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株主の皆さまには、ますますご清栄のこととお喜び申し

上げます。

平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

ここに第135期中間報告書（平成20年4月1日から平成

20年9月30日まで）をお届けするにあたり、ひとことご挨

拶申し上げます。

当期間におけるわが国経済は、原油および原材料価格の高

騰や米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混

乱が企業収益や個人消費に悪影響を及ぼし、景気の後退が懸

念される状況で推移いたしました。

このような情勢下にありまして、当社グループ各社は各部

門において積極的な増収策を図るとともに、経費の節減なら

びに経営全般の効率化に取り組んでまいりました。

この結果、当期間における売上高は600億9千4百万円、

営業利益は23億9千5百万円、経常利益は20億6千3百万

円、四半期純利益は10億1千9百万円となりました。

当期の中間配当金につきましては、株主の皆さまへの安定

的な配当を重視する観点から、10月28日開催の取締役会

におきまして1株につき2円50銭と決定させていただきま

したので、ご報告申し上げます。

今後の見通しにつきましては、金融危機がもたらす実体

経済への影響や原油価格の動向に対する懸念など、当社グ

ループを取り巻く経営環境は依然として予断を許さない状

況にあります。このような環境の下、当社を中心とする神

奈川中央交通グループは、各社の経営基盤のさらなる強化

を図るとともに、経営理念である「お客さまの『かけがえ

のない時間（とき）』と『ゆたかなくらし』の実現」を目指

してまいります。

株主の皆さまには、より一層のご支援、ご指導を賜ります

ようお願い申し上げます。

平成20年11月
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株 主 の 皆 さ ま へ

�橋　幹�取締役社長�



乗合業においては、始発時刻の繰上げや終車時刻の延長など、
旅客のニーズに合わせたきめ細かいダイヤ改正を行うことにより、
利用の促進を図りました。
また、相模鉄道株式会社に代わり、これまで同社で運行してい

た県営細谷戸団地の輸送を8月より当社が行い、効率的な運行を図
り収益の拡大に努めました。
さらに、小田急電鉄株式会社と連携して実施しているバスと電

車の一体的かつリアルタイムな運行情報提供サービス「バス・鉄
道運行情報システム」を9月より相模原・町田・多摩地区に拡大し、
利便性の向上を図りました。
以上のように、新規顧客の獲得など営業努力を重ねたほか、利用

客数も堅調に推移したことから増収となりました。
乗用業においては、一部の特殊車両を除く全乗用車両へのETC

搭載を5月に完了するなど顧客サービスの向上に努めましたが、需
要の低迷や乗務員不足などによる稼働減により減収となりました。
また、貸切業においては積極的な営業活動を展開したことにより
稼働が増加し、増収となりました。
以上の結果、一般旅客自動車運送事業全体の売上高は311億

4千5百万円（前年同期比0.8％増）となりましたが、燃料費およ
び減価償却費の負担増により、営業利益は6億1千2百万円（前年
同期比59.3％減）となりました。
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一般旅客自動車運送事業

不動産事業 自動車販売事業

分譲業においては、平塚市花水台にて3棟の建売分譲を行うとと
もに、平塚市めぐみが丘の新規分譲に向けた営業活動を積極的に
推進いたしました。
賃貸業においては、3月に閉店したスクランブル厚木店を改装し、
4月より貸店舗として賃貸を開始するとともに、6月より町田市森
野貸店舗の賃貸を開始いたし
ました。
以上の結果、不動産事業全

体の売上高は22億1千5百万
円（前年同期比15.2％増）、
営業利益は8億7千8百万円
（前年同期比9.4％増）となり
ました。

自動車販売事業においては、メルセデス認定中古車を扱う「メ
ルセデス・ベンツ厚木サーティファイドカーセンター」を6月に新
規開業し収益の拡大を図りましたが、景気低迷による新車の買い
控え傾向により、商用車、輸入車ともに新車販売台数が減少いた
しました。
以上の結果、自動車販売事

