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財 務 ハ イライト（ 連 結 ）
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営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益 総資産 純資産
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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

への取り組みの徹底と更なる法令の遵守に努め、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。

　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22年11月

　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137期中間報告書（平成22年4月1日から

平成22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2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政

府の経済対策効果などにより企業収益の改善や設備投

資が持ち直すなど緩やかに回復しつつあるものの、依

然として厳しい雇用情勢や円高の進行により、予断を

許さない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、当第2四半期連結累計期間における売上高は

527億4千2百万円（前年同期比1.0％増）、営業利益は

24億1千7百万円（前年同期比17.1％減）、経常利益は

20億1千7百万円（前年同期比19.3％減）、四半期純利益

は8億5千8百万円（前年同期比33.4％減）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27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、雇用情勢や原油価格

の動向に対する懸念など引き続き厳しい状況が続くと

思われます。

株 主 の 皆 さ ま へ

取締役会長 髙橋　幹 取締役社長 三澤　憲一
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事 業 の 概 況（ 連 結 ）

　流通事業においては、前期に比べ燃料販売単価の上昇および取扱
量が増加したことにより増収となりました。
　飲食・娯楽業においては、8月に「TSUTAYA京王橋本店」をリニ
ューアルし、新規顧客の獲得に努めました。また、9月に神奈川県相
模原市内に完成した大型商業施設「アリオ橋本」内に「ミスタードー
ナツアリオ橋本ショップ」および「ドトールコーヒーショップアリ
オ橋本店」を新規開店いたしましたが、個人消費の低迷や、7月に「カ
ラオケドレミファクラブ戸塚店」を土地区画整理事業に伴い閉店し
たことなどにより減収となりました。
　ホテル業においては、宿泊・宴会部門が堅調であったことや、開業
20周年を迎えた中国料理「東光苑」秦野店などにおいて、記念イベ
ントや特選料理の提供に努めたことにより増収となりました。
　その他の事業においては、商用車架装の受注や架装部品の販売が
増加したことなどにより増収となりました。
　以上の結果、その他の事業全体の売上高は126億3千8百万円（前年
同期比5.9％増）、営業利益は4億8千9百万円（前年同期比29.3％
増）となりました。

　スポーツ施設業にお
いては、4月に「神奈中イ
ンドアゴルフスクール
藤沢」の営業を開始いた
しました。また、各施設
に お い て 入 会 キ ャ ン
ペーンや無料体験教室
を行うなど新規会員の
獲得に努めましたが、利
用客数の減少により減
収となりました。
　ゴルフ場業において
は、「中伊豆グリーンクラブ」の開場20周年を記念し、7月にPGA

（社団法人日本プロゴルフ協会）フィランスロピーシニアトーナ
メントを開催いたしました。また、各種ゴルフプランを導入し集
客力の強化を図りましたが、近隣ゴルフ場との競争激化により減
収となりました。
　温浴業および遊技場業においては、近隣施設との競合などにより
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53億3千
8百万円（前年同期比4.0％減）となりましたが、経費の節減により
営業利益は３億５百万円（前年同期比27.6％増）となりました。

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
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 28,502 2,283 7,748 5,315 8,892 52,742 ― 52,742

セグメント間の内部売上高
又は振替高 119 8 2,492 23 3,745 6,389 （6,389） ―

売上高計 28,622 2,292 10,240 5,338 12,638 59,132 （6,389） 52,742

営業費用 28,225 1,197 10,074 5,032 12,149 56,678 （6,352） 50,325

営業利益 397 1,095 166 305 489 2,453 （36） 2,417

「ドトールコーヒーショップアリオ橋本店」

「中伊豆グリーンクラブ」で開催された
PGAフィランスロピーシニアトーナメント

「ミスタードーナツアリオ橋本ショップ」

事業の種類別セグメント情報（平成22年4月1日から平成22年9月30日まで）
（単位：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。

セグメント別売上高構成比 一般旅客自動車運送事業
54.0%
（28,502百万円）

不動産事業
4.3%
（2,283百万円）

自動車販売事業
14.7%
（7,748百万円）

レジャー・スポーツ事業
10.1%
（5,315百万円）

その他の事業
16.9%
（8,892百万円）

全事業売上高
52,742百万円

レジャー・スポーツ事業 その他の事業

　分譲業においては、平塚市めぐみが丘にて2棟の建売分譲および
2区画の宅地分譲を行ったことにより増収となりました。
　賃貸業においては、4月に横浜市高
齢者向け優良賃貸住宅「セリス弘明
寺」の賃貸を開始したことや、前期に
取得した「下北沢ビル」などが通期寄
与し増収となりました。
　以上の結果、不動産事業全体の売
上高は22億9千2百万円（前年同期
比2.8％増）、営業利益は10億9千5
百万円（前年同期比11.2％増）とな
りました。

