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株主の皆様へ

株主の皆様には、ますますご清栄のこととお喜び申

し上げます。

平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げま

す。ここに第133期中間報告書をお届けするにあたり、

ひとことご挨拶申し上げます。

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価

格の高止まりなどの不安材料を抱えながらも、企業収

益の改善を背景にした設備投資の増加や雇用情勢の改

善が見られるなど、景気は引き続き回復基調で推移い

たしました。

このような情勢下にありまして、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。

この結果、当中間連結会計期間における営業収益は、

712億5千6百万円、営業利益は39億4千万円、経常

利益は36億７千3百万円、中間純利益は16億6千8百

万円となりました。

当期の中間配当金につきましては、11月6日開催の

取締役会におきまして、1株につき2円50銭と決定さ

せていただきましたので、ご報告申し上げます。

今後の見通しにつきましては、当面は景気の回復が続

くと予想されるものの、原油価格の動向や金利の上昇に

対する懸念など、当社グループを取り巻く経営環境は、

依然として予断を許さない状況にあると思われます。

このような情勢のもとで、当社を中心とする神奈川

中央交通グループは、一般旅客自動車運送事業を中核

とする各事業を通じ、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」

に貢献するとともに、グループ各社の連携を強め、長

期的な発展を目指しつつ株主利益の確保に努めてまい

ります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支

援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

平成18年11月

齋藤　寛� 　橋　幹�取締役会長� 取締役社長�



乗合業においては、湘南台駅～文教大学線などの通学路線や秦

野駅～ヤビツ峠線の増便など、さまざまなニ－ズにあわせた運行

に努めました。

また、横浜市営バスにおいて不採算である競合路線の一部を、

前年度下期に譲受したことや、雇用情勢の改善などの影響により、

利用者が前年に対し増加いたしました。

さらに、空港連絡バスにおいても、平成17年12月に実施した

相模大野駅・町田駅～成田空港線の増便や、平成18年3月に実施

した田村車庫・本厚木駅～成田空港線の増便の効果などにより、

利用者が前年に対し増加いたしました。以上のように、新規顧客

の獲得など営業努力を重ねたことにより、営業収益は306億2千8

百万円（前年同期比0.8％増）となりました。しかしながら自動車

NOx・PM法に対応するため、前年度に実施した乗合車両代替に

よる減価償却費の負担が増加したことや、原油価格の高騰の影響

を受け燃料費が増加したことなどにより、営業利益は15億4千

4百万円（前年同期比15.2％減）となりました。
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営業の概況（連結）