業全体の売上高は124億1千2
百万円（前年同期比17.9％
減）、営業損失は9百万円（前
年同期は営業利益1億7千9百
万円）となりました。

事 業 の 概 況（ 連 結 ）

新規開業した「メルセデス・ベンツ厚木
サーティファイドカーセンター」

新たに賃貸を開始した町田市森野貸店舗
（「フードワン森野店」）

9月に導入された新型貸切車両

相模鉄道株式会社に代わり当社が運行を開始した細谷戸団地線



飲食・娯楽業においては、季節限定メニューや各種キャンペー
ンの実施、既存店舗のリニューアルを行うなど、顧客満足度の向
上と新規顧客の獲得に努めました。
ホテル業においては、季節の食材を生かした各種イベントの実

施や、開業10周年の東光苑狛江店、開業1周年のPIZZA
SALVATORE CUOMOセンター南店において、感謝イベントを
開催するなど集客力の強化を図りました。
また、このほかの各事業においても積極的な営業活動を推進し、

総合ビルメンテナンス業の受注増やリサイクル業の取扱量増加な
どによって売上高が増加いたしました。
以上の結果、その他の事業全体の売上高は96億4千3百万円

（前年同期比0.4％増）、営業利益は6億7千万円（前年同期比
17.6％増）となりました｡
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レジャー・スポーツ事業

流通事業

その他の事業

遊技場業においては、スクランブル田谷店にて多様な施策を実
施したことにより売上高が増加いたしましたが、スクランブル厚
木店を3月に閉店したことにより減収となりました。
このほか、ゴルフ場業、スポーツ施設業、温浴業においても積

極的な営業活動に努めたものの、個人消費の低迷により各施設に
おいて利用客数が伸び悩みました。
以上の結果、レジャー・スポーツ事業全体の売上高は53億4千

8百万円（前年同期比14.0％減）、営業利益は1億6千7百万円
（前年同期比53.4％減）となりました。

流通事業においては、原油価格高騰による軽油等燃料販売単価
の増加により、石油製品の売上高が増加いたしました。また、平
成19年9月に不採算部門であったストア業の営業を終了したこと
により売上高は減少したものの、収支の改善が図られました。
以上の結果、流通事業全体の売上高は61億1千2百万円（前年

同期比1.8％減）、営業利益は1億3千8百万円（前年同期比
48.7％増）となりました。

事業の種類別セグメント情報（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）
（単位：百万円）

連結消去
又は全社計その他

の事業流通事業レジャー・
スポーツ事業

自動車
販売事業不動産事業一般旅客自動車

運送事業

外部顧客に対する売上高 31,019 2,210 10,848 5,323 2,328 8,363 60,094 0 60,094 

セグメント間の内部売上高又は振替高 125 5 1,563 24 3,784 1,279 6,782 (6,782) 0 

売上高計 31,145 2,215 12,412 5,348 6,112 9,643 66,876 (6,782) 60,094

営業費用 30,532 1,336 12,421 5,180 5,973 8,972 64,418 (6,719) 57,698

営業利益 612 878 △9 167 138 670 2,458 (62) 2,395 

リニューアルした
「はなまるうどん横浜港南中央店」

開業10周年を迎えた
「東光苑狛江店」
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連結貸借対照表の要旨

●資産の部

流動資産 20,325 20,753

固定資産 128,444 126,981

有形固定資産 110,192 107,980

無形固定資産 769 796

投資その他の資産 17,482 18,205

資産合計 148,769 147,735

●負債の部

流動負債 59,591 55,833

固定負債 62,809 66,001

負債合計 122,400 121,835

●純資産の部

株主資本 21,758 20,905

評価・換算差額等 2,267 2,694

少数株主持分 2,343 2,300

純資産合計 26,368 25,900

負債純資産合計 148,769 147,735

（単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間末
平成20年9月30日現在

前連結会計年度末
平成20年3月31日現在

期別
科目

1

資産の部1

総資産は、自動車販売事業において受取手形及び売掛金
が減少しましたが、リース会計基準を早期適用し、リース
資産32億9千8百万円を計上したことなどにより、前期末
に比べ10億3千3百万円増加（前期末比0.7％増）し、
1,487億6千9百万円となりました。

