拓に努めました。特に、スポーツ事業では、平昌2018冬季オリンピッ
ク・パラリンピックの観戦ツアー指定旅行会社として、選手家族や後援組織の応援ツアーなど各種ツアーの受注を拡大したほ
か、東京2020オリンピック・パラリンピックのスポンサー企業が顧客に行う様々なホスピタリティ・プログラムの運営業務の
受託に注力いたしました。また、地域誘客交流事業では、VR（仮想現実）技術を活用した堺市博物館の「仁徳天皇陵古墳ツ
アー」の運営支援業務を受託し、旅行会社ならではの案内ノウハウを活用いたしました。

売 上 高 373億58百万円
営業利益 2億77百万円

その他 北海道、東北、中国四国、九州の国内地域旅行会社におきましては、地域密着のきめ細かな営業活動を推し進め需要の開拓
に努めるとともに、東京2020オリンピック・パラリンピックを睨んだ自治体などによる平昌2018冬季オリンピック・パラリン
ピック現地視察ツアーの受注や、選手・競技団体の事前合宿受注に向けた営業活動に積極的に取り組みました。

セグメント別の概況

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。

今後につきましては、引き続き中期経営計画で定めた事業方針に従い、スポーツ事業、訪日旅行事業および地域誘客交流事業の成長領域に注力し、収益の拡大
を図ってまいります。

今後について

売上高 営業利益 親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

第２四半期 2,089億28百万円 27億16百万円 15億97百万円
通期見通し 4,130億円 34億円 17億円

第81期第２四半期業績と通期見通し
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TOPIC S

近畿日本ツーリストでは、KDDIとの連携によりVR（仮想現実）を活用した旅行サービスの提供に向け、ゴーグル型
ヘッドマウントディスプレイを活用し、旅先の映像などを遠隔地にライブ配信する実証実験に取り組んでいます。

その一環として、６月には福島県営あづま球場で開催された花火イベント「ふくしまミュージック花火2017」の会場

グアムのウェディングを東京でリアルタイム体験 写真提供：アールイズ・ウエディング

トピックス

「ツーリズムEXPOジャパン」のツアーに参加いただいた皆さま

お座敷列車「宴」（写真提供：JR東日本）

お台場・有明地区を巡る遊覧船（イメージ）

※ 4年に一度、世界規模で行われる聴覚障がい者の 
総合スポーツ競技大会

※  クラブツーリズムは東京2020オフィシャル旅行サービスパートナーである 
ＫＮＴ−ＣＴホールディングスのグループ会社です。

当社グループでは、東京2020オリンピック・パラリンピックを
見据え、本年５月から、主に修学旅行のお客さまを対象とした新
しい団体旅行商品の販売を開始しました。東京2020大会関連
施設の建設が進むお台場・有明地区を遊覧船で回りながら、オリ
ンピックやパラリンピックの元選手らのトークセッションをお楽し
みいただけます。個人で参加されるお客さまには、クラブツーリ
ズムが2018年２月および３月にこのツアーを予定しており、現在
販売中です。東京2020オリンピック・パラリンピック開催地での
元トップアスリートとの交流をぜひお楽しみください。

クラブツーリズムの最上級バスツアーの専用車「ロイヤルクルーザー四季の華」に
本年７月、新型車両「碧

あおい

号」が加わりました。
「ロイヤルクルーザー四季の華」のバスは、単なる移動手段ではなく、乗ることその

ものが旅の目的となることを目指し、2007年の初代「風号」からスタートしました。今
回10周年を記念して導入した碧号では、特に空間の演出にこだわり、座席数を19席
に限定。頭上に荷物棚のない広い空間と眺望の良い大きな窓をご用意しました。ま
た、観光バスでは初めて、ツアーのご案内や車内でのイベントで活躍するタブレット端
末を全席に配備し、新たな旅の楽しみを広げています。

ぜひ一度ご乗車いただき、最上級の快適なバス旅行をお楽しみください。初めてツートンカラーを採用した「碧号」

「イケメン戦国◆時をかける恋」は、今20代～30代の女性に人気のスマホゲーム。ユー
ザーは主人公となって戦国時代にタイムスリップし、織田信長や徳川家康などの武将との
ラブストーリーを楽しむことができます。

近畿日本ツーリスト個人旅行では、８月にこのゲームを素材とした旅行商品を販売。戦国
武将ゆかりの岐阜市、関市と共同で、街にキャラクターの等身大パネルを飾り、両市内の観
光スポットで参加者のスマートフォンにオリジナルのショートストーリーやアバターを配信す
る多彩な仕掛けで、イケメン戦国武将との旅を仮想体験できるツアーを実現しました。

