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　2021年の当社創立100周年に向けて、今後も地域に
根ざした企業グループであり続け、さらなる事業拡大
のために「変革」を遂げることを目指してまいります。
　この計画を実行することにより、経営基盤を一層
強化し収益力の向上を図るとともに、リスクマネジ
メント体制の充実を図ることなどにより企業の社会的
責任を果たすことで、社会から信頼される企業グルー
プを確立してまいります。
　今後も神奈中グループ経営理念である「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。株主の皆さまには、引き
続きより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げ
ます。

平成27年６月

　当期におけるわが国経済は、消費税率引上げに伴う
駆け込み需要の反動などの影響があったものの雇用・
所得環境が着実に改善するなかで総じてみれば個人
消費は底堅く推移し、設備投資は企業収益が改善する
なかで、緩やかな増加傾向になるなど、回復基調が続き
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。
その結果、当期における売上高は1,086億1千9百万円

（前期比1.5％減）、営業利益は65億9千3百万円（前期比
8.3％増）、経常利益は63億8千6百万円（前期比12.6％
増）、当期純利益は37億2千3百万円（前期比6.4％増）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。

　当社グループを取り巻く事業環境は、政府や日銀に
よる経済・金融政策などにより、円安や株高が進行し、
個人消費や企業収益が改善に向かっているほか、2020
年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた
経済波及効果が期待されております。また、人口減少や
高齢化が進展するものの、女性の社会進出、訪日外国人
の増加、さらなるIT化の進展などの事業機会が予想
されております。
　当社グループにおいては、比較的恵まれた事業環境で
あろう2020年度までに事業基盤を確固たるものとし、
成長の種を蒔き育てることが求められております。この
ような中で、新たにスタートする「神奈中グループ中期
経営計画（2015年度～2017年度）」を策定しました。

株主の皆さまへ

　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141期報告書（平成26年4月1日から
平成27年3月31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。

神奈中グループ経営理念
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。

取締役社長 三澤　憲一
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財務ハイライト（連結）
売上高（単位:百万円）

5,238

6,168 6,085108,619 3,7236,3866,593

（単位:百万円）営業利益 （単位:百万円）経常利益 （単位:百万円）当期純利益
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1 kanachu 2kanachu

010_0125001302706.indd   1-2 2015/06/13   10:13:30



全事業売上高
108,619百万円

セグメント別売上高構成比

※売上高構成比は外部顧客に対する売上高に基づき
　算出しております。

一般旅客自動車運送事業
53.8%
（58,401百万円）その他の事業

20.5%
（22,257百万円）

不動産事業
4.4%
（4,775百万円）

自動車販売事業
21.3%
（23,185百万円）

グループ概要

一般旅客自動車運送事業
乗合業においては、４月に相模原市田名地域の交通結節点として田名

バスターミナルを開設し、８月には長津田駅北口ロータリーの供用を
開始し、駅などへのアクセスの向上を図るため路線再編を実施しました。
また、利便性の向上や交通空白地域の解消を図るため、10月に大和市相模
大塚地域で実験運行を行っていたコミュニティバスの本格運行を開始
しました。神奈中タクシーグループにおいても、10月に大和市中央林間
西側地域、１月に深見および桜ヶ丘地域のコミュニティバスの本格運行を
開始しました。１月には輸送力の強化を図るため大和営業所中山操車所を
横浜市旭区に移転するとともに、同操車所を起点とした新規路線を開設
したことなどにより増収となりました。さらに、３月に環境保全に向けた
各種取り組みの一つとして、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ
財団より「グリーン経営認証」を取得しました。なお、当社および連結子会社
５社で運営している乗合バス事業を、エリア特性に応じた事業環境を考慮し
３社体制に再編することとし、その準備に着手しました。

貸切業においては、「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」に基づく
単価の見直しを行ったことにより一車当たりの収入が増加するとともに、
法人契約に基づく従業員輸送を新規に開始しました。また、富岡製糸場が
世界文化遺産に登録されたことを受けて、「富岡製糸場見学」などの旅行も
企画し販売したことにより増収となりました。

乗用業においては、羽田空港への定額運賃サービスの利用が堅調に推移
しました。また、実験運行を行っていた二宮町富士見が丘・松根地域などの
デマンドタクシーを本格運行するとともに、女性乗務員を積極的に採用
するなど採用の強化に努めましたが、乗務員不足による稼働減などにより
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586億４千３百
万円（前期比0.0％増）、営業利益は23億９千７百万円（前期比11.4％増）と
なりました。

