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当期における売上高は、1,047億4千8百万円（前期比
8.8%減）、営業利益は46億8千5百万円（前期比9.1%増）、
経常利益は37億8千7百万円（前期比6.5%増）、当期純利益
は14億3千7百万円（前期比14.2%減）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、世界経済の緩やかな回復
や、政府の経済対策効果などを背景に景気の持ち直し傾向
が続くと予想されるものの、雇用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、大量輸送の需要がある路線への連節バスの
導入やバスロケーションシステムを活用したリアルタイム
のバス運行情報の提供を進めるなど、引き続きお客さまの
利便性向上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拡大する
など、更なる安全管理体制の構築を図ってまいります。

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136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。
　はじめに、本年6月29日付をもちまして、代表取締役
社長　髙橋幹が代表取締役会長に、専務取締役　三澤憲一が
代表取締役社長にそれぞれ就任いたしました。今後は、
新体制のもと、さらなる発展を目指して、一層努力して
まいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い
申し上げます。
　さて、当期におけるわが国経済は、輸出の増加や政府
の経済対策効果により企業収益が改善されるなど、景気
は持ち直しの動きが見られたものの、物価下落の影響や
厳しい雇用情勢により、景気の本格的な回復には至らず、
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が、

株 主 の 皆 さ ま へ

取締役会長 髙橋　幹 取締役社長 三澤　憲一

さらに、サイクル＆バスライドの拡充や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の販売拡
大など、環境に配慮したサービスを提供し、自家用車から
バス利用への転換を促す施策を進めてまいります。
　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体制を充実させ、さらなる
法令の遵守および企業の社会的責任を遂行し社会から信頼
される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理解とご鞭撻を賜りますようお願い
申しあげます。

平成22年6月
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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
●（株）神奈中タクシーホールディングス
●相模中央交通（株）
●神奈中ハイヤー（株）
●神奈中観光（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

55.1%
（57,638百万円）

不 動 産 事 業

4.4%
（4,647百万円）

自 動 車 販 売 事 業

13.5%
（14,179百万円）

レジャー・スポーツ事業

10.3%
（10,812百万円）

流 通 事 業

3.2%
（3,337百万円）

そ の 他 の 事 業

13.5%

104,748

（14,131百万円）

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。

グ ル ー プ 概 要

相模中央交通（株）

当社建売分譲「湘南めぐみが丘」

中伊豆グリーンクラブ

優れた環境性能などを持つトラック「ファイター」

かなちゅうコインランドリー相模が丘店

駅前に移転した「TSUTAYA追浜店」

乗合業においては、4月に古淵駅～女子美術大学線
などの運行を新規に開始するとともに、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を運行したほか、旅客のニーズに
合わせた増便や終車時刻の延長を行うなど、利便性の
向上を図りました。

また、12月に秦野、座間地区、3月には横浜と藤沢の
一部地区に「バスロケーションシステム」を拡大し、あわ
せて秦野、座間地区においては小田急電鉄株式会社と
連携して実施している乗継情報提供サービス「バス・鉄道
運行情報システム」を導入いたしました。

さらに、マイカー通勤からバス通勤への転換を図る
ため、企業法人向けの通勤6ヶ月定期券「グリーンエコ
パス」の販売を積極的に行いました。

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による影響や
同業他社との競争激化により減収となりました。

乗用業においては、9月に株式会社神奈中タクシー
ホールディングスを設立し営業力の強化を図りました。
また、11月から2月まで神奈中タクシーグループ協働に
よる「ご乗車感謝キャンペーン」を実施し、タクシー利用
の促進に努めましたが、需要の低迷により減収となり
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
578億8千7百万円（前期比4.4%減）となりましたが、
燃料費の減少などにより、営業利益は12億9千2百万円

