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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第135期

第１四半期連結累計（会計）期間
第134期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 30,074 124,588

経常利益 (百万円) 1,681 3,833

四半期（当期）純利益 (百万円) 925 1,421

純資産額 (百万円) 26,775 25,900

総資産額 (百万円) 150,484 147,735

１株当たり純資産額 (円) 390.90 376.73

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 14.77 22.70

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

(円) ─ ─

自己資本比率 (％) 16.3 16.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,231 7,248

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,273 △7,611

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,889 △92

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 4,167 4,099

従業員数 (人) 8,216 8,351

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

                                                     平成20年６月30日現在

従業員数(人) 8,216〔1,833〕

(注) 従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除く。）であり、臨時従業員数（パートタイ

マー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除く。）は、〔　〕内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数

で記載しております。

　

(2) 提出会社の状況

                                                     平成20年６月30日現在

従業員数(人) 2,756

(注) １　従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。

２　臨時従業員数については、従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

３　従業員数が当第１四半期連結会計期間において216名減少しておりますが、これは主として一般旅客自動車運

送事業において、平成20年４月16日付で当社大和営業所中山操車所の業務を株式会社横浜神奈交バスに委託

したことおよび平成20年５月16日付で当社秦野営業所の業務を株式会社湘南神奈交バスに委託したことに伴

う出向者の異動によるものであります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループは、その主な事業である一般旅客自動車運送事業をはじめ、受注生産の形態をとらないもの

が多く、事業の種類別セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしており

ません。

なお、販売の状況につきましては、「３　財政状態及び経営成績の分析」における各事業の種類別セグメ

ント業績に関連付けて示しております。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期におけるわが国経済は、原油および原材料価格の高騰が続き、企業収益への影響が広がる

とともに個人消費の停滞が懸念されるなど、景気の先行きに対する不透明感が増してまいりました。

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より一層の増収策に努めるとともに、経費

の節減ならびに経営全般の効率化に積極的に取り組んでまいりました結果、当第１四半期の売上高は300

億７千４百万円、営業利益は17億９千２百万円、経常利益は16億８千１百万円、四半期純利益は９億２千

５百万円となりました。

　

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

　

一般旅客自動車運送事業におきましては、横浜市営バスより鶴ヶ峰駅～若葉台中央線他３路線を平成

19年度下期より段階的に譲受したことや利用者の増加などにより、売上高は159億９百万円となりました

が、燃料費および乗合車両代替による減価償却費の負担増などにより、営業利益は10億１千５百万円とな

りました。

不動産事業におきましては、平塚市花水台にて２棟の建売分譲を行ったほか、町田市森野貸店舗および

厚木市下荻野貸店舗の賃貸を新規に開始したことなどにより、売上高は11億１千９百万円、営業利益は４

億３千６百万円となりました。

自動車販売事業におきましては、販売台数の減少や販売競争激化による粗利益率の低下などにより、売

上高は57億７千８百万円、営業損失は１億２百万円となりました。

レジャー・スポーツ事業におきましては、遊技場業においてスクランブル厚木店を平成20年３月に閉

店し収支の改善を図りましたが、温浴業において来客数が伸び悩んだことなどにより、売上高は26億４千

７百万円、営業利益は７千５百万円となりました。

流通事業におきましては、原油価格高騰による軽油等燃料販売単価の増加があったものの、平成19年９

月に不採算部門であったストア業の営業を終了したことにより、売上高は26億８千９百万円、営業利益は

５千３百万円となりました。
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その他の事業におきましては、総合ビルメンテナンス業における受注増やリサイクル業における取扱

商品の販売単価増などにより、売上高は47億５千７百万円、営業利益は３億３千１百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

総資産は、自動車販売事業において受取手形及び売掛金が減少しましたが、リース会計基準を早期適用

し、リース資産34億３千５百万円を計上したことなどにより、前期末に比べ27億４千８百万円増加し、

1,504億８千４百万円となりました。

負債は、借入金の返済が進みましたが、リース債務37億５千１百万円を計上したことなどにより、前期

末に比べ18億７千３百万円増加し、1,237億８百万円となりました。また、純資産は、四半期純利益による

利益剰余金の増加などにより、前期末に比べ８億７千５百万円増加し、267億７千５百万円となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

