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　また、当社グループを取り巻く事業環境は少子高齢
化による人口構造の変化などにより低成長経済の厳しい
状況にあります。
　このような中で、当社グループが持続的に発展して
いくために、今後成長が見込まれる事業および当社グ
ループが担う社会的使命である地域貢献を実現できる
事業へ注力することで、企業価値の向上を目指します。

　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24年11月

　株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り
厚く御礼申し上げます。ここに第139期中間報告書

（平成24年4月1日から平成24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、
復興需要等を背景として設備投資や個人消費等に持ち
直しの動きがみられましたが、欧州政府債務危機によ
る海外経済の減速や長引く円高などにより、景気回復
の動きに停滞がみられ、引き続き先行き不透明な状況
にありました。
　このような状況のもと、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
結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は562億4千

3百万円（前年同期比5.1％増）、営業利益は39億2千
万円（前年同期比30.9%増）、経常利益は36億5千6百万
円（前年同期比36.8%増）、四半期純利益は25億3千2百
万円（前年同期比70.2％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29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、復興需要に伴い回復
傾向に向かうことが期待されておりますが、欧州や
中国等、対外経済環境を巡る不確実性や長期化する
円高に対する懸念など、予断を許さない状況が続くと
思われます。取締役会長 髙橋　幹 取締役社長 三澤　憲一
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神奈中グループ経営理念

株 主 の 皆 さ ま へ

お客さまの「かけがえのない時間(とき)」と「ゆたかなくらし」の実現に
貢献します。

経営方針
▶お客さまの視点に立ち、期待に応える価値を提供します。
▶地域の明日を考え、みなさまとともに歩みます。
▶従業員が働くよろこびを実感できる、活気ある企業を目指します。

行動指針
お客さまのために、私たちは
▶一人ひとりが会社の顔としての自覚をもち、今日の仕事をやり遂げます。
▶相手のことを理解し、協力して互いにとって「よりよい答え」を見つけます。
▶何事にも信念をもって取り組み、積極的に挑戦します。

1 kanachu 2kanachu
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事 業 の 概 況（ 連 結 ）

一般旅客自動車運送事業

連節バス「ツインライナー」（町田バスセンター～山崎団地センター）

新規に運行を開始した上大岡駅～日野ヶ丘循環線

不動産事業

　分譲業において
は、平塚市めぐみ
が丘にて1棟の建
売分譲および1区
画の宅地分譲を行
いました。また、賃
貸業においては、
4月 よ り 新 た に

「舞岡貸店舗」の賃貸を開始いたしましたが、老朽化
したビルの建替えやテナントの入替えに伴う賃料の
減により減収となりました。
　以上の結果、不動産事業全体の売上高は21億6千
6百万円（前年同期比3.2%減）、営業利益は10億4千
9百万円（前年同期比4.9%減）となりました。

自動車販売事業

　自動車販売事業
においては、商用
車販売におけるト
ラックの販売がエ
コカー補助金・減
税による代替の前
倒し効果によって
好調に推移したこ
とや、輸入車販売における商業施設での展示会の実
施など、積極的な営業活動に努めたことにより販売
台数が増加し、増収となりました。
　以上の結果、自動車販売事業全体の売上高は109億
9千1百万円（前年同期比24.0%増）、営業利益は2億
8千9百万円（前年同期比5.8%増）となりました｡

「メルセデス・ベンツ認定中古車展示会」

レジャー・スポーツ事業

　スポーツ施設業においては、スイミング・テニス両スクールにて無料体験会を実施するなど新規会員の獲得を図ったことに
より会員数が増加し増収となりました。
　ゴルフ場業においては、伊豆市が実施しているインバウンド観光客の受け入れや、アマチュアゴルファー向けのオープン
コンペを開催するなど、集客の強化を図ったことにより増収となりました。
　温浴業においては、4月に「たや店」において施設をリニューアルするなど集客の強化を図ったことにより増収となりました。
　遊技場業においては、８月に遊技スペースの分煙化などのリニューアルを行い集客に努めましたが、近隣施設との競合などに
より利用客数が減少し減収となりました。
　以上の結果、レジャー・スポーツ事業全体の売上高は48億2百万円（前年同期比4.0%減）、営業利益は2億3千万円（前年同期比
11.0％減）となりました。