（前期比31.2%増）となりました。

 一般旅客自動車運送事業

新規に運行を開始した古淵駅～女子美術大学線

旅客のニーズに合わせ、終車時刻の延長を実施

事 業 の 概 況（ 連 結 ）

横浜開港150周年記念テーマイベントでシャトルバスを運行
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飲食・娯楽業においては、 6月に「TSUTAYA追浜店」
を駅前に移転し集客力の強化を図るとともに、12月に

「ドトールコーヒーショップ相模原駅前店」や3月に
「らーめん花樂図師店」をリニューアルするなど顧客満足
度の向上に努めましたが、個人消費の低迷により減収と
なりました。

ホテル業においては、7月に「グランドホテル神奈中 秦
野」内に各種宴会や会議などに最適なスカイバンケット
を開業するとともに、施設の改装や宿泊プランの拡充を
図りましたが、競合施設の進出などにより宿泊客数や宴
会需要が減少し減収となりました。

その他の事業においては、商用車架装の大幅な受注減
や、クリーニング店における不採算店舗の閉店などによ
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168億6千
5百万円（前期比8.7%減）、営業利益は6億8千5百万円

（前期比30.6%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、大磯町石神台や
平塚市めぐみが丘に
て8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、平成21年3月に
完成した横浜市弘
明寺北ビルや6月に取得した世田谷区北沢所在の商業ビ
ルの賃貸を開始したことにより増収となりました。また、
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46億5千7百
万円（前期比4.0%増）、営業利益は19億9千7百万円（前
期比10.8%増）となりました。

自動車販売事業においては、需要の低迷や設備投資の
抑制などにより主に商用車の販売が大幅に減少いたし
ましたが、経費の削減などにより収支の改善が図られま
した。

以上の結果、売上高は172億8千2百万円（前期比
20.8%減）、営業利益は2億円（前年同期は営業損失3千
万円）となりました。

スポーツ施設業においては、4月に「スポーツプラザ小
田原」において児童などを対象とした体操教室の営業を
開始するとともに、各施設において無料体験教室などを
実施し、新規会員の獲得を図りましたが、個人消費の低迷
により減収となりました。

ゴルフ場業においては、各種ゴルフプランの導入を図
りましたが、近隣ゴルフ場との競争激化などにより減収
となりました。

温浴業においては、4月に「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エステサロンの
営業を開始するとともに、3月に「たや店」にて、内風呂に
大型健康炭酸泉を導入するなど、新規顧客の獲得に努め

石油製品等販売業においては、前期に比べ燃料販売単
価の下落および取扱量が減少したことにより減収となり
ました。

物品販売業においては、新型インフルエンザ対策商品
の販売が堅調でありましたが、資材サイン工事の受注減

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83億1千万円

（前期比27.3%減）、営業利益は1億7千4百万円（前期比
47.9%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22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 57,638 4,647 14,179 10,812 3,337 14,131 104,748 ─ 104,748 
セグメント間の内部売上高又は振替高 248 9 3,102 58 4,973 2,734 11,126 (11,126) ─ 
売上高計 57,887 4,657 17,282 10,871 8,310 16,865 115,874 (11,126) 104,748 
営業費用 56,595 2,659 17,082 10,414 8,135 16,180 111,068 (11,004) 100,063 
営業利益 1,292 1,997 200 456 174 685 4,806 (121) 4,685 

ましたが、利用客数の減少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集客

力の向上を図ったことにより、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
108億7千1百万
円（ 前 期 比1.3%
増）、営業利益は4
億5千6百万円（前
期比14.3%増）と
なりました。

燃費向上とCO₂排出量の低減を図った
「ブルーエフィシェンシー　新型Cクラス」

駅に近く好立地な「横浜市弘明寺北ビル」

店舗面積を広げた「ドトールコーヒーショップ相模原駅前店」

各種宴会や会議に最適な
「スカイバンケット」

リニューアルした
「らーめん花樂図師店」

事 業 の 概 況（ 連 結 ）

内風呂に大型健康炭酸泉を導入
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1

資産の部1

流動資産は、一般旅客自動車運送事業における受取手形
及び売掛金の増加などにより、前期末に比べて3億1千3百
万円増加し、165億2千4百万円となりました。

また、固定資産は、世田谷区北沢所在の商業ビルの取得な
どによる増加がありましたが、減価償却による減少などに
より、前期末に比べて11億2千7百万円減少し、1,244億
2千6百万円となりました。

