
株主通信 第75期 第2四半期連結累計期間
（平成24年1月1日〜平成24年6月30日）

近畿日本ツーリスト株式会社

NEWS｜第2四半期トピックス

2012.1月 KNT東北、KNT中国四国、KNT商事営業開始

2012.3月 子どもたちの笑顔がみたいから 
～東日本大震災を忘れないで～プロジェクト
岩手県大槌町の子どもたちをグアムへ招待 

2012.4月 こだわりの旅をプロデュース
オーダーメイド海外の旅「旅づくりコーディネーター」開設

KNT・日本旅行　コラボ企画
『地域を元気にするプロジェクト』第3弾
「き・ら・り　北海道」販売開始

2012.5月 地域振興を目的とした大型のコンパイベント
「街コン」の専用サイト『コンフェス』開設

台湾で現地法人を開設 

2012.6月 Facebookに新アプリ「ぴったり旅サーチ」が登場 



連結財務諸表 
連結貸借対照表 （要約） （単位：百万円）

当第2四半期末
平成24年6月30日現在

流動資産 69,039
固定資産 25,040
　有形固定資産 4,492
　無形固定資産 7,295
　投資その他の資産 13,252
資産合計 94,080
流動負債 87,084
固定負債 4,985
負債合計 92,069
株主資本 1,864
その他の包括利益累計額 71
少数株主持分 74
純資産合計 2,010
負債および純資産合計 94,080

連結損益計算書 （要約） （単位：百万円）

当第2四半期累計
平成24年1月  1日から
平成24年6月30日まで

営業収益 26,862
営業費用 27,808
営業損失 946
営業外収益 200
営業外費用 202
経常損失 948
特別利益 135
特別損失 334
税金等調整前四半期純損失 1,147
法人税、住民税及び事業税 211
法人税等調整額 34
少数株主損益調整前四半期純損失 1,393
少数株主損失 1
四半期純損失 1,392

代表取締役社長

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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75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24年１月１日から平
成24年６月30日まで）の業績をご報告申しあげます。

当第２四半期累計期間は、原発事故の影響や欧州債務問題等
のマイナス要因はあったものの、円高傾向や東京スカイツリーの
開業といった好材料もあり、東日本大震災のあった前年と比べ、
全般的に旅行需要の回復傾向が見られました。

このような情勢のもと、当社グループは、中期経営計画に基づ
く事業構造改革を鋭意進めてまいりました。本年１月より、当社は
東名阪（東京・名古屋・大阪）地区の旅行事業に集中し、その他
の地区（北海道・東北・中国四国・九州）については、それぞれの
地域旅行会社において地域密着型営業を推進しております。また
本年１月より、団体旅行事業部門および個人旅行事業部門の２部
門体制に再編し、お客さまのニーズと市場の変化に柔軟に対応す
ることにより、新たな市場を開拓してまいります。さらに、本年５月
に台湾に現地法人を設立するなど、現地発の海外個人旅行需要
の獲得を中心として、中国・アジア地域でのビジネス展開を強化
しております。

団体旅行事業におきましては、本年１月の組織再編に伴い、ス
ポーツビジネスの開拓や地域誘客といった専門ノウハウを全国的

に共有化し、重要顧客の新たな需要開拓や教育分野におけるス
ポーツ・文化イベント関連旅行の獲得、大型マラソン大会やロンド
ンオリンピック関連団体の取扱いなど、当社の強みを生かした営
業活動を積極的に展開しております。

個人旅行事業におきましては、本年１月に個人旅行事業本部カ
ンパニーに提携販売部門を統合し、「商品企画と販売」「店舗販売
とＷｅｂ販売」の一体運営を強化するとともに、Ｗｅｂ販売の大幅な
拡大に努めてまいりました。また、海外ツアーのスマートフォンで
の販売を開始するなど、Ｗｅｂ商品を質・量ともに一層充実させる
とともに、「メイト」「ホリデイ」においては高付加価値商品の販売を
推進しております。

費用面におきましては、施設費をはじめとした諸経費の削減に
努めました。　

その結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの
営業収益は前年同期に比較して８.9%増の２６８億６２百万円、営業
損失は９億４６百万円（前年同期 営業損失18億13百万円）、経常
損失は９億４８百万円（前年同期 経常損失16億32百万円）、四半
期純損失は１３億９２百万円（前年同期 四半期純損失19億90百
万円）となりました。

