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極的に打ち出すことにより、環境負荷を軽減する取り
組みも進めてまいります。

　このほか、不動産事業、自動車販売事業、レジャー・ス
ポーツ事業、流通事業、その他の事業につきましても、
各社の経営基盤を一層強化し収益力の向上を図ってゆ
くとともに、リスクマネジメントへの取り組みを徹底
し、安定的に発展してゆく企業グループを確立するこ
とによって、グループ全体としての企業価値向上に取
り組んでまいります。

　これらの課題を着実に実行し、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ので、株主の皆さま
には、引き続きより一層のご支援、ご指導を賜りますよ
うお願い申し上げます。

平成21年6月

株 主 の 皆 さ ま へ

財務ハイライト（連結）

　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期報告書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
の高騰や米国に端を発した世界的な金融危機の拡大に
よる株式・為替市場の混乱が実体経済へ悪影響を及ぼ
し、企業収益の減少や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷
が続くなど、景気の後退が鮮明になりました。　
　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、当期における売上高は、1,148億1千1百
万円、営業利益は42億9千6百万円、経常利益は35億
5千7百万円、当期純利益は16億7千4百万円となりま
した。

　当期の期末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、中間配当金と同
様、1株につき2円50銭とさせていただきました。

　今後の見通しにつきましては、世界的な景気後退の
影響が続くと予想されるなか、不安定な金融情勢や原
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。
　このような情勢のもとで、一般旅客自動車運送事業
におきましては、高効率な輸送手段である連節バス導
入に向けた取り組みを引き続き推進するとともに、リ
アルタイムのバス運行情報提供エリア拡大に向けバス
ロケーションシステムの導入をさらに進めるなど、お
客さまにより「便利さ」「快適さ」を実感していただける
サービスの提供に努めてまいります。また、運輸安全マ
ネジメント制度に基づき、セイフティレコーダの導入
を進めるなど安全管理体制の充実を図ってゆくととも
に、自家用車等からバス利用への転換を促す施策を積

取締役社長　髙	橋	　幹
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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

レジャー・スポーツ事業

流通事業

その他の事業

●当社
●神奈中観光（株）
●相模中央交通（株）
●神奈中ハイヤー（株）
　ほか11社

●当社
●（株）神奈中システムプラン
●（株）グランドホテル神奈中
　ほか8社

●当社
●相模中央交通（株）
●神中興業（株）

●神奈川三菱ふそう
　自動車販売（株）
●神奈中相模ヤナセ（株）

●（株）クリエイトL&S

●（株）神奈中商事

セグメント別売上高構成比

全事業売上高

一般旅客自動車運送事業

52.5%
（60,276百万円）

不 動 産 事 業

3.9%
（4,465百万円）

自 動 車 販 売 事 業

16.7%
（19,135百万円）

レジャー・スポーツ事業

9.3%
（10,677百万円）

流 通 事 業

3.7%
（4,250百万円）

そ の 他 の 事 業

13.9%

114,811

（16,005百万円）

百万円

※外部顧客に対する売上高を記載しており、セグメント間の
　内部売上高又は振替高は含まれておりません。

神奈中ハイヤー（株）

当社建売住宅「湘南めぐみが丘」

環境にやさしいトラック「スーパーグレート」

野天湯元・湯快爽快くりひら店

箱根湯本駅新駅舎のサイン

グランドホテル神奈中 平塚

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
を行うとともに、横浜市営バスや相模鉄道株式会社から
の路線移管などにより利用客数が増加いたしました。
また、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・多摩地区に拡大するとともに、ICカード「PASMO」の
全営業所への導入を3月に完了し、利便性の向上を図り
ました。
さらに、バスの利用を促進することによる環境負荷の
軽減を目指す取り組みとして、営業所の一部を無料の自
転車駐輪場として整備し、バスへの乗り継ぎを容易にす
る「サイクル＆バスライド」を10月より平塚営業所・町田
営業所・峡の原操車所に拡大いたしました。また、3月に
は、自転車をバス前面に積載できる「自転車積載ラックバ
ス」の実証実験運行を茅ヶ崎駅南口発着の一部路線で開
始したほか、マイカー通勤からの転換を図るため割引率
を高め、あわせてカーボンオフセットを導入した通勤6
ヶ月定期券「グリーンエコパス」を企業等法人向けに発売
開始いたしました。
貸切業においては、同業他社との競争が厳しい事業環
境のなか、積極的な営業活動を推進したことにより増収
となりました。
乗用業においては、すべての一般乗用車両へのETC機
器搭載を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、景気悪化に伴う需要の低迷や、乗務員不足によ
る稼働の減少などにより減収となりました。
以上の結果、一般旅客自動車運送事業全体の売上高は
605億3千万円（前期比0.8％減）、営業利益は燃料費お
よび減価償却費の負担増により9億8千5百万円（前期比
25.0％減）となりました。

