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宿泊旅行者数は10月以降回復へ

１．９月の宿泊者数、コロナ前比５割にとどまる

経済アナリスト 増井麻里子

観光庁が発表した宿泊旅行統計調査 (第１次速報) によると、2021年９月の延べ宿泊者数は2,269万人で
あった。2019年同月比で▲53.5％、2020年同月比で▲20.5％と依然として低水準に留まっている。このうち
日本人は2,241万泊 (▲44.7％、▲20.9％)、外国人は28万泊 (▲96.6％、+26.0％) であった。

日本人の延べ宿泊者数は、３月～８月には2020年同月比でプラスを維持していたが、９月はマイナスとなっ
た。昨年は７月下旬に開始したGo Toトラベルキャンペーンによる需要増があった一方、今年は19都道府県に
おいて緊急事態宣言が出されていたことが背景にある。Go Toトラベルキャンペーンは、昨年11月下旬から大
阪や札幌への旅行分が停止となり、年末年始には全国一律停止となった。したがって、今年10～11月の日本人
の延べ宿泊者数は、2020年同月比では大きなプラスになりにくいだろう。しかし、2019年同月比や実数でみ
ると、回復傾向が明らかになるのではないだろうか。

図表１ 延べ宿泊者数の推移 (2019年８月～2021年９月)

注 ：青字の数値は、日本人及び外国人の延べ宿泊者数を合計した全体の数値。
注 ：2021年9月の数値は第1次速報値であり、11月30日公表予定の第2次速報値で変更となる可能性がある。
出所：宿泊旅行統計調査



図表２ 施設タイプ別客室稼働率の推移 (2019年８月～2021年９月)

客室稼働率をみると、2021年９月は31.3％であり、2019年同月比の63.4％の半分程度に留まっている。
施設タイプ別では、ビジネスホテルが40.3％が最も高く、簡易宿所が15.9％で最も低い。

簡易宿所とは、多数の人が利用する施設であり、ゲストハウス、山小屋、カプセルホテルなどが該当す
る。簡易宿所は、コロナ渦においては一貫して厳しい状況が続いている。 GoToトラベルキャンペーンは、
普段は手が出にくい贅沢な旅行を楽しむために使った人が多いといわれ、主にリゾートホテルなどの高級
施設が恩恵を受けた。簡易宿所には恩恵がほとんどなかったとみられる。

2020年４月には、カプセルホテル大手のファーストキャビンが東京地裁に破産申請をしたことが話題と
なった。同社は、従来のカプセルホテルとは異なり、カプセルの中で立つことができて高級感もある斬新
な空間を提供していた。カプセルホテルは、コロナ前には一般的なホテルが予約できなかった客を吸収し、
女性や出張客まで取り込むようになっていた。ところが、コロナ渦では一般的なホテルにおいて空室が増
え、大幅な値下げが行われたため、客足がカプセルホテルに回ってこなくなった。

注 ：2021年9月の数値は第1次速報値であり、11月30日公表予定の第2次速報値で変更となる可能性がある。
出所：宿泊旅行統計調査



２．ワクチン接種者・インバウンド需要の回復が顕著に

10月25日、東京、大阪、千葉、神奈川、埼玉の5都府県において、飲食店に対する営業時間の短縮要請
が解除された。東京都では、感染対策を徹底していると認めた「認証店」は、酒類提供の制限が解除され、
約11ヵ月ぶりに通常営業に戻った。非認証店も、午後９時までなら酒類を提供できる。その他4府県では、
非認証店も通常営業が可能となった。ただし、千葉と埼玉以外では人数制限があり、東京、大阪、神奈川
では原則1テーブル4人以内とし、東京、大阪では認証店でワクチン接種済みを条件として5人以上の入店
を可能とした。

宿泊施設に対しては、宿泊客に限定した食事会場であれば、もともと営業時間や酒類の提供時間につい
て短縮要請はなかった。ただし、宿泊客以外も利用する食事会場には短縮要請が出されていたため、従っ
ていた宿泊施設もあった。今回の要請解除はプラスとなるだろう。政府がGo Toトラベルキャンペーンを
バージョンアップさせた「Go To 2.0」を検討していることもあり、見通しは明るい。