その他の事業

　飲食・娯楽業においては、5月に「はなまるうどんミスターマックス湘南藤
沢店」、7月に「らーめん花樂大船店」のリニューアルを実施し、新規顧客の獲得に
努めました。また、期間限定メニューの提供や各種キャンペーンを行うなど、
顧客満足度の向上に努めました。しかしながら、「TSUTAYA白旗神社前店」を
1月に閉店したことや競合店との価格競争の影響により減収となりました。
　ホテル業においては、宿泊部門において各種団体やエージェントへの販促
活動を強化することで新規顧客の獲得に努めました。また、飲食部門においては
季節の食材を活かした各種イベントを実施するなど積極的な営業活動を推進
するとともに、カフェレストラン「楓」においてメニューを更新し顧客満足度
の向上に努めましたが、前期のカタログ販売の特需の影響により減収となり
ました。
　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設備更新工事
の受注や、商用車架装台数の増加などにより、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138億3千6百万円（前年同期比5.4%増）、営業利益は5億1千9百万円（前年同期比
2.3％増）となりました。

５月にリニューアルした
「はなまるうどんミスターマックス湘南藤沢店」

48.2%
売上高構成比

3.5%
売上高構成比

17.9%
売上高構成比

7.8%
売上高構成比

22.5%
売上高構成比

4月に賃貸を開始した「舞岡貸店舗」

　乗合業においては、4月に道路狭隘地区における利便性の向上
を図るため、上大岡駅～日野ヶ丘循環線の運行を開始し新規顧客
の獲得に努めました。5月にノンステップ連節バス「ツインライ
ナー」を湘南台、本厚木に続いて都内初となる町田バスセンター～
山崎団地センター間において運行を開始し、高効率な輸送を実現
するとともに、町田バスセンター周辺の渋滞緩和に努めました。
また、7月に相模大野・町田～羽田空港線の増便を行い、新規顧客
の獲得を図り、9月には古淵駅～北里大学病院の急行系統を新設
し、利用者利便の向上を図りました。あわせて、前年度における震
災の影響からの回復などにより増収となりました。
　貸切業においては、旅行会社への営業を強化するなど積極的な
営業に努めたことや、震災の影響により大幅に減少していた需要
の回復などにより増収となりました。
　乗用業においては、4月より神奈中タクシーグループによる
共同配車の実施エリアを伊勢原・厚木地区に拡大したことなどに
より増収となりました。
　以上の結果、一般旅客自動車運送事業全体の売上高は296億
3千3百万円（前年同期比2.3％増）、営業利益は18億8千6百万円

（前年同期比110.4％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 調整額 連結

外部顧客に対する売上高 29,512 2,161 10,135 4,779 9,655 56,243 0 56,243

セグメント間の内部売上高又は振替高 121 4 855 23 4,180 5,186 △5,186 0

売上高計 29,633 2,166 10,991 4,802 13,836 61,430 △5,186 56,243

営業利益 1,886 1,049 289 230 519 3,974 △54 3,920

セグメント情報（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで） （単位：百万円）

※売上高構成比はセグメント間の内部売上高又は振替高を含めて算出しております。なお、小数第２位を四捨五入しているため、合計は100％になりません。3 kanachu 4kanachu
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（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

1

2

3

4

4

4

5

6

7

総資産は、自動車販売事業における受取手形及び売掛金の
減少や減価償却などにより、前期末に比べて21億3千3百万
円減少し、1,336億6千1百万円となりました。

1 資産の部

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
て47億4百万円減少し、1,008億7千9百万円となりました。

純資産は、利益剰余金が増加したことなどにより、前期末に
比べて25億7千1百万円増加し、327億8千1百万円となりま
した。

売上高は、自動車販売事業において新車販売が増加したこと
や、その他の事業における総合ビルメンテナンス業の受注増
などにより、27億4千2百万円の増収となりました。
営業利益は、乗合業における減価償却費が減少したことなど
により、9億2千4百万円の増益となり、四半期純利益について
は10億4千4百万円の増益となりました。

負債の部

純資産の部

売上高及び営業利益、四半期純利益

2

3

4

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43億6千6百万円に減価償却費などを加減した結果、
76億6千6百万円の資金収入（前年同期比18.5%増）となりま
した。

営業活動によるキャッシュ・フロー5

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の償還に
よる収入５億円などがあったものの、固定資産の取得による
支出21億6千9百万円などにより、10億4千9百万円の資金
支出（前年同期比7.3%減）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー6

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済などに
より、70億4千1百万円の資金支出（前年同期比18.9%増）と
なりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー7

連 結 財 務 諸 表

期別
科目

当第2四半期連結累計期間
平成24年4月  1日から
平成24年9月30日まで

前第2四半期連結累計期間
平成23年4月  1日から
平成23年9月30日まで

売上高 56,243 53,501

売上原価 45,102 43,240

売上総利益 11,141 10,260

販売費及び一般管理費 7,220 7,264

営業利益 3,920 2,995

営業外収益 253 262

営業外費用 517 585

経常利益 3,656 2,672

特別利益 1,158 161

特別損失 447 255

税金等調整前四半期純利益 4,366 2,579

法人税、住民税及び事業税 1,302 363

法人税等調整額 395 604

少数株主損益調整前四半期純利益 2,668 1,611

少数株主利益（控除） 135 123

四半期純利益 2,532 1,488

期別
科目

当第2四半期連結累計期間
平成24年4月  1日から
平成24年9月30日まで

前第2四半期連結累計期間
平成23年4月  1日から
平成23年9月30日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 7,666 6,472

