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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
申しあげます。ここに第142期報告書（平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで）をお届けするにあたり、ひとことご挨拶
申しあげます。

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。

取締役会長 三澤　憲一
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◦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。

◦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。

今後も「神奈中グループ中期経営計画（2015年度～2017
年度）」の施策を推進し、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、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
お願い申しあげます。

平成28年6月

当期におけるわが国経済は、輸出・生産面において、中国を
はじめとする新興国経済の減速の影響がみられたものの、
設備投資は、企業収益が高水準で推移するなかで増加傾向を
示すなど、景気は緩やかな回復基調が続きました。一方で、
年明けからは円高・株安の急速な進行など、不安定な金融
市場の影響により、先行き不透明な状況で推移しました。

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1,115億4千3百万円（前期比2.7％
増）、営業利益は68億1千5百万円（前期比3.4％増）、経常
利益は64億2千5百万円（前期比0.6％増）となりましたが、
固定資産の減損損失を計上したことにより親会社株主に
帰属する当期純利益は31億3千1百万円（前期比15.9％減）
となりました。

当期の期末配当金につきましては、将来への事業投資や
経営環境の変化に備え、経営基盤強化に必要な内部留保を
充実させるとともに、連結配当性向や連結株主資本配当率
等の指標を総合的に勘案し、1株につき3円50銭（通期では
前期と比べ1円の増配）といたしましたので、あわせてご報告
申しあげます。

当社グループを取り巻く事業環境は、雇用・所得環境の
改善が続くなかで、各種政策の効果もあり、景気は緩やかな
回復基調が続いているほか、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。

このようななかで、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。

2015年４月に開示しました「神奈中グループ中期経営
計画（2015年度～2017年度）」では、以下の方針に基づき、
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おります。

［基本方針］
◦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。

取締役社長 堀　康紀
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全事業売上高
111,543百万円

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
53.1%
（59,247百万円）その他の事業

19.2%
（21,398百万円）

不動産事業
4.6%
（5,163百万円）

自動車販売事業
23.1%
（25,733百万円）

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月に戸塚駅・港南台駅～羽田空港線で上永谷駅

および東戸塚駅への乗り入れを開始するとともに、成田空港第3ターミ

ナルの供用開始にあわせ空港リムジンバスの同ターミナルへの乗り入れを

開始しました。また、圏央道寒川北IC～海老名JCT間の開通と相模原ICの

供用開始に伴い、中央自動車道方面へのアクセスが向上したことから、

8月には藤沢駅・辻堂駅・本厚木駅～富士急ハイランド・河口湖駅線および

町田駅・橋本駅～富士急ハイランド・河口湖駅線の運行を開始し、新たな

お客様の獲得に努めました。3月には利便性の向上を図るため、大和営業所

管内の乗降方法を「中乗り・前降り」方式に変更しました。さらに、前期に

おける長津田駅北口ロータリー供用開始に伴う路線再編や、大和営業所

中山操車所移転に伴う路線新設などの効果が通期寄与し増収となりま

した。

貸切業においては、国土交通省による「高速・貸切バスの安全・安心回復

プラン」に基づく新運賃・料金制度への移行を前期より行ったことにより

一車当たりの収入が増加しました。さらに、新規取引先を開拓し稼働率が

上昇したことや、法人契約に基づく従業員輸送が通期寄与し増収となりま

した。また、安全性に対する取り組みが認められ、9月に神奈中観光㈱が

公益社団法人日本バス協会より「貸切バス事業者安全性評価認定制度」に

おける最高位認定種別である「三ツ星」の認定を受けました。

乗用業においては、伊勢原交通㈱を買収したことや、一車当たりの

収入が増加したことなどにより増収となりました。また、高齢者や子育て

世代の多様化するニーズに対応するため、4月より外出時の付添いや

観光案内などを行う「さぽーとタクシー」のサービスを開始しました。

以上の結果、一般旅客自動車運送事業全体の売上高は594億7千9百

万円（前期比1.4％増）、営業利益は原油価格の大幅な下落に伴う燃料費の

減少などにより31億6千8百万円（前期比32.2％増）となりました。

東戸塚駅への乗り入れを開始した羽田空港リムジンバス

事業の概況（連結）

大和営業所管内で開始した「中乗り・前降り」方式

貸切バス事業者安全性評価認定制度で「三ツ星」の認定を受けた
神奈中観光㈱の新型車両

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12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

新型ハイブリッドバス

神奈中岩手県金ケ崎第2太陽光発電所

リニューアルを行った
ドトールコーヒーショップ上野中央通り店

新型モデルの
「メルセデス・ベンツ CLAシューティングブレーク」
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事業の概況（連結）

