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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３四半期　　
連結累計期間

第136期
当第３四半期　　
連結累計期間

第135期
前第３四半期　　
連結会計期間

第136期
当第３四半期　　
連結会計期間

第135期

会計期間

自　平成20年　　　
    ４月１日
至　平成20年　
    12月31日

自　平成21年　
    ４月１日
至　平成21年　
    12月31日

自　平成20年　
    10月１日
至　平成20年　
    12月31日

自　平成21年　
    10月１日
至　平成21年　
    12月31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) 88,645 78,753 28,551 26,553 114,811

経常利益 (百万円) 3,332 3,737 1,268 1,236 3,557

四半期（当期）純利益 (百万円) 1,722 1,925 702 634 1,674

純資産額 (百万円) ─ ─ 26,307 26,875 25,451

総資産額 (百万円) ─ ─ 145,551139,361141,765

１株当たり純資産額 (円) ─ ─ 385.69 395.20 372.70

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 27.55 31.00 11.27 10.22 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 (％) ─ ─ 16.5 17.6 16.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 7,729 9,194 ─ ─ 9,231

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,122 △5,554 ─ ─ △4,584

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,549 △4,041 ─ ─ △5,277

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) ─ ─ 3,156 3,066 3,468

従業員数 (人) ─ ─ 8,143 8,185 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３四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３四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) 連結会社の状況

                                                     平成21年12月31日現在

従業員数(人) 　 8,185〔1,723〕

(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３四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12月31日現在

従業員数(人) 　 2,822

(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３四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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の増加や政府の経済対策効果などにより景気

持ち直しの動きが見られたものの、円高の進行や物価下落の影響を受け、企業収益の減少や雇用情勢の悪

化が続くなど、景気の本格回復の見込みは、依然として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３四半期連結会計期間の売上高は265億

５千３百万円（前年同四半期比7.0％減）、営業利益は14億４千８百万円（前年同四半期比0.3％減）、経

常利益は12億３千６百万円（前年同四半期比2.6％減）、四半期純利益は６億３千４百万円（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月に新規運行を開始した古淵駅～女子美術大学線を10月より増便するとともに、

11月から平塚駅～湘南めぐみが丘線などにおいて、主に終車時刻の延長を行い増収に努めました。また、

小田急電鉄株式会社と連携して実施している「バス・鉄道運行情報システム」を12月より座間・秦野地

区に拡大し、利便性の向上を図りました。しかしながら、景気低迷による利用客数の減少などにより減収

となりました。

貸切業においては、新型インフルエンザの影響などにより稼動が減少し、減収となりました。
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乗用業においては、11月から神奈中タクシーグループ協働による「ご乗車感謝キャンペーン」を実施

し、新規顧客の獲得やタクシー利用の促進に努めるとともに、経費の削減を行ったことにより増益となり

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146億６千万円（前年同四半期比4.4％減）、営業

利益は４億８千５百万円（前年同四半期比10.4％減）となりました。 

　

（不動産事業）

　分譲業においては、平塚市めぐみが丘にて５棟の建売分譲および１区画の宅地分譲を行いました。

賃貸業においては、６月に世田谷区北沢所在の商業ビルを取得し賃貸を開始したことや、前期より賃貸

を開始した座間市ひばりが丘貸店舗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12億９千万円（前年同四半期比20.9％増）、営業利益は５億４

千５百万円（前年同四半期比11.9％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、需要の低迷や企業の設備投資の抑制などにより、輸入車および商用車の販

売が大幅に減少いたしましたが、経費の削減など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39億５千３百万円（前年同四半期比20.7％減）、営業利益

は６千４百万円（前年同四半期は営業損失１百万円）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、各種イベントの開催や多様な施策を実施し、集客力の向上を図り増収となりまし