 一般旅客自動車運送事業

ICカード「PASMO」は全営業所で利用可能に

グ ル ー プ 概 要 事 業 の 概 況（ 連 結 ）

平塚営業所にも拡大した「サイクル＆バスライド」

3月に導入の新型貸切車両
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飲食・娯楽業においては、季節限定メニューの導入や各
種キャンペーンの実施、新規顧客の獲得に向けた既存店
舗のリニューアルを行うなど、積極的な営業活動を推進
したことにより増収となりました。
ホテル業においては、法人企業向けの宿泊サービスの
充実を図り競争力の強化に取り組みましたが、景気悪化
に伴う利用客数の減少により減収となりました。
また、その他の事業においては、総合ビルメンテナンス
業における受注やリサイクル業における取扱量が増加い
たしましたが、クリーニング業において不採算店舗を閉
店したことなどにより減収となりました。
以上の結果、その他の事業全体の売上高は184億6千
9百万円（前期比3.5％減）、営業利益は9億8千7百万円
（前期比1.2％減）となりました。

 不動産事業  自動車販売事業

 レジャー・スポーツ事業

 流通事業

 その他の事業

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、9月より新規分譲を開始した平塚市め
ぐみが丘にて3棟の建売分譲および2区画の宅地分譲を
行いました。
賃貸業においては、4月より厚木市下荻野貸店舗、6月よ
り町田市森野貸店舗および2月より座間市ひばりが丘貸
店舗の賃貸を開始し、増収を図りました。
以上の結果、不動産事業全体の売上高は44億7千7百
万円（前期比7.6％増）、営業利益は18億3百万円（前期比
8.4％増）となりました。

自動車販売事業においては、6月に開業した「メルセデ
ス・ベンツ厚木サーティファイドカーセンター」による輸
入中古車販売が堅調に推移いたしましたが、景気悪化に
伴う需要の低迷などにより、トラックなどの商用車や輸
入車の新車販売台数が大幅に減少いたしました。
以上の結果、売上高は218億2千4百万円（前期比
24.3％減）、営業損失は3千万円（前年同期は営業利益
3億4千3百万円）となりました。

スポーツ施設業においては、各施設において新規会員
の獲得などに努めたものの、「スポーツプラザ神奈中小田
原」内のボウリング施設を平成20年3月に閉店したこと
などにより減収となりました。　　
ゴルフ場業においては、近隣ゴルフ場との競争激化や
景気悪化に伴う個人消費の低迷などにより、利用客数が
伸び悩みました。
温浴業においては、「野天湯元・湯快爽快くりひら店」に
おいて開店時刻の繰上げや夜間割引の導入を行うなど新
たなニーズの開拓に努めたものの、「たや店」における近

石油製品等販売業においては、原油価格高騰による燃
料販売単価の増加により増収となりました。
物品販売業においては、各部門において積極的な営業
活動に努めたものの、資材・サイン工事部門における受
注減などにより減収となりました。
なお、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114億3千1百
万円（前期比11.3％減）、営業利益は3億3千5百万円
（前期比4.9％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21年3月31日まで） （単位：百万円）
一般旅客自動車

運送事業 不動産事業 自動車
販売事業

レジャー・
スポーツ事業 流通事業 その他

の事業 計 消去
又は全社 連結

外部顧客に対する売上高 60,276	 4,465	 19,135	 10,677	 4,250	 16,005	 114,811	 ─ 114,811	
セグメント間の内部売上高又は振替高 254	 11	 2,689	 49	 7,181	 2,464	 12,649	 (12,649) ─	
売上高計 60,530	 4,477	 21,824	 10,726	 11,431	 18,469	 127,461	 (12,649) 114,811	
営業費用 59,545	 2,674	 21,855	 10,327	 11,096	 17,482	 122,981	 (12,466) 110,515	
営業利益（損失△） 985	 1,803	 △30 399	 335	 987	 4,479	 (183) 4,296	