負債の部2

負債は、借入金の返済や社債の償還が進みましたが、リ
ース債務38億1千2百万円を計上したことなどにより、
前期末に比べ5億6千5百万円増加（前期末比0.5％増）
し、1,224億円となりました。

純資産の部3

純資産は、四半期純利益による利益剰余金の増加などに
より、前期末に比べ4億6千8百万円増加（前期末比
1.8％増）し、263億6千8百万円となりました。

2

3

連 結 財 務 諸 表
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（単位：百万円）
連結損益計算書の要旨

売上高 60,094 64,008

売上原価 49,220 51,465

売上総利益 10,873 12,543

販売費及び一般管理費 8,478 9,103

営業利益 2,395 3,439

営業外収益 373 329

営業外費用 705 781

経常利益 2,063 2,987

特別利益 122 128

特別損失 354 518

税金等調整前四半期（中間）純利益 1,831 2,598

法人税、住民税及び事業税 466 412

法人税等調整額 284 746

少数株主利益（控除） 59 88

四半期（中間）純利益 1,019 1,351

当第2四半期連結累計期間
平成20年4月 1日から
平成20年9月30日まで

前中間連結会計期間（ご参考）
平成19年4月 1日から
平成19年9月30日まで

期別

科目

売上高及び営業利益、四半期純利益4

売上高は一般旅客自動車運送事業において、路線譲受
などにより増収となったものの、自動車販売事業におい
て新車販売台数が減少したことや、遊技場業においてス
クランブル厚木店を3月に閉店したことなどにより、39
億1千4百万円の減収となりました。
営業利益は燃料費や減価償却費の増加などにより10億
4千4百万円の減益となり、四半期純利益については、
3億3千1百万円の減益となりました。

4

4

4
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（単位：百万円）
連結キャッシュ・フロー計算書の要旨

当第2四半期連結累計期間
平成20年4月 1日から
平成20年9月30日まで

前中間連結会計期間（ご参考）
平成19年4月 1日から
平成19年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,007 4,844

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,545 △3,640

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,919 △1,250

現金及び現金同等物の増減額 △457 △46

現金及び現金同等物の期首残高 4,099 4,553

現金及び現金同等物の 3,641 4,507
四半期末（中間期末）残高

期別

科目

営業活動によるキャッシュ・フロー5

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四
半期純利益18億3千1百万円に減価償却費42億9千1百
万円などを加減した結果、資金収入は70億7百万円
（前期比44.6％増）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー6

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得
による支出が28億9千万円ありましたが、固定資産の売
却や貸付金の回収による収入により、資金支出は25億
4千5百万円（前期比30.1％減）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー7

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済
や社債の償還などにより、資金支出は49億1千9百万円
（前期比293.4％増）となりました。

5

6

7

連 結 財 務 諸 表

当期から四半期報告制度の開始に伴い、連結損益計算書
ならびに連結キャッシュ・フロー計算書につきましては、
第2四半期連結累計期間の数値を掲載しております。
なお、前中間期につきましては、参考数値として掲載
しております。

連結財務諸表作成にあたって



ト�ピ�ッ�ク�ス�

自転車利用者の方々を対象に�
「交通ルール講習会」を各地で開催しました�

　当社では、自転車利用者に対する交通安全運動の

一環として、所轄警察・交通安全協会・市役所・地元自治

会等のご協力を得て、交通ルール講習会を各営業所に

て開催しました。�

　これまで、横浜・戸塚・茅ヶ崎・平塚・厚木・伊勢原・町田

の各営業所および各神奈交バス等で実施し（平成20年

度内に全営業所で実施予定）、正しい自転車の乗り方に

ついてご理解いただきました。�

　また、バスの走行特性を理解していただくため、

オーバーハングを間近で体感していただくとともに、

実際に運転席に座り運転士の視点でバスの死角を体験

していただくなど、参加・体験・実践型の交通安全教育に

取り組んでいます。�

運転士の視点でバスの死角を体験。�

バスのオーバーハングを間近で体感。�

自転車でのバス側方通過について、指導員から学びます。�
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【県立相模原公園】