　自動車販売事業においては、エコカー補助金および９月から実
施された新たな規制強化の影響により、商用車の買い替え需要が
拡大し販売が増加するとともに、輸入車販売が堅調に推移いたし
ました。
　以上の結果、自動車販売事業全体の売上高は102億４千万円（前
年同期比37.4％増）、営業利益は1億6千6百万円（前年同期比
149.8％増）となりました｡

　乗合業においては、4月に東戸塚駅東口～芹が谷線、9月には戸塚
駅～上矢部循環線・ラムーナ横浜戸塚線の増便を行うとともに、
すでに、茅ヶ崎市内の一部で運行を開始している「自転車積載
ラックバス」を、本厚木駅～宮ヶ瀬線などにて実験運行を開始し、
利便性の向上やバス利用の促進を図りました。しかしながら、バス
共通カードの販売終了に伴う一時的な要因などにより減収となり
ました。
　貸切業においては、積極的な営業活動を推進いたしましたが、同
業他社との競争激化による運賃の下落により減収となりました。
　乗用業においては、6月に神奈中タクシーグループにて、茅ヶ崎・
藤沢地区にデジタル自動配車システムによる共同無線配車を実施
し、合わせて社名表示灯のデザインを統一いたしました。また、同地
区の地域共同配車を記念し、「お客様感謝キャンペーン」を行い営業
力の強化を図りましたが、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286億2千
2百万円（前年同期比3.2%減）、営業利益は3億9千7百万円（前年同
期比68.6%減）となりました。

横浜市高齢者向け優良賃貸住宅
「セリス弘明寺」

増便を実施した戸塚駅～上矢部循環線・ラムーナ横浜戸塚線

神奈中タクシーグループの社名表示灯デザインを統一

一般旅客自動車運送事業

不動産事業

自動車販売事業

旧表示灯 新表示灯 旧表示灯 新表示灯
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連 結 財 務 諸 表

期別

科目

当第2四半期連結累計期間
平成22年4月  1日から
平成22年9月30日まで

前第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

売上高 52,742 52,200

売上原価 42,849 41,556

売上総利益 9,893 10,643

販売費及び一般管理費 7,476 7,727

営業利益 2,417 2,915

営業外収益 274 273

営業外費用 673 688

経常利益 2,017 2,500

特別利益 692 288

特別損失 1,032 515

税金等調整前四半期純利益 1,677 2,273

法人税、住民税及び事業税 361 536

法人税等調整額 347 434

少数株主利益（控除） 109 12

四半期純利益 858 1,290

期別

科目

当第2四半期連結累計期間
平成22年4月  1日から
平成22年9月30日まで

前第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

営業活動による
キャッシュ・フロー 5,276 7,631

投資活動による
キャッシュ・フロー △3,219 △4,652

財務活動による
キャッシュ・フロー △1,901 △3,648

現金及び現金同等物の
増減額 155 △669

現金及び現金同等物の
期首残高 2,979 3,468

現金及び現金同等物の
四半期末残高 3,134 2,799

（単位：百万円）
◉連結貸借対照表の要旨

（単位：百万円）
◉連結損益計算書の要旨

（単位：百万円）
◉連結キャッシュ・フロー計算書の要旨

期別
科目

当第2四半期連結会計期間末
平成22年9月30日現在

前連結会計年度末
平成22年3月31日現在

資産の部

流動資産 17,199 16,524

固定資産 123,351 124,426

　有形固定資産 106,605 107,163

　無形固定資産 1,053 953

　投資その他の資産 15,692 16,309

資産合計 140,551 140,950

負債の部

流動負債 53,868 59,247

固定負債 59,479 54,664

負債合計 113,348 113,911

純資産の部

株主資本 23,804 23,100

評価・換算差額等 1,024 1,568

少数株主持分 2,373 2,370

純資産合計 27,202 27,039

負債純資産合計 140,551 140,950

1 資産の部
　総資産は、一般旅客自動車運送事業において受取手形
及び売掛金の増加がありましたが、固定資産の減価償却
が進んだことや、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3億9千9百万円減少し、
1,405億5千1百万円となりました。

2 負債の部
　負債は、社債の償還が進んだことなどにより、前期末に
比べ5億6千3百万円減少し、1,133億4千8百万円とな
りました。

3 純資産の部
　純資産は、その他有価証券評価差額金が減少しました
が、利益剰余金が増加したことなどにより、前期末に比べ
1億6千3百万円増加し、272億2百万円となりました。

