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財務ハイライト（連結）

1 kanachu

株 主 の 皆 さ ま へ

取締役社長　髙 橋 　幹

　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136期中間報告書（平成21年4月1日から

平成21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。

　当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出や

生産に一部持ち直しの動きが見られるものの、企業収

益の減少や雇用情勢の一層の悪化など、景気は依然と

して先行き不透明な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。
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　このような環境のもと、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。

　今後も、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11月

　この結果、当第2四半期累計期間における売上高は

522億円（前年同期比13.1%減）、営業利益は29億1

千5百万円（前年同期比21.7%増）、経常利益は25億円

（前年同期比21.2%増）、四半期純利益は12億9千万円

（前年同期比26.5%増）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、景気持ち直しの動きが見

え始めたものの、本格回復の見込みは不透明であることや

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

く経営環境は予断を許さない状況が続くと思われます。
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 不動産事業  自動車販売事業
　分譲業においては、大磯町石神台や平塚市めぐみが丘にて、建売
分譲および宅地分譲を行うとともに、仲介物件の斡旋に積極的に取
り組みました。
　賃貸業においては、6月に世田谷区北沢所在の商業ビルを取得し
増収を図るとともに、前期より賃貸を
開始した町田市森野貸店舗および座
間市ひばりが丘貸店舗が通期寄与い
たしました。
　以上の結果、不動産事業全体の売上
高は22億3千万円（前年同期比0.7%
増）、営業利益は9億8千4百万円（前年
同期比12.0%増）となりました。

　自動車販売事業においては、
個人消費の低迷や企業の設備
投資の減少などにより、自家用
車やトラックなどの商用車の
販売が大幅に減少いたしまし
たが、販売方法の見直しや経費
の削減により収支の改善が図
られました。
　以上の結果、自動車販売事業
全体の売上高は74億5千4百万円（前年同期比39.9%減）、営業利
益は6千6百万円（前年同期は営業損失9百万円）となりました｡

事 業 の 概 況（ 連 結 ）

 一般旅客自動車運送事業
　乗合業においては、古淵駅～女子美術大学線などの運行を新規に
開始するとともに、きめ細かいダイヤ改正を実施し利便性の向上を
図りました。
　また、横浜開港150周年記念テーマイベント開催期間中、鶴ヶ峰駅
～ヒルサイド会場間のシャトルバスの運行を実施したほか、平成21年
3月に茅ヶ崎駅南口発着の一部路線で実証実験運行を開始した「自転
車積載ラックバス」を、9月以降は本格運行として継続いたしました。
　さらに、マイカー通勤からバス通勤への転換を図るため企業等法
人向けの通勤6ヶ月定期券「グリーンエコパス」の販売促進を図り、
新規顧客の獲得に努めました。
　以上のような営業施策を行ってまいりましたが、景気低迷による
利用客数の減少などにより減収となりました。
　貸切業においては、新型インフルエンザの影響などにより減収と
なりました。
　乗用業においては、需要の低迷などにより減収となりましたが、
相模中央交通株式会社と神奈中ハイヤー株式会社によって株式移
転方式による中間持株会社「株式会社神奈中タクシーホールディン
グス」を9月に設立し、2社の営業体制を機動的かつ一体的に整備し
て営業力の強化を図りました。
　以上の結果、一般旅客自動車運送事業全体の売上高は295億6千
2百万円（前年同期比5.1%減）となりましたが、燃料費の減少など
により、営業利益は12億6千3百万円（前年同期比106.3%増）と
なりました。

世田谷区北沢所在の商業ビル

フルモデルチェンジをした
メルセデス・ベンツ新型Ｅクラス

横浜開港150周年記念テーマイベントのシャトルバス

9月以降本格運行として継続した「自転車積載ラックバス」
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　飲食・娯楽業においては、「らーめん花樂相模大野店」および「ドレ
ミファクラブ戸塚店」のリニューアルや「TSUTAYA追浜店」の駅前
への移転を実施するなど、顧客満足度や利便性の向上を図りました
が、個人消費の低迷などにより減収となりました。
　ホテル業においては、「グランドホテル神奈中 平塚」内の宴会場
やカフェレストランの改装を行うとともに、「グランドホテル神奈
中 秦野」内の9階にスカイバンケットを新たに開業するなど、それ
ぞれ新規顧客の獲得を図りましたが、景気低迷の影響により利用客
数が減少いたしました。
　その他の事業においては、商用車架装の受注減や、クリーニング
業における不採算店舗の閉店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80億4千1百万円（前
年同期比16.6%減）、営業利益は2億7千7百万円（前年同期比
58.6%減）となりました。