一般旅客自動車運送事業

不動産事業

自動車販売事業

不動産事業においては、賃貸収入の減少により営業収益は19億

6千5百万円（前年同期比6.6％減）、営業利益は8億5千万円（前

年同期比9.4％減）となりました。

自動車販売事業においては、商用車や外車販売が堅調に推移し

たことから、営業収益は199億6千9百万円（前年同期比19.2％

増）となりましたが、売上原価の増加により営業利益は2億4千2

百万円（前年同期比21.5％減）となりました。

ハイキング客にご利用いただいているヤビツ峠線

成田空港線が増便された空港連絡バス

堅調な外車販売



食堂・娯楽業において、平成18年3月に営業譲受し

たTSUTAYA 3店舗が通期寄与したことや「はなまる

うどん　ミスタ－マックス湘南藤沢店」の新規開業など

により、営業収益は95億7千7百万円（前年同期比

9.2％増）、営業利益は7億2千1百万円（前年同期比

45.4％増）となりました。
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レジャー・スポーツ事業

流通事業

その他の事業

レジャ－・スポ－ツ事業においては、スポーツ施設業

のライフティック平塚・ライフティック秦野の「岩盤浴」

は順調に推移しましたが、遊技場業における近隣店舗と

の競争激化により、営業収益は86億6百万円（前年同

期比12.3％減）、営業利益は5億6千5百万円（前年同

期比19.7％減）となりました。

ストア業における不採算店舗の閉店や競合店舗の進出

などの影響により、営業収益は56億2千2百万円（前年

同期比4.2％減）、営業利益は4千9百万円（前年同期比

57.6％減）となりました。

事業の種類別セグメント情報（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）
（単位：百万円）

連結消去
又は全社計その他

の事業流通事業レジャー・
スポーツ事業

自動車
販売事業不動産事業一般旅客自動車

運送事業

外部顧客に対する営業収益 30,508 1,956 18,980 8,590 2,959 8,260 71,256 ― 71,256 

セグメント間の内部営業収益又は振替高 119 8 988 15 2,662 1,316 5,112 (5,112) ―

営業収益計 30,628 1,965 19,969 8,606 5,622 9,577 76,368 (5,112) 71,256 

営業費用 29,083 1,114 19,726 8,040 5,573 8,856 72,395 (5,078) 67,316 

営業利益 1,544 850 242 565 49 721 3,973 (33) 3,940 

ライフティック秦野にオープンした
女性専用岩盤浴 TSUTAYA港南台2号店

はなまるうどん　ミスターマックス湘南藤沢店
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連結財務諸表

中間連結貸借対照表の要旨

●資産の部

流動資産 24,290 24,797 23,391

固定資産 130,226 128,775 132,661

有形固定資産 107,262 105,589 107,489

無形固定資産 734 791 767

投資その他の資産 22,229 22,394 24,404

資産合計 154,516 153,572 156,052

●負債の部

流動負債 61,077 68,285 61,834

固定負債 67,084 64,309 69,486

負債合計 128,162 132,594 131,320

●純資産の部

株主資本 19,154 ― ―

評価・換算差額等 4,934 ― ―

少数株主持分 2,265 ― ―

純資産合計 26,354 ― ―

負債純資産合計 154,516 ― ―

●少数株主持分

少数株主持分 ― 1,489 2,159

●資本の部

資本金 ― 3,160 3,160

資本剰余金 ― 620 636

利益剰余金 ― 12,568 14,197

その他有価証券評価差額金 ― 4,009 5,377

自己株式 ― △ 869 △ 798

資本合計 ― 19,488 22,572

負債、少数株主持分及び資本合計 ― 153,572 156,052

（単位：百万円）

当中間連結会計期間末
平成18年9月30日現在

前中間連結会計期間末
平成17年9月30日現在

前連結会計年度
平成18年3月31日現在

期別
科目

1

資産の部1

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8億9千9百万円増加
し、242億9千万円となりました。
また、固定資産は、自動車NOx・PM法に対応するため
乗合車両の代替を行いましたが、償却が進んだことや投資
有価証券の時価評価減などにより、前期末に比べて24億3
千4百万円減少し、1,302億2千6百万円となりました。

負債の部2

負債は、未払法人税の減少や社債の償還などにより、前
期末に比べて31億5千8百万円減少し、1,281億6千2百
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1億2千
5百万円減少し、758億3千9百万円となりました。

純資産の部3

純資産は、263億5千4百万円となり、前期末の資本の
部と少数株主持分の合計と比べて16億2千3百万円増加
となりました。これは主に中間純利益による利益剰余金
の増加によるものです。
なお、自己資本比率は、前期末と比べて1.1ポイント増
加し、15.6％となりました。

2

3

※中間連結貸借対照表について
平成18年5月1日施行の会社法により、「資本の部」が廃止され、「純資産の部」が新設さ
れました。これは、貸借対照表上、資産性をもつものを「資産の部」、負債性をもつものを
「負債の部」に記載し、それらに該当しないものを資産と負債との差額として「純資産の部」
に記載するものです。これにより、会社の支払い能力などの財政状態を、より適切に表示
することが可能となります。
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（単位：百万円）
中間連結損益計算書の要旨

営業収益 71,256 68,936 136,582

営業費 67,316 64,565 129,609

営業利益 3,940 4,370 6,973

営業外収益 448 427 661

営業外費用 715 857 1,705

経常利益 3,673 3,940 5,928

特別利益 88 165 3,317

特別損失 552 547 1,467

税金等調整前中間（当期）純利益 3,209 3,557 7,778

法人税、住民税及び事業税 621 797 2,177

法人税等調整額 813 932 1,370

少数株主利益（控除） 104 96 717

中間（当期）純利益 1,668 1,732 3,514

当中間連結会計期間
平成18年4月 1日から
平成18年9月30日まで

前中間連結会計期間
平成17年4月 1日から
平成17年9月30日まで

前連結会計年度
平成17年4月 1日から
平成18年3月31日まで

期別

科目

営業収益及び営業利益4

営業収益は、自動車販売事業における商用車の販売台数
の増加などにより23億2千万円増収となりました。
営業利益は、自動車NOx・PM法に対応するため乗合車
両代替による減価償却費の負担や、燃料費の増加などに
より4億2千9百万円の減益となりました。