4 売上高及び営業利益、四半期純利益
　売上高は、一般旅客自動車運送事業において、バス共通
カードの販売終了に伴う一時的な要因などにより減収と
なったものの、自動車販売事業においてエコカー補助金や
新たな規制強化の影響によって、新車販売台数が増加した
ことなどにより、5億4千2百万円の増収となりました。
　営業利益は、売上の増加による原価増や燃料費の増加
などにより4億9千8百万円の減益となり、四半期純利益
については４億３千１百万円の減益となりました。

5 営業活動によるキャッシュ・フロー
　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16億7千7百万円に減価償却費などを加減
した結果、資金収入は52億7千6百万円（前年同期比
30.9％減）となりました。

6 投資活動によるキャッシュ・フロー
　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34億1千7百万円ありましたが、貸付金の
減少などにより、資金支出は32億1千9百万円（前年同
期比30.8％減）となりました。

7 財務活動によるキャッシュ・フロー
　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19億1百万円（前年同期比47.9％
減）となりました。
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グループ会社割引券等

株主優待乗車券及び株主優待乗車証発行基準

7 kanachu 8kanachu

株主優待乗車券及び株主優待乗車証の発行基準を変更し、

　当社は、平成22年9月16日開催の取締役会において、株主の
皆さまに対するサービスの向上と投資魅力を高めるため、株主優
待制度の拡充を行うことといたしました。
　株主優待乗車券及び株主優待乗車証発行基準について、従来の
基準に、2,000株以上3,000株未満、4,000株以上5,000株未満、

7,000株以上10,000株未満の基準を新設し、各基準に該当する
株主の皆さまに対する乗車券の発行枚数をそれぞれ増加させます。
　発行時期は、従来どおり５月下旬、11月下旬の年2回とします。
平成22年9月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主の
皆さまから適用といたします。

ご所有株式数
種別及び発行枚数（6ケ月につき）

株主優待乗車券（回数券式）

1,000株以上3,000株未満 乗車券10枚

3,000株以上5,000株未満 乗車券20枚

5,000株以上10,000株未満 乗車券30枚

10,000株以上15,000株未満 乗車券40枚

15,000株以上20,000株未満 乗車券50枚

20,000株以上25,000株未満 乗車券70枚

株主優待乗車券
（回数券式）

株主優待乗車証
（定期券式）

25,000株以上40,000株未満 乗車券100枚（※） 全路線1枚（※）

40,000株以上100,000株未満 乗車券50枚 全路線1枚

100,000株以上500,000株未満 乗車券50枚 全路線2枚

500,000株以上1,000,000株未満 乗車券50枚 全路線3枚

1,000,000株以上 乗車券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。

株主優待制度拡充について特 集

お問い合わせ先
株主優待についてのお問い合わせ 0463-22-8802

ご所有株式数 種別及び発行枚数（6ケ月につき）
株主優待乗車券（回数券式）

1,000株以上2,000株未満 乗車券10枚

2,000株以上3,000株未満 乗車券15枚

3,000株以上4,000株未満 乗車券20枚

4,000株以上5,000株未満 乗車券25枚

5,000株以上7,000株未満 乗車券30枚

7,000株以上10,000株未満 乗車券35枚

10,000株以上15,000株未満 乗車券40枚

15,000株以上20,000株未満 乗車券50枚

20,000株以上25,000株未満 乗車券70枚

株主優待乗車券
（回数券式）

株主優待乗車証
（定期券式）

25,000株以上40,000株未満 乗車券100枚（※） 全路線1枚（※）

40,000株以上100,000株未満 乗車券50枚 全路線1枚

100,000株以上500,000株未満 乗車券50枚 全路線2枚

500,000株以上1,000,000株未満 乗車券50枚 全路線3枚

1,000,000株以上 乗車券50枚 全路線5枚

　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、アリオ橋本ショップ）、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・アリオ橋本店）

中伊豆グリーンクラブ
プレー代等の総額から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
直営店での10％割引券 10枚

グランドホテル神奈中
平塚

平塚駅南口
平 塚

駅

秦野駅

グランドホテル神奈中
秦野

秦野駅北口

伊豆スカイライン

12 59

111

中伊豆グリーンクラブ

平塚ラ
スカ

平塚駅

スポーツプラザ神奈中
平塚5F

平塚駅南口

平塚駅
北口

平塚ラ
スカ

平塚駅
平塚駅南口

平塚駅
北口

スポーツプラザ神奈中
平塚4F

秦野駅

秦野駅北口

神奈中アルファビル4F

平塚ラ
スカ

平塚駅
平塚駅南口

平塚駅
北口

スポーツプラザ神奈中
平塚6F

小
田
原
駅 スポーツプラザ神奈中小田原3F

255

小田原駅
東口

改 定 前 改 定 後

拡充

拡充

拡充

＋

＋

＋

＋
＋
＋
＋
＋

さらに充実した内容になりました。

総 務 課  広 報 係
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。
 ◦カラオケドレミファクラブ戸塚店は平成22年7月31日に閉店いたしました。
 ◦ミスタードーナツアリオ橋本ショップおよびドトールコーヒーショップアリオ橋本店は平成22年9月17日に開店いたしました。
 ◦ご利用可能店舗および施設は平成22年11月22日現在のものです。