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15億１千４百万円に減価償却費な

どを加減した結果、52億３千１百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは12億７

千３百万円の支出となりました。これは主に固定資産の取得11億６千９百万円の支出によるものであり

ます。

また、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38億８千９百万円の支出となり

ました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は41億６千７百万円となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更および新た

に生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動の状況

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更はありません。また、当第１四半期連結会計期間において新たに確定した重要な設備

の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 252,000,000

計 252,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 63,000,00063,000,000
東京証券取引所
市場第一部

完全議決権株式であり、権利
内容になんら限定のない当社
における標準となる株式

計 63,000,00063,000,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年４月１日～
平成20年６月30日

─ 63,000,000 ─ 3,160 ─ 337

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式  356,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)

普通株式
　　　　　　　　

　
62,137,000

62,137 同上

単元未満株式 普通株式　507,000 ― 同上

発行済株式総数 63,000,000― ―

総株主の議決権 ― 62,137 ―

(注) １  「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権１個）含

まれております。

２　「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式610株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
神奈川中央交通株式会社

神奈川県平塚市八重咲町
６番18号

356,000 ─ 356,000 0.57

計 ― 356,000 ─ 356,000 0.57

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 533 525 509

最低(円) 469 496 491

(注)　上記は東京証券取引所第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レ

ビューを受けております。

なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査

法人から名称変更しております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
　(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,417 4,348

受取手形及び売掛金 6,662 7,324

商品 4,513 4,548

原材料 267 279

仕掛品 12 13

その他 5,573 4,421

貸倒引当金 △160 △183

流動資産合計 21,285 20,753

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 72,213 71,396

車両運搬具 32,833 32,738

土地 57,804 57,804

その他 14,137 11,092

減価償却累計額 △66,433 △65,050

有形固定資産合計 110,556 107,980

無形固定資産 794 796

投資その他の資産

投資有価証券 14,226 14,110

その他 3,738 4,211

貸倒引当金 △117 △116

投資その他の資産合計 17,847 18,205

固定資産合計 129,198 126,981

資産合計 150,484 147,735

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,752 7,781

短期借入金 30,221 32,028

未払法人税等 454 332

賞与引当金 3,383 1,992

その他 15,906 13,698

流動負債合計 56,718 55,833

固定負債

社債 8,764 8,764

長期借入金 31,146 32,796

退職給付引当金 8,998 9,169

役員退職慰労引当金 141 239

負ののれん 63 69

その他 17,875 14,963

固定負債合計 66,989 66,001

負債合計 123,708 121,835
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,160 3,160

資本剰余金 694 694

利益剰余金 18,033 17,264

自己株式 △218 △213

株主資本合計 21,669 20,905

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,554 2,511

繰延ヘッジ損益 259 183

評価・換算差額等合計 2,813 2,694

少数株主持分 2,292 2,300

純資産合計 26,775 25,900

負債純資産合計 150,484 147,735

EDINET提出書類

神奈川中央交通株式会社(E04158)

四半期報告書

11/20



　(2) 【四半期連結損益計算書】
　【第１四半期連結累計期間】　

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高

一般旅客自動車運送事業営業収益 15,847

不動産事業売上高 1,115

その他の事業売上高 13,111

売上高合計 30,074

売上原価

一般旅客自動車運送事業運送費 13,381

不動産事業売上原価 502

その他の事業売上原価 10,132

売上原価合計 24,016

売上総利益 6,058

販売費及び一般管理費

販売費 ※１
 2,843

一般管理費 ※２
 1,422

販売費及び一般管理費合計 4,265

営業利益 1,792

営業外収益

受取配当金 100

その他 131

営業外収益合計 232

営業外費用

支払利息 321

その他 22

営業外費用合計 343

経常利益 1,681

特別利益

補助金収入 56

貸倒引当金戻入額 27

その他 1

特別利益合計 85

特別損失

固定資産圧縮損 53

たな卸資産評価損 118

その他 80

特別損失合計 252

税金等調整前四半期純利益 1,514

法人税、住民税及び事業税 392

法人税等調整額 206

法人税等合計 599

少数株主損失（△） △10

四半期純利益 925
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　(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,514

