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株主通信第82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

域交流事業拡大の一環として、日越官公庁との連携による、ベト
ナム最大の日越共同開催イベント「Japan Vietnam Festival」の
第６回出展企業・団体の募集営業を行いました。

訪日旅行では、海外ＯＴＡ（Online Travel Agent、オンライン
専門旅行会社）との提携拡大により個人旅行の取扱い拡大を図っ
たほか、「ラグビーワールドカップ2019」や「東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック大会」の事前合宿など訪日イベント・国際会議
の受注獲得に努めました。

当社におきましては、以上の諸施策に鋭意取り組みましたが、相
次ぐ自然災害の影響を受け、当第２四半期連結累計期間における
連結売上高は2,074億97百万円（前年同期比0.7％減）となり、
連結営業利益は15億27百万円（前年同期比43.8％減）、連結経
常利益は17億11百万円（前年同期比37.1％減）、しかしながら、
主に連結子会社間の合併に伴う税負担の軽減効果により親会社株
主に帰属する四半期純利益は16億52百万円（前年同期比3.4％増）
となりました。

なお、第１四半期連結会計期間より、当社の報告セグメントは 
単一セグメントに変更したため、セグメント別の記載は省略しており
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82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（2018年4月1日から2018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

当社グループは、本年４月に発足した地域旅行会社と訪日旅行
の専門会社等を基軸とする新しい営業体制の下、５月に「個人旅
行事業の再構築と団体旅行事業の拡大・強化」を骨子とする中期
経営計画を策定し、近畿日本ツーリストとクラブツーリズムの一体
化による商品造成力・販売力の強化とWeb販売の拡大等を強力
に推進しました。

国内旅行におきましては、個人旅行では、人気テレビゲームや 
アニメのゆかりの地を巡るオリジナルツアーを拡充したほか、国宝

「迎賓館赤坂離宮本館」では初めてとなる貸切り見学ツアー、福島
県を代表するお祭り「相馬野馬追」のクライマックスイベント「神
旗争奪戦」をクラブツーリズムのお客さま向けに再現した「野馬追
～会津の陣～」ツアーなど、独創性に富んだテーマ旅行商品の企
画、販売に注力しました。団体旅行では、「東京2020オリンピック・
パラリンピック大会」の聖火リレーを迎える自治体の様々な関連イ
ベントに関わる業務の受注に努めるなど、各方面にわたり法人、
団体への提案型営業を展開しました。

海外旅行におきましては、個人旅行では、香港、ベトナム、フィ
リピンでホリデイオリジナル夏祭りツアーを開催したほか、クラブ
ツーリズムでは走る貴婦人と呼ばれる「オリエント急行の旅」や 
北半球７か国を巡る世界一周旅行など高付加価値商品の販売を 
拡充しました。団体旅行では、ＭＩＣＥ（Meeting、Incentive、
Convention・Congress、Event・Exhibition）市場の開拓や地

▲

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。

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 2,074億97百万円 15億27百万円 16億52百万円

通期見通し 4,140億円 21億円 19億円

▲

第82期第２四半期連結累計期間の業績と通期見通し



クラブツーリズムは、お祭りのプロデュースから運営、集客
まで各地のお祭りをトータルにサポートする日本初のお祭り
専門会社「株式会社オマツリジャパン」と業務提携しました。
オマツリジャパンの強みである全国主催者とのネットワーク
や地域コミュニティとの関係を活かして、踊りや神輿行列の講
習から祭りへの参加、地元との交流まで体験できる「新しいお
祭りツアー」を販売してまいります。

クラブツーリズムでは、こ
の事業を通じ、地域のにぎわ
いの起爆剤であるお祭りをさ
らに盛り上げ、地域の活性化
につなげます。是非クラブ
ツーリズムの「日本の祭り」を
ご覧ください。

2018年11月、グループ
会社との連携促進と業務
の効率化を目的に移転し
ました。

本社を移転しました

TOPIC S

新宿住友ビル 本社受付

当社グループでは、観光の観点から地域の活性化を支援する地域交流事業に注力し
ています。

この一環として、今年度から地域の課題である二次交通※を確保する北海道東部（札
幌～知床半島）および昇龍道（名古屋～高山～金沢）の広域周遊バスを運行します。

また、このほか、本年９月には、富山県高岡市で開催された、各地の魅力的な歴史や 
文化を分かりやすく伝える「日本遺産サミット」の運営をサポートし、地域の文化や食の 
発信に努めました。