不動産事業
分譲業においては、平塚市めぐみが丘にて宅地分譲が順調に推移した

ことなどにより増収となりました。また、新たに分譲用不動産の仕入れや、
マンションの共同開発を推進しました。賃貸業においては、積極的なテナ
ントの誘致活動により既存賃貸施設の高稼働率を維持し、安定収益を確保
しました。また、前期に「相模原中央ビル」を一括賃貸から各テナントとの
個別契約に変更したことなどにより賃料が増加しました。さらに、岩手県
金ケ崎町に設置した、当社初の太陽光発電所（2ヶ所）において8月および
9月より売電を開始したことなどにより増収となりました。なお、戸塚駅
東口において新規賃貸ビルの建設を開始するなど、収益の拡大に向けた
施策を推進しました。

以上の結果、不動産事業全体の売上高は51億7千6百万円（前期比
8.3％増）となりましたが、既存賃貸施設の修繕費の増加などにより営業
利益は17億9千5百万円（前期比22.4％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、商用車販売にてトラック全体の底堅い

代替需要に加え、既存のお客様に対する営業活動を強化したことにより
トラックの販売台数が増加しました。また、訪日外国人旅行者の増加に
よる観光需要の拡大などによりバスの販売も好調に推移しました。
さらに、輸入車販売において、「メルセデス・ベンツ CLAシューティング
ブレーク」などの新型モデルの投入により新車の販売が順調に推移すると
ともに、メーカー認定中古車の豊富な在庫とお客様のニーズにより、
中古車の販売も好調に推移しました。

以上の結果、自動車販売事業全体の売上高は294億4千6百万円（前期比
14.9％増）となりましたが、商用車の販売台数の増加に伴う仕入原価増に
より営業利益は4億8千4百万円（前期比21.7％減）となりました。

その他の事業
情報サービス業においては、グループ内企業向けの基幹システムや

飲食業システムの更新に加え、グループ外のバス事業者向けダイヤシス
テムやICカード後方システムの販売が好調に推移し増収となりました。

総合ビルメンテナンス業においては、積極的な営業活動により受注した
横浜市みなとみらい地区の新築大型商業ビルの清掃管理などが通期
寄与し増収となりました。

レジャー・スポーツ業においては、「神奈中インドアテニススクール」や
「神奈中スイミング」で体験教室や短期教室を開催し、お客様の獲得に
努めたことにより増収となりました。

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、タクシー
車両のハイブリッド車化などによる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、「TSUTAYA愛甲石田店」や「ドトールコーヒー
ショップ上野中央通り店」のほか、ラーメン店2店舗、アイス店１店舗を
リ ニ ュ ー ア ル す る な ど お 客 様 満 足 度 の 向 上 に 努 め ま し た。ま た、

「TSUTAYA La vista新杉田店」でゲーム商品の販売を開始するとともに、
「港南台駅前店」ほか2店舗でコミックレンタルのサービスを導入しまし
たが、前期に「富岡店」を閉店し、「追浜店」を事業譲渡したことにより
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
ことや訪日外国人旅行者の増加により稼働率が上昇しましたが、前期に
中国料理「東光苑狛江店」を閉店したこと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、流通業における燃料販売
単価の下落が大きく影響し286億5千3百万円（前期比5.8％減）となりま
したが、レジャー・スポーツ業における会員数の増加やレンタル業に
おけるセルフレジ導入に伴う人件費の抑制などにより営業利益は13億
9千万円（前期比4.5％増）となりました。

三菱ふそう大型観光バス「エアロクイーン」

TSUTAYA愛甲石田店で導入したセルフレジ

神奈中テニススクールの大磯クラス

訪日外国人旅行者が増加したグランドホテル神奈中平塚

宅地分譲が順調に推移した平塚市めぐみが丘
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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57億3千8百万円に、減価償却費54億7千9百
万円や、法人税等の支払額26億7千9百万円などを加減
した結果、67億5千万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65億5千5百万円などにより、72億2千2百万円の
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、2億6百万円の
資金収入となりました。

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、社債の発行などにより、前期末に比べて3億4千
6百万円増加し、969億7千5百万円となりました。なお、
借入金及び社債残高は、前期末に比べて12億8千8百万円
増加し、516億6千7百万円となりました。