大和市相模大塚地域のコミュニティバス

事業の概況（連結）

移転した大和営業所中山操車所

法人契約に基づく従業員輸送を新規に開始した貸切バス

不動産事業

一般旅客自動車運送事業

その他の事業

自動車販売事業

●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
●相模中央交通（株）
●神中興業（株）
　ほか６社

●神奈川三菱ふそう自動車販売（株）
●神奈中相模ヤナセ（株）

●当社
●（株）神奈中商事
●（株）クリエイトL&S
●（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

かなみんラッピングバス“海の風景”バージョン

「港南中央ビル」

中国料理「東光苑」秦野店

モデルチェンジを行った
三菱ふそう大型トラック「スーパーグレートV」
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事業の概況（連結）

不動産事業
分譲業においては、平塚市めぐみが丘の販売数が減少したことなどに

より減収となりました。一方、賃貸業においては、既存賃貸施設の高稼働率を
維持したことやテナントの入替えに伴う賃料の増に加え、前期に賃貸を
開始した商用車販売会社の賃貸施設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47億８千万円（前期比0.9％減）
となりましたが、既存賃貸施設の修繕費の減などにより営業利益は23億
１千４百万円（前期比8.7％増）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、商用車販売で既存のお客様に対する車検や

点検等メンテナンスの営業活動を強化したことにより車両整備や部品
販売が増加しましたが、消費税率引上げに伴う前期の駆け込み需要の反動に
よりトラックの販売台数が減少しました。また、輸入車販売では、モデル
チェンジの効果や新型デザインのコンパクトSUVの発売により新車の
販売台数が増加するとともに、中古車の販売台数も好調に推移しました。
さらに、３月にはメルセデス・ベンツ相模原ショールームのフロアを拡大し
展示車両を増やすなどのリニューアルを行いました。

以上の結果、自動車販売事業全体の売上高は256億３千６百万円（前期
比0.9％増）、営業利益は６億１千８百万円（前期比10.2％増）となりま
した｡

その他の事業
流通業においては、原油安の影響による燃料販売単価の下落やオートガ

ス販売の減少などにより減収となりました。
飲食・娯楽業においては、「らーめん味噌工房町田本店」を「らーめん花樂

町田店」へ業態変更を行いました。また、「ドトールコーヒーショップ上野
浅草通り店」をリニューアルするとともに、12月に「海老名ビナウォーク
店」、２月には「みなとみらいグランモール公園店」を新規出店し収益の拡
大を図りました。さらに、「TSUTAYA金沢文庫駅前店・港南中央店・辻堂駅
前店」でコミックレンタルのサービスを導入しお客様満足度の向上に努め
ましたが、近隣施設との競合などにより減収となりました。

レジャー・スポーツ業においては、フィットネスクラブ「ライフティック
平塚」やテニススクール「神奈中インドアテニススクール平塚」などで20
周年キャンペーンを実施しました。また、12月に日帰り温泉「湯快爽快た
や店」で新型サウナを導入するなど施設をリニューアルするとともに、「湯
快爽快くりひら店」では、小田急線鶴川駅の無料送迎バスを増便するなど
新規のお客様の獲得に努めました。さらに、ゴルフ場「中伊豆グリーンクラ
ブ」では、早朝・午後スループレーの拡大や食事メニューを充実させるとと
もに、近隣宿泊施設との提携、開場25周年記念特別謝恩企画を実施しお客
様の獲得に努めましたが、前年度に遊技場をグループ外の承継会社に会社
分割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、宿泊部門で企業・団体への営業活動を強化したこ
とによりお客様が増加するとともに、料飲・宴会部門では新たにレディー
スプランの実施やスキルアップ講座などを開催しましたが、物品販売の減
少などにより減収となりました。

総合ビルメンテナンス業においては、設備更新工事や設備保守管理の新
規受注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304億８百万円（前期比7.2％
減）、営業利益は13億３千万円（前期比2.8％減）となりました。

川崎市中原区の賃貸施設

リニューアルを行ったメルセデス・ベンツ相模原ショールーム

新規出店した
ドトールコーヒーショップ みなとみらいグランモール公園店

新型サウナを導入するなど施設をリニューアルした湯快爽快たや店

開場25周年を迎える中伊豆グリーンクラブ
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連結財務諸表

2 負債の部

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65億円に減価償却費55億9千9百万円などを加減
した結果、100億7千7百万円の資金収入となりました。