減価償却費 2,140

負ののれん償却額 △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） △170

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,390

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22

受取利息及び受取配当金 △106

支払利息 321

固定資産圧縮損 53

固定資産除売却損益（△は益） 48

売上債権の増減額（△は増加） 661

たな卸資産の増減額（△は増加） 14

仕入債務の増減額（△は減少） △639

未払消費税等の増減額（△は減少） 254

預り保証金の増減額（△は減少） 297

その他 △119

小計 5,632

利息及び配当金の受取額 105

利息の支払額 △267

法人税等の支払額 △239

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △56

定期預金の払戻による収入 56

固定資産の取得による支出 △1,169

固定資産の売却による収入 164

投資有価証券の取得による支出 △15

貸付けによる支出 △265

貸付金の回収による収入 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,652

リース債務の返済による支出 △277

長期借入金の返済による支出 △1,804

自己株式の売却による収入 1

自己株式の取得による支出 △5

配当金の支払額 △146

少数株主への配当金の支払額 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 68

現金及び現金同等物の期首残高 4,099

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,167
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

項目
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

１．会計処理基準に関する

事項の変更

(1) 重要な資産の評価方法の変更

たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価方法については、従来、主として原価

法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴

い、主として原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）に変更しております。

　これにより、当期首時点で保有していたたな卸資産に係る簿価切下げ額118百万円

を特別損失として計上し、税金等調整前四半期純利益は同額減少しております。

(2) リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方

法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月

30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成

19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半

期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期

連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

　これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はござい

ません。

 

　

【追加情報】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　有形固定資産のうち機械装置について、平成20年度の法人税法の改正を契機として、耐用年数の見直しを行い、

当第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づいた耐用年数に変更しております。

　これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。
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【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　販売費の主要な費目

百万円

人件費 1,370

（うち賞与引当金繰入額） (118)

（うち退職給付引当金繰入額） (58)

 

※２　一般管理費の主要な費目

百万円

人件費 994

（うち賞与引当金繰入額） (125)

（うち退職給付引当金繰入額） (25)

 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

百万円

現金及び預金 4,417

預入期間が３か月超の定期預金 △249

現金及び現金同等物 4,167
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 63,000,000

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 365,622

　

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 156 2.50平成20年３月31日 平成20年６月30日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)
一般旅客

自動車

運送事業

(百万円)

不動産

事業

(百万円)

自動車

販売事業

(百万円)

レジャー・

スポーツ

事業

(百万円)

流通事業

(百万円)

その他の

事業

(百万円)

計

(百万円)

消去

又は全社

(百万円)

連結

(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に

　　　対する売上高
15,8471,1155,1392,6361,1744,16130,074 ― 30,074

　(2) セグメント間

　　　の内部売上高

　　　又は振替高

62 4 638 10 1,514 596 2,826(2,826)―

計 15,9091,1195,7782,6472,6894,75732,901(2,826)30,074

営業利益

又は営業損失(△)
1,015 436 △102 75 53 331 1,808(   16)1,792

(注) １　事業区分は、事業の系列及び市場の類似性等を考慮して区分しております。

２　各事業の主な内容　

(1) 一般旅客自動車運送事業…………乗合業、貸切業、乗用業

(2) 不動産事業　　　　　　…………分譲業、賃貸業

(3) 自動車販売事業

(4) レジャー・スポーツ事業…………遊技場業、ゴルフ場業、スポーツ施設業、温浴業

(5) 流通事業　　　　　　　…………石油製品等販売業、物品販売業

(6) その他の事業　　　　　…………飲食・娯楽業、ホテル業、金融業等

　

　

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)については、海外連結会社等が

ないため該当事項はありません。

　

【海外売上高】

　当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)については、海外売上高がない

ため該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１．１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 390円90銭　 １株当たり純資産額 376円73銭

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 26,775 25,900

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

2,292 2,300

（うち少数株主持分） (2,292) (2,300)

普通株式に係る四半期連結会計期間末
（連結会計年度末）の純資産額（百万円）

24,483 23,599

１株当たり純資産額の算定に用いられた
四半期連結会計期間末（連結会計年度末）
の普通株式の数（千株）

62,634 62,643

　

２．１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 14円77銭

 
　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が
存在していないため記載しておりません。

 

　

(注)　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期純利益金額（百万円） 925

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 925

普通株式の期中平均株式数(千株) 62,637

　

(重要な後発事象)

記載すべき事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月11日

神奈川中央交通株式会社

 取 締 役 会　御 中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　渋　　谷　　道　　夫　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　田　　中　　宏　　和　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　狩　　野　　茂　　行　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている神奈

川中央交通株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期

間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、神奈川中央交通株式会社及び連結子会社の平

成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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