この結果、当期末の総資産は、前期末に比べて8億1千
4百万円減少し、1,409億5千万円となりました。

負債の部2

負債は、社債の償還などにより、前期末に比べて24億
2百万円減少し、1,139億1千1百万円となりました。

なお、借入金及び社債残高は、前期末に比べて26億3
千5百万円減少し、709億6千万円となりました。

純資産の部3

純資産は、その他有価証券評価差額金や利益剰余金の増
加などにより、前期末に比べて15億8千7百万円増加し、
270億3千9百万円となりました。

2

3

売上高4

売上高は、自動車販売事業において需要の低迷や設備投
資の抑制などにより商用車販売が大幅に減少したことや、
一般旅客自動車運送事業における利用客数の減少などによ
り前期に比べて100億6千2百万円減少し、1,047億4千
8百万円となりました。

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の
減少などにより、前期に比べ3億8千8百万円増加し、46億
8千5百万円となりました。

当期純利益6

特別利益は、補助金収入が増加したことなどにより、前期
に比べ4億6千6百万円増加し７億５千１百万円となりま
した。また、特別損失は、減損損失や固定資産圧縮損の増加
などにより、前期に比べて7億3千8百万円増加し、15億
6千5百万円となりました。

この結果、当期純利益は、2億3千7百万円減少し、14億3千
7百万円となりました。

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22年3月31日現在
前連結会計年度

平成21年3月31日現在

●資産の部

流動資産 16,524 16,211

固定資産 124,426 125,554

　有形固定資産 107,163 108,888

　無形固定資産 953 702

　投資その他の資産 16,309 15,963

資産合計 140,950 141,765

●負債の部

流動負債 59,247 52,984

固定負債 54,664 63,329

負債合計 113,911 116,313

●純資産の部

株主資本 23,100 21,976

評価・換算差額等 1,568 1,169

少数株主持分 2,370 2,305

純資産合計 27,039 25,451

負債純資産合計 140,950 141,765

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21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

前連結会計年度
平成20年4月  1日から
平成21年3月31日まで

売上高 104,748 114,811

売上原価 84,703 93,943

売上総利益 20,045 20,868

販売費及び一般管理費 15,360 16,572

営業利益 4,685 4,296

営業外収益 452 621

営業外費用 1,350 1,360

経常利益 3,787 3,557

特別利益 751 284

特別損失 1,565 826

税金等調整前当期純利益 2,973 3,014

法人税、住民税及び事業税 899 672

法人税等調整額 581 617

少数株主利益（控除） 55 50

当期純利益 1,437 1,674

連 結 財 務 諸 表
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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21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

前連結会計年度
平成20年4月  1日から
平成21年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,654 9,231

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,057 △4,584

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,085 △5,277

現金及び現金同等物の増減額 △489 △630

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期末残高 2,979 3,468

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29億7千3百万円に減価償却費83億2千6百万円
などを加減した結果、資金収入は116億5千4百万円とな
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75億2千9百万円などにより、資金支出は80億5
千7百万円となりました。

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、社債の償還による
支出38億8百万円などにより、資金支出は40億8千5百万
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21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

前連結会計年度
平成20年4月  1日から
平成21年3月31日まで

株主資本
前期末残高 21,976 20,905
当期変動額
　剰余金の配当 △310 △313
　当期純利益 1,437 1,674
　自己株式の取得 △2 △296
　自己株式の処分 ― 6
当期変動額合計 1,123 1,071
当期末残高 23,100 21,976

評価・換算差額等
前期末残高 1,169 2,694
当期変動額
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 398 △1,524

当期変動額合計 398 △1,524
当期末残高 1,568 1,169

少数株主持分
前期末残高 2,305 2,300
当期変動額
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 65 4

