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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85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（2021年4月1日から2021年9月30日まで）の業績をご報告
申しあげます。

▲

第85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

営業損失

575億46百万円
1,500億円

84億83百万円
140億円

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純損失

68億53百万円
130億円

代表取締役社長

米田 昭正

▲

概況

当社グループは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、

用の削減に最大限の努力を払いましたものの、連結営業損失

緊急事態宣言地域等への添乗員付ツアーを中止し、旅行営業

は84億83百万円（前年同期

所の時短営業を進める一方で、オンラインツアーや近隣地域

円）となりました。 連結経常損失については、営業外収益と

への旅行、感染対策に徹底的に取り組んだ教育旅行等、コロ

して雇用調整助成金の受給見込額27億27百万円を計上した

ナ禍でも需要のある旅行販売に注力いたしました。

こともあり、59億25百万円（前年同期

また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に

連結営業損失231億79百万

連結経常損失157

億34百万円）
、親会社株主に帰属する四半期純損失は68億

おいては、大会関係者バス輸送の主幹業務を受託し、各国選

53百万円（前年同期

手、大会主催者、マスコミ関係者の競技場輸送等を他の旅行

168億46百万円）となりました。株主の皆さまには、誠に申

会社やバス会社とともに支えました。

し訳なく、深くお詫び申しあげます。

このほか、旅行需要が大幅に減退する中、旅行業以外の業

親会社株主に帰属する四半期純損失

なお、当社では、2021年6月16日開催の第84回定時株

務受託の拡大を図り、従来の観光施設の運営業務に加え、

主総会に「第三者割当によるA種種類株式およびB種種類株

PCR検 査や新 型コロナウイルスワクチン接 種の受 付 業 務、

式発行の件」を付議させていただき株主の皆さまのご承認を

コールセンター業務等を全国の自治体から受注するなど、旅

賜りましたが、本年6月30日付で両種類株式を発行し、総額

行業以外の収入確保に大いに努めましたが、当第2四半期連

400億円の資金調達を実施することで財務体質の強化を図り

結累計期間における連結売上高は575億46百万円（前年同

ました。株主の皆さまにおかれましては、今後とも何卒倍旧の

期比262.7％増）となり、人件費、事務所賃料、その他の費

ご支援を賜りますようお願い申しあげます。

TO PIC S

トピ ックス

毎日ワクワク。 日常が楽しい ──

世界が広がるパスポート「クラブツーリズムパス」

独自基準でサステナビリティポリシーを定めた

新ブランド
『Blue Planet

KNT ハイクラス』
をスタート

クラブツーリズムでは、KDDI株式会社と協業し、スマホを起点に旅行を含めた趣味の新たな楽しみ方を提案するサブスクリプショ

「ハイクラス」と一言でいっても、旅に求めるテーマは「絶景

ンサービス「クラブツーリズムパス」
（月額利用料550円／税込）をスタートしました。これまでクラブツーリズムが培ったテーマ旅

が見たい」
、
「美味しい物を食べたい」
、
「自然を満喫したい」
、
「古

行の企画や運営ノウハウとKDDIのデジタルマーケティングの技術・知見を組み合わせ、人と人とが特定の趣味・嗜好で集うコミュ

き良き日本文化を味わいたい」
、
「洗練されたリゾートでゆっくり

ニティを運営することにより、共通の趣味を持つ仲間と楽しみ、趣味の理解を深めることができるサービスです。

したい」など人それぞれですが、最近サステナブルな旅行を求

今後も一層魅力あるコンテンツの開発を進め、2024年度に会員数100万人を目指します。

められるお客さまが増えています。
近畿日本ツーリストでは、そんなお客さまの声にお応えする新

無料

実践的なオンライン講座
（毎月更新）

暮らし

地域

健康

教養

旅先でも使える！全国の旅行ガイドブックや各

マを学べる！」オンデマンド

種趣味の雑誌が200冊以上読み放題です。

配信。160講座でスタート

詳しくはこちら
https://pass.club-t.com/book-category/1

加しています。

有料

鉄道

登山

自転車

釣り

宇宙

京都

船旅

マラソン

海外旅行

街道

野球

毎月旅行のお得な情報をお知らせ

著名人出演のオンライン

出発間際の日帰りバス旅行が2,000円引き

トークライブを各趣味毎に

となるなどお得なツアー情報が届きます。旅

毎月1回開催します。趣味

行の先行予約もぜひご利用ください。

に関するオフ会も別途定
歴史

24時間健康相談

間答えてくれます！

オンライントークライブ＆オフ会

写真

有料

医師や看護師の経験豊かなスタッフが健康相談に24時

詳しくはこちら https://pass.club-t.com/manabi
無料

趣味を深める電子書籍が読み放題

「好きな時間に好きなテー

し、毎月約60講座ずつ増
趣味

有料

期開催。講師との繋がり
や仲間作りを楽しめます。

詳しくはこちら https://pass.club-t.com/tour/magiwari
有料

旅行キャンセルサポート

想定外のご自身の病気やケガなど国内旅行
をキャンセルされる場合、プランに応じた内
容でキャンセル料を100%保証。

詳しくはこちら https://pass.club-t.com/community

詳しくはこちら https://pass.club-t.com/anshin-support

ブランド『Blue Planet

KNT ハイクラス』を立ち上げました。

『Blue Planet』では、
「息を呑む絶景の宿」
、
「四季を感じる
地産地消の美食宿」
「
、伝統のおもてなしを受け継ぐ老舗宿」
など、