（株）クリエイトL&S

（株）クリエイトL&S

（株）クリエイトL&S

（株）クリエイトL&S

グランドホテル神奈中 平塚・秦野
宿泊、飲食、ケーキ等の10％割引券 6枚

（株）グランドホテル神奈中

※中国料理「東光苑」狛江店（東京都狛江市元和泉1-8-8 小田急マルシェ1F）でも
ご利用になれます。
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▪会社概要（平成22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 2,881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9月30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 ..........................................................................6,360名

▪大株主（平成22年9月30日現在）

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
第一生命保険株式会社 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

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）

997 1.58

長尾　忠一 700 1.11
朝日生命保険相互会社 600 0.95
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 533 0.85
明治安田生命保険相互会社 509 0.81

（注）1. 当社は自己株式902千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。

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

会 社 の 概 況

株 式 の 状 況 W E B サ イ ト の ご 案 内

http://www.kanachu.co.jp/
神奈川中央交通 検 索

県立秦野戸川公園
神奈川県の北西部に位置する県立秦野戸川公園は、美しい

丹沢の山々から流れる水無川の自然を活かした都市公園
です。本年5月には、「第61回全国植樹祭2010かながわ」の
式典が天皇、皇后両陛下をお迎えして開催されました。古く
から丹沢登山口として知られるこの地域は、毎年多くの登山
客やキャンパーが訪れにぎわっています。また、川遊びや
バーベキュー、山岳競技のクライミングウォールなどの施設
も楽しむことが出来ます。さらに、水無川に架かる公園のシ
ンボル「風の吊り橋」（全長267ｍ）からの風景は絶景です。

開園時間等は各施設により異なりますので、詳細は県立秦野
戸川公園パークセンター（TEL 0463-87-9020）へお問
い合わせ下さい。

公園のシンボル「風の吊り橋」。主塔デザインはローマ風の石のイメージで考案したもの

県立秦野戸川公園へのお出かけには

策散線沿

新宿

渋沢
小田急線

小田原

秦野戸川公園秦野戸川公園

風の吊り橋

大倉入口

渋沢駅

●秦野市役所

秦野駅

秦野中井I.C.

至平塚

至松田

至厚木

至東京

至二宮

至名古屋

東
名
高
速
道
路

国道246号線

小田急線

大倉バス停
水
無
川

I R サイト

子どもの広場にあるコンビネーション遊具

http: / /www.kanagawa-park.or. jp /hadanotokawa/

▶小田急小田原線「渋沢駅北口２番線乗り場」より(株)湘南神奈交バス
　渋02系統 大倉行　終点「大倉」下車（所要約15分）すぐ
　運賃　大人200円　小人100円

▶お問い合わせ　(株)湘南神奈交バス 秦野営業所
　　　　　　　　TEL 0463-81-1803

Webサイトアドレス
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〒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/

環境保全のため、FSC™認証紙と植物油インキを
使用して印刷しています表紙写真 宮ヶ瀬湖付近

　株式に関する各種お手続きについて、証券口座で株式を所有されている場合と、特別口座で株式を所有されている場合で、株式
に関するお手続きのお申出先が異なりますので、ご案内申しあげます。

株 主 メ モ

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

株 式 に 関 す る 各 種 お 手 続 き の ご 案 内 に つ い て

●特別口座について
　株券電子化施行日までに、所有する株式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式は、
当社が開設した特別口座に記録され、株主さまの権利は電子的に管理されております。
　特別口座で管理されている株式は売却することができません。株式の売却をご希望される株主さまは、証券会社に口座を開設
していただき、特別口座から証券会社口座への株式振替をご検討くださいますようお願い申し上げます。

●お手続きのお申出先について

主な手続事項
お申出先

証券口座で株式を所有されている株主さま 特別口座で株式を所有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

お取引の証券会社等
中央三井信託銀行株式会社

お問い合わせ先フリーダイヤル
0120-78-2031

◦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

中央三井信託銀行株式会社
お問い合わせ先フリーダイヤル

0120-78-2031
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