た。

温浴業においては、11月より「野天湯元・湯快爽快たや店」にて露天風呂をすべて源泉に変えるリ

ニューアルなどを実施いたしましたが、利用客数が伸び悩んだことにより減収となりました。

このほか、ゴルフ場業、スポーツ施設業においては、積極的な営業活動を推進いたしましたが、個人消費

の低迷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26億７千９百万円（前年同四半期比1.8％増）、

営業利益は１億４千３百万円（前年同四半期比5.2％減）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の下落および取扱量が減少したことにより減収

となりました。

以上の結果、流通事業全体の売上高は21億９百万円（前年同四半期比32.5％減）、営業利益は３千２百

万円（前年同四半期比72.5％減）となりました。
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（その他の事業）

　飲食・娯楽業においては、12月に「ドトールコーヒーショップ相模原駅前店」のリニューアルを行うな

ど、顧客満足度の向上に努めました。また、「ＴＳＵＴＡＹＡ」をはじめとする各店舗において、各種キャ

ンペーンを実施し集客および販売の強化に努めましたが、個人消費の低迷により減収となりました。

ホテル業においては、宿泊プランの拡充を図りましたが、景気低迷や競合施設の進出により宿泊客数や

宴会需要が減少し減収となりました。

その他の事業においては、商用車架装の大幅な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44億３千８百万円（前年同四半期比5.0％減）、営業利益は

２億３千２百万円（前年同四半期比0.1％減）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

総資産は、不動産事業におけるたな卸資産や投資有価証券の時価評価額が減少したことなどにより、前

期末に比べ24億３百万円減少し、1,393億６千１百万円となりました。

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38億２千７百万円減少し、1,124億８千６

百万円となりました。

また、純資産は、その他有価証券評価差額金の減少がありましたが、利益剰余金が増加したことなどに

より、前期末に比べ14億２千３百万円増加し、268億７千５百万円となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間における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11億５千２百万円に減価償却費20億８千７百万円などを加減した結果、資金収入は15億６千２百万円

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９億２千９百万円などにより、資金

支出は９億１百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や社債の償還などにより、資金支出は３億９千３

百万円となりました。

　これらの結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は、30億６千６百万円となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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３四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３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間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３四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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月10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10月１日～
平成21年12月31日

─ 63,000,000 ─ 3,160 ─ 337

　

(5) 【大株主の状況】

　　 当第３四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３四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９月30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９月30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　898,000

―
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

61,659,000
61,659 同上

単元未満株式 普通株式　443,000 ― ―

発行済株式総数 63,000,000― ―

総株主の議決権 ― 61,659 ―

(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779株が含まれております。

　

　

② 【自己株式等】

平成21年９月30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

898,000 ─ 898,000 1.43

計 ― 898,000 ─ 898,000 1.43

　

　

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 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円)     538     525     523     525     538     542     530     529     543

最低(円)     506     506     505     506     512     510     513     510     512

(注)　株価は、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。

なお、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連

結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31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３四半期連結会計期間（平成20年10月

１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31

日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12

月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,276 3,658

受取手形及び売掛金 ※１
 5,387 5,424

商品及び製品 3,608 3,820

仕掛品 1 6

原材料及び貯蔵品 447 505

その他 2,866 2,875

貸倒引当金 △66 △80

流動資産合計 15,522 16,211

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 73,274 72,772

車両運搬具 34,869 34,657

土地 59,393 57,920

その他 15,006 14,316

減価償却累計額 △74,960 △70,778

有形固定資産合計 107,583 108,888

無形固定資産 779 702

投資その他の資産

投資有価証券 11,705 12,100

その他 3,817 3,990

貸倒引当金 △45 △127

投資その他の資産合計 15,476 15,963

固定資産合計 123,839 125,554

資産合計 139,361 141,765

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※１
 4,897 4,497

短期借入金 38,124 31,225

未払法人税等 304 460

賞与引当金 998 1,875

その他 15,637 14,925

流動負債合計 59,962 52,984

固定負債

社債 3,323 4,955

長期借入金 25,627 33,605

退職給付引当金 7,526 8,048

役員退職慰労引当金 97 116

負ののれん 33 47

その他 15,916 16,555

固定負債合計 52,523 63,329

負債合計 112,486 116,313
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 20,240 18,626