さらに、外国人渡航者に関して、世界的に行動制限が緩和されつつある。例えば、米国では昨年から原
則禁止していた33ヵ国からの入国を、ワクチン接種証明を条件として11月８日から認める。日本を含む規
制対象外の国は、これまで不要であったワクチンの接種証明が必要になるため、かえって入国条件が厳し
くなる。タイやインドなどでは、11月から本格的に外国人渡航者を受け入れる方針だ。

日本では、10月からワクチン接種などを条件に、入国者の待機期間を14日から10日間に短縮した。さ
らに11月８日、ビジネス目的の入国者に対しては、３日間に短縮した。外国人の延べ宿泊者数は、2021
年４月以降、前年同月比でプラスを維持しており、インバウンド需要の回復傾向は続くとみられる。

図表３ 地域別延べ宿泊者数の比較 (2019年8月 vs 2021年8月)

出所：宿泊旅行統計調査を基に筆者作成

万人泊 2019年8月 2021年8月 増減率

全国 6,323 3,098 -51%
北海道 392 220 -44%
東北 472 273 -42%
関東 1,741 869 -50%
北陸信越 559 272 -51%
中部 725 399 -45%
近畿 1,052 450 -57%
中国 284 153 -46%
四国 164 83 -50%
九州 582 277 -52%
沖縄 352 101 -71%

0 2,000 4,000 6,000 8,000

全国

北海道

東北

関東

北陸信越

中部

近畿

中国

四国

九州

沖縄

万人泊

2019年8月 2021年8月



業種番号 業種名 業種番号 業種名

6001 鉄道業 9004 ランドオペレーター（旅行サービス手配業

6002 第三セクター鉄道業 9005 シティホテル

6003 乗合バス事業 9006 ビジネスホテル

6004 高速バス事業 9007 リゾートホテル

6005 貸切バス事業 9008 旅館

6006 ハイヤー・タクシー業 9009 温泉

6007 内航船舶貸渡業 9010 リゾートマンション

6008 外航船舶貸渡業 9011 会員制リゾートクラブ

6014 長距離フェリー事業 9012 ペンション・民宿

6015 旅客船事業 9014 民泊仲介業

6016 外航クルーズ・旅客航路運航事業 9015 バケーションレンタル

6018 航空会社 9016 ユースホステル

6019 LCC（格安航空会社） 9017 投資型ホテル

9001 旅行業 9018 カプセルホテル

9002 旅行代理店 9020 ゲストハウス

9003 旅行・ホテル予約仲介サイト 9021 みやげ品店

出所：株式会社きんざい出版部

図表4 『第 14 次業種別審査事典』対象業種


集計表(公表用)

				主　　要　　旅　　行　　業　　者　　の　　旅　　行　　取　　扱　　状　　況　　速　　報

				各　社　別　内　訳　（平成31年4月～令和2年3月計） ヘイセイ ネン ガンネン ガツ レイワ ケイ
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		1		JTB（11社計　＊2） シャ ケイ		544,826,432		593,421,136		91.8		97,871,169		92,500,539		105.8		934,442,665		1,007,301,226		92.8		1,577,140,266		1,693,222,901		93.1

		2		KNT-CTホールディングス（13社計　＊3）		153,725,476		164,841,288		93.3		24,822,290		23,245,681		106.8		280,743,874		308,215,604		91.1		459,291,640		496,302,572		92.5

		3		（株）日本旅行		109,666,876		126,950,891		86.4		47,564,716		44,724,243		106.4		267,710,856		278,164,101		96.2		424,942,448		449,839,235		94.5

		4		阪急交通社（3社計　＊4） ハンキュウ コウツウシャ シャ ケイ		203,316,823		229,832,713		88.5		3,662,706		3,454,439		106.0		128,626,149		136,683,985		94.1		335,605,678		369,971,137		90.7

		5		（株）ジャルパック		44,845,096		52,585,398		85.3		36,487		62,101		58.8		133,377,710		138,163,200		96.5		178,259,293		190,810,699		93.4