当期変動額合計 65 4
当期末残高 2,370 2,305

純資産合計
前期末残高 25,451 25,900
当期変動額
　剰余金の配当 △310 △313
　当期純利益 1,437 1,674
　自己株式の取得 △2 △296
　自己株式の処分 ― 6
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 463 △1,520

当期変動額合計 1,587 △449
当期末残高 27,039 25,451

連 結 財 務 諸 表

貸借対照表の要旨 （単位：百万円）
期別

科目
当期

平成22年3月31日現在
前期

平成21年3月31日現在

●資産の部
流動資産 6,463 6,027
固定資産 94,202 95,910
　有形固定資産 71,714 73,916
　無形固定資産 735 447
　投資その他の資産 21,752 21,546
資産合計 100,665 101,938
●負債の部
流動負債 38,240 33,351
固定負債 45,437 52,304
負債合計 83,678 85,655
●純資産の部
株主資本 15,621 15,234
評価・換算差額等 1,364 1,048
純資産合計 16,986 16,282
負債純資産合計 100,665 101,938

損益計算書の要旨 （単位：百万円）
期別

科目

当期
平成21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

前期
平成20年4月  1日から
平成21年3月31日まで

売上高 52,721 53,746
売上原価 45,227 46,209
売上総利益 7,494 7,536
販売費及び一般管理費 4,912 5,316
営業利益 2,581 2,219
営業外収益 373 404
営業外費用 1,049 1,053
経常利益 1,905 1,570
特別利益 607 199
特別損失 1,153 648
税引前当期純利益 1,359 1,121
法人税、住民税及び事業税 25 25
法人税等調整額 634 424
当期純利益 700 672

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21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

前期
平成20年4月  1日から
平成21年3月31日まで

株主資本

前期末残高 15,234 15,165

当期変動額

　剰余金の配当 △310 △313

　当期純利益 700 672

　自己株式の取得 △2 △296

　自己株式の処分 ― 6

当期変動額合計 387 69

当期末残高 15,621 15,234

評価・換算差額等

前期末残高 1,048 2,176

当期変動額

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 316 △1,128

当期変動額合計 316 △1,128

当期末残高 1,364 1,048

純資産合計

前期末残高 16,282 17,341

当期変動額

　剰余金の配当 △310 △313

　当期純利益 700 672

　自己株式の取得 △2 △296

　自己株式の処分 ― 6

　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 316 △1,128

当期変動額合計 703 △1,059

当期末残高 16,986 16,282

単 体 財 務 諸 表
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ト ピ ッ ク ス

地域社会の交通安全への取り組みや、
交通バリアフリーへの推進に協力しております。

　当社では、小学生や高齢者などを対象とした「交通安全
教室」や「バリアフリー教室」を各地で開催いたしました。
　小学生向けの「交通安全教室」においては、バス運転席からの
死角体験やバスの内輪差・外輪差の学習、風船を用いたバス
通過時の風の流れの実験などによりバスの特性を知ってもらう
ほか、高齢者向けの「交通安全教室」では、交通安全やルール
の大切さについて再認識して頂けるよう、地元警察署と連携
した取り組みを行いました。
　また、「バリアフリー教室」（関東運輸局主催）に協力し、
参加者の方々がバスを通じて、高齢者や障がい者の移動の
困難さを疑似体験するとともに、サポートの方法やバリア
フリーについての理解を深めて頂きました。