（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28年3月31日現在

前連結会計年度
平成27年3月31日現在

資産の部

流動資産 19,347 17,487

固定資産 125,450 125,129

　有形固定資産 103,613 101,594

　無形固定資産 884 926

　投資その他の資産 20,952 22,608

資産合計 144,798 142,617

負債の部

流動負債 40,909 48,419

固定負債 56,066 48,209

負債合計 96,975 96,629

純資産の部

株主資本 38,821 36,002

その他の
包括利益累計額 5,213 6,407

非支配株主持分 3,788 3,577

純資産合計 47,822 45,988

負債純資産合計 144,798 142,617

（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27年4月  1日から
平成28年3月31日まで

前連結会計年度
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 6,750 10,077

投資活動による
キャッシュ・フロー △7,222 △4,354

財務活動による
キャッシュ・フロー 206 △5,643

現金及び現金同等物の
増減額 △265 79

現金及び現金同等物の
期首残高 2,380 2,301

現金及び現金同等物の
期末残高 2,114 2,380

期別
科目

当連結会計年度
平成27年4月  1日から
平成28年3月31日まで

前連結会計年度
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

売上高 111,543 108,619

売上原価 90,453 87,718

売上総利益 21,089 20,900

販売費及び
一般管理費 14,273 14,307

営業利益 6,815 6,593

営業外収益 452 557

営業外費用 842 763

経常利益 6,425 6,386

特別利益 941 861

特別損失 1,627 747

税金等調整前
当期純利益 5,738 6,500

法人税、住民税
及び事業税 2,209 2,450

法人税等調整額 123 22

当期純利益 3,405 4,027

非支配株主に帰属する
当期純利益 273 304

親会社株主に帰属する
当期純利益 3,131 3,723

（単位：百万円）連結株主資本等変動計算書の要旨 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
株主資本 その他の包括利益累計額 非支配

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 32,848 △699 36,002 6,473 △72 6 6,407 3,577 45,988

当期変動額

剰余金の配当 △308 △308 △308

親会社株主に帰属する当期純利益 3,131 3,131 3,131

自己株式の取得 △5 △5 △5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △931 △220 △42 △1,194 210 △983

当期変動額合計 ― ― 2,823 △5 2,818 △931 △220 △42 △1,194 210 1,834

当期末残高 3,160 693 35,672 △704 38,821 5,542 △292 △36 5,213 3,788 47,822

1

2

3

4

5

6

1 資産の部
流動資産は、自動車販売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18億6千万円増加し、
193億4千7百万円となりました。

また、固定資産は、一般旅客自動車運送事業における
乗合車両の代替などにより、前期末に比べて3億2千1百万円
増加し、1,254億5千万円となりました。

この結果、当期末の総資産は、前期末に比べて21億8千1百
万円増加し、1,447億9千8百万円となりました。

3 純資産の部
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18億3千4百万円増加し、478億2千2百万円と
なりました。
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株主優待制度のご案内について

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株以上保有の株主の皆さまに対して、その保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。

株主優待乗車券及び株主優待乗車証発行基準

保有株式数
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 3年以上継続して
3,000株以上
保有の場合、
左の枚数に
5枚追加（※2）

̶

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

3年以上継続して
10,000株以上
保有の場合、
左の枚数に
10枚追加（※2）

̶

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（※1） 全路線1枚（※1）

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
※1 25,000株以上40,000株未満保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。
※2 株主優待乗車券の追加発行の対象となるのは、過去3年間全ての基準日において規定株数以上を継続して保有し、株主番号が継続して同一の株主さまです。

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株以上保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。）

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・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28年6月29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ゲーム以上プレー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。

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

9 kanachu 10kanachu

010_0125001302806.indd   9-10 2016/06/16   9:27:17



トピックス ❶

神奈中グループでは、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、輸送の安全確保が自動車運送事業
経営の根幹であることを深く認識し、経営トップから

安全・安心への取り組み
従業員一人ひとりに至るまで一丸となった安全管理
体制の充実・強化に取り組んでおります。ここでは、
神奈中グループ乗合バス事業6社における取り組みを
ご紹介いたします。

「安全方針」について
乗合バス事業６社では、「安全最優先『安全第一』」と「法令の遵守『きまりを守る』」を安全

方針として定めております。この「安全方針」と「達成目標」を記載した携帯カードを作成し、
全従業員がネックストラップに入れて常に携帯しております。さらに、営業所の点呼執行所
付近への掲示、当社役員による各営業所の巡回教育等における唱和等により、意識の高揚に
努めております。

輸送の安全に関する重点実施事項について
国土交通省が策定した「事業用自動車総合安全プラン

2009」の事故削減目標（10年間で死者数半減、10年間で
人身事故件数半減、飲酒運転ゼロ）を踏まえ、重大事故
ゼロ、回送時の有責事故件数など乗合バス事業６社独自の
目標を加えて、輸送の安全に関する目標を定めております。
この目標を達成するため、重点実施事項を定めております。