自己株式 △505 △502

株主資本合計 23,588 21,976

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 913 1,160

繰延ヘッジ損益 39 8

評価・換算差額等合計 952 1,169

少数株主持分 2,333 2,305

純資産合計 26,875 25,451

負債純資産合計 139,361 141,765
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高

一般旅客自動車運送事業営業収益 46,288 44,035

不動産事業売上高 3,275 3,515

その他の事業売上高 39,082 31,203

売上高合計 88,645 78,753

売上原価

一般旅客自動車運送事業運送費 40,756 38,273

不動産事業売上原価 1,382 1,491

その他の事業売上原価 30,062 23,143

売上原価合計 72,201 62,908

売上総利益 16,444 15,845

販売費及び一般管理費

販売費 ※１
 8,418

※１
 7,733

一般管理費 ※２
 4,177

※２
 3,746

販売費及び一般管理費合計 12,595 11,480

営業利益 3,848 4,364

営業外収益

受取配当金 176 164

その他 334 223

営業外収益合計 510 387

営業外費用

支払利息 952 925

その他 73 89

営業外費用合計 1,026 1,015

経常利益 3,332 3,737

特別利益

補助金収入 57 198

受取補償金 － 62

貸倒引当金戻入額 73 －

その他 9 38

特別利益合計 140 299

特別損失

固定資産除却損 194 235

固定資産圧縮損 － 183

たな卸資産評価損 118 －

その他 106 191

特別損失合計 420 610

税金等調整前四半期純利益 3,052 3,426

法人税、住民税及び事業税 580 569

法人税等調整額 676 896

法人税等合計 1,256 1,465

少数株主利益 73 35

四半期純利益 1,722 1,925
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高

一般旅客自動車運送事業営業収益 15,268 14,598

不動産事業売上高 1,065 1,289

その他の事業売上高 12,217 10,666

売上高合計 28,551 26,553

売上原価

一般旅客自動車運送事業運送費 13,281 12,800

不動産事業売上原価 407 573

その他の事業売上原価 9,292 7,977

売上原価合計 22,981 21,351

売上総利益 5,570 5,201

販売費及び一般管理費

販売費 ※１
 2,761

※１
 2,554

一般管理費 ※２
 1,355

※２
 1,199

販売費及び一般管理費合計 4,117 3,753

営業利益 1,453 1,448

営業外収益

受取配当金 61 63

その他 77 52

営業外収益合計 138 115

営業外費用

支払利息 308 304

その他 14 22

営業外費用合計 322 327

経常利益 1,268 1,236

特別利益

固定資産売却益 － 5

補助金収入 － 2

貸倒引当金戻入額 13 －

その他 4 3

特別利益合計 18 11

特別損失

固定資産除却損 53 38

投資有価証券評価損 － 25

その他 12 31

特別損失合計 66 95

税金等調整前四半期純利益 1,221 1,152

法人税、住民税及び事業税 113 32

法人税等調整額 391 461

法人税等合計 504 494

少数株主利益 13 23

四半期純利益 702 634

EDINET提出書類

神奈川中央交通株式会社(E04158)

四半期報告書

14/25



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31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 3,052 3,426