		6		ANAセールス（株） カブ		22,489,646		22,082,338		101.8		1,315,897		1,314,152		100.1		149,955,256		156,287,084		95.9		173,760,799		179,683,574		96.7

		7		東武トップツアーズ（株） トウブ カブ		28,172,628		32,267,818		87.3		7,576,337		7,899,416		95.9		86,766,417		95,233,917		91.1		122,515,381		135,401,151		90.5

		8		（株）ジェイアール東海ツアーズ カブ トウカイ		1,539,893		1,692,226		91.0		2,361,370		1,817,061		130.0		77,613,075		93,544,174		83.0		81,514,339		97,053,461		84.0

		9		名鉄観光サービス（株） メイテツ カンコウ カブ		15,182,290		16,402,635		92.6		2,201,467		2,489,950		88.4		69,993,164		76,524,719		91.5		87,376,921		95,417,304		91.6

		10		（株）農協観光		6,688,538		8,063,476		82.9		1,154,169		955,579		120.8		50,066,316		58,221,950		86.0		57,909,023		67,241,005		86.1

				エアトリ（4社計　＊5）		56,339,392		53,750,485		104.8		0		433,976		　　－　　		62,258,991		66,447,534		93.7		118,598,383		120,631,995		98.3

				（株）読売旅行		7,037,670		7,394,482		95.2		121,726		140,310		86.8		28,621,892		33,619,393		85.1		35,781,288		41,154,185		86.9

				(株）びゅうトラベルサービス カブ		684,598		920,011		74.4		2,728,281		2,540,982		107.4		40,586,734		47,139,237		86.1		43,999,612		50,600,230		87.0

				日通旅行（株） ニッツウ リョコウ		24,183,257		30,756,222		78.6		1,183,410		1,021,952		115.8		6,571,082		8,140,059		80.7		31,937,749		39,918,233		80.0

				（株）日立トラベルビューロー		17,701,451		20,876,006		84.8		22,188		36,653		60.5		13,374,684		14,685,292		91.1		31,098,323		35,597,951		87.4

				西鉄旅行（株） ニシテツ リョコウ		10,084,988		13,578,662		74.3		347,471		500,453		69.4		18,890,612		21,221,545		89.0		29,323,071		35,300,660		83.1

				日新航空サービス（株）		41,238,764		49,023,124		84.1		0		0		　　－　　		4,041,303		4,297,612		94.0		45,280,067		53,320,736		84.9

				ビッグホリデー（株）		3,932,845		4,413,771		89.1		0		0		　　－　　		49,846,770		56,908,905		87.6		53,779,615		61,322,676		87.7

				エムオーツーリスト（株）		33,254,684		38,677,299		86.0		19,679		45,447		43.3		2,397,115		2,497,764		96.0		35,671,478		41,220,510		86.5

				T-LIFEホールディングス（株）（4社計　＊6）		7,195,337		9,020,320		79.8		2,516,511		2,627,493		95.8		23,291,588		29,183,947		79.8		33,003,436		40,831,760		80.8

				沖縄ツーリスト（株）		1,380,239		1,721,522		80.2		141,922		504,353		28.1		18,288,876		24,030,727		76.1		19,811,037		26,256,602		75.5

				（株）エヌオーイー カブ		28,236,318		33,257,005		84.9		149,247		114,422		130.4		2,271,888		1,738,075		130.7		30,657,453		35,109,502		87.3

				郵船トラベル（株） ユウセン		23,004,085		29,293,293		78.5		0		0		　　－　　		2,559,375		2,640,088		96.9		25,563,460		31,933,381		80.1

				（株）IACEトラベル カブ		19,785,246		22,479,933		88.0		0		0		　　－　　		3,982,087		4,177,882		95.3		23,767,333		26,657,815		89.2

				（株）旅工房 カブ タビ コウボウ		31,279,338		27,314,804		114.5		631,146		642,378		98.3		1,112,571		1,229,292		90.5		33,023,055		29,186,474		113.1