今後も、地域の取組みを支援し、その地域ならではの魅力を引き出す活動を展開して
まいります。

クラブツーリズムは、日本旅行業協会が主催する「ツアーグランプリ2018」にお
いて、最優秀賞の「国土交通大臣賞」、次賞の「観光庁長官賞」および「国内・訪日旅
行部門 グランプリ」を受賞しました。ツアーグランプリは、旅行会社の企画力やマー
ケティング力の向上、「観光立国」の施策に寄与することを目的に、海外旅行・国内
旅行・訪日旅行の優れた企画を表彰します。25回目となる今年は111件の応募が
あり、9ツアーが受賞。うち3ツアーをクラブツーリズムが占めることができました。

今回の受賞では、クラブツーリズムの企画力が高い評価をいただきました。「テー
マ旅行のクラブツーリズム」の名にふさわしい商品・サービスの開発に今後も取り組
んでまいります。

観光のチカラで地域に貢献
地域のさらなる魅力を発信する地域交流事業

ツアーグランプリ2018
クラブツーリズムの企画旅行が3部門で同時受賞

2020年が迫り、スポーツツーリズムへの関心が高まる中、
当社グループではスポーツ事業の一層の強化に取り組んで
います。

６月には「2018ＦＩＦＡワールドカップ ロシア大会」において、
メディアの取材旅行のほか、様々な企業団体の招待旅行を 
多数取り扱いました。このほか、世界トップレベルの卓球選手
たちが集う「Seamaster 2018 ITTF ワールドツアー　ライ
オン卓球ジャパンオープン荻村杯北九州大会」や「2018年
バクー世界柔道選手権大会」に加え、パラスポーツの分野で
は、４年に一度の「ボッチャ世界選手権」において、宿泊・輸送
事業で選手団の
活躍をサポートし
ました。

今後もスポーツ
に関わる皆さまを
強力にサポートし
てまいります。

スポーツを通じて日本を盛り上げる！
「スポーツに強い」旅行会社として
スポーツに関わるすべての人を応援します

ト ピ ッ ク ス
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国土交通大臣賞受賞「南インド8日間の旅」で訪れるミーナー
クシ寺院（イメージ）

お祭りツアーを掲載した旅のカタログ

クラブツーリズム×テレビ東京
旅の新番組『旅スルおつかれ様
～ハーフタイムツアーズ～』放送開始！
クラブツーリズムが、テレビ東京と共同企画した旅の番組『旅スルおつかれ様～

ハーフタイムツアーズ～』（テレビ東京、毎週月～金、AM8：00～8：15）の放送が10
月から始まりました。テレビ番組と連動したテーマに主眼を置いた旅行の通販事業と
して取り組んでいるもので、番組内では仕事をリタイアした人、子育てを終えた人など
人生の節目にいる人々に向け「人生の後半戦を豊かにする旅」を提案。同時に番組内
容と連動したカタログを無料配布し、良質な映像コンテンツとテレビ放送による広い
リーチ、ダイレクトマーケティングのノウハウを活用した販促強化を図ります。

さらにテーマ旅行のほか移住体験ツアーなども検討中で、今後はこの取組みを拡大
し、サービス領域の拡大にも積極的に挑戦していきます。

オマツリジャパンと業務提携
「お祭り＋α」のコンテンツで
地域観光を活性化

番組オリジナルカタログの創刊号

アゼルバイジャンのバクーで開催された世界柔道選
手権大会（表彰式）

網走の流氷砕氷船 ※二次交通：拠点となる空港や鉄道の駅から観光地までの交通



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

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 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

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

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

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

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

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
https://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。

会社概要（2018年11月30日現在）

商 号 ＫＮＴ−ＣＴホールディングス株式会社
設 立 1947年５月
創 立 1955年９月
本 社 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号

電話番号 03-5325-8512
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
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 篠田 　学

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

当社ウェブサイトのご案内

検索経営情報、各種IR情報を
ご覧いただけます。

（イメージ）


