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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

前第１四半期連結
累計（会計）期間

第136期
当第１四半期連結
累計（会計）期間

第135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21年４月１日
至　平成21年６月30日

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

売上高 (百万円) 30,074 25,785 114,811

経常利益 (百万円) 1,681 1,452 3,557

四半期（当期）純利益 (百万円) 925 836 1,674

純資産額 (百万円) 26,775 26,967 25,451

総資産額 (百万円) 150,484 144,106 141,765

１株当たり純資産額 (円) 390.90 397.10 372.70

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 14.77 13.48 26.83

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 17.1 16.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,231 5,790 9,231

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,273 △3,811 △4,584

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,889 △2,217 △5,277

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 4,167 3,229 3,468

従業員数 (人) 8,216 8,178 8,120

(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21年６月30日現在

従業員数(人) 　 8,178〔1,709〕

(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21年６月30日現在

従業員数(人) 　 2,787

(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。
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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、「４　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」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 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産に一部持ち直しの動きが見られるもの

の、企業収益や設備投資の減少、雇用情勢の悪化など、景気は先行き不透明な状況で推移いたしました。

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が、当第１四半期連結会計期間の売上高は257億

８千５百万円（前年同四半期比14.3％減）、営業利益は15億８千９百万円（前年同四半期比11.3％減）、

経常利益は14億５千２百万円（前年同四半期比13.6％減）、四半期純利益は８億３千６百万円（前年同

四半期比9.6％減）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）

乗合業においては、４月より古淵駅～女子美術大学線および湘南台駅東口～俣野公園・横浜薬大前直

行便の運行を新規に開始いたしました。また、６月には戸塚駅～ラムーナ横浜戸塚線および戸塚駅～上矢

部循環線において路線再編を行い、増便や終車時刻の延長など利便性の向上を図りましたが、利用客数の

減少などにより減収となりました。

貸切業および乗用業においては、景気低迷による需要の減少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149億２千６百万円（前年同四半期比6.2％減）、

営業利益は９億１千２百万円（前年同四半期比10.1％減）となりました。
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（不動産事業）

分譲業においては、大磯町石神台や平塚市めぐみが丘にて、建売分譲および宅地分譲を行いました。

賃貸業においては、平成20年６月に賃貸を開始した町田市森野貸店舗などが通期寄与いたしました。

以上の結果、不動産事業全体の売上高は11億４千万円（前年同四半期比1.9％増）、営業利益は４億６

千５百万円（前年同四半期比6.6％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、需要の低迷などにより、トラックなどの商用車の新車販売台数が大幅に減

少いたしましたが、経費の削減により収支の改善が図られました。

以上の結果、自動車販売事業全体の売上高は32億７百万円（前年同四半期比44.5％減）、営業損失は２

千万円（前年同四半期は営業損失１億２百万円）となりました。

　

（レジャー・スポーツ事業）

遊技場業においては、「スクランブル田谷店」が堅調に推移いたしました。

このほか、ゴルフ場業、スポーツ施設業、温浴業においては、各施設において積極的な営業活動に努めた

ものの、個人消費の低迷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27億７千６百万円（前年同四半期比4.9％増）、

営業利益は９千万円（前年同四半期比20.2％増）となりました。

　

（流通事業）

流通事業においては、前年同四半期に比べ燃料販売単価が下落したことにより減収となりましたが、設

備・ガス部門におけるプロパンガスの仕入単価が安定したことや、経費の節減などにより増益となりま

した。

以上の結果、流通事業全体の売上高は19億５千２百万円（前年同四半期比27.4％減）、営業利益は６千

５百万円（前年同四半期比22.5％増）となりました。

　

（その他の事業）

飲食・娯楽業においては、６月に「らーめん花樂相模大野店」のリニューアルを行うとともに、「ＴＳ

ＵＴＡＹＡ追浜店」を駅前移転するなど、集客力の向上に努めましたが、個人消費の低迷などにより減収

となりました。

ホテル業においては、宿泊サービスの充実などを図りましたが、景気低迷による利用客数の減少や、競

合施設の進出などにより減収となりました。

その他の事業においては、商用車架装の受注減など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38億８千５百万円（前年同四半期比18.3％減）、営業利益は

８千２百万円（前年同四半期比75.1％減）となりました。

　

EDINET提出書類

神奈川中央交通株式会社(E04158)