今後につきましては、団体旅行事業においては組織統合による
横断的な機能強化をさらに進展させ、法人・団体への提案型営業
および教育旅行周辺需要の拡大による売上総利益の伸長を図っ
てまいります。個人旅行事業においては、７月に発足した、店頭と
Ｗｅｂ共通の新会員組織　「ＫＮＴメンバーズクラブ」を基盤として、
より一層の会員サービスの充実を図るとともに、新規のお客さま
の獲得とリピート率の向上を実現してまいります。販売・費用の両
面における構造革新についても、一層徹底、加速させ、効率性を
高めて利益を確保することで、業績の回復を図ってまいります。

そして当社グループ全体の行動規範として、「コンプライアンス
の強化」「常にお客さまの立場に立つこと」を掲げ、「ＫＮＴブランド」
の強化につなげてまいります。

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

平成24年8月

株主の皆さまへ



S P E C I A L  
C O N T E N T S

外パッケージツアー「ホリデイ」が誕生40周年を迎える今
年、KNTでは「ホリデイが変わる、旅が変わる」を基本コンセ
プトに、「大商品改革」を実施。お客さまのニーズにお応えす

るために付加価値のある様々なプランを提供しています。
上期商品（平成24年4月〜9月発）では 「“うれしい”がある旅」「“好

奇心”の扉を開く旅」「“限りなく”を感じる旅」「“こだわり”をかなえる旅」
の4カテゴリをテーマに設定して商品目的を明確化。「“うれしい”があ
る旅」では、「あったら“うれしい”」プランとして、たとえばヨーロッパ周
遊・添乗員同行の旅では全コースで夕食メニューが選べるサービス、ハ

ワイではトロリーバスや2階建オープントップバスを運行させるなどの
サービスを用意しました。

下期商品（平成24年10月〜平成25年3月発）では、引き続き「“うれ
しい”がある旅」を追求しつつ、さらに “ここち良さ”“快適さ”という視点
を加えたプラン「いごこちプラス」を新設。今までにない視点にこだわり
ハワイ、アメリカ、アジア、オーストラリアの4方面で14コースをライン 
アップしています。いつもの旅行とすこし違う、新しい旅のかたち。それ
が「いごごちプラス」です。

“うれしい”がある旅 に“ここち良さ”をプラス
「ホリデイが変わる、旅が変わる」

NTは1984年ロサンゼルスオリンピックから長くオ
リンピック観戦ツアーへお客さまをご案内してきた
豊富な経験があります。その経験から、日本人選手

の活躍が期待でき
るものや、お祭りの
ような雰囲気を楽し
んでいただくことも
できるメインスタジ
アム地区での観戦
を1つのツアーに複
数組み込むなど、オ
リンピックを存分に
満喫いただけるツ
アーをプロデュース
しました。

ロンドンオリンピック
観戦ツアーを発売

五輪観戦ツアーといえばKNT 　 40周年記念企画「特別チャーターフライト」を実施

国内25年ぶりの
金環日食を雲の上から鑑賞

海

K と太陽が共演する神秘の天体ショー ──。5月21日に日本
国内では25年ぶり、太平洋沿岸の地域での観測は1080年
以来の金環日食に合わせて企画した「メイト40周年記念企

画　特別チャーターフライト利用　金環日食を雲の上から見よう ! ! 」を
実施しました。飛行高度約9,000mの雲の上から鑑賞するので、天候に
左右されずにご覧いただけるのがこ
のツアーのポイントで、さらに金環日
食フライト搭乗証明書、太陽観測専
用の紙サングラス、「金環日食弁当」
付き、早朝集合のため安心の前泊プ
ランもご用意しました。

当日はJALチャーター便で関西国
際空港を離陸。上空では参加者全員
で日食グラスを手に天空のリングを
堪能した後、約1時間半のフライトを
終了しました。

月



日本大震災で被災した子どもたちに、自然の中で体を動かし、仲間と楽しく過ごし
てもらいたい──。この夏、日本赤十字社による「サマーキャンプ2012 in クロスヴ
ィレッジ」（北海道留寿都村）が開催され、KNTも旅行取扱いを通じサポートしまし

た。このキャンプは、東日本大震災の被災地で暮らす子どもたちの健康と安全を
サポートする「日赤キッズクロスプロジェクト」の一環で、岩手・宮城・福島の東北 
3県から小・中学生を招待し、震災の影響で大きなストレスを受けている子ども
たちの「こころの復興支援」につなげようというものです。7〜8月にかけ3泊4日
のキャンプが計11回実施され、約3,600人の子どもたちが参加しました。

KNTグループ共通の会員制度で
す。旅行がさらに楽しくなる会員特
典がいっぱい! 使えば使うほど得を
する、旅行好きの方には嬉しいサー
ビスです!