				京王観光（株）		3,393,221		4,244,499		79.9		488,024		289,389		168.6		12,734,072		18,340,918		69.4		16,615,317		22,874,806		72.6

				（株）トヨタツーリストインターナショナル カブ		12,294,612		14,446,437		85.1		0		21,752		　　－　　		1,925,300		2,572,567		74.8		14,219,912		17,040,756		83.4

				富士急トラベル（株）		240,173		316,356		75.9		75,713		36,005		210.3		4,189,815		3,977,132		105.3		4,505,701		4,329,493		104.1

				メルコトラベル（株） カブ		5,758,425		7,688,253		74.9		30,093		38,464		78.2		7,622,675		8,629,660		88.3		13,411,193		16,356,377		82.0

				WILLER（株） カブ		0		0		　　－　　		812,215		828,215		98.1		16,811,845		18,085,141		93.0		17,624,060		18,913,356		93.2

				九州旅客鉄道（株） キュウシュウ リョキャク テツドウ		170,195		486,200		35.0		0		0		　　－　　		3,510,537		7,544,683		46.5		3,680,732		8,030,883		45.8

				小　　　　　　　　　計		1,457,648,536		1,617,798,602		90.1		197,834,233		188,285,406		105.1		2,504,185,295		2,725,447,412		91.9		4,159,668,064		4,531,531,420		91.8
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				（株）南海国際旅行 カブ ナンカイ コクサイ リョコウ		3,299,878		4,023,831		82.0		436,612		393,404		111.0		9,840,841		11,188,565		88.0		13,577,331		15,605,800		87.0

				（株）フジ・トラベル・サービス カブ		2,126,407		2,134,034		99.6		99,189		111,572		88.9		8,602,344		10,588,527		81.2		10,827,940		12,834,133		84.4

				イオンコンパス（株） カブ		4,409,321		5,125,756		86.0		326,127		344,126		94.8		10,470,002		10,521,127		99.5		15,205,450		15,991,009		95.1

				（株）日産クリエイティブサービス カブ ニッサン		7,880,259		10,946,257		72.0		0		0		　　－　　		2,173,777		2,328,256		93.4		10,054,036		13,274,513		75.7

				京成トラベルサービス（株） ケイセイ カブ		742,361		948,913		78.2		18,279		17,457		104.7		12,206,573		12,847,666		95.0		12,967,213		13,814,036		93.9

				（株）小田急トラベル カブ オダキュウ		2,576,733		2,926,401		88.1		145,990		233,125		62.6		9,059,530		10,868,738		83.4		11,782,253		14,028,264		84.0

				ケイライントラベル（株） カブ		5,245,561		6,181,194		84.9		0		8,412		　　－　　		262,245		387,862		67.6		5,507,806		6,577,468		83.7

				北海道旅客鉄道（株） ホッカイドウ リョカク テツドウ カブ		602,832		744,722		80.9		0		0		　　－　　		5,729,560		8,932,831		64.1		6,332,391		9,677,552		65.4

				名鉄観光バス（株） メイテツ カンコウ カブ		343,843		152,102		226.1		121,203		112,188		108.0		5,466,227		6,085,521		89.8		5,931,273		6,349,811		93.4

				（株）ヤマハトラベルサービス カブ		3,466,662		4,278,520		81.0		189,779		327,618		57.9		2,023,428		2,260,522		89.5		5,679,869		6,866,660		82.7

				（株）エスティーエートラベル カブ		5,106,663		5,142,247		99.3		0		0		　　－　　		0		0		　　－　　		5,106,663		5,142,247		99.3

				菱和ダイヤモンド航空サービス（株） リョウワ コウクウ カブ		4,650,448		4,864,340		95.6		0		0		　　－　　		93,550		101,936		91.8		4,743,998		4,966,276		95.5

				（株）トラベル日本 カブ		2,061,048		2,534,867		81.3		787		793		99.2		2,327,875		2,979,830		78.1		4,389,710		5,515,490		79.6

				西武トラベル（株） セイブ カブ		1,999,141		1,707,115		117.1		447,781		435,701		102.8		2,979,007		3,028,386		98.4		5,425,929		5,171,202		104.9