県立相模原公園は広々とした芝生広場、メタセコイア並木に囲まれたフランス風庭園、温室、花菖蒲園、雑木林
など緑と花と水で構成され、家族連れやグループでのびのびと楽しめる潤いと癒しが得られる大らかな公園と
なっています。
温室「グリーンハウス」では色鮮やかな花々が楽しめるほか、ギャラリーでは年間を通じて写真や絵画などの

展示が行われ、また、緑の相談コーナーでは植物に関する各種相談に応じています。
また、紅葉がピークを迎えるころにはメタセコイア並木が期間限定でライトアップされ、幻想的な秋の夜を演出
します。「グリーンハウス」の館内はクリスマスムード満点で、2階展望室から見るライトアップも魅力的です。
開園時間は7：00～19：00、ライトアップ期間や時間についての詳細は、相模原公園管理事務所

（042－778－1653）へお問合わせください。

県立相模原公園へのお出かけには�県立相模原公園へのお出かけには�

●小田急線相模大野駅より当社バス大15系統原当麻駅・古山経由上溝行（北口2番乗り場）「県立相模原公園前」
下車または大60系統女子美術大学行（北口3番乗り場）終点下車�
※大60系統女子美術大学行の乗り場は、平日7～9時台に限りグリーンホール前（伊勢丹横市営立体駐車場1階）となります。�

●お問合わせ　相模原営業所　042－778－6793
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●●会社概要（平成20年9月30日現在）

商　　号 神奈川中央交通株式会社
本　　社 〒254-0811

神奈川県平塚市八重咲町6番18号
設　　立 大正10年6月5日
資 本 金 31億6,000万円
従業員数 2,754名（男性2,647名、女性107名）
事業内容 旅客自動車運送事業、不動産業、

飲食・娯楽業、ホテル業

●●役　員（平成20年9月30日現在）

取締役社長 �橋　　幹
専務取締役 北村　公男
専務取締役 三澤　憲一
常務取締役 堀　　康紀
常務取締役 福山　　裕
常務取締役 石井　　豊
常務取締役 金子　茂浩

取　締　役 福田　範昭
取　締　役 大木　芳幸
取　締　役 大須賀�彦
取　締　役 山木　利満
常勤監査役 長尾　忠一
常勤監査役 大木　幸治
監　査　役 石出　宗秀
監　査　役 冨永　靖雄

●●株式の状況（平成20年9月30日現在）

発行可能株式総数 ............................................2億5,200万株
発行済株式の総数...................................................6,300万株
株主数 ..........................................................................5,765名

●●大株主（平成20年9月30日現在）

株主名 所有株式数（千株）

小田急電鉄株式会社 27,862

株式会社横浜銀行 3,100

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（中央三井アセット信託銀行再信託分・ 1,153
CMTBエクイティインベストメンツ株式会社信託口）

第一生命保険相互会社 1,000

横浜ゴム株式会社 1,000

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
1,000（中央三井信託銀行退職給付信託口）

長尾　忠一 966

株式会社みずほコーポレート銀行 662

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4G） 639

朝日生命保険相互会社 600

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

剰余金の配当の基準日 （1）中間配当　毎年9月30日　（2）期末配当　毎年3月31日

定時株主総会の基準日 毎年3月31日

定時株主総会 毎年6月

公告方法 電子公告といたします。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、

日本経済新聞に掲載して行います。

〈電子公告掲載URL〉http://www.kanachu.co.jp/ir/index.html

株主名簿管理人 〒105-0014 東京都港区芝三丁目33番1号

中央三井信託銀行株式会社

同事務取扱所 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

電話　0120-78-2031（フリーダイヤル）

同取次所 中央三井信託銀行株式会社　全国各支店

日本証券代行株式会社　本店及び全国各支店

（お知らせ）
住所変更、単元未満株式買取請求、名義書換請求及び配当金振込指定に必
要な各用紙のご請求は、下記株主名簿管理人中央三井信託銀行のフリーダ
イヤルまたはホームページをご利用ください。
●フリーダイヤル　0120-87-2031（24時間受付：自動音声案内）
●ホームページ　http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html