四半期報告書

 5/22



(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、不動産事業において賃貸ビ

ルを新たに取得したことや、投資有価証券の時価評価が増加したことなどにより、前期末に比べ23億４千

１百万円増加（前期末比1.7％増）し、1,441億６百万円となりました。

負債は、借入金の返済が進みましたが、賞与引当金が増加したことなどにより、前期末に比べ８億２千

５百万円増加（前期末比0.7％増）し、1,171億３千９百万円となりました。

　また、純資産は、利益剰余金が増加したことや、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15億１千５百万円増加（前期末比6.0％増）し、269億６千７百万円となりました。

　

(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14億４千９百万円に減価償却費な

どを加減した結果、資金収入は57億９千万円（前年同四半期比10.7％増）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28億８千７百万円の支出などにより、資金支出は38億１千１百万

円（前年同四半期比199.4％増）となりました。

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、資金支出は22億１千７百万円

（前年同四半期比43.0％減）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、32億２千９百万円となりました。

　

(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、当社及び当社の関係会社である神中興業株式会社と横浜ビルシ

ステム株式会社の３社共同で賃貸物件を新たに取得しました。当該物件の状況は、以下のとおりでありま

す。

平成21年６月30日現在

会社名
事業所名

(所在地)

事業の種類別

セグメントの

名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数

(人)建物及び

構築物

車両及び

運搬具

土地　　　　

(面積千㎡)

リース

資産
その他 合計

提出会社
北沢二丁目商業ビル

(東京都世田谷区)
不動産事業 賃貸建物 360 ―

736
― 1 1,099 ―

(0.27)

神中興業

株式会社

北沢二丁目商業ビル

(東京都世田谷区)
不動産事業 賃貸建物 179 ―

368
― 0 548 ―

(0.13)

横浜ビル　　　

システム

株式会社

北沢二丁目商業ビル

(東京都世田谷区)
不動産事業 賃貸建物 179 ―

368
― 0 548 ―

(0.13)

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

(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21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21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
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式
単元株式数1,000株

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21年４月１日～
平成21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、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

平成21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  895,000

―
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

61,655,000
61,655 同上

単元未満株式 普通株式　450,000 ― 同上

発行済株式総数 63,000,000― ―

総株主の議決権 ― 61,655 ―

(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804株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成21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

895,000 ─ 895,000 1.42

計 ― 895,000 ─ 895,000 1.42

　

　

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21年
４月 ５月 ６月

最高(円) 538 525 523

最低(円) 506 506 505

(注)　株価は、東京証券取引所市場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。

なお、前第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）は、改正前の四半期連

結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及

び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財

務諸表規則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、前第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、また、当第１四半期連結会計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から

平成21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。
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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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,439 3,658

受取手形及び売掛金 4,561 5,424

商品及び製品 4,038 3,820

仕掛品 20 6

原材料及び貯蔵品 497 505

その他 4,140 2,875

貸倒引当金 △54 △80

流動資産合計 16,643 16,211

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 73,322 72,772

車両運搬具 34,525 34,657

土地 59,394 57,920

その他 14,562 14,316

減価償却累計額 △72,183 △70,778

有形固定資産合計 109,621 108,888

無形固定資産 656 702

投資その他の資産

投資有価証券 13,525 12,100

その他 3,796 3,990

貸倒引当金 △137 △127

投資その他の資産合計 17,185 15,963

固定資産合計 127,463 125,554

資産合計 144,106 141,765

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,179 4,497

短期借入金 31,311 31,225

未払法人税等 468 460

賞与引当金 3,266 1,875

その他 15,722 14,925

流動負債合計 54,948 52,984

固定負債

社債 4,735 4,955

長期借入金 31,835 33,605

退職給付引当金 7,864 8,048

役員退職慰労引当金 98 116

負ののれん 38 47

その他 17,618 16,555

固定負債合計 62,190 63,329

負債合計 117,139 116,313
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21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 693 693

利益剰余金 19,307 18,626

自己株式 △503 △502

株主資本合計 22,657 21,976

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,003 1,160

繰延ヘッジ損益 － 8

評価・換算差額等合計 2,003 1,169

少数株主持分 2,306 2,305

純資産合計 26,967 25,451

負債純資産合計 144,106 141,765
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(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）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21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 14,863