				（株）JAL JTAセールス カブ		0		0		　　－　　		0		0		　　－　　		2,233,553		2,905,726		76.9		2,233,553		2,905,726		76.9

				テック航空サービス（株） コウクウ カブ		4,714,691		5,328,129		88.5		0		0		　　－　　		114,111		111,618		102.2		4,828,802		5,439,747		88.8

				（株）三越伊勢丹ニッコウトラベル カブ		4,014,527		4,662,634		86.1		0		0		　　－　　		3,024,752		3,836,491		78.8		7,039,279		8,499,125		82.8

				小　　　　　　　　　計		53,240,374		61,701,062		86.3		1,785,747		1,984,396		90.0		76,607,375		88,973,602		86.1		131,633,496		152,659,059		86.2



				合　　　　　　　　　計		1,510,888,910		1,679,499,664		90.0		199,619,980		190,269,802		104.9		2,580,792,670		2,814,421,014		91.7		4,291,301,560		4,684,190,479		91.6















































				　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



＊1　日本の旅行会社によるインバウンド向けの旅行取扱いを指します。

＊2　JTBの11社内取引を相殺し、合計したものです。
　　　　※JTB11社・・・(株)JTB、(株)JTBグローバルマーケティング＆トラベル、(株)JTB沖縄、(株)JTB京阪トラベル、（株)エイ・ビー・アイ、(株)JTBメディアリテーリング、(株)JTBグランドツアー＆サービス、(株)朝日旅行、
                             （株）ＪＴＢビジネストラベルソリューションズ、（株）ＪＴＢガイアレック、(株)トラベルプラザインターナショナル

＊3　KNT-CTホールディングスの13社内取引を相殺し、合計したものです。
        ※KNT-CTホールディングス13社・・・クラブツーリズム(株)、(株)近畿日本ツーリスト北海道、(株)近畿日本ツーリスト東北、(株)近畿日本ツーリスト関東、(株)近畿日本ツーリスト首都圏、(株)近畿日本ツーリスト中部、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(株)近畿日本ツーリスト関西、　(株)近畿日本ツーリスト中国四国、　(株)近畿日本ツーリスト九州、　(株)近畿日本ツーリストコーポレートビジネス、(株)KNT-CTグローバルトラベル、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(株)KNT-CTウエブトラベル、(株)ユナイテッドツアーズ

＊4　阪急交通社の3社内取引を相殺し、合計したものです。
　　　　※阪急交通社3社・・・（株）阪急交通社、（株）阪急阪神ビジネストラベル、阪神トラベル・インターナショナル（株）

＊5　エアトリの主とする4社内取引を相殺し、合計したものです。
　　　　※エアトリ4社・・・（株）エアトリ（旧エボラブルアジア）、（株）エアトリ・インターナショナル（旧（株）エアトリ）、（株）エヌズ・エンタ-プライズ、（株）セブンフォーセブン

＊6　T-LIFEホールディングス（株）の4社内取引を相殺し、合計したものです。
        ※T-LIFEホールディングス（株）4社・・・（株）タビックスジャパン、東日観光（株）、トラベルイン（株）、（株）湯旅
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		観光庁 カンコウ チョウ
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		各　社　別　内　訳　（平成31年4月～令和2年3月計） ヘイセイ ネン ガンネン ガツ レイワ ケイ



						　　　　　合　　　　　　計						海 外 旅 行						　　　　外 国 人 旅 行						　　　　 国 内 旅 行

		順位 ジュンイ		会　　　　　　社　　　　　　名		取　扱　額		前年度取扱額 ド トリ		前年度 ド		取　扱　額		前年度取扱額 ド トリ		前年度 ド		取　扱　額		前年度取扱額 ド トリ		前年度 ド		取　扱　額		前年度取扱額 ド トリ		前年度 ド

						（千円）		　（千円） センエン		比％ ヒ		（千円）		　（千円） センエン		比％ ヒ		（千円）		　（千円） センエン		比％ ヒ		（千円）		　（千円） センエン		比％ ヒ

