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私たちは常にチャレンジします

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社

平成28年4月1日▶ 平成28年9月30日 証券コード：9726

株主通信第80期 
第2四半期

　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80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28年4月1日から平成28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 �戸川 和良

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では、「志摩観光ホテル�伊勢志摩サミット記念プラン」など�
サミットで注目された伊勢志摩の風景、料理の魅力を訴求する商品を発売したほか、人気アニメとのコラ
ボレーションツアーなどの独自性の高い商品の充実を図りました。また、国の九州観光支援交付金の助成
を受け「九州ふっこう割」商品の販売に取り組むとともに、店頭でのお客さまサービスのさらなる向上を図
るため、専門スタッフがテレビ電話を通じてご案内する「旅のコンシェルジュ」や、おすすめのモデルコース
を素早く検索できる「Qティ」を拡充しました。
クラブツーリズム株式会社では、趣味や健康などに特化した「テーマ型商品」やお客さまの参加形態に
合わせた「おひとり参加限定の旅」などテーマ性、企画力に富んだ旅行商品の販売に注力しました。また、
視覚障がい者も楽しめるリオデジャネイロ2016パラリンピック観戦ツアーをはじめ長年取り組んできた
バリアフリーツアーの充実に努めるとともに、お客さまの健康長寿につながる旅行商品の開発を目指し、
東北大学加齢医学研究所と認知症の予防に旅行がもたらす効果の共同研究を開始しました。

売 上 高 1,151億80百万円
営業利益 9億61百万円

個人旅行事業

売 上 高 525億74百万円
営業利益 7億73百万円

団体旅行事業 近畿日本ツーリスト株式会社は、自治体や企業、学校関係者それぞれの誘客・旅行・移動等のニーズ
に応えるための専門サイト「グループ・トラベル・コンサルタント」を開設して、デジタルマーケティングを
活用した提案型営業の充実を図るとともに、リオデジャネイロ2016オリンピック・パラリンピックをはじめ
海外イベント等への送客を拡大しました。また、異業種企業とのコンソーシアムにより、今後地域観光の要
の一つとなる「道の駅」を活性化する「道の駅元気プロジェクト」を推進するとともに、「旅先でのランニン
グ」と「温泉・食事」を組み合わせた旅行プランを紹介する予約サイト「Run�for�湯」を始めました。

売 上 高 356億47百万円
営業利益 2億66百万円

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、九州は熊本地震の影響により厳し
い状況となりました。各社においては、地域に根差した営業活動を展開することで、お客さまのニーズにき
め細かく応え、需要の開拓に努めました。

セグメント別の概況

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 2,035億18百万円 21億86百万円 11億84百万円
通期見通し 4,040億円 24億円 12億円

第80期第2四半期業績と通期見通し

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「近畿日本ツーリスト」と「クラブツーリズム」両者の「統合シナジー」の最大化を推進するとともに、各事業において事業
基盤の整備と収益の拡大に努めてまいります。

今後について



健康寿命を延ばす可能性も──
旅行が認知症予防にもたらす効果を東北大学と共同研究

クラブツーリズムは、脳科学分野の世界的権威である東北大学加齢
医学研究所と提携し、「旅行」と「認知症予防・抑制」の相関関係について
調査・研究を開始しました。
「旅行に行く頻度の高い高齢者は主観的幸福感やストレスコーピング
（対処）能力が高く、認知機能が保たれている。」、「旅行前・旅行後で脳に
は変化があり、主観的幸福感は向上、認知機能は低下抑制が見られる。」
という仮説を３年間にわたり検証します。
クラブツーリズムでは、研究を通じて旅行による健康改善効果が科学
的に解明され、より質の高い商品やサービスの提供につながるものと期
待しています。

宿泊・観光消費の拡大により地方創生を──
ひろさき地方創生パートナー企業協定を締結
ＫＮＴ−ＣＴホールディングスは、青森県弘前市との間で「ひろさき地方創生パートナー企
業協定」を締結しました。観光消費の拡大を目指し、弘前市と当社が協力して魅力的な観
光旅行商品を企画することにより宿泊客の増加を図ります。
９月には当社の提案により弘前城天守をライトアップする「幻想天守」、市内の洋館などを
巡る「ひろさき街歩きデジタルタッチラリー」を実施。両イベントを組み込んだ旅行商品の企
画と送客に取り組みました。
今後も引き続き宿泊・観光消費拡大に向け弘前市との相互協力を継続するとともに、各
地の地方自治体とも連携して日本の地方創生に貢献してまいります。