会社の概況

株主メモ



株主優待制度のご案内

●●株主優待乗車券・株主優待乗車証
株主優待乗車券（回数券式）及び株主優待乗車証（定期券式）は、毎年3月31日及び9月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に
記載または記録された1,000株以上ご所有の株主の皆様に対して、その所有株式数に応じて発行いたします。（それぞれ有効期間6ヶ
月間、5月下旬及び11月下旬発送。）
なお、株主名簿と実質株主名簿に記載または記録された株主様が同一人と認められるときは、それぞれの株式数を合算し発行いたします。
また、株主優待乗車証は申請により発行し、持参人御一名様がご利用になれます。

■株主優待乗車券及び株主優待乗車証発行基準

●●グループ会社割引券等
当社のグループ会社の割引券等は、毎年3月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された全株主の皆さまに対して
発行いたします。（それぞれ有効期間1年間、6月下旬発送。）

※直営店 らーめん花樂　全店、はなまるうどん（横浜港南中央店・イトーヨーカドー立場店・ミスターマックス湘南藤沢店）、サーティワンアイスクリーム（平塚ロードサイド店・OSC湘南シティ店・
愛川中津ロードサイド店・立場イトーヨーカドー店）、ミスタードーナツ（橋本駅前ショップ・上溝ショップ・原町田ショップ・ミスターマックス町田多摩境ショップ）、ケンタッキー
フライドチキン（秦野駅前店・渋沢駅前店）、ドトールコーヒーショップ（相模原駅前店・秦野北口店・大和鶴間イトーヨーカドー店・立場イトーヨーカドー店・上野浅草通り店・上野中央通り店）、
カラオケドレミファクラブ（戸塚店）

【ご注意】 ●（株）神奈中システムプランの割引券は上記直営店のみでご利用いただけます。
●ご利用可能店舗及び施設は平成20年10月現在のものです。

ご所有株式数�

1,000株以上� 3,000株未満� ―�

―�

―�

―�

―�

―�

3,000株以上� 5,000株未満�

5,000株以上� 10,000株未満�

10,000株以上� 15,000株未満�

15,000株以上� 20,000株未満�

20,000株以上� 25,000株未満�

株主優待乗車券（回数券式）�
種別及び発行枚数（6ヶ月につき）�

株主優待乗車証（定期券式）�

全路線1枚（※）�25,000株以上� 40,000株未満�

全路線1枚�40,000株以上� 100,000株未満�

全路線2枚�100,000株以上� 500,000株未満�

全路線3枚�500,000株以上� 1,000,000株未満�

全路線5枚�

10枚�

20枚�

30枚�

40枚�

50枚�

70枚�

100枚（※）�

50枚�

50枚�

50枚�

50枚�1,000,000株以上�

会社名�
（株）グランドホテル神奈中� 宿泊、飲食、ケーキ等の10％割引券� 6枚�

6枚�

10枚�

10枚�

2枚�

10枚�

中伊豆グリーンクラブプレー代などの総額から1,000円割引券�

神奈中平塚ボウル1ゲーム無料券�

ライフティック平塚・秦野利用料300円券�

神奈中インドアゴルフスクール（平塚・小田原）レッスン60分無料券�

欄外※の直営店での10％割引券�

（株）クリエイトL＆S

（株）神奈中システムプラン�

割引券等の内容� 発行枚数（1年につき）�

〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町6番18号　電話　0463-22-8800

ホームページアドレス　http://www.kanachu.co.jp/

※25,000株以上40,000株未満ご所有の株主の方につきましては、株主優待乗車券または株主優待乗車証のいずれかの選択となります。