不動産事業売上高 1,115 1,138

その他の事業売上高 13,111 9,783

売上高合計 30,074 25,785

売上原価

一般旅客自動車運送事業運送費 13,381 12,622

不動産事業売上原価 502 498

その他の事業売上原価 10,132 7,199

売上原価合計 24,016 20,320

売上総利益 6,058 5,464

販売費及び一般管理費

販売費 ※１
 2,843

※１
 2,599

一般管理費 ※２
 1,422

※２
 1,275

販売費及び一般管理費合計 4,265 3,875

営業利益 1,792 1,589

営業外収益

受取配当金 100 87

その他 131 93

営業外収益合計 232 181

営業外費用

支払利息 321 288

その他 22 29

営業外費用合計 343 318

経常利益 1,681 1,452

特別利益

補助金収入 56 183

受取補償金 － 60

貸倒引当金戻入額 27 －

その他 1 22

特別利益合計 85 266

特別損失

固定資産圧縮損 53 170

固定資産除却損 － 92

たな卸資産評価損 118 －

その他 80 6

特別損失合計 252 268

税金等調整前四半期純利益 1,514 1,449

法人税、住民税及び事業税 392 426

法人税等調整額 206 196

法人税等合計 599 623

少数株主損失（△） △10 △10

四半期純利益 925 836
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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）

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21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 1,449

減価償却費 2,140 2,059

負ののれん償却額 △5 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △170 △183

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,390 1,390

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22 △15

受取利息及び受取配当金 △106 △90

支払利息 321 288

固定資産圧縮損 53 170

固定資産除売却損益（△は益） 48 57

売上債権の増減額（△は増加） 661 863

たな卸資産の増減額（△は増加） 14 △216

仕入債務の増減額（△は減少） △639 △317

未払消費税等の増減額（△は減少） 254 173

預り保証金の増減額（△は減少） 297 △95

その他 △119 800

小計 5,632 6,329

利息及び配当金の受取額 105 90

利息の支払額 △267 △220

法人税等の支払額 △239 △409

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,231 5,790

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 △76

定期預金の払戻による収入 56 56

固定資産の取得による支出 △1,169 △2,887

固定資産の売却による収入 164 19

投資有価証券の取得による支出 △15 △15

貸付けによる支出 △265 △918

貸付金の回収による収入 12 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,273 △3,811

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 △35

リース債務の返済による支出 △277 △382

長期借入金の返済による支出 △1,804 △1,649

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 △0

配当金の支払額 △146 △144

少数株主への配当金の支払額 △3 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,889 △2,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 68 △238

現金及び現金同等物の期首残高 4,099 3,468

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 4,167

※１
 3,229
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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】

　

当第１四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

　前第１四半期連結累計期間において、区分掲記していた「貸倒引当金戻入額」（当第１四半期連結累計期間９百

万円）は、特別利益総額の100分の20以下となったため、当第１四半期連結累計期間より特別利益の「その他」に

含めて表示することとしました。

　前第１四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めていた「固定資産除却損」は、特別損失総額

の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記しております。なお、前第１四半期連結累計期

間の特別損失の「その他」に含まれる「固定資産除却損」は47百万円であります。 

　

【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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)

 

※１　販売費の主要な費目

　 百万円

人件費 1,237

（うち賞与引当金繰入額） (142)

（うち退職給付引当金繰入額） (21)

 

※２　一般管理費の主要な費目

　 百万円

人件費 913

（うち賞与引当金繰入額） (129)

（うち退職給付引当金繰入額） (14)
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

※１ 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
 

※１ 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 3,439

預入期間が３か月超の定期預金 △209

現金及び現金同等物 3,229

 

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日

　至　平成21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) 897,720

　

　

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
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 155 2.50平成21年３月31日 平成21年６月30日 利益剰余金

　
　(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】

前第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

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21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
14,8631,1382,8302,764 787 3,40125,785 ― 25,785

　(2) セグメント間

　　　の内部売上高

　　　又は振替高

63 2 377 11 1,164 483 2,102(2,102)―

計 14,9261,1403,2072,7761,9523,88527,887(2,102)25,785

営業利益

又は営業損失(△)
912 465 △20 90 65 82 1,596(    6)1,589

(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
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【所在地別セグメント情報】

　前第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。

　

　当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21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】

　前第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。

　

　当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21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21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 397円10銭
　

１株当たり純資産額 372円70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21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 26,967 25,451

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

2,306 2,305

（うち少数株主持分） (2,306) (2,305)

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）

24,660 23,146

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）

62,102 62,104

　

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

　
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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。

 

１株当たり四半期純利益 13円48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
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

四半期純利益（百万円） 925 836

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) 925 836

普通株式の期中平均株式数(千株) 62,637 62,103

　

(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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年８月12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　　網　　本　　重　　之　　㊞

　

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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期

間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成

21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21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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