会見の様子　Ⓒ観光産業ニュース：トラベルボイス

持続可能で拡大が期待できる取組みに評価
第２回ジャパン・ツーリズム・アワード３部門で受賞
ＫＮＴ−ＣＴホールディングスグループは、９月に開催された世界最大級
の旅の祭典「ツーリズムEXPOジャパン2016」の「第２回ジャパン・ツーリズ
ム・アワード」（国内外の団体・組織・企業に対して旅行業界の発展に寄与す
る優れた取組みを表彰する制度）において、３部門の受賞を果たしました。
クラブツーリズムは、視覚障がい者の自動車運転ツアーへの取組みが
評価され、国内・訪日旅行全部門にわたる「領域優秀賞」を受賞しました。
ＫＮＴ−ＣＴホールディングスは、36年にわたる日本とハワイの交流イベ
ント「まつりインハワイ」の取組みで海外領域の「ツーリズムビジネス部門�
部門賞」を受賞するとともに、教育旅行、ユニバーサルツーリズム、環境保
全、文化事業など「世界観光倫理憲章」の趣旨に沿った長年にわたる取組
みが評価され「UNWTO（国連世界観光機関）部門賞」を受賞しました。 授賞式の様子

ライトアップされた弘前城天守

TOPICSトピックス

プレミアムな旅はプレミアムな空間から──
中部初の旗艦店 「大名古屋ビルヂングプレミアム旅行サロン」オープン
近畿日本ツーリスト個人旅行は、中部初の旗艦店「大名古屋ビルヂング�

プレミアム旅行サロン」を名古屋駅前にオープンしました。
当サロンでは、ハネムーン、ウェディング、クルーズ、ロングステイなど旅の

目的別に専門のスタッフを配置し、お客さまのご要望に沿った提案をさせて
いただく態勢を整えています。また、来店予約制によりお待ちいただくことな
く、落ち着いた雰囲気の広々とした空間で、旅行プランをゆっくりとご相談い
ただけます。
多彩なテーマで旅行説明会、セミナーを常時開催しているほか、カルチャー

センターと提携した講座も開設していますので、ぜひ一度ご来店ください。 大名古屋ビルヂングプレミアム旅行サロン

伊勢志摩サミットの余韻を楽しむ──
宿泊や食事に“サミット記念プラン”を組み込んだコースを発売
５月に開催され、注目を集めた伊勢志摩サミット。
近畿日本ツーリスト個人旅行では、その余韻を楽しめる商品の企
画・販売に取り組みました。６月には国内企画旅行商品「メイト」で、�
サミット会場となった志摩観光ホテルでの宿泊と記念ディナー、会席を
体験できる「志摩観光ホテル�伊勢志摩サミット記念プラン」を発売しま
した。サミットで各国首脳にふるまわれたお料理をイメージしたフル
コースディナーまたは会席料理をお召し上がりいただけます。
また、クラブツーリズムでも、志摩観光ホテルでの宿泊や食事を含
むコースに加え、伊勢志摩サミットでのディナーをイメージしたランチ
を都内のホテルで楽しめるコースなど、サミット記念プランを組み込ん
だ商品を複数販売し、いずれも好評でした。 伊勢志摩サミット記念会席料理イメージ

企業、学校、自治体のお客さまに最適なソリューションを──
法人・団体向けサイト

「グループ・トラベル・コンサルタント」オープン
近畿日本ツーリストは、法人・団体向けのサービス専用ウェブサイト「グルー

プ・トラベル・コンサルタント」を開設しました。企業や団体、学校、自治体におけ
る様々な旅行、イベント、プロモーションなどを企画立案からアフターフォロー
までトータルにサポートします。
新サイトでは、専用の問合せ窓口を設置し、寄せられた情報をもとに最適な
社内チームをアレンジすることでお客さまが求める商品や提供可能なサービ
スを適切なタイミングで提供します。ウェブサイトでは当社が提供可能なサー
ビスを具体的事例を添えてご紹介するほか、メールマガジンやSNSで最新のソ
リューション事例などの情報提供を行ってまいります。法人・団体向けサイト「グループ・トラベル・コンサルタント」



http://www.kntcthd.co.jp

経営情報、各種IR情報を
ご覧いただけます。

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

※�株主の皆さまに、株主優待制度をより利便性の高いものとするため、�
上記のとおり一部変更いたしました。

毎年3月末および9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枚贈呈いたします。

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 7,929百万円
発行済株式総数 271,567,635株

会社概要 （平成28年9月30日現在）

株主優待制度のご案内

当社ウェブサイトのご案内

単元株式数 1,000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 〒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
〒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
〒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。

株主メモ

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つぎの金額を割引

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枚のご利用の場合

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

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

取締役会長 小林�哲也
代表取締役社長 戸川�和良
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 斉藤�篤史
取締役 西本�伸一

取締役および監査役�
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 石崎�　哲
取締役 間瀬�　茂
監査役（常勤） 馬越�俊司
監査役（常勤） 今井�克彦
監査役 岸田�雅雄
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。


