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株主通信株主通信第85期 

代表取締役社長  米田 昭正

▲

事業の概況
連結業績

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、2022年３月31日をもちまして第85期（2021年4月1日から2022年3月31日

まで、以下「当期」といいます。）の決算を行いましたので、ご報告申しあげます。
なお、SDGsの観点から、本株主通信よりTOPICSを当社ホームページでご提供して

おりますので、裏面をご参照いただき、ご覧くださいますようお願い申しあげます。

T O P  M E S S A G E

光施設の運営業務等に加え、新型コロナウイルスのPCR検査
やワクチン接種の受付業務その他を全国各地の自治体から受
注いたしました。さらに、クラブツーリズム株式会社では、事
業ポートフォリオの再構築も視野に入れ、2021年10月から
KDDI株式会社と業務提携を行い、様々な趣味をオンラインで
深めることができるサブスクリプションサービス「クラブツーリ
ズムパス」を開始いたしました。

以上の結果、当期の連結売上高は1,399億57百万円（前
期比59.2％増）となり、人件費、事務所賃料その他の費用
削減に格段の努力を払いましたものの、連結営業損失は76億
86百万円（前期は270億82百万円の損失）となりました。
連結経常損失については、営業外収益として雇用調整助成金
の受給額等を計上したこともあり、38億86百万円（前期は
167億27百万円の損失）、親会社株主に帰属する当期純損失
は57億71百万円（前期は284億56百万円の損失）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。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い旅行需要が大幅に減
退する中、当社グループは、オンラインツアーや近隣地域へ
の旅行、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｣ 等コロナ禍でも需要のある旅行販売に注
力するとともに、県民割等助成金を活用したツアーの催行に
努めました。また、近畿日本ツーリスト株式会社では、旅行 
業におけるSDGsへの取組みが広がる中、2021年10月に

「ＫＮＴ ハイクラスサイト Blue Planet」を開設し、サステナブ
ルな旅を求めるお客さまニーズへの対応を強化しました。この
ほか東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では、
大会関係者バス輸送の主幹業務を、北京2022オリンピック・
パラリンピック冬季競技大会では日本代表選手団の派遣業務
をそれぞれ受託し、無事完遂いたしました。しかしながら旅行
業収入は、新型コロナウイルスの感染拡大前の2018年度と
比べ83.3％減の67,494百万円にとどまりました。

このような状況に対処するため、当社グループは旅行業以
外の収入確保に努め、近畿日本ツーリスト各社は、従来の観
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単元株式数 100株（普通株式）
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　スタンダード市場
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 普通株式 27,331,013株

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（2022年6月14日現在）

株主メモ会社概要（2022年3月31日現在）

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 小林 哲也
取締役 髙橋 洋
取締役 堀 泰則
取締役 河崎 雄亮
監査役（常勤） 米田 宗弘
監査役（常勤） 今井 克彦
監査役 若松 敬之

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

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

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。

表紙の写真「ダイヤモンドヘッド」ハワイ

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

経営情報、各種IR情報をご覧いただけます。

 ＫＮＴ−ＣＴホールディングス 検 索

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

当社Webサイトのご案内

株主優待制度のご案内

発行時期および有効期限

 KNT−CTホールディングス株主通信トピックス 検 索

https://www.kntcthd.co.jp/ir/
shiryou/topics.html

グループＴＯＰＩＣＳのご案内
当社グループのTOPICSを掲載しておりま
すので、ご覧ください。

株主通信 TOPICS

※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。

発行時期 有効期限
2021年9月末現在の株主さま 12月上旬 2022年12月末日まで
2022年3月末現在の株主さま   6月下旬 2023年  6月末日まで
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