投資活動による
キャッシュ・フロー △1,049 △1,132

財務活動による
キャッシュ・フロー △7,041 △5,920

現金及び現金同等物の
増減額 △424 △580

現金及び現金同等物の
期首残高 2,913 3,931

現金及び現金同等物の
四半期末残高 2,488 3,351

期別
科目

当第2四半期連結会計期間末
平成24年9月30日現在

前連結会計年度末
平成24年3月31日現在

資産の部

流動資産 16,996 17,276

固定資産 116,665 118,518

　有形固定資産 100,515 101,612

　無形固定資産 879 976

　投資その他の資産 15,270 15,928

資産合計 133,661 135,794

負債の部

流動負債 50,180 51,671

固定負債 50,699 53,912

負債合計 100,879 105,584

純資産の部

株主資本 28,627 26,249

その他の包括利益累計額 1,428 1,361

少数株主持分 2,725 2,599

純資産合計 32,781 30,210

負債純資産合計 133,661 135,794

5 kanachu 6kanachu
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　平成24年5月28日、町田バスセンター～山崎団地センター間で、東京都内では初となる連節バス「ツインライナー」の運行を
開始しました。
　町田バスセンターはバス利用者が多くバス系統が集中していることから、朝夕のラッシュ時は道路混雑と相まってバスの
定時性の確保が難しい状況となっていました。そこで町田市をはじめ、国土交通省や警視庁、東京都など運行に関係する
方々のご協力により「ツインライナー」を導入することができました。

ト ピ ッ ク ス

連節バス「ツインライナー」
平成24年5月、町田バスセンター～山崎団地センター間にて

運行を開始しました。

同縮尺での大型ノンステップバス
（三菱ふそう製）との大きさ比較

通常の路線バスは三菱ふそう、いすゞ等、
国産メーカーの車両ですが、町田のツイ
ンライナーはドイツ、メルセデス・ベン
ツ製です。

全長18mにも及ぶ長い車両ですが、幌で
連結されて実質一車両としてみなされる
ためけん引免許が不要で、通常のバスと
同じ「大型二種免許」で営業運転を行うこ
とができます。

本厚木のツインライナーに採用された
「バス・鉄道運行情報システム」を引き
続き車内に設置しています。

三菱ふそう製
ノンステップバス

メルセデス・ベンツ製
ノンステップ連節バス

全 　 長 10.51m 17.99m

全 　 幅 2.49m 2.55m

総 重 量 14.7t 24.7t

定 　 員 73名+乗務員1名 128名+乗務員1名

横浜自然観察の森
　横浜自然観察の森は、横浜市南部に広がる円海山緑地の
南端にあり、昭和61年に開園しました。横浜市、公益財団法
人日本野鳥の会、市民ボランティアグループ横浜自然観察の
森友の会の3者協働で、自然についての「調査」「管理」「教育」
を推進し、「いきもののにぎわいのある森」を目指しています。
　園内の広さは45ha（横浜スタジアム約17個分）に及び、
今までに動植物等約3,000種の生息が確認されています。湿地、
林、池、尾根道など変化に富んだネイチャートレイル（道）は
それぞれ「ミズキの道」「コナラの道」等と名付けられ、四季
折々の野鳥や動植物、昆虫等を観察することができます。
　今年4月には観察やボランティアの活動拠点となる自然観察
センターがリニューアルしました。観察道具の貸し出しや観察
シートの配布、年間を通して様々なイベントなどを行って
おり、自然に関する質問や相談なども受け付けています。

●JR大船駅（東口バスターミナル）3番乗場より、船08系統金沢八景駅行
　所要時間22分  運賃 大人280円 小人140円

●京浜急行線金沢八景駅より船08系統大船駅行、金24、25系統上郷
ネオポリス行 他

　所要時間11分  運賃 大人200円 小人100円

バス停「横浜霊園前」下車 徒歩約7分

バスに関するお問い合わせ
神奈川中央交通  横浜営業所  TEL 045-891-7111

「横浜自然観察の森」へのお出かけは

沿線散策

横浜霊園前

至 横須賀中央至 新逗子至 横須賀

至 横浜 至 横浜

至 

藤
沢

横浜自然観察の森横浜自然観察の森

根岸線

東
海
道
本
線

●鎌倉

金沢八景●

●大船

●
本
郷
台
栄区

金沢区

港南区

鎌倉市

横浜市

●
港
南
台

横
浜
横
須
賀
道
路

横浜自然観察の森・自然観察センター
開館時間:9:00～16:30
休 館 日:月曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始
※自然観察の森には自然観察センター開館時間外、休館日でも入園できます。
※駐車場はございません。
TEL 045-894-7474