		1		JTB（11社計） シャ ケイ		1,577,140,266		1,722,746,450		93.1		544,826,432		590,016,710		91.8		97,871,169		86,148,581		105.8		934,442,665		1,046,581,159		92.8

		2		KNT-CTホールディングス（13社計）		459,291,640		487,629,553		92.5		153,725,476		392,150,254		93.3		24,822,290		38,370,817		106.8		280,743,874		57,108,482		91.1

		3		（株）日本旅行		424,942,448		491,324,043		94.5		109,666,876		154,502,210		86.4		47,564,716		21,059,348		106.4		267,710,856		315,762,485		96.2

		4		阪急交通社（3社計） ハンキュウ コウツウシャ シャ ケイ		335,605,678		433,856,146		90.7		203,316,823		120,444,161		88.5		3,662,706		40,068,346		106.0		128,626,149		273,343,639		94.1

		5		（株）ジャルパック		178,259,293		345,521,373		93.4		44,845,096		206,609,845		85.3		36,487		2,768,717		58.8		133,377,710		136,142,811		96.5

		6		ANAセールス（株） カブ		173,760,799		182,173,829		96.7		22,489,646		54,973,613		101.8		1,315,897		73,526		100.1		149,955,256		127,126,690		95.9

		7		東武トップツアーズ（株） トウブ カブ		122,515,381		192,684,586		90.5		28,172,628		22,800,456		87.3		7,576,337		1,021,087		95.9		86,766,417		168,863,043		91.1

		8		（株）ジェイアール東海ツアーズ カブ トウカイ		81,514,339		139,258,317		84.0		1,539,893		31,562,976		91.0		2,361,370		6,746,588		130.0		77,613,075		100,948,753		83.0

		9		名鉄観光サービス（株） メイテツ カンコウ カブ		87,376,921		99,746,105		91.6		15,182,290		50,992,708		92.6		2,201,467		1,924,585		88.4		69,993,164		46,828,812		91.5

		10		（株）農協観光		57,909,023		98,904,754		86.1		6,688,538		1,569,442		82.9		1,154,169		1,053,079		120.8		50,066,316		96,282,233		86.0

				～以下省略～ イカ ショウリャク				98,904,754						1,569,442						1,053,079						96,282,233

		11		名鉄観光サービス（株） メイテツ カンコウ カブ		92,926,736		90,377,971		102.8		16,402,634		15,560,782		105.4		2,489,950		2,008,149		124.0		74,034,152		72,809,040		101.7

		12		（株）農協観光		67,241,005		70,649,204		95.2		8,063,476		7,927,964		101.7		955,579		1,067,757		89.5		58,221,950		61,653,483		94.4

				（株）読売旅行		41,242,170		45,287,071		91.1		7,394,257		8,533,915		86.6		131,919		222,759		59.2		33,715,994		36,530,397		92.3

				(株）びゅうトラベルサービス カブ		50,510,401		49,105,969		102.9		930,993		886,857		105.0		2,429,633		993,509		244.6		47,149,775		47,225,603		99.8

				日通旅行（株） ニッツウ リョコウ		40,304,746		42,197,379		95.5		32,430,006		34,019,263		95.3		1,090,748		1,177,056		92.7		6,783,992		7,001,060		96.9

				（株）日立トラベルビューロー		35,597,945		34,406,601		103.5		20,861,860		21,074,939		99.0		36,651		72,678		50.4		14,699,434		13,258,984		110.9

				西鉄旅行（株） ニシテツ リョコウ		35,300,860		36,200,626		97.5		13,578,722		14,336,924		94.7		500,453		456,750		109.6		21,221,685		21,406,952		99.1

				日新航空サービス（株）		53,320,736		53,445,547		99.8		49,023,425		48,541,118		101.0		0		0		　　－　　		4,297,311		4,904,429		87.6

				ビッグホリデー（株）		61,322,676		60,369,410		101.6		4,413,771		4,235,342		104.2		0		0		　　－　　		56,908,905		56,134,068		101.4