 レジャー・スポーツ事業

 流通事業

 その他の事業
　スポーツ施設業においては、4月より「スポーツプラザ神奈中小田
原」において児童などを対象とした体操教室の営業を開始するなどの
施策を行いましたが、個人消費の低迷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などにより利
用客数が減少いたしました。
　温浴業においては、4月より「野天湯元・湯快爽快くりひら店」にお
いてカットサロンや女性限定のエステサロンをオープンするなど、
新規顧客の獲得に努めましたが、個人消費の低迷により減収となり
ました。　
　遊技場業においては、各種イベントを実施するなど積極的な営業
活動を推進したことにより増収となりました。
　以上の結果、レジャー・スポーツ事業全体の売上高は55億6千2
百万円（前年同期比4.0%増）、営業利益は2億3千9百万円（前年同
期比43.3%増）となりました。

　流通事業においては、前期に比べ燃料販売単価の下落および取
扱販売量が減少したことなどにより、減収となりました。
　以上の結果、流通事業全体の売上高は40億8千6百万円（前年同
期比33.1%減）、営業利益は1億1千万円（前年同期比20.4%減）
となりました。

事業の種類別セグメント情報（平成21年4月1日から平成21年9月30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 29,437 2,226 6,433 5,539 1,606 6,956 52,200 ― 52,200
セグメント間の内部売上高又は振替高 125 4 1,021 23 2,479 1,084 4,737 （4,737） ―
売上高計 29,562 2,230 7,454 5,562 4,086 8,041 56,937 （4,737） 52,200
営業費用 28,298 1,246 7,388 5,322 3,975 7,763 53,995 （4,710） 49,284
営業利益 1,263 984 66 239 110 277 2,942 （27） 2,915

追浜駅前に移転した
「TSUTAYA追浜店」「野天湯元・湯快爽快くりひら店」

リニューアルした
グランドホテル神奈中 平塚
宴会場「百合の間」
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連 結 財 務 諸 表

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、不動産事業において賃貸ビルを新たに
取得したことや、投資有価証券の時価評価額が増加したこ
となどにより、前期末に比べ4億3千9百万円増加（前期末
比0.3%増）し、1,422億5百万円となりました。

負債の部2

負債は、借入金の返済が進んだことなどにより、前期末に
比べ10億7千1百万円減少（前期末比0.9%減）し、1,152
億4千2百万円となりました。

純資産の部3

純資産は、利益剰余金が増加したことや、その他有価証券
評価差額金が増加したことなどにより、前期末に比べ15
億1千1百万円増加（前期末比5.9%増）し、269億6千3百
万円となりました。

2

3

連結貸借対照表の要旨 （単位：百万円）
期別

科目
当第2四半期連結会計期間末
平成21年9月30日現在

前連結会計年度末
平成21年3月31日現在

●資産の部

流動資産 16,235 16,211

固定資産 125,970 125,554

　有形固定資産 108,819 108,888

　無形固定資産 606 702

　投資その他の資産 16,544 15,963

資産合計 142,205 141,765

●負債の部

流動負債 59,305 52,984

固定負債 55,936 63,329

負債合計 115,242 116,313

●純資産の部

株主資本 23,110 21,976

評価・換算差額等 1,531 1,169

少数株主持分 2,321 2,305

純資産合計 26,963 25,451

負債純資産合計 142,205 141,765
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売上高及び営業利益、四半期純利益4

売上高は景気低迷などの影響を受け、一般旅客自動車運
送事業においては利用客が減少したことや、自動車販売事
業において新車販売台数が減少したことなどにより78億
9千4百万円の減収となりました。
営業利益は売上の減少による原価減や、燃料費の減少な
どにより5億2千万円の増益となり、四半期純利益につい
ては2億7千万円の増益となりました。

4

連結損益計算書の要旨 （単位：百万円）
期別

科目

当第2四半期連結累計期間
平成21年4月  1日から
平成21年9月30日まで

前第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

売上高 52,200 60,094

売上原価 41,556 49,220

売上総利益 10,643 10,873

販売費及び一般管理費 7,727 8,478

営業利益 2,915 2,395

営業外収益 273 373

営業外費用 688 705

経常利益 2,500 2,063

特別利益 288 122

特別損失 515 354

税金等調整前四半期純利益 2,273 1,831

法人税、住民税及び事業税 536 466

法人税等調整額 434 284

少数株主利益（控除） 12 59

四半期純利益 1,290 1,019

4

4
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連 結 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