重点実施事項の一例
◦「交差点右左折時、横断歩道手前での一時停止による

安全確認」の徹底
◦指差呼称「車内よし」の完全実施（発進時の車内人身事故

防止のための安全確認）
◦車庫内に円を描き、円の中でバスを転回、後退、切り

返し等を行う体験教育の実施（トレーニングサークル）
◦入社後５年未満の経験の浅い乗務員に対し、入社年数に

応じた安全意識・危険予知能力を高める教育の実施

健康管理について
年２回の定期健康診断の結果を受け、健康に特に留意する必要のある乗務員に

対して病院への受診の追跡管理を行うとともに、個人による自己管理の支援
ツールとして「健康手帳」を作成・配布しております。また、毎日の始業点呼時に
おいて、脳・心臓疾患にかかる前兆や自覚症状のうち特に対応の急を要する
事項について、「健康状態チェックシート」を活用し、乗務員と運行管理者とで
相互に確認を行っております。さらに、産業医や保健スタッフが定期的に
各営業所を巡回し、健康状態の把握や助言を行っております。加えて、睡眠時
無呼吸症候群（SAS）の検査や脳ドックを順次乗務員に対し実施しており、健康
起因事故につながる重大な疾患の早期発見に努め、予防および治療を推進して
おります。

ハード面の充実について（運転訓練車、ドライブレコーダ等）
運転中の視線や車両の挙動、前後左右の揺れ等を記録、分析することができる

運転訓練車を導入し、事故を惹起した乗務員等に対し自身の運転操作について
振り返り・再確認させ改善を図る指導教育を実施しております。また、乗合
バス事業６社の路線バス全車両にドライブレコーダ（映像記録装置）を導入し、
事故やヒヤリハット映像をもとに危険予知トレーニング、原因究明および再発
防止等に役立てております。さらに、車外に向けチャイム音や放送にてバスの
接近をお知らせする装置を順次導入し、歩行者や自転車等との事故防止を
図っております。

運輸安全マネジメント制度（※）について
当社の輸送の安全を確保するための取り組みや構築した安全管理体制に

ついては、運輸安全マネジメント制度に基づき、常に見直し・改善を行い、
更なる充実・強化を図っており、国土交通省が実施する「運輸安全マネジメント
評価」においても高い評価を受けております。

ネックストラップ

バス後面に掲出している
安全の取り組みステッカー

トレーニングサークル

本社管理課による
営業所巡回教育

健康手帳

国土交通省による運輸安全マネジメント評価

運転訓練車内の様子

（※）運輸安全マネジメント制度は、国土交通省が主導して、平成18年10月に全国の運輸事業者に対し導入した
制度です。運輸事業者自らが経営トップから現場まで一丸となり安全管理体制を構築・改善することにより
輸送の安全性を向上させることを目的としております。
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トピックス ❷
沿線散策 町田市立野津田公園

町田市立野津田公園は、多摩丘陵の豊かな自然に囲まれ、幼児から
高齢者まで、身近にスポーツ、レクリエーションを楽しむことができる
広さ約40haの総合公園です。

400メートルトラックを備えた陸上競技場や、雑木林の中を散策
できる「こもれびの路」、複合遊具のある「わんぱく広場」や、380種、
約840株の豊富なバラが植栽されている「ばら広場」などがあります。

町田市立野津田公園へのお出かけは
●小田急線鶴川駅0番乗場より鶴33、鶴66系統野津田車庫行他
【所要時間】約13分
【現金運賃】大人240円　小人120円
【 I C 運 賃 】大人238円　小人119円
●小田急線・JR横浜線町田駅21番乗場より町55系統野津田車庫行他
【所要時間】約20分
【現金運賃】大人290円　小人150円
【 I C 運 賃 】大人288円　小人144円
バス停「野津田車庫」下車　徒歩10分

●小田急線鶴川駅5番乗場より鶴32系統小野路経由多摩センター駅行他
【所要時間】約11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「サンシティ町田」下車　北口まで徒歩5分

※この他、京王・小田急多摩センター駅、JR淵野辺駅等からもバスを運行しております。

●バスに関するお問い合わせ
　神奈川中央交通株式会社 町田営業所　TEL 042-735-5970
　神奈川中央交通株式会社 多摩営業所　TEL 042-678-6550

【町田市立野津田公園】
TEL 042-735-4511　http://www.nozuta-park.com/

陸上競技場では、サッカークラブ「FC町田ゼルビア」のホームゲーム
など、各種スポーツイベントが開催されています。当社では、競技場
での大型イベント開催時に、小田急線・JR横浜線が乗り入れる町田