入会
無料

特典1 特典2 特典3 特典4 特典5
ポイント制度 会員専用商品 空港内の

優待サービス
全国レジャー

施設割引クーポン
ポケトク

お得な情報を
タイムリーにお届け
メールサービス

▶	その他にも特典・サービスがいっぱい!	ご入会や詳しい情報は、全国のKNTグループの窓口、もしくはWebサイトまで。
 http://www.knt.co.jp/members/index.html

日赤キッズクロスプロジェクト
サマーキャンプ2012 in クロスヴィレッジ をサポート

日本赤十字社 東日本大震災教育支援事業

畿日本ツーリスト（海外旅行）」Facebookが、開設2
カ月でファン数10万人を達成しました。KNTでは
Facebook上に様々なアプリを立ち上げ、ウォール

で発信している旬な海外情報やおすすめスポットを多くの人に
提供することにより、海外旅行ファンの拡大を図っています。す
でに「あなたの性格は、なに人タイプ!?」「ぴったり旅サーチ」など
のアプリを配信中で、今後も楽しく、役に立つコンテンツや情報
を発信していきます。

開設2ヶ月で10万人を突破！
「近畿日本ツーリスト（海外旅行）」Facebookファン数

社ホームページに、専用サイト「旅づくりコーディネー
ター」を開設しました。個人旅行の多様なニーズに対応
してオーダーメイドの海外旅行をプロデュースする新

サービスです。例えば、訪れたい場所、泊まりたいホテル、味わい
たいグルメなど、従来のパッケージツアーでは“物足りない”、ある
いは“対応が難しい”といった「こだわりの旅」を、ホームページ内
専用サイトにてプロデュース。思い出に残るオリジナルな旅づくり
をお手伝いします。

こだわりの旅をプロデュース

　 40周年記念企画「特別チャーターフライト」を実施

国内25年ぶりの
金環日食を雲の上から鑑賞

海外の写真を次々に直感で選ん
でいくことで自分にぴったりの旅
がサーチできます。

たとえば、このカードを提示すると
羽田空港の対象レストランが
10％OFF

新アプリも続々配信中！
▶「あなたの性格は、なに人タイプ！？」 ▶「ぴったり旅サーチ」

オーダーメイド海外の旅
旅づくりコーディネーター 開設「近

東

当

のご案内

6つの設問に答えると、自分がど
この国の性格（気質）をもってい
るか診断できます。 http://www.knt.co.jp/tabizukuri/



平成24年2月27日、本社規模の最適化と機能の効率化を目的に移転しました。

クラブツーリズム株式会社との経営統合および持株会社体制への移行について

〒101-8641東京都千代田区東神田1-7-8 東神田フコク生命ビル移転先住所

当社は、本年8月開催の取締役会において、平成25年1月 
1日（予定）を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、
クラブツーリズム株式会社を株式交換完全子会社とする株式
交換により両社の経営統合を行うとともに、持株会社体制へ
の移行のため、当社の団体旅行事業および個人旅行事業に関
する権利義務を新たに設立する新会社2社に吸収分割により
承継することを決議いたしました。

1. 経営統合の目的
当社およびクラブツーリズム株式会社は旅行業を巡る厳し

い事業環境への共通認識のもと、両社が持つ経営資源の強
み、すなわち当社が持つブランド、強力な営業力、幅広い商品
企画力と販売ノウハウ、ネットワークなどの強みと、クラブツー
リズム株式会社が持つ会員組織化によるマーケティング力、
無店舗販売によるローコスト経営などの強みを最大限活用す
ることにより生まれる「統合シナジー」により、「両社の経営課題
を確実に克服」し、地域観光振興事業やビジット・ジャパン事業
などの「新たなビジネスチャンス」を確実に獲得するとともに、
新会社が中心となった「経営戦略機能の強化」により、新たな
旅行産業のビジネスモデルを構築していくことを目指しており
ます。

2. 新会社の成長戦略
新会社は、両社の強みにより創出されるシナジーの最大化

と、新会社が中心となった経営戦略機能の強化を基本方針と
し、次の事項に取り組み、成長してまいります。
【両社の強みにより創出されるシナジーの最大化】
① 当社において、本年7月からスタートした新会員制度「KNT