当第2四半期連結累計期間
平成21年4月  1日から
平成21年9月30日まで

前第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

営業活動による
キャッシュ・フロー 7,631 7,007

投資活動による
キャッシュ・フロー △4,652 △2,545

財務活動による
キャッシュ・フロー △3,648 △4,919

現金及び現金同等物の
増減額 △669 △457

現金及び現金同等物の
期首残高 3,468 4,099

現金及び現金同等物の
四半期末残高 2,799 3,641

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22億7千3百万円に減価償却費41億3千9百万
円などを加減した結果、資金収入は76億3千1百万円（前
年同期比8.9%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40億8千2百万円などにより、資金支出は46億5
千2百万円（前年同期比82.8%増）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、借入金および社債
の減少などにより、資金支出は36億4千8百万円（前年同
期比25.8%減）となりました。

5

6

7
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ト ピ ッ ク ス

　当社は、地域社会の発展に貢献し、沿線地域の皆さまとのより良い信頼関係の構築を目指すため、スポーツを通じた地域交流に
取り組んでおります。中でも、当社の重要な事業エリアの一つである平塚市などを拠点として活動している総合型スポーツ
クラブの湘南ベルマーレに対し、当社は、オフィシャルクラブパートナーとして主に小学生を対象としたサッカースクールを
年4回開催するとともに、平塚競技場でのホームゲーム開催時には、平塚駅北口および伊勢原駅南口と競技場を結ぶシャトル
バスを運行するなどの協力も行っております。

http://www.bellmare.co.jp/（湘南ベルマーレ公式サイト）

スポーツを通じた地域交流に積極的に取り組んでおります。

平塚駅北口から平塚競技場までを運行するシャトルバス
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9 kanachu

特別口座で株式をお持ちの株主さまへのご案内
　株券電子化移行日までに、株式会社証券保管振替機構（ほふり）を利用されていなかった株主さまの株式は、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株式会社です）にて管理されております。
　特別口座においても株主さまの権利は保全されますが、株式の売却や、ご自身以外の口座に振り替えることなどができません。
このような株式にかかるお手続きをご希望される株主さまは、証券会社に口座を開設し、特別口座から証券会社口座への株式
振替をお奨めいたします。

【薬師池公園】
新東京百景にも選ばれた、池を中心とする和風公園。園内には、梅、

桜、花しょうぶ、そのほかに椿園、ハス田（大賀ハス）などもあります。
また、江戸時代の古民家2棟（旧永井家住宅と旧荻野家住宅）が移築復
元されているほか、水車やつるべ井戸などもあり歴史ある文化に触れ
ることができます。

開園時間は、6：00～18：00（6月～8月は6：00～19：00）。
詳細は、町田市コールセンター（TEL 042－724－5656）へお問い
合わせ下さい。

薬師池公園へのお出かけには
秋の紅葉も見所

旧永井家住宅
（国の重要文化財）

●小田急線町田駅21番線乗り場より当社バス
　町53系統本町田・大蔵経由鶴川駅行または、
　町55系統本町田経由野津田車庫行乗車約15分
　「薬師池」バス停下車徒歩1分
●お問い合わせ 当社 町田営業所 TEL 042－735－5970

お問い合わせ先　中央三井信託銀行(株)証券代行事務センター
フリーダイヤル　0120－78－2031〔受付時間：9：00～17：00〕
ホームページアドレス　http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html

株
主
さ
ま

❷中央三井信託銀行(株)（特別口座管理機関）に
　口座振替申請書を提出

❶証券会社にご自身名義の口座を開設
❷中央三井信託銀行（株）へ口座振替申請書を提出
❸特別口座の株式を開設した証券口座に振替❸株式振替

❶証券会社に口座開設 証
券
会
社
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●●会社概要（平成21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 2,801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9月30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
発行済株式総数.......................................................6,300万株
株主数 ..........................................................................5,886名

●●大株主（平成21年9月30日現在）

会社の概況

株主メモ

株主名 所有株式数（千株） 持株比率（％）
小田急電鉄株式会社 27,862 44.23
株式会社横浜銀行 3,082 4.89
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 1.83

第一生命保険相互会社 1,000 1.59
横浜ゴム株式会社 1,000 1.59

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 1.59

長尾　忠一 966 1.53
株式会社みずほコーポレート銀行 662 1.05
朝日生命保険相互会社 600 0.95
明治安田生命保険相互会社 550 0.87

（注）1. 当社は自己株式898千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。
　　2. 持株比率は自己株式を含む発行済株式総数に対する割合を表示しております。

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11月20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/

表紙写真（京王相模原線 多摩境駅 バスターミナル）

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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