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47億5千6百万円などにより、43億5千4百万円
の資金支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済
による支出99億1千2百万円などにより、56億4千3百万円
の資金支出となりました。

4 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

6 財務活動によるキャッシュ・フロー

負債は、社債の発行による増加がありましたが、借入金
の返済が進んだことなどにより、前期末に比べて14億9千
8百万円減少し、966億2千9百万円となりました。なお、
借入金及び社債残高は、前期末に比べて44億6千4百万円
減少し、503億7千8百万円となりました。

（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

期別
科目

当連結会計年度
平成27年3月31日現在

前連結会計年度
平成26年3月31日現在

資産の部

流動資産 17,487 17,308

固定資産 125,129 120,197

　有形固定資産 101,594 101,567

　無形固定資産 926 929

　投資その他の資産 22,608 17,699

資産合計 142,617 137,505

負債の部

流動負債 48,419 45,149

固定負債 48,209 52,978

負債合計 96,629 98,128

純資産の部

株主資本 36,002 32,923

その他の
包括利益累計額 6,407 3,243

少数株主持分 3,577 3,210

純資産合計 45,988 39,377

負債純資産合計 142,617 137,505

（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

当連結会計年度
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

前連結会計年度
平成25年4月  1日から
平成26年3月31日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 10,077 8,262

投資活動による
キャッシュ・フロー △4,354 △4,988

財務活動による
キャッシュ・フロー △5,643 △3,448

現金及び現金同等物の
増減額 79 △174

現金及び現金同等物の
期首残高 2,301 2,476

現金及び現金同等物の
期末残高 2,380 2,301

期別
科目

当連結会計年度
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

前連結会計年度
平成25年4月  1日から
平成26年3月31日まで

売上高 108,619 110,237

売上原価 87,718 89,832

売上総利益 20,900 20,404

販売費及び
一般管理費 14,307 14,318

営業利益 6,593 6,085

営業外収益 557 417

営業外費用 763 831

経常利益 6,386 5,672

特別利益 861 954

特別損失 747 484

税金等調整前
当期純利益 6,500 6,142

法人税、住民税
及び事業税 2,450 2,121

法人税等調整額 22 293

少数株主損益調整前
当期純利益 4,027 3,727

少数株主利益（控除） 304 229

当期純利益 3,723 3,497

（単位：百万円）連結株主資本等変動計算書の要旨 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
株主資本 その他の包括利益累計額 少数株主

持分 純資産合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 3,160 693 29,662 △592 32,923 3,105 89 48 3,243 3,210 39,377
会計方針の変更による累積的影響額 △228 △228 △228

会計方針の変更を反映した当期首残高 3,160 693 29,434 △592 32,695 3,105 89 48 3,243 3,210 39,149
当期変動額

剰余金の配当 △308 △308 △308
当期純利益 3,723 3,723 3,723
自己株式の取得 △106 △106 △106
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,367 △162 △42 3,163 367 3,531

当期変動額合計 ― ― 3,414 △106 3,307 3,367 △162 △42 3,163 367 6,839
当期末残高 3,160 693 32,848 △699 36,002 6,473 △72 6 6,407 3,577 45,988

1

2

3

4

5

6

1 資産の部
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1億7千9百
万円増加し、174億8千7百万円となりました。

また、固定資産は、減価償却による減少があったものの、
投資有価証券の時価評価額が増加したことなどにより、
前期末に比べて49億3千2百万円増加し、1,251億2千9百
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51億1千
2百万円増加し、1,426億1千7百万円となりました。

3 純資産の部
純資産は、利益剰余金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、前期末に比べて66億1千万円
増加し、459億8千8百万円となりました。
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中期経営計画