10・11月のツアー期間中、多くのお客さまにご参加いただき、両市への集客にも貢献す
ることができました。今後も地域の活性化につながる取組みを進めてまいります。

イケメン戦国◆時をかける恋（販売元：サイバード）

当社グループは、高齢化社会の進展に合わせ、バリアフリー旅行をはじめ、
障がいのあるお客さまのご旅行のサポートに力を入れています。

近畿日本ツーリストでは、本年７月にトルコで開催された「デフリンピック」※

で、約100名の日本選手団の派遣業務をトータルで受託し、サポートしました。
また、クラブツーリズムでは、９月に東京で開催された国内最大の観光イベン

ト「ツーリズムEXPOジャパン」において、視覚に障がいのあるお客さまを手引き
し、解説を交えて会場をご案内するツアーを行いました。

当社グループは“すべての「旅したい」を応援します”のキャッチフレーズを掲
げ、引き続きバリアフリー旅行の普及に取り組んでまいります。

TOPIC S

新しい旅のカタチを目指して──

VRライブ配信による遠隔旅行体験サービスの実証実験を実施

東京2020を身近に──
遊覧船で元トップアスリートと交流

ラグジュアリーバスがさらに進化！
最上級バスの旅「ロイヤルクルーザー四季の華」に新型車両デビュー

女性向け人気ゲームとのコラボ企画
「イケメン戦国武将と巡る岐阜の旅」で地域活性化にひと役

すべての「旅したい」を応援します
障がいのあるお客さまのご旅行をサポート

クラブツーリズムでは、鉄道ファンをターゲットに、普段旅客列
車が運行しない都会の貨物線を巡るツアーを実施しました。

７月には、畳敷きで人気のお座敷列車「宴
うたげ

」を貸切にして、東京・
千葉・神奈川の貨物線をつないだオリジナルルートで、ゆったりと
写真撮影を楽しんでいただける列車の旅を、また、10月にも、「ワ
イドビューひだ号」で愛知・岐阜の貨物線を走るツアーを実施しま
した。

これらのツアーは、多くの鉄道ファンのハートをがっちりつかみ、
好評でした。今後も引き続き、クラブツーリズムでは、同社ならで
はのオリジナリティに富んだ価値ある旅を企画してまいります。

鉄道ファンのハートをつかんで大ブレイク！
「知られざる都会の貨物線の旅」

と、約40km離れた福島県飯舘村の特別養護老人ホームなどを結んで花火
大会を中継しました。さらに９月にはグアムで行われた結婚式の模様を東京
のイベント会場のご家族にライブ配信しました。

新たなサービスの実現により、体力やスケジュールの都合で旅をあきらめ
てこられたお客さまにも旅行体験をご提供します。今後も最先端技術の活用
により、地方創生、ユニバーサルツーリズム、インバウンドなどのビジネス
チャンスを掴めるよう、様々な可能性を追求してまいります。
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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。

免責事項

単元株式数 100株
事業年度 ４月１日から翌年３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

３月31日 
３月31日 
９月30日 
あらかじめ公告する日

定時株主総会 6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 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 

 0120-232-711
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

株主メモ会社概要（平成29年10月1日現在）

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 8,041百万円
発行済株式総数 27,331,013株
取締役および監査役
取締役会長 小林 哲也
代表取締役社長 丸山 隆司
代表取締役 岡本 邦夫
専務取締役 西﨑 　一
取締役 中村 哲夫
取締役 加藤 真人
取締役 池畑 孝治
取締役 西本 伸一
取締役 瓜生 修一

取締役 小山 佳延
取締役 田ヶ原 聡
取締役 西野目 信雄
取締役 髙橋 　洋
監査役（常勤） 馬越 俊司
監査役（常勤） 今井 克彦
監査役 河崎 雄亮
監査役 平野 雅大

ＫＮＴ－ＣＴホールディングスは、
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を

応援してまいります。

ツアー
本体価格

30,000円
以上

50,000円
以上

100,000円
以上

200,000円
以上

割引額 1,500円 2,500円 5,000円 10,000円

１枚ご利用の場合

ツアー
本体価格 300,000円以上 400,000円以上

割引額 15,000円 20,000円

２枚同時にご利用の場合

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

ご旅行優待券のご利用枚数と割引額
１回のご旅行につきツアー本体価格に応じて次の金額を割引

発行時期および有効期限
発行時期 有効期限

３月末現在の株主さま ６月下旬 12月末日まで
９月末現在の株主さま 12月上旬 翌年６月末日まで

※ 平成29年９月末は、株式併合前のため、 
1,000株以上ご所有の株主さまを対象といたしました。

毎年３月末および９月末現在、当社株式を100株（１単元）以上
ご所有の株主さまに対し、ご旅行優待券を２枚贈呈いたします。

株主優待制度のご案内

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 お問合せ先

● 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
東京都府中市日鋼町1-1

0120-232-711
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

［手続き書類のご請求方法］
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 
一般的なお問合せ

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 お問合せ先

● 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 
一般的なお問合せ

株主名簿
管理人

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

0120-232-711
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

● 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。

当社ウェブサイトのご案内
http://www.kntcthd.co.jp

経営情報、各種IR情報を
ご覧いただけます。

※ 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関の事務拠点の移転に伴い、 
平成29年８月14日付にて上記のとおり変更しております。

（イメージ）
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