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TOP MESSAGE
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83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
（2019年4月1日から2019年9月30日まで）
の業績をご報告申しあげます。

▲

第83期第２四半期連結累計期間の業績と通期見通し

第２四 半 期
通 期 見 通し

売上高

営業利益

2,150億69百万円
4,225億円

33億73百万円
35億円

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

20億55百万円
20億円

代表取締役社長

米田 昭正

▲

概況

当社グループは、2020年度を最終年度とする中期経営計画

海外旅行におきましては、
アメリカ カリフォルニア州で語学と

に基づき、近畿日本ツーリストとクラブツーリズムの一体化を

ダンスを集中的に学ぶツアーや主としてシニア女性を対象とし

推進し、会員顧客のさらなる獲得、商品力の強化とＷｅｂ販売の

た大人のプチ留学体験ツアー、
さらに添乗員付のツアーでは初

拡大に注力するとともに、団体旅行事業の一層の強化に努めま

めてとなるオーストラリアの地底都市
「クーバーピディー」
を訪ね

した。

るツアーなど、独自性・テーマ性に富んだツアーを数多く実施い

国内旅行におきましては、本年７月から近畿日本ツーリストお

たしました。

よびクラブツーリズムで東京2020オリンピック公式観戦ツアー

このほか、教育旅行事業では、
９月にスマートフォンやパソコン

の販売を開始したほか、開会式の会場となるオリンピックスタジ

を通じて生徒、保護者、先生方に修学旅行等の事前準備、旅行

アムの建設風景を見学いただけるツアーなど、次第に高まる東

中の危機管理、旅行後学習等のサポートを包括的に提供するシ

京2020オリンピック・パラリンピック機運に応えるツアーを実

ステム
「旅ともプラス」
を稼働いたしました。本システムにより、当

施いたしました。

社グループは教育旅行のさらなる受注拡大を図ってまいります。

また、女性に人気のオンラインゲーム
「刀剣乱舞-ONLINE-」
と

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高

コラボした福岡市博物館
「侍～もののふの美の系譜～」
特別展

は、主にゴールデンウィークにおける個人旅行商品の取扱いが

ツアーや世界文化遺産に登録された百舌鳥・古市古墳群をセ

海外旅行、国内旅行とも好調に推移したことにより、2,150億

スナ機で眺望するツアーなど、新たな需要を掘り起こす話題性

69百万円
（前年同期比3.6％増）
、連結営業利益は33億73百万

あるツアーを催行いたしました。団体旅行では、引き続き東京

円
（前年同期比120.9％増）
、連結経常利益は33億95百万円

2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関わる旅行サー

（前年同期比98.4％増）
、親会社株主に帰属する四半期純利益

ビス営業に注力し、
スポンサー企業等によるホスピタリティプロ
グラムの受託に努めたほか、一般企業の職場旅行等の受注に
向けた営業活動を開始いたしました。

は20億55百万円
（前年同期比24.4％増）
となりました。
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。
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トピ ックス