事 業 の 概 況（ 連 結 ）

隣施設との競争激化の影響などにより利用客数が減少い
たしました。
遊技場業においては、「スクランブル田谷店」において
多様な施策を実施し、集客力の向上を図ったことにより
順調に推移いたしましたが、「厚木店」を平成20年3月に
閉店したことにより減収となりました。
以上の結果、レジャー・スポーツ事業全体の売上高は
107億2千6百万円（前期比11.6％減）、営業利益は3億
9千9百万円（前期比20.2％減）となりました。

輸入中古車販売が堅調な
「メルセデス・ベンツ厚木サーティファイドカーセンター」

新規分譲を開始した
平塚市めぐみが丘（建売分譲地）

座間市ひばりが丘貸店舗
（「ウエルシア薬局　座間ひばりが丘店」）

リニューアルした「らーめん花樂田谷店」

確実で正確なビル設備管理

飲料空容器に特化したリサイクル事業
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「サイクル＆バスライド」エリアを拡大

「自転車積載ラックバス」の実証実験運行を開始

環境にやさしく、経済的なバス通勤定期券「グリーンエコパス」を発売

　環境にやさしい乗り物であるバスと自転車が、お互いの良さをさらに発揮できるよう、「サイクル＆バス
ライド」に続くバスと自転車のコラボレーションとして、平成21年3月より「自転車積載ラックバス」の実証
実験運行を開始いたしました。
　実証実験運行は、湘南海岸に並行して整備されたサイク
リングロードが沿線にある茅ヶ崎駅南口および辻堂駅南口
発着の一部系統において実施し、自転車積載が可能な路線
バス6両を導入いたしました。なお、6両のうち3両は、沿線
のお客さまにより親しんでいただけるよう、特別カラー車
両となっております。
　自転車の積み降ろしはご利用のお客さま各自で行って
いただく方式ですが、積載ラックは乗降口に近いバス前面
の設置であるとともに、容易に扱える構造となっておりま
すので、安心してご利用いただけます。

　「サイクル＆バスライド」とは、バス停付近に自転車駐輪場を整備し、自転車からバスへの乗り継
ぎを容易にすることによってお客さまの利便性向上を図り、自家用車などからバスのご利用へ転
換していただくことを目的とする取り組みです。
　当社では、平成18年4月に厚木営業所の敷地の一部を利用し、厚木市による自転車駐輪場整備に
協力したことに続き、平成20年10月には平塚・町田の各営業所、峡の原操車所（相模原営業所
管内）の3ヶ所において独自に自転車駐輪場を設置いたしました。

　平成21年3月より、企業等法人の皆さま向けに「グリーンエコパス」の発売を開始いたしました。
　「グリーンエコパス」は、『環境（エコロジー）』にやさしく、『経済的（エコノミカル）』な定期券です。企
業に通勤される従業員の方などを対象に一括して購入していただくことにより、従来の通勤定期券と
比較し、割引率を上げさせていただいております。これは、バスをご利用いただきやすくすることによ
りマイカー通勤からの転換を図り、自家用車利用の抑制につなげることを目指すものです。
　また、「グリーンエコパス」では、バス定期券において日本で初めてカーボンオフセットを導入してお
ります。自家用車利用の抑制によりCO2の排出削減に努めつつ、バスの運行により排出されるCO2に
ついては、「グリーンエコパス」の発売代金の一部を
他のCO2排出削減事業支援に活用することにより、
これを埋め合わせ（オフセット）する仕組みです。

バスをよりご利用いただきやすくするとともに、環境負荷の軽減を 目指す取り組みをすすめています。

バス定期券では初めてカーボンオフセットを導入した
「グリーンエコパス」

「自転車積載ラック」には簡単な操作で
自転車が載せられます。

町田営業所峡の原操車所（相模原営業所管内）厚木営業所（平成18年4月設置）

見　　本

ト ピ ッ ク ス
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連 結 財 務 諸 表

1

資産の部1

流動資産は、自動車販売事業における受取手形及び売掛
金の減少などにより、前期末に比べて45億４千２百万円
減少（前期末比21.9％減）し、162億１千１百万円となり
ました。
また、固定資産は、リース会計基準により、リース資産28
億１千８百万円を計上しましたが、投資有価証券の時価評
価が減少したことなどにより、前期末に比べて14億２千
７百万円減少（前期末比1.1％減）し、1,255億５千４百万
円となりました。
この結果、当期末の総資産は、前期末に比べて59億７千
万円減少（前期末比4.0％減）し、1,417億６千５百万円と
なりました。