メンバーズクラブ」において、クラブツーリズム株式会社で
蓄積したマーケティングノウハウを活用することによる個人
旅行事業の収益の向上

② シニア層の顧客を中心としているクラブツーリズム株式会
社において、全国展開している当社のブランドおよび店舗
を活用することによる新規顧客の獲得

③ 国内の地域活性化事業における当社の幅広い営業力とク
ラブツーリズム株式会社の多彩な企画力の融合

④ 当社が有する海外現地法人とクラブツーリズム株式会社と
の連携によるインバウンド事業の新たな展開

⑤ MICE（Meeting・Incentive・Convention・Exhibition）ビ
ジネスを切り口とした新たな事業展開

【経営戦略機能の強化】
① 営業を後方から支援する部門の業務につき、両社の業務を

標準化・共通化することによるコストの圧縮
② 事業および人員の「選択と集中」による事業構造改革
③ 設備投資計画の最適化
④ 人材の活用と活性化

3. 商号について
株式交換および会社分割の効力が生ずることを条件とし

て、当社はその商号を「KNTーCTホールディングス株式会社」
に変更する予定であります。

4. 概要図

※ なお、本経営統合は、本年11月下旬開催予定の株主総会の承認
と関係当局の認可を条件としております。

❶会社分割による現近畿日本ツーリストのHD体制への移行
❷株式交換によるクラブツーリズムの完全子会社化

❶ ❷

KNTーCTホールディングス
（現 近畿日本ツーリスト）

KNT団体
（仮称）

KNT個人
（仮称） クラブツーリズム

本社を移転しました

ローソン

デイリーヤマザキ

神田
須田町局
岩本町交番

愛媛銀行

日比谷線4番出口

A4出口

2番出口
ミニストップ

清洲橋通り

A5出口

JR昭和通り口

靖国通り

神田川

至神田

至浅草橋

大和橋

昭
和
通
り

岩本町
3丁目

東神田
1丁目

秋葉原駅

秋葉原駅

岩本町駅

馬喰町駅

都立
一橋高等学校



取扱いツアー
商号 近畿日本ツーリスト株式会社
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）6891-6800
資本金 7,579百万円
発行済株式総数 96,175,121株

会社概要

取締役および監査役 
取締役会長 山口 昌紀 取締役 田ヶ原 聡
代表取締役社長 吉川 勝久 取締役 向山 秀昭
代表取締役専務 馬越 俊司 取締役 西野目 信雄
常務取締役 市井 正之 取締役 辻本 博圭
常務取締役 遠藤 昭夫 監査役（常勤） 中辻 康裕
常務取締役 小川 　亘 監査役（常勤） 富田 誠司
取締役 野中 雅彦 監査役 岸田 雅雄
取締役 今井 克彦 監査役 植田 和保
取締役 權田 昌一

実績と信頼の国内パッケージツアー
「メイト」

多彩なプランと快適な海外パッケージツアー
「ホリデイ」

株主メモ

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.knt.co.jp/kouhou/e-koukoku
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・大阪　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。

表紙の写真

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。

驚きの価格でお得なコースの海外旅行を
提供するインターネット専用プラン「クリッキー」

訪れた地での幅広い過ごし方を提案、紹介するサイト
「旅の発見」 http://tabihatsu.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/kouhou

弊社サイトのご案内
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.knt.co.jp

近畿日本ツーリスト

株主優待のご案内
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、「ご旅行優待券」を2枚お送りいたします。 

「ご旅行優待券」は、当社企画旅行商品「メイト」および
「ホリデイ」に有効で、ご旅行代金の5％を割り引かせて
いただきます。 「ご旅行優待券」をご利用いただけるの
は、当社、ＫＮＴツーリスト、近畿日本ツーリスト北海道、
近畿日本ツーリスト東北、近畿日本ツーリスト中国四
国、近畿日本ツーリスト九州、近畿日本ツーリスト神奈
川および昭和トラベラーズクラブの全国各支店・営業
所ならびに当社ホームページです。その他の旅行代理
店ではご利用になれません。

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。

発行時期 有効期限
6月末現在の株主さま 8月 翌年3月末日まで

12月末現在の株主さま 3月 9月末日まで

Ⓐ「ウルル」 オーストラリア
Ⓑ「松江城」 島根
Ⓒ「ハルシュタット湖」 オーストリア

Ⓐ

Ⓑ Ⓒ