「神奈中グループ中期経営計画
（2015年度～2017年度）」スタート！

基 本 方 針

一般旅客自動車運送事業
▶主な具体的施策

不動産事業
▶主な具体的施策

自動車販売事業

その他の事業

大 量 輸 送 の ニ ー ズ が あ る 路 線 へ の
連節バス導入

大型バスの代替を全てノンステップ
バスにし、バリアフリー化を推進

❷ 地域需要に即した交通ネッ
トワークの構築

❶ お客さまへの利便性向上などによる快適な移動の提供

デマンド交通など地域の需要に即した
交通ネットワークの構築

❸ 事業環境に対応した新規顧
客の開拓および効率的な運
営体制の構築

高速道路網の整備に伴う都市間・中距離
高速バスの新規路線の開設

❶ 社有地の高度利用 ❷ エネルギー情勢を踏まえ
太陽光発電事業に参入

岩手県金ケ崎太陽光発電所イメージ

▶主な具体的施策
❶ 支店を移転・拡大することによる商用車販売ネットワーク最適化の推進

2013年10月に移転した
神奈川三菱ふそう自動車販売㈱
港北支店

❷ 輸入車販売店舗の新設

2015年３月にリニューアルを行った
メルセデス・ベンツ相模原ショールーム

▶主な具体的施策

2014年12月に新規出店した
ドトールコーヒーショップ
海老名ビナウォーク店

1 当社グループ経営理念である「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」に向けて、
グループ各社が一体となって、お客さまの視点を常に意識した施策を積極的に実施します。

2 当社創立100周年（2021年）に向けて事業基盤を強化すべく、今回の中期経営計画（2015年度～2017年度）
および次期の中期経営計画（2018年度～2020年度）の６年間で成長するための施策を実施します。

3 事業環境の変化や既存事業の将来性を勘案し、各事業の方向性を見定め、拡大すべき事業への積極投資や
グループ事業の再編を進めることにより、経営資源の有効活用を図ります。

6,593
6,040

6,360
6,700

営業利益（単位:百万円）

2014年度
実績

2015年度
計画

2016年度
計画

2017年度
計画

108,619 110,800 113,800 116,300

売上高（単位:百万円）

2014年度
実績

2015年度
計画

2016年度
計画

2017年度
計画

12,192 11,740 12,810

13,580

設備投資額（単位:百万円）
EBITDA（単位:百万円）

2014年度
実績

2015年度
計画

2016年度
計画

2017年度
計画

50,378

58,230
61,760 62,030

有利子負債（単位:百万円）

2014年度
実績

2015年度
計画

2016年度
計画

2017年度
計画

5,908

11,310

13,250
12,490

老朽化したビルを建替え2013年3月
より賃貸を開始した「高島町賃貸マン
ション」

飲食・娯楽業（喫茶業）における新規出店

2015年2月に新規出店した
ドトールコーヒーショップ
みなとみらいグランモール公園店

「神奈中グループ中期経営計画（2015年度～2017年度）」では、以下の基本方針およびセグメントごとの主な具体的
施策に取り組むことで、同計画の目標達成を目指してまいります。
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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1,000株以上ご所有の株主の皆さまに対して
発行いたします。（有効期間１年間、5月下旬発送。）

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。

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

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）、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）、
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・東日本橋店・海老名ビナウォーク店・みなとみらいグランモール公園店）

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27年6月26日現在のものです。

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。

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

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。

株主優待制度のご案内について

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
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トピックス
沿線散策

2015年4月1日より、神奈中グループの㈱横浜神奈
交バスでは、「上永谷駅・東戸塚駅」と「羽田空港」を結ぶ
リムジンバスの運行を開始しました。鉄道で「上永谷駅・
東戸塚駅」から羽田空港にアクセスする場合は、横浜駅
等で乗り換えが発生しますが、リムジンバスにご乗車
いただければ乗り換えなしで快適に羽田空港までアク
セスします。また、開業記念として多くのお客さまに
親しんでいただけるよう、2016年3月末まで、「戸塚駅・

羽田空港リムジンバスがより便利になりました

お問い合わせ先
●神奈中バス案内センター
TEL 0463-22-8833

（平日9:00～17:25）

港南台駅・上永谷駅・東戸塚駅～羽田空港」間をご利用の
お客さまは、大人片道800円とさせていただきます。

（通常運賃は900円～1,130円）
なお、上記路線以外にも、町田や本厚木などから

羽田・成田空港リムジンバスを運行しているほか、
神奈中タクシーグループでは空港までのタクシーの
定額運賃サービスを実施していますので、ご旅行や
ご出張の際はぜひ、ご利用ください。