減価償却費 6,440 6,226

負ののれん償却額 △16 △13

退職給付引当金の増減額（△は減少） △584 △521

賞与引当金の増減額（△は減少） △937 △877

貸倒引当金の増減額（△は減少） △62 △94

受取利息及び受取配当金 △196 △171

支払利息 952 925

固定資産圧縮損 54 183

固定資産除売却損益（△は益） 148 170

売上債権の増減額（△は増加） 1,060 36

たな卸資産の増減額（△は増加） 264 245

仕入債務の増減額（△は減少） △1,453 400

未払消費税等の増減額（△は減少） 231 166

預り保証金の増減額（△は減少） △92 △525

その他 50 1,060

小計 8,912 10,636

利息及び配当金の受取額 194 171

利息の支払額 △863 △846

法人税等の支払額 △513 △766

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,729 9,194

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 △147 △164

定期預金の払戻による収入 147 144

固定資産の取得による支出 △4,249 △5,012

固定資産の売却による収入 203 54

投資有価証券の取得による支出 △227 △62

投資有価証券の売却による収入 0 28

貸付けによる支出 △377 △981

貸付金の回収による収入 529 439

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,122 △5,554

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） 905 1,104

リース債務の返済による支出 △1,152 △941

長期借入れによる収入 6,260 2,810

長期借入金の返済による支出 △8,374 △4,994

社債の償還による支出 △1,585 △1,704

自己株式の売却による収入 6 －

自己株式の取得による支出 △293 △2

配当金の支払額 △311 △308

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 △4,549 △4,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △942 △401

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
 3,156

※１
 3,066
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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３四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

連結の範囲に関する事項の変更

（１）連結の範囲の変更
第２四半期連結会計期間より、株式会社神奈中タクシーホールディングスを新

たに設立したため、新たに連結の範囲に含めております。
 
（２）変更後の子会社の数

27社

　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四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３四半期連結累計期間　

２百万円）は、特別利益総額の100分の20以下となったため、当第３四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３四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「固定資産圧縮損」は、特別損失総

額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第３四半期

連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「固定資産圧縮損」は、54百万円であります。

　

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間において、区分掲記していた「貸倒引当金戻入額」（当第３四半期連結会計期間　

１百万円）は、特別利益総額の100分の20以下となったため、当第３四半期連結会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３四半期連結会計期間において、特別利益の「その他」に含めていた「固定資産売却益」は、特別利益総

額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結会計期間より区分掲記することとしました。なお、前第３四半期

連結会計期間の特別利益の「その他」に含まれる「固定資産売却益」は、１百万円であります。

前第３四半期連結会計期間において、特別利益の「その他」に含めていた「補助金収入」は、特別利益総額の

100分の20を超えたため、当第３四半期連結会計期間より区分掲記することとしました。なお、前第３四半期連結

会計期間の特別利益の「その他」に含まれる「補助金収入」は、１百万円であります。

　

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の処理
 
　四半期連結会計期間末日満期手形は、手形交換日を
もって決済処理しております。なお、当第３四半期連結
会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の四
半期連結会計期間末日満期手形が期末残高に含まれて
おります。
　　　　　　　受取手形　　227百万円
　　　　　　　支払手形　　  5百万円

―――――――
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年12月31日)

※１　販売費の主要な費目

　 百万円

人件費 4,093

（うち賞与引当金繰入額） (126)

（うち退職給付引当金繰入額） (104)

 
※２　一般管理費の主要な費目

　 百万円

人件費 2,890

（うち賞与引当金繰入額） (96)

（うち退職給付引当金繰入額） (55)

 

※１　販売費の主要な費目

　 百万円

人件費 3,761

（うち賞与引当金繰入額） (121)

（うち退職給付引当金繰入額） (62)

 
※２　一般管理費の主要な費目

　 百万円

人件費 2,662

（うち賞与引当金繰入額） (94)

（うち退職給付引当金繰入額） (45)

 

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日 
  至　平成21年12月31日)

※１　販売費の主要な費目

　 百万円

人件費 1,339

（うち賞与引当金繰入額） (124)

（うち退職給付引当金繰入額） (22)

 
※２　一般管理費の主要な費目

　 百万円

人件費 925

（うち賞与引当金繰入額） (91)

（うち退職給付引当金繰入額） (15)