負債の部2

負債は、リース債務31億４千６百万円を計上しました
が、自動車販売事業における支払手形及び買掛金の減少な
どにより、前期末に比べて55億２千１百万円減少（前期末
比4.5％減）し、1,163億１千３百万円となりました。
なお、借入金及び社債残高は、前期末に比べて32億８千
２百万円減少（前期末比4.3％減）し、735億９千６百万円
となりました。

純資産の部3

純資産は、前期末と比べて４億４千８百万円減少（前期末
比1.7％減）し、254億５千１百万円となりました。これは
主に当期純利益により利益剰余金が増加したものの、その
他有価証券評価差額金が減少したことによるものです。

2

3

売上高4

売上高は、乗合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景気悪化に伴う需要
の低迷などにより新車販売台数が大幅に減少したことや、
遊技場業においてスクランブル厚木店を閉店した影響など
により、前期に比べ97億７千７百万円減少（前期比7.8％
減）し、1,148億１千１百万円となりました。

4

5

6

営業利益5

営業利益は、一般旅客自動車運送事業における燃料費及
び乗合車両代替による減価償却費の負担増などにより、前
期に比べ５億４千５百万円減少（前期比11.3％減）し、42
億９千６百万円となりました。

当期純利益6

特別利益は、補助金収入が減少したことなどにより、前期
に比べ２億１千９百万円減少（前期比43.5％減）し、２億
８千４百万円となりました。また、特別損失は、固定資産除
却損の減少などにより、前期に比べ５億２千３百万円減少
（前期比38.8％減）し、８億２千６百万円となりました。
この結果、当期純利益は、２億５千２百万円増加（前期比
17.8％増）し、16億7千4百万円となりました。

連結貸借対照表の要旨 （単位：百万円）
期別

科目
当連結会計年度

平成21年3月31日現在
前連結会計年度

平成20年3月31日現在

●資産の部

流動資産 16,211 20,753

固定資産 125,554 126,981

　有形固定資産 108,888 107,980

　無形固定資産 702 796

　投資その他の資産 15,963 18,205

資産合計 141,765 147,735

●負債の部

　流動負債 52,984 55,833

　固定負債 63,329 66,001

負債合計 116,313 121,835

●純資産の部

株主資本 21,976 20,905

評価・換算差額等 1,169 2,694

少数株主持分 2,305 2,300

純資産合計 25,451 25,900

負債純資産合計 141,765 147,735

連結損益計算書の要旨 （単位：百万円）
期別

科目

当連結会計年度
平成20年4月  1日から
平成21年3月31日まで

前連結会計年度
平成19年4月  1日から
平成20年3月31日まで

売上高 114,811 124,588

売上原価 93,943 101,912

売上総利益 20,868 22,676

販売費及び一般管理費 16,572 17,834

営業利益 4,296 4,842

営業外収益 621 541

営業外費用 1,360 1,550

経常利益 3,557 3,833

特別利益 284 503

特別損失 826 1,350

税金等調整前当期純利益 3,014 2,986

法人税、住民税及び事業税 672 630

法人税等調整額 617 804

少数株主利益（控除） 50 129

当期純利益 1,674 1,421
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連 結 財 務 諸 表 単 体 財 務 諸 表

連結キャッシュ・フロー計算書の要旨 （単位：百万円）
期別

科目

当連結会計年度
平成20年4月  1日から
平成21年3月31日まで

前連結会計年度
平成19年4月  1日から
平成20年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,231 7,248

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,584 △7,611

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,277 △92

現金及び現金同等物の増減額 △630 △454

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期末残高 3,468 4,099

貸借対照表の要旨 （単位：百万円）
期別

科目
当期

平成21年3月31日現在
前期

平成20年3月31日現在

●資産の部
流動資産 6,027 5,662
固定資産 95,910 98,495
　有形固定資産 73,916 74,749
　無形固定資産 447 561
　投資その他の資産 21,546 23,185
資産合計 101,938 104,158
●負債の部
　流動負債 33,351 32,539
　固定負債 52,304 54,276
負債合計 85,655 86,816
●純資産の部
株主資本 15,234 15,165
評価・換算差額等 1,048 2,176
純資産合計 16,282 17,341
負債純資産合計 101,938 104,158