▶相模大野・町田バスセンター～羽田空港
▶田村車庫・本厚木駅～羽田空港
▶海老名駅～羽田空港
▶戸塚駅・港南台駅・上永谷駅・東戸塚駅～羽田空港

成田空港

羽田空港

相模大野

海老名

戸塚

港南台

上永谷
東戸塚

本厚木

田村車庫

茅ヶ崎

辻堂

藤沢

町田

橋本

神奈中グループ空港リムジンバス路線図

羽田空港リムジンバス

▶橋本駅・相模大野・町田バスセンター～成田空港
▶田村車庫・本厚木駅～成田空港
▶茅ヶ崎駅・辻堂駅・藤沢駅・戸塚バスセンター～成田空港

成田空港リムジンバス

▶神奈川県北部・南部、横浜市、町田市等～羽田・成田空港

羽田・成田空港タクシー定額運賃サービス

JAXA相模原キャンパス

丹沢山地を望む静かな環境に囲まれたJAXA（宇宙航空研究開発機構）相模原キャンパスは、宇宙科学研究所の中核部として
1989年4月に開設されました。

キャンパスでは、研究・管理棟、研究センター棟をはじめ、人工衛星の開発・試験などをおこなう実験棟や試験棟が
設置されています。2010年6月に帰還を果たした小惑星探査機「はやぶさ」や2014年12月に打ち上げられた「はやぶさ2」も、
ここから始まりました。

さらに、キャンパス内では、ロケット原寸模型の展示をおこなっているほか、展示室には「はやぶさ」の模型なども展示
されています。また、向かいの相模原市立博物館では、プラネタリウムや天体観測室の施設が充実しています。

宇宙の謎を解明しに、相模原キャンパスを訪れてみませんか？

【JAXA相模原キャンパス】
TEL 042-751-3911（代表）
http://www.jaxa.jp/about/centers/sagamihara/index_j.html

JAXA相模原キャンパスへのお出かけは

●JR淵野辺駅南口２番乗場より淵37系統博物館廻り青葉循環
【所要時間】約6分
【現金運賃】大人180円　小人90円
【 I C 運 賃 】大人175円　小人88円

▶バス停「市立博物館前」下車　徒歩2分

●JR淵野辺駅南口２番乗場より淵36系統共和廻り青葉循環
【所要時間】約4分
【現金運賃】大人180円　小人90円
【 I C 運 賃 】大人175円　小人88円

●小田急線相模大野駅北口５番乗場より
　相02系統国道16号経由相模原駅南口行
【所要時間】約19分
【現金運賃】大人260円　小人130円
【 I C 運 賃 】大人258円　小人129円

●JR相模原駅南口４番乗場より
　相02系統国道16号経由相模大野駅北口行
【所要時間】約9分
【現金運賃】大人230円　小人120円
【 I C 運 賃 】大人227円　小人114円

▶バス停「宇宙科学研究本部」下車　徒歩5分

●バスに関するお問い合わせ
　株式会社相模神奈交バス 相模原営業所　TEL 042-775-0850

神奈中マスコットキャラクター かなみん

JR横浜線

J
R
相
模
線

16

129

宇宙科学研究本部
市立博物館前 古淵駅

相模大野駅

淵野辺駅

相模原駅

矢部駅

上溝駅

番田駅
町田駅

小
田
急
線

至 

橋
本

至 

橋
本

至 

新
宿

至 

横
浜

至 茅ヶ崎 至 小田原・片瀬江ノ島

キャンパス内に展示されている「M-3SⅡロケット」模型

キャンパス内の売店で販売されている宇宙食展示室内の「はやぶさ」模型

JAXA相模原キャンパス

●神奈中タクシーグループ
神奈川県北部、町田地域
TEL 0120-888-810

神奈川県南部、横浜市戸塚区・泉区周辺
TEL 0120-777-701

その他横浜市
TEL 0120-814-981
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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/

表紙写真　移転した大和営業所中山操車所

会社概要（平成27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 2,720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27年6月26日現在）

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
常務取締役 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 南雲　忠信
取　締　役 秋元　隆宏

株式の状況（平成27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 ............................................................................... 6,870名

大株主（平成27年3月31日現在）

常勤監査役 大木　幸治
常勤監査役 石川　建作

監　査　役 石井　健児
監　査　役 松村　俊夫

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

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

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）

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

株主メモ IRサイトのご案内
http://www.kanachu.co.jp/ 神奈川中央交通 検 索

IR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。

会社の概況 株式の状況

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
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 442 0.70
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 431 0.68

（注）1. 当社は自己株式1,322千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。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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