駅から連節バス（ツインライナー）による
直行便の運行を平成28年2月より新たに
開始しております。（運行日、時刻等につ
いては、イベントにより異なりますので
当社ホームページにてその都度お知らせ
します。）

至淵野辺至淵野辺

至町田市街至町田市街

至鶴川至鶴川

至鶴川至鶴川

炭焼き広場炭焼き広場

ミズキ広場ミズキ広場

上の原広場上の原広場
ススキ草地ススキ草地 雑木林更新

実験林
雑木林更新
実験林

こもれびの路こもれびの路

ピクニック広場ピクニック広場

ばら広場ばら広場

わんぱく広場わんぱく広場

芝生広場芝生広場

集合広場集合広場

展望広場展望広場

都立
野津田高校
都立

野津田高校
歩
行
者
用
道
路

歩
行
者
用
道
路

急
な
上
り
坂

急
な
上
り
坂

湿生植物園口湿生植物園口

きつね
はらっぱ
きつね
はらっぱ

湿生
植物園
湿生
植物園

急な
上り
坂

急な
上り
坂

至永山至永山至多摩センター至多摩センター

主な出入口
歩車共用道
歩行者・自動車道
散策歩道（土舗装）

文
文

文

上の原グラウンド

テニスコート

陸上競技場壁打ち施設

西　口

多目的広場

野津田球場

展望広場口

野津田高校口

北　口

東　口

南　口

上の原
管理事務所

野津田公園
管理事務所

西第一駐車場西第一駐車場

西第二駐車場西第二駐車場

中央第一駐車場中央第一駐車場

中央第二駐車場中央第二駐車場

東駐車場東駐車場

サンシティ町田バス停

野津田車庫バス停

❶ ばら広場

❹ こもれびの路

❸ わんぱく広場

❷ 陸上競技場

❶

❷
❸

❹

乗務員の一日 ここでは、バスを安全に運行するにあたり欠かすことのできない
乗務員の一日の仕事内容についてご紹介いたします。

出勤・アルコール検査
乗務員は営業所に出勤後、アルコール検査を実施し、その結果を運行管理者に
報告します。運行管理者から当日運行するバスの鍵などを受け取り、バスの始業
点検に向かいます。

始業点検・始業点呼
乗務員は車両点検票を基に、運行する車両のタイヤの
空気圧やエンジン周り、運転席の計器類など所定の
点検を行います。車両の点検結果や自身の健康状態を
運行管理者に報告し、運転免許証を提示の上、運行管理者と対面して始業
点呼を行います。始業点呼では、時刻や当日の運行上の注意事項、携行品、
健康状態などを確認するほか、運行管理者は乗務員とのコミュニケーションを
通じ、心身状態などの把握に努めております。

運行・休憩
乗務員は、始業点呼の際に運行管理者より手渡された運行時刻表に従って
バスを運行し、運行後には車内を点検し、忘れ物などの確認をします。
その後は、運行時刻表に記載された休憩時間に沿って、営業所（または
休憩所）にて食事など休憩を取ります。
また、あらかじめ定められた計画に則り、教育を受けることもあります。

終業点検・終業点呼
乗務員は車両点検票を基に、終業時に再度車内の点検等を行います。退社時もアルコール検査を実施し、
バスの鍵などを返却の上、運行管理者と対面して終業点呼を行います。終業点呼では、運行管理者に
当日の運行結果などを報告します。

神奈中グループでは、今後も安全を最優先に考え、お客さまに安心してご利用いただけますよう努めて
まいります。

1

2

3

4

運行時刻表に従って運行

アルコール検査

始業点検

運行管理者との始業点呼
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会社概要（平成28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 2,703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28年6月29日現在）

株式の状況（平成28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................................................................................ 6,481名
大株主（平成28年3月31日現在）

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

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。

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 3,064 4.86
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
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口） 649 1.03

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
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 551 0.87

明治安田生命保険相互会社 509 0.81
（注）1..当社は自己株式1,330千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。

取締役会長.. 三澤　憲一
取締役社長. 堀　　康紀
取締役副社長. 福山　　裕
専務取締役. 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. 住吉　利夫
取　締　役. 大須賀賴彦
取　締　役. 山木　利満
取　締　役. 南雲　忠信

常勤監査役. 石川　建作
常勤監査役. 今坂　　正

監　査　役. 石井　健児
監　査　役. 松村　俊夫

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

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。

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。

〒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　神奈川県内各地から運行を開始した
　　　　　富士急ハイランド・河口湖駅線
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