損益計算書の要旨 （単位：百万円）
期別

科目

当期
平成20年4月  1日から
平成21年3月31日まで

前期
平成19年4月  1日から
平成20年3月31日まで

売上高 53,746 53,269
売上原価 46,209 45,310
売上総利益 7,536 7,959
販売費及び一般管理費 5,316 5,093
営業利益 2,219 2,865
営業外収益 404 380
営業外費用 1,053 1,054
経常利益 1,570 2,191
特別利益 199 445
特別損失 648 741
税引前当期純利益 1,121 1,894
法人税、住民税及び事業税 25 28
法人税等調整額 424 714
当期純利益 672 1,152

営業活動によるキャッシュ・フロー7

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期
純利益30億１千４百万円に減価償却費85億９千４百万
円などを加減した結果、資金収入は92億３千１百万円（前
期比27.3％増）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー8

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60億８千６百万円ありましたが、固定資産の
売却や貸付金の回収による収入などにより、資金支出は
45億８千４百万円（前期比39.8％減）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー9

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還などに
より、資金支出は前期に比べて大幅に増加し、52億７千７
百万円となりました。

7

8

9

連結株主資本等変動計算書の要旨 （単位：百万円）
期別

科目

当連結会計年度
平成20年4月  1日から
平成21年3月31日まで

前連結会計年度
平成19年4月  1日から
平成20年3月31日まで

株主資本
前期末残高 20,905 19,807
当期変動額
　剰余金の配当 △313 △313
　当期純利益 1,674 1,421
　自己株式の取得 △296 △16
　自己株式の処分 6 6
当期変動額合計 1,071 1,098
当期末残高 21,976 20,905

評価・換算差額等
前期末残高 2,694 5,204
当期変動額
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） △1,524 △2,510

当期変動額合計 △1,524 △2,510
当期末残高 1,169 2,694

少数株主持分
前期末残高 2,300 2,256
当期変動額
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 4 44

当期変動額合計 4 44
当期末残高 2,305 2,300

純資産合計
前期末残高 25,900 27,268
当期変動額
　剰余金の配当 △313 △313
　当期純利益 1,674 1,421
　自己株式の取得 △296 △16
　自己株式の処分 6 6
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） △1,520 △2,465

当期変動額合計 △449 △1,367
当期末残高 25,451 25,900

株主資本等変動計算書の要旨 （単位：百万円）
期別

科目

当期
平成20年4月  1日から
平成21年3月31日まで

前期
平成19年4月  1日から
平成20年3月31日まで

株主資本

前期末残高 15,165 14,335

当期変動額

　剰余金の配当 △313 △313

　当期純利益 672 1,152

　自己株式の取得 △296 △16

　自己株式の処分 6 6

当期変動額合計 69 829

当期末残高 15,234 15,165

評価・換算差額等

前期末残高 2,176 4,080

当期変動額

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） △1,128 △1,903

当期変動額合計 △1,128 △1,903

当期末残高 1,048 2,176

純資産合計

前期末残高 17,341 18,416

当期変動額

　剰余金の配当 △313 △313

　当期純利益 672 1,152

　自己株式の取得 △296 △16

　自己株式の処分 6 6

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） △1,128 △1,903

当期変動額合計 △1,059 △1,074

当期末残高 16,282 17,341
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株券電子化後の各種手続について
▶特別口座について
　株券電子化施行日までに、所有する株券を証券会社等を通じて証券保管振替機構（ほふり）に預託されなかった株主さまの株券は、当社が
開設した特別口座（当社の特別口座管理機関は中央三井信託銀行です）に記録され、株主さまの権利は電子的に管理されております。
　なお、すでに証券会社等に口座を開設され、所有する株券をほふりに預託されている株主さまとは、下記のとおり各種手続のお申出先が
異なりますのでご注意ください。

