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▲

概況

売上高 営業損失 親会社株主に帰属する
四半期（当期）純損失

第２四半期 158億65百万円 231億79百万円 168億46百万円
通期見通し 1,400億円 250億円 170億円

▲

第84期第２四半期連結累計期間の業績と通期見通し

　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84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（2020年4月1日から2020年9月30日まで）の業績をご報告申しあげます。

T O P  M E S S A G E

損失については、営業外収益として雇用調整助成金の受給額
等69億33百万円を計上したこともあり、157億34百万円（前
年同期比191億29百万円減）、親会社株主に帰属する四半期
純損失は168億46百万円（前年同期比189億2百万円減）と
なりました。株主の皆さまには、誠に申し訳なく、深くお詫び申
しあげます。

当社グループは、このような状況に対処し持続的な成長を
果たすため、今後は競争力と収益性のあるクラブツーリズム事
業ならびに首都圏エリアを中心とした近畿日本ツーリストの法
人旅行事業に集中すること、近畿日本ツーリストの個人旅行事
業については「近畿日本ツーリスト ダイナミックパッケージ」の
販売を中心に据えること、また、団体旅行事業については教育
旅行事業、地域交流事業等専門性の高い事業に注力すること
を骨子とする事業構造改革を行い、業績の早期回復を図りま
すので、何卒倍旧のご支援を賜りますようお願い申しあげ 
ます。

当社グループは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、海
外旅行および訪日旅行を中止し、４月中旬から５月末まで全店
舗を休業、５月末まで国内の募集型企画旅行の催行を取りや
めました。店舗を再開した６月以降においては、感染症対策に
徹底的に取り組んだ「クラブツーリズム ニュースタイル」ツアー
や、「愛する地域を旅して元気に！」をキャッチフレーズに近隣地
域への旅行を充実した近畿日本ツーリストの「大好きシリーズ」
など、コロナ禍でも需要のある安全・安心の旅の販売に注力 
いたしました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響は甚
大なものがあり、旅行業の売上高はかつてない落ち込みとなり
ました。このため、グループを挙げて、国や自治体から観光に関
わる調査業務、姫路城や大河ドラマ館の運営業務等を受注し、
旅行業以外の収入確保に努めましたが、当第２四半期連結累
計期間における連結売上高は158億65百万円（前年同期比
92.6％減）となり、人件費、支払家賃、その他の費用の削減に
格段の努力を払いましたものの、連結営業損失は231億79百
万円（前年同期比265億52百万円減）となりました。連結経常



国内観光業界を対象とする国の復興支援策「Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン」が本年７月22日に
スタートし、10月１日から東京発着の旅行も対象となりました。
「Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン」は、観光需要の喚起を主な目的としますが、新型コロナウイルスの

影響で失われた地域の観光客の流れを取り戻し、地域経済の復興にもつながると期待されています。
当社グループでは、事業の趣旨を踏まえ、感染防止に取り組み、お客さまに安心して参加いただ

ける旅行商品の企画・販売に取り組んでいます。
お得な「Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン」の支援内容（旅行代金の割引、地域共通クーポン）は以下

のとおりですが、株主さまにおかれては株主優待との併用が可能ですので、ぜひ株主優待をご利用
いただき、安全・安心な当社グループのツアーをご利用ください。

近畿日本ツーリストでは、本年10月１日から国内旅行商品「近畿日本ツーリスト ダ
イナミックパッケージ」の販売を開始しました。

ダイナミックパッケージは、お客さまが宿泊されるホテルや旅館とJR、航空機をお
客さまの好みに合わせて自由に組み合わせ可能なパッケージツアーで、従来のよう
に旅行会社が設定した組み合わせの中でしか購入できない制約がありません。

また、予約の早期化が可能となり、ＪＲの予約受付開始日は従来の「3か月前」から
最大「6か月前」に、航空機の予約受付開始日も従来の「6か月前」から「約1年前」に
早くなりました。さらに航空運賃は需給に応じて日々変動しますので、閑散期におい
ては従来より安価に旅行を楽しんでいただくことが可能です。「近畿日本ツーリスト 
ダイナミックパッケージ」の特徴は、ＯＴＡ（オンライン専門旅行会社）の場合と異なり、
ＪＲと宿泊の自由なセット購入も可能なことです。ぜひご利用ください。

「お客さまのオーダーメイドプラン」──
近畿日本ツーリスト ダイナミックパッケージ

ト ピ ッ ク ス

コロナ禍の中、旅行業界では旅行の安全・安心のための取組みを鋭意進めています。当社
グループも、国や自治体の対策ガイドラインを基に、大手旅行会社としてさらに厳しい基準を
定め、安全・安心の旅をご提供しています。特に、クラブツーリズムでは、新しい旅の形として