ザルツブルク音楽祭でモーツァルトを歌う──

東京2020オリンピック公式観戦ツアー発売中！

世界最高峰のステージで合唱する感動の体験を演出

ＫＮＴ−ＣＴホールディングスは、
東京2020オフィシャル

毎年モーツァルト生誕の地で開催され、世界中から名だたるオーケストラや

パートナー（旅行サービス）
として、全国で東京2020

指揮者が集まる「ザルツブルク音楽祭」
。そのステージで仲間とともに合唱する

オリンピック公式観戦ツアーを発売しています。

──そんな音楽ファン垂涎の体験ツアーをクラブツーリズムが実現させました。
ツアーのお客さまで構成される「クラブツーリズム合唱団」のメンバーは、

商品の一例

「コンボ３日間コース（バスケットボール）」
（全国発）

一緒に旅・合唱をする仲間として、著名な音楽家の指導による練習を積み重ね

抽選受付期間 ：2019年12月2日から12月11日
当 選 発 表 ：2019年12月下旬
ツ ア ー 実 施 ：2020年７月25日から８月５日

本年７月に現地へ出発、本番ではモーツァルトゆかりの大聖堂で「戴冠ミサ」と

8月3日
ツアー
8月4日
例
8月5日
建設中のオリンピックスタジアム：東阪航空サービス／アフロ

写真：アフロ

東京2020オリンピック・パラリンピック会場を、
貸切船とクラブツーリズムの最上級バス「ロイヤルクルーザー」で
めぐる日帰りツアーも実施します。
出発日 ：2020年１月～３月
コース ：
「大人の社会科見学ツアー
陸と海から見る東京2020オリンピック・
パラリンピック施設めぐり」
東京駅
（9：00発）
オリンピックスタ
天王洲アイル
ジアム
（車窓）
（貸切船にて選手村、有明体操競技場、
有明アリーナ、東京辰巳国際水泳場、
メインプレスセンターなどをめぐります）
天王洲アイル
（16：00頃解散予定）

自由行動
バスケットボール／男子 準々決勝
バスケットボール／女子 準々決勝

基本コース図

バスルート
船ルート

オリンピック
スタジアム 東京駅
選手村

天王洲
アイル
バスガイドの
説明付きで
めぐります

有明体操
競技場

有明アリーナ
東京辰巳
国際水泳場

メイン
プレスセンター

   東京2020オリンピック・
パラリンピック
W応援キャンペーンを実施中！
ただ今、おひとり様5,000円以上の旅行商品を
ご購入いただいたお客さまとともに、
「近畿日本
ツーリスト」または「クラブツーリズム」のメルマ
ガ会員に登録いただいた方の中から、抽選で東
京2020オリンピック競技大会観戦ツアーなどの
ペアチケットが当たるキャンペーンを実施中です。
この機会に是非メルマガ会員にご登録ください。
キャンペーン期間は、2020年５月
末までですので、奮ってご参加くだ
さい。

東京湾

登録はこちらから▶︎

働き方改革につながるワーケーションツアーを提案
働き方改革の一環として、観光地など職場から離れた場所で勤務するテレワー

クラブツーリズムでは「歌うシリーズ」として、今後も思い出に残るツアーを
提供してまいります。

ザルツブルク大聖堂でのお客さまによる公演の様子

「こんな旅がしたい」
というお客さまの声を大切に──

海外ミステリーツアーや謎解きツアーにチャレンジ
出発直前まで行き先がわからないドキドキ感が魅力のミステリーツアー。
1991年より国内ミステリー
ツアーを手がけてきたクラブツーリズムでは、本年９月海外ミステリーツアーを初めて実施しました。
今回の行き先ドバイは、当日空港で初めてお客さまに発表され、以降ブルジュ・ハリファの展望台、
アブダビの大統領官邸などを周遊しました。ヒントは数少なく、正確な行き先が明かされない中での
ツアーでしたが、お客さまからは「砂漠のホテルの雰囲気がとても良かった」や、第２弾を期待する
声をいただくなど、好評のうちにツアーは終了しました。次回の海外ミステリーツアーは２カ国周遊で
2020年1月、2月出発を予定しています。
また、本年6月にはツアー中に起こる事件を解決していく、まるでサスペンスドラマの中に迷い込ん