※１　販売費の主要な費目

　 百万円

人件費 1,260

（うち賞与引当金繰入額） (120)

（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 855

（うち賞与引当金繰入額） (91)

（うち退職給付引当金繰入額） (14)

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年12月31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 3,406

預入期間が３か月超の定期預金 △249

現金及び現金同等物 3,156
 

※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 3,276

預入期間が３か月超の定期預金 △209

現金及び現金同等物 3,066
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日

　至　平成21年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
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３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 901,242

　

　

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

平成21年10月28日
取締役会

普通株式 155 2.50平成21年９月30日 平成21年11月24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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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
15,2681,0654,4612,6191,0344,10228,551 ― 28,551

　(2) セグメント間

　　　の内部売上高

　　　又は振替高

64 1 524 13 2,092 572 3,268(3,268)―

計 15,3321,0674,9852,6323,1264,67431,820(3,268)28,551

営業利益

又は営業損失(△)
541 487 △1 151 117 232 1,529(   76)1,453

　

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31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
14,5981,2893,5232,656 841 3,64526,553 ― 26,553

　(2) セグメント間

　　　の内部売上高

　　　又は振替高

61 1 429 23 1,268 793 2,578(2,578)―

計 14,6601,2903,9532,6792,1094,43829,131(2,578)26,553

営業利益 485 545 64 143 32 232 1,504(   56)1,448
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前第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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
46,2883,27515,3107,9433,36212,46588,645 ― 88,645

　(2) セグメント間

　　　の内部売上高

　　　又は振替高

189 7 2,087 37 5,8761,85210,050(10,050)―

計 46,4773,28217,3987,9819,23914,31898,696(10,050)88,645

営業利益

又は営業損失(△)
1,1541,366 △11 319 255 903 3,988(   139)3,848

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31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
44,0353,5159,9578,1952,44810,60278,753 ― 78,753

　(2) セグメント間

　　　の内部売上高

　　　又は振替高

187 6 1,450 46 3,7471,8777,315(7,315)―

計 44,2223,52111,4078,2426,19512,48086,069(7,315)78,753

営業利益 1,7491,530 130 383 142 510 4,447(   83)4,364

(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】

　前第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期

間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)並びに前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日

　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期

間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)並びに前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日

　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 395円20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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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） 26,875 25,451

純資産の部の合計額から控除する金額
（百万円）

2,333 2,305

（うち少数株主持分） (2,333) (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）

24,541 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）

62,098 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

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　　　　　　　　　　　　　　　　    至　平成20年

12月31日）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日　　　　　　　　　　　　　　　　    至　平成21年

12月31日）

１株当たり四半期純利益　    27円55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    　31円00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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年12月31日)

四半期純利益（百万円） 1,722 1,925

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) 1,722 1,925

普通株式の期中平均株式数(千株) 62,527 62,101
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第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日　　　　　　　　　　　　　　　　    至　平成20年

12月31日）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日　　　　　　　　　　　　　　　　    至　平成21年

12月31日）

１株当たり四半期純利益　    11円27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    　10円22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３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日 
  至　平成21年12月31日)

四半期純利益（百万円） 702 634

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) 702 634

普通株式の期中平均株式数(千株) 62,367 62,099

　

(重要な後発事象)

記載すべき事項はありません。

　

２ 【その他】

第136期中間配当に係る取締役会の決議は、次のとおりであります。

　　（イ）決議年月日　　　　　　　　平成21年10月28日

　　（ロ）中間配当金の総額　　　　　155,253,052円

　　（ハ）１株当たりの配当金額　　　２円50銭

　　（ニ）中間配当金支払開始日　　　平成21年11月24日
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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21年２月10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　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　田　　中　　宏　　和　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　狩　　野　　茂　　行　　印

　

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３四半期連結会計期

間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成

20年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期

間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・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22年２月９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３四半期連結会計期

間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成

21年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期

間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・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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