▶手続のお申出先について

【サザンビーチちがさき】
茅ヶ崎のシンボル、「えぼし岩」を遠く正面に望む海岸。「サザンオールスターズ」の
歌などにも登場することで広く知られ、湘南の明るいイメージともあいまって、現在
では付近の海岸エリアを示す愛称として定着しています。
シーズンになると多くの海水浴客が訪れるほか、毎年8月には「サザンビーチちが
さき花火大会」が開催され、夏の夜空に輝く花火が多くの人々を
魅了します。
また、海岸沿いにはサイクリングロードもあり、えぼし岩や
富士山、江ノ島を眺めながらのサイクリングやジョギング、
散策なども楽しめます。

主 な 手 続 事 項 等
お 申 出 先

所有する株式を特別口座で管理されている株主さま 所有する株式をほふりへ預託されている株主さま
●住所・氏名の変更
●単元未満株式の買取・買増請求
●配当金受取方法の指定

中央三井信託銀行 お取引の証券会社等
（中央三井信託銀行ではありません）

●まだお受け取りになられていない配当金の支払請求
●このほか株式に関する手続等についてのお問い合わせ

中央三井信託銀行

お手続き用紙請求フリーダイヤル		0120-87-2031
ホームページアドレス		http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html

お問い合わせ先フリーダイヤル		0120-78-2031

サザンビーチちがさきへのお出かけには

●JR東海道線茅ヶ崎駅南口より当社バス
　茅37系統西浜経由浜見平団地行き「海水浴場前」下車
●お問い合わせ　茅ヶ崎営業所　0467-52-7101

海水浴客で賑わうビーチ風景

えぼし岩を望むサザンビーチモニュメント
「茅ヶ崎サザンC」

●●会社概要（平成21年3月31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 2,767名
事業内容 一般旅客自動車運送事業、不動産事業、

ホテル業、飲食・娯楽業

●●役　員（平成21年6月26日現在）

取締役社長	 髙橋　　幹
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	 大須賀賴彦
取　締　役	 山木　利満
取　締　役	 北村　公男

●●株式の状況（平成21年3月31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	..........................................................................5,841名

●●大株主（平成21年3月31日現在）

会社の概況

株主メモ

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 3,091
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・
CMTBエクイティインベストメンツ株式会社信託口）

1,153

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
（中央三井信託銀行退職給付信託口） 1,000

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4Ｇ） 988
長尾　忠一 966
株式会社みずほコーポレート銀行 662
朝日生命保険相互会社 600

（注）当社は自己株式895千株を所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

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

株主名簿管理人
特別口座管理機関

〒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

（郵 便 物 送 付 先）	電話お問い合わせ先

〒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）

同取次窓口 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

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

常勤監査役	 大木　幸治
常勤監査役	 石川　建作

監　査　役	 石出　宗秀
監　査　役	 冨永　靖雄
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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日最終の株主名簿に記載または記録
された1,000株以上ご所有の株主の皆さまに対して、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。）
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。

（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になれます。
	 ●ご利用可能店舗及び施設は平成21年6月26日現在のものです。

〒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/

会社名 割引券等の内容 発行枚数（1年につき）
（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

（株）クリエイトL＆S

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 6枚
神奈中平塚ボウル1ゲーム無料券 10枚
フィットネスクラブライフティック（平塚店・秦野店）利用料300円券 10枚
神奈中インドアゴルフスクール（平塚校・小田原校）レッスン60分無料券 2枚

（株）神奈中システムプラン 欄外※の直営店での10％割引券 10枚

ご所有株式数
種別及び発行枚数（6ヶ月につき）

株主優待乗車券（回数券式） 株主優待乗車証（定期券式）
1,000株以上 3,000株未満 10枚 ̶
3,000株以上 5,000株未満 20枚 ̶
5,000株以上 10,000株未満 30枚 ̶
10,000株以上 15,000株未満 40枚 ̶
15,000株以上 20,000株未満 50枚 ̶
20,000株以上 25,000株未満 70枚 ̶
25,000株以上 40,000株未満 100枚（※） 全路線1枚（※）
40,000株以上 100,000株未満 50枚 全路線1枚
100,000株以上 500,000株未満 50枚 全路線2枚
500,000株以上 1,000,000株未満 50枚 全路線3枚

1,000,000株以上 50枚 全路線5枚

※25,000株以上40,000株未満ご所有の株主さまにつきましては、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。
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