海外ミステリーツアーのパンフレット

だような体験型の謎解きツアーも実施しました。クラブツーリズムでは、これからもオリジナリティに
富んだテーマ旅行を展開してまいります。

ＫＮＴの首都圏・中部・関西の各店舗でメルペイが利用できるようになります

いらないものを売って旅行へ行こう！

近畿日本ツーリストの首都圏・中部・関西の各店舗では、本年11月よりキャッシュレス決済サービス「メルペイ」で旅行代金の

クが注目されています。当社グループでは、さらに地域とのふれあい活動を織り

お支払いができるようになりました。「メルペイ」は、フリマアプリ「メルカリ」の売上代金を支払いに活用できる決済サービスで、

込んだ「ワーケーションツアー」
（
「ワーク」+「バケーション」の造語）
を各地で提

いらない物を売って旅行に行けると好評です。

案しています。

店舗にメルペイ決済サービスを導入したほか、クラブツーリズム

一の標高を誇る「ホテル千畳敷」の特設オフィスで仕事をしながら、地元農園で

では「メルカリ」を使った不 要 品 の 出 品・売 却を体 験できる

の野菜収穫を楽しんでいただきました。今後も福岡市内の海辺のシェアオフィスと

「初めてでもカンタン！メルカリ教室」を開催し、人気講座となって

な活動を通じてワーケーションツアーの魅力を発信してまいります。

不要品出品

当 社グループでは株 式 会 社メルカリおよび 株 式 会 社メルペイと提 携し、

本年７月、長野県駒ヶ根市で３泊４日のツアーを実施し、参加者の皆さんに日本

連携したり、京都府和束町からシェアオフィスの管理運営業務を受託したり、様々
「ホテル千畳敷」
の特設オフィス

「レクイエム」を見事に歌いあげ、大きな感動を生みました。

います。
当 社グループでは、これからも市 場の開 拓に向け、 新たな
マーケティングプログラムに挑戦してまいります。

詳細は
こちらから

売上金
旅行代金
出品者

旅行商品

■ 会社概要（2019年9月30日現在）

■ 株主メモ

商

号

ＫＮＴ−ＣＴホールディングス株式会社

単元株式数

100株

設

立

1947年５月

事業年度

４月１日から翌年３月31日まで

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

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

定時株主総会

６月中

公告方法

電子公告
https://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

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
代表取締役会長 丸山隆司

髙浦雅彦
小林哲也
取締役
髙橋 洋
取締役
堀 泰則
監査役
（常勤） 米田宗弘
監査役
（常勤） 今井克彦
監査役
河崎雄亮
監査役
若松敬之
取締役

代表取締役社長 米田昭正
常務取締役
常務取締役
常務取締役
取締役
取締役
取締役
取締役

取締役

中村哲夫
小山佳延
田ヶ原 聡
池畑孝治
西本伸一
瓜生修一
篠田 学

上場証券取引所 東京証券取引所

３月31日
３月31日
９月30日
あらかじめ公告する日

市場第１部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
特別口座の口座管理機関 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

株式に関するお手続きについて

■ 当社Webサイトのご案内

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
三菱UFJ信託銀行株式会社
一般口座への振替請求 特別口座 証券代行部
● 単元未満株式の買取請求
の口座 東京都府中市日鋼町1-1
● 住所
・氏名等のご変更 管理機関
0120-232-711
● 特別口座の残高照会
郵送先
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
● 郵送物等の発送と
三菱UFJ信託銀行株式会社
返戻に関するご照会
証券代行部
● 支払期間経過後の
株主名簿
［手続き書類のご請求方法］
配当金に関するご照会 管理人
インターネットによるダウンロ−ド
● 株式事務に関する
https://www.tr.mufg.jp/daikou/
一般的なお問合せ
●

（イメージ）

経営情報、各種IR情報をご覧いただけます。

https://www.kntcthd.co.jp/
ＫＮＴ−ＣＴホールディングス

検索

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

■ 株主優待制度のご案内
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。
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

※東京2020オフィシャルパートナーシッププログラム契約により、
「東京2020オリンピック
公式観戦ツアー」
「東京2020パラリンピック公式観戦ツアー」
にはご利用いただけません。

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

お問合せ先

三菱UFJ信託銀行株式会社
● 郵送物等の発送と
証券代行部
返戻に関するご照会
東京都府中市日鋼町1-1
● 支払期間経過後の
0120-232-711
株主名簿
配当金に関するご照会 管理人 郵送先
● 株式事務に関する
〒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
一般的なお問合せ
証券代行部
●

上記以外のお手続き、 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。
ご照会等

表紙の写真「自然史博物館」ロンドン

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
１枚ご利用の場合
ツアー
本体価格

30,000円
以上

50,000円
以上

割引額

1,500円

2,500円

100,000円 200,000円
以上
以上
5,000円

10,000円

２枚同時にご利用の場合
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

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。

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。