テーマ別に特定の分野に秀でた旅館・ホテルを厳選し、併せて
当社グループ独自のサステナビリティポリシーを加えました。お
客さま一人ひとりにぴったりの「ハイクラス」をご提案しています。
旅行を通して地球のすばらしさを伝えることで、地球を大切に
想う人を増やしたい。『Blue Planet

詳しくはこちら https://www.knt.co.jp/highclass/
『Blue Planet』アプリをぜひご利用ください。

KNT ハイクラス』をぜ

ひご利用いただき、 心震わす至高のひとときをお楽しみくだ
さい。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技
大会 大会関係者バス輸送業務を完遂
史上初めて1年延期され、原則無観客となった東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会。当社グループは、大会期間中、その前後も含め
参加選手・役員・マスコミ関係者など、大会関係者の送迎に当たるバス輸
送業務を受託し、全国から延べ9万台の観光バスを調達しました。大会期間
中は、1日最大約2,200台のバスの輸送計画の策定を行い、運営管理業務

◀︎ iPhone 用

◀ Android 用

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は、各店舗および

Webサイトで、12月15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。

に当たりました。
「クラブツーリズムパス」では、歴史・

好きが広がる、深まる
仲間と楽しむ大人のサークル

鉄道・登山・写真などの趣味のクラブ活
動に自由に参加いただき、各テーマにふ

～歴史部をご紹介いたします～

さわしい著名人を招くライブ配信、どこ
でも学べるオンライン講座などをお楽しみ
いただけます。 専門ジャンルの電子雑誌
も読み放題！お好みのクラブをお選びくだ
さい。また旅行の面でもクラブツーリズ
ムの旅行で会員限定の割引や特典を受け
ることが 可 能 で す。 ぜ ひ ご 入 会くだ
さい。

「今さら聞けない 学校では教えてく

れない」オンライントークライブ、学び

放題講座など、コンテンツを多数用意

しています。オンライントークライブは

毎月開催！第1回は「渋沢栄一」をテー

マにクイズも交えながら白熱の歴史

トークを繰り広げました。

緊急事態宣言下の開催となり、感染対策として海外の大会関係者に対し
ては「バブル方式」の輸送が採用されるなど、かつてない環境下での業務
となりましたが、
無事完遂するこ
とができ、大会
組織委員会をは
じめ関係各位か

全国味覚めぐり おせち

ら高い評価をい

詳しくはこちら
https://web-ecstore.
knts.co.jp/

ただくことがで
きました。
築地車両基地に参集した大会関係者輸送バス

会社概要（2021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
（普通株式）

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

27,331,013株
発行済株式総数 普通株式
A種種類株式
150株
B種種類株式
250株
取締役および監査役
代表取締役社長 米田昭正

小林哲也
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

代表取締役専務 小山佳延

取締役

代表取締役専務 三宅貞行
常務取締役
常務取締役

西本伸一
瓜生修一

当社Webサイトのご案内

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
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
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 特別口座 三菱UFJ信託銀行株式会社
● 単元未満株式の買取請求
の口座 証券代行部
● 住所
0120-232-711
・氏名等のご変更 管理機関
● 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
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
●

（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

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
●

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、当社普通株式を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
「クラブツーリズムの旅」
「近畿日本ツーリスト 日本の旅」
「近畿日
本ツーリスト 世界の旅」
「 近畿日本ツーリスト ダイナミックパッ
ケージ」
の各企画旅行商品
発行時期および有効期限

●

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
ご照会等
お問い合わせください。

免責事項
発行時期

有効期限

2021年3月末現在の株主さま

6月下旬

2022年 6月末日まで

2021年9月末現在の株主さま

12月上旬

2022年12月末日まで

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況に鑑み、当面の間ご旅行優待券の有効期間は
約1年とさせていただきます。

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

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
0120-232-711
● 支払期間経過後の
株主名簿
郵送先
配当金に関するご照会 管理人
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
● 株式事務に関する
三菱UFJ信託銀行株式会社
一般的なお問合せ
証券代行部

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。

表紙の写真「黒部峡谷」富山県