「クラブツーリズム ニュースタイル」商品を販売し好評を博しています。
「クラブツーリズム ニュースタイル」は、例えば１台定員44名の観光バスの利用定員を 

19名に限定するなど、徹底した３密対策、飛沫対策に取り組み、お客さまの体調管理に万全
の対策を講じています。参加いただいたお客さまからは「新型コロナウイルスの感染拡大が
収束していない中での旅行で不安があったが、参加してよかった」、「安心して楽しめた」など
の感想をいただいています。

当社グループでは、引続き
お客さまに安全に、安心して
ご旅行いただけるツアーを企
画・販売してまいります。

お客さまに安全・安心にご参加いただけるツアー ──
新しい旅の形「クラブツーリズム ニュースタイル」

Go To トラベルキャンペーンと株主優待の適用例
■ ダイナミックパッケージでできること

●  ご出発の最大6か月前から乗車時刻の2時間前まで予約受付ができます！※

●  乗り継ぎ便の予約も可能です！（最大2回まで）
●  QRコードを使って駅の専用発券機でＪＲ券を発券できます！

ＪＲ+宿

●  約1年前から予約受付ができます！（ANA：355日前、JAL：330日前）
●  出発前日まで予約可能です！※  ●  航空運賃は需給に応じて変動します

航空+宿

● 毎日違う宿に泊まることや、飛び泊もOKです！
● 宿からでも交通からでも検索可能です！

共通

交通手段 宿泊施設

航空

ＪＲ ホテル・旅館

その他の観光素材

レンタカー、旅ナカオプション
（2021年4月以降予定）

◆  旅行代金の15％相当額を地域共通クーポンとして、旅行
者に配布します。

◆  旅行先の都道府県＋隣接都道府県において、旅行期間中
に限り使用可能です。

◆  紙クーポン、電子クーポン
の2種類があり、つり銭の
お返しはありません。

■ 地域共通クーポンについて

❶  人と人との距離を考慮したバス
座席へご案内します 

❷   観光時間を通常の1.5～2倍と
長めに確保します

❸   車内換気に配慮し換気機能完
備のバスを利用します

❹   食事会場ではグループごとの
座席間隔を十分に確保します

❺   宿泊・立寄施設は感染防止対策
状況を確認の上で選定します

❻  スタッフの体調管理を徹底します

■ 徹底した感染症対策

24,000円分 24,000円分
（12,000円×2名） （12,000円×2名）

地域共通クーポン 地域共通クーポン

株主優待ご利用後の
お支払額

99,000円
（49,500円×2名）

35％
割引

さらに
5,000円

割引

▲※5,000円▲56,000円
（▲28,000円×2名）

Go To トラベル
キャンペーン

Go To トラベルキャンペーン
適用後のお支払額

104,000円
（52,000円×2名）

ご旅行代金の15%相当

ご旅行代金

160,000円
（80,000円×2名）

■    「クラブツーリズム ニュースタイル」の着席例

株主優待

添
乗
員

出入口

15％
相当

※旅行代金合計100,000円以上で株主優待券1枚（5,000円割引）が利用できます。

TOPICS

詳しくはWebサイトへ
https://www.knt.co.jp/
kokunaidp/area/shutoken/

「近畿日本ツーリスト ダイナミックパッケージ」のサイト画面

観光と地域経済の回復を目指して──
「Go To トラベルキャンペーン」がスタート

（2泊3日おひとりさま80,000円、
 大人2名さまでのご旅行の場合）

おせちのご予約はお済みですか？
～全国味覚めぐり おせち～

近畿日本ツーリスト各
店舗では、12月16日まで

（一部商品を除きます。）
全国味覚めぐりのおせち
を販売しております。ぜひ
お 買 い 求 め い た だき、 
すてきな新年をお迎えく
ださい。

◆ 割引対象ツアー ：  2020年7月22日出発～ 
2021年１月31日宿泊分まで

◆  給付金上限1人1泊あたり20,000円 
（割引14,000円、地域共通クーポン6,000円）

■ Go To トラベルキャンペーンの実施期間等
  （2020年10月末現在）

地域共通クーポン券 全国味覚めぐり おせち

※Go To トラベルキャンペーン期間中は出発日４日前までとなります。



表紙の写真「摩周湖」北海道

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 

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

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 
 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

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
代表取締役社長 米田 昭正
代表取締役専務 小山 佳延
代表取締役専務 三宅 貞行
常務取締役 西本 伸一
常務取締役 瓜生 修一
取締役 篠田 学
取締役 髙浦 雅彦
取締役 酒井 博

取締役 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

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

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 翌年6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

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

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。

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組織委員会との契約により、「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。

※今回贈呈するご旅行優待券については、有効期間を延長せず約6か月といたし 
ますが、新型コロナウイルスの感染拡大等の状況により有効期間を延長する場合は、
当社ホームページにてご案内いたします。

経営情報、各種IR情報をご覧いただけます。
（イメージ）

 ＫＮＴ−ＣＴホールディングス 検 索

https://www.kntcthd.co.jp/

◆ 株主メモ◆ 会社概要（2020年9月30日現在）

◆ 当社Webサイトのご案内

◆ 株主優待制度のご案内