				エムオーツーリスト（株）		41,226,612		42,563,747		96.9		38,683,401		39,543,084		97.8		45,447		61,407		74.0		2,497,764		2,959,256		84.4

				（株）タビックスジャパン		24,649,344		25,899,678		95.2		4,807,318		4,731,910		101.6		232,957		168,982		137.9		19,609,069		20,998,786		93.4

				沖縄ツーリスト（株）		26,256,602		29,709,269		88.4		1,721,522		1,472,053		116.9		504,353		776,678		64.9		24,030,727		27,460,538		87.5

				（株）エヌオーイー カブ		35,109,502		32,339,526		108.6		33,257,005		30,701,119		108.3		114,422		138,599		82.6		1,738,075		1,499,808		115.9

				郵船トラベル（株） ユウセン		31,933,781		30,349,956		105.2		29,293,693		27,854,400		105.2		0		0		　　－　　		2,640,088		2,495,556		105.8

				（株）IACEトラベル カブ		26,657,815		26,356,846		101.1		22,479,933		21,976,326		102.3		0		0		　　－　　		4,177,882		4,380,520		95.4

				（株）旅工房 カブ タビ コウボウ		29,186,474		24,312,293		120.0		27,314,804		23,096,475		118.3		642,378		659,750		97.4		1,229,292		556,068		221.1

				京王観光（株）		22,775,378		24,153,564		94.3		4,223,298		4,405,932		95.9		282,033		632,419		44.6		18,270,047		19,115,213		95.6

				（株）トヨタツーリストインターナショナル カブ		17,111,589		15,856,135		107.9		14,660,333		13,695,882		107.0		22,658		58,615		38.7		2,428,598		2,101,638		115.6

				東日観光（株） トウニチ カンコウ カブ		13,446,736		16,523,802		81.4		4,211,831		5,117,687		82.3		2,582,926		2,753,668		93.8		6,651,979		8,652,447		76.9

				メルコトラベル（株） カブ		16,356,377		16,346,394		100.1		7,688,253		7,281,041		105.6		38,464		31,784		121.0		8,629,660		9,033,569		95.5

				WILLER（株） カブ		24,083,469		18,206,613		132.3		0		0		　　－　　		1,004,459		853,724		117.7		23,079,010		17,352,889		133.0

				九州旅客鉄道（株） キュウシュウ リョキャク テツドウ		8,030,883		14,382,215		55.8		486,200		1,057,638		46.0		0		0		　　－　　		7,544,683		13,324,577		56.6

				小　　　　　　　　　計		5,076,964,983		4,992,884,972		101.7		2,060,248,201		1,961,673,026		105.0		239,412,563		211,368,958		113.3		2,777,304,220		2,819,842,988		98.5

				　



				合　　　　　　　　　計		4,291,301,560		5,142,427,919		91.6		1,510,888,910		2,020,982,174		90.0		199,619,980		213,768,405		104.9		2,580,792,670		2,907,677,340		91.7
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Sheet1

		業種番号		業種名		業種番号		業種名

		6001		鉄道業		9004		ランドオペレーター（旅行サービス手配業

		6002		第三セクター鉄道業		9005		シティホテル

		6003		乗合バス事業		9006		ビジネスホテル

		6004		高速バス事業		9007		リゾートホテル

		6005		貸切バス事業		9008		旅館

		6006		ハイヤー・タクシー業		9009		温泉

		6007		内航船舶貸渡業		9010		リゾートマンション

		6008		外航船舶貸渡業		9011		会員制リゾートクラブ

		6014		長距離フェリー事業		9012		ペンション・民宿

		6015		旅客船事業		9014		民泊仲介業

		6016		外航クルーズ・旅客航路運航事業		9015		バケーションレンタル

		6018		航空会社		9016		ユースホステル

		6019		LCC（格安航空会社）		9017		投資型ホテル

		9001		旅行業		9018		カプセルホテル

		9002		旅行代理店		9020		ゲストハウス

		9003		旅行・ホテル予約仲介サイト		9021		みやげ品店

		出所：株式会社きんざい出版部
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