地元警察署と連携した高齢者向けの「交通安全教室」

実際に運転席に座り、死角を体験

バスの内輪差・外輪差の学習

車椅子を使用した疑似体験

【平塚市総合公園】

平塚駅（最寄り駅）より平塚市総合公園へのお出かけには

●JR東海道線「平塚駅北口4番線乗り場」より当社バス（所要約8分）
　平62 平塚駅北口行（総合公園・住宅前経由）
　平63 田村車庫行（横内経由）
　平65 田村車庫行（大島経由）
　平68 愛甲石田駅行
　平86 伊勢原駅南口行（大田経由）
　平97 伊勢原駅南口行（平間・大島経由）
　「総合公園」（動物園・広場ご利用の方）バス停下車徒歩約1分
　「平塚球場」（競技場・球場ご利用の方）バス停下車徒歩約5分
●お問い合わせ　当社 平塚営業所　　TEL 0463－55－7700
　　　　　　　　　　 伊勢原営業所　TEL 0463－95－2366

平塚市のほぼ中央にある総合公園は、広さ30.3ヘクター
ルに約230種10万本の木々が植えられている緑豊かな公
園でスポーツやレクリエーションの場として平塚市民に親
しまれています。

公園内には、Jリーグに所属する湘南ベルマーレのホーム
スタジアム「平塚競技場」を始め、「平塚球場」や「平塚総合体
育館」など本格的なスポーツ施設を備えています。また、
小動物と触れ合える「ふれあい動物園」や木製遊具のある「わ
んぱく広場」などがあり、ご家族でのんびりと過ごすには最
適な公園です。

開園時間等は、各施設により異
なります。詳細は、平塚市総合公
園管理事務所（TEL 0463－35－
2233）へお問い合わせ下さい。

全長約110メートルの「流れの広場」

木製遊具のある「わんぱく広場」

湘南ベルマーレのホームスタジアム「平塚競技場」
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配当金領収証にて配当金をお受取の株主さまへのご案内
　当社では、配当金のお受取についてご指定の金融機関口座（普通銀行・信用金庫・農業協同組合等）へのお振込を行っております。
お振込先をご指定いただきますと、配当金支払開始日にご指定の口座へ自動的にお振込するため、お受取のお忘れや配当金
領収証の紛失といったご心配もなくなります。また、あらかじめ登録した一つの預金口座での株主さまの保有しているすべての
銘柄の配当金のお受取や、証券会社の口座での配当金のお受取も可能となっております。
　今後、金融機関口座へのお振込をご希望される株主さまは、お取引の証券会社（特別口座で株式をご所有されている株主さまは
中央三井信託銀行株式会社）へお問い合わせ下さい。

　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

単元未満株式（1株～999株）をご所有の株主さまへのご案内
　当社株式の証券市場での取引は1,000株単位（1単元）となっているため、単元未満株式を市場で売買することはできません。
そこで、当社では「単元未満株式買増制度」及び「単元未満株式買取制度」を採用しております。

※単元未満株式買増制度とは…
　単元未満株式をご所有の株主さまが、その単元未満株式を単元株式にまとめるために、当社に対して単元未満株式の買増を
ご請求いただける制度です。

※単元未満株式買取制度とは…
　単元未満株式をご所有の株主さまが、当社に対して単元未満株式の買取をご請求いただける制度です。

　具体的なお手続きにつきましては、お取引の証券会社（特別口座で株式をご所有されている株主さまは中央三井信託銀行株式
会社）へお問い合わせ下さい。

具　体　例

2,800株＝
単元株式（2,000株）

＋
単元未満株式（800株）

買増制度を利用
200株を当社から買増

買取制度を利用
800株を当社が買取

3,000株
優待乗車券の枚数が増加します

（裏表紙参照）

2,000株

●●会社概要（平成22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 2,841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22年6月29日現在）

取締役会長 髙橋　　幹
取締役社長 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22年3月31日現在）

発行可能株式総数 ............................................ 2億5,200万株
発行済株式総数.......................................................6,300万株
株主数 ..........................................................................6,119名

●●大株主（平成22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） 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
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
株式会社損害保険ジャパン 500 0.79
日本生命保険相互会社 500 0.79

（注）1. 当社は自己株式901千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。
　　3. 第一生命保険相互会社は、平成22年4月1日をもって株式会社へ組織変更し、第一生命保険株式

会社となっております。

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



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22年6月29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「女子美術大学」周辺

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。