リニューアルした「自然観察センター」
「ヘイケボタルの湿地」

「ミズキの道」は湿地、川、林、池など変化のある
コースです。

モズ。園内では10月～4月頃にみられます。

幼児向けイベント「秋の森の探検隊」
写真提供（公財）日本野鳥の会
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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。）
　なお、株主優待乗車証は持参人御一名様がご利用になれます。

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。）

入浴（入館）料100円割引券 10枚

野天湯元・湯快爽快
（たや店・くりひら店）

（株）クリエイトL&S

●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。

プレー代等の総額から1,000円割引券 6枚

中伊豆グリーンクラブ
（株）クリエイトL&S

宿泊、飲食、ケーキ等の10%割引券 6枚

グランドホテル神奈中
平塚・秦野

（株）グランドホテル神奈中

直営店での10%割引券 10枚
（株）神奈中システムプラン

【直営店】らーめん花樂（全店）、らーめん味噌工房（町田本店）、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・MrMax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・上野浅草通り店・上野中央通り店・立場イトーヨーカドー店・アリオ橋本店）

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。
 ◦ケンタッキーフライドチキン（秦野駅前店・渋沢駅前店）につきましては、平成25年2月1日をもって割引券の使用ができなくなります。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
 ◦ご利用可能店舗及び施設は平成24年11月20日現在のものです。

株主優待乗車券及び株主優待乗車証発行基準

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 2,000株未満 10枚 ̶
2,000株以上 3,000株未満 15枚 ̶
3,000株以上 4,000株未満 20枚 ̶
4,000株以上 5,000株未満 25枚 ̶
5,000株以上 7,000株未満 30枚 ̶
7,000株以上 10,000株未満 35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。

1ゲーム無料券 10枚
神奈中平塚ボウル

（株）クリエイトL&S

●2ゲーム以上プレイされた場合にご利用になれます。

フィットネスクラブライフティック
（平塚店・秦野店）

（株）クリエイトL&S

神奈中スイミング
（平塚校・小田原校・秦野校）

（株）クリエイトL&S

神奈中インドアテニススクール
（平塚校・小田原校・藤沢校・伊勢原校（アウトドア））

（株）クリエイトL&S

神奈中インドアゴルフスクール
（平塚校・小田原校・藤沢校）

（株）クリエイトL&S

共通施設体験券2枚及び入会初回月会費50%割引券2枚
●スイミング、フィットネス、インドアテニス・ゴルフでご利用になれます。
●入会初回月会費50%割引券は、3ヶ月以上の在籍が必要となります。

会社概要（平成24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 2,739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24年9月30日現在）

取締役会長 髙橋　　幹
取締役社長 三澤　憲一
専務取締役 堀　　康紀
専務取締役 福山　　裕
常務取締役 石井　　豊
常務取締役 金子　茂浩

取　締　役 大木　芳幸
取　締　役 武　　静雄
取　締　役 大須賀賴彦
取　締　役 山木　利満
取　締　役 髙橋　　明

株式の状況（平成24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 ............................................................................ 7,067名

大株主（平成24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 3,073 4.88

横浜ゴム株式会社 1,200 1.90

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（三井住友信託銀行退職給付信託口） 1,000 1.59

三井住友信託銀行株式会社 915 1.45

第一生命保険株式会社 600 0.95

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 509 0.81

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

長尾  忠一 500 0.79
（注）1. 当社は自己株式1,108千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 福島　義章
監　査　役 松村　俊夫

会社の概況

株式の状況 IRサイトのご案内
http://www.kanachu.co.jp/

神奈川中央交通 検 索

I Rサイト

❶当社ホームページのトップ画面
より、右上の「企業に関する情
報」をクリックしてください。

❷「投資家情報」をクリック
　してください。

株主優待制度のご案内について
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　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、ご案内申し上げます。

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市場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
三井住友信託銀行株式会社

お問い合わせ先フリーダイヤル
0120-782-031

◦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

三井住友信託銀行株式会社
お問い合わせ先フリーダイヤル

0120-782-031

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

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

〒100-8233
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

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
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-782-031（フリーダイヤル）

同取次窓口 三井住友信託銀行株式会社　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/kanachu/ir/
stock/notification.html

〒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　ツインライナー（町田市内） 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

株主メモ

株式に関する各種お手続きのご案内について
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