税金等調整前中間純利益及び中間純利益5

特別損失に分譲土地評価損、営業権一時償却額の計上が
なくなったものの、バス共通カードの未使用額を計上し
たことなどにより、減益となりました。

4

4

5

5
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連結財務諸表

平成18年3月31日残高�

資本金� 資本剰余金� 利益剰余金�

株主資本� 評価・換算差額等�

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� 評価・換算�
差額等合計�

少数株主持分� 純資産合計�

中間連結会計期間変動額�

剰余金の配当�

中間純利益�

自己株式の取得�

自己株式の処分�

株主資本以外の項目の中間連結�
会計期間変動額（純額）�

中間連結会計期間変動額合計�

平成18年9月30日残高�

3,160

―�

3,160

636

34

34

670

14,197

△153

1,668

1,515

15,713

△798
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―�

1,959
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△734

△734

4,642

―�

291

291

291

5,377

―�

―�

―�

―�

△443

△443

4,934

2,159

106

106

2,265

24,731

△153

1,668

△4

447

△336

1,623

26,354

中間連結株主資本等変動計算書�
（単位：百万円）�

（単位：百万円）
中間連結キャッシュ・フロー計算書の要旨

当中間連結会計期間
平成18年4月 1日から
平成18年9月30日まで

前中間連結会計期間
平成17年4月 1日から
平成17年9月30日まで

前連結会計年度
平成17年4月 1日から
平成18年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,532 4,745 9,180

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,127 △2,149 △5,175

財務活動によるキャッシュ・フロー 237 △2,496 △3,935

現金及び現金同等物の増減額 642 99 69

現金及び現金同等物の期首残高 4,444 4,374 4,374

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 5,087 4,474 4,444

期別

科目

営業活動によるキャッシュ・フロー6

税金等調整前中間純利益32億9百万円、減価償却費28
億5千2百万円があったものの、売上債権が増加したこと
などにより、25億3千2百万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7

固定資産の取得による支出が32億3百万円ありました
が、貸付金の回収による収入が12億3千9百万円あった
ため、21億2千7百万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8

借入金による収入により、2億3千7百万円の資金収入
となりました。

6

7

8

※中間連結株主資本等変動計算書について
平成18年5月1日施行の会社法により、「連結剰余金計算書」が廃止され、「連結株主資本等変動計算書」が新設されました。これは、貸借対照表の純資産の部の中で、主として株主の皆様
に帰属する株主資本について、その会計期間における変動事由と変動額を、連結ベースでご報告するために作成する計算書類です。
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単体財務諸表

中間貸借対照表の要旨

●資産の部
流動資産 8,454 8,362 7,670
固定資産 98,051 93,352 99,757
有形固定資産 71,942 67,762 72,499
無形固定資産 500 552 548
投資その他の資産 25,608 25,037 26,708

資産合計 106,505 101,715 107,427
●負債の部
流動負債 36,366 36,912 37,352
固定負債 52,003 48,937 52,787

負債合計 88,370 85,849 90,139
●純資産の部
株主資本 14,373 ― ―
評価・換算差額等 3,761 ― ―
純資産合計 18,135 ― ―
負債純資産合計 106,505 ― ―
●資本の部
資本金 ― 3,160 3,160
資本剰余金 ― 337 337
利益剰余金 ― 9,779 10,139
その他有価証券評価差額金 ― 2,775 3,841
自己株式 ― △ 186 △ 190

資本合計 ― 15,865 17,287
負債資本合計 ― 101,715 107,427

（単位：百万円）

当中間期
平成18年9月30日現在

前中間期
平成17年9月30日現在

前期
平成18年3月31日現在

（単位：百万円）
中間損益計算書の要旨

営業収益 26,150 25,117 51,071
営業費 23,830 22,722 47,116
営業利益 2,320 2,395 3,955
営業外収益 321 261 377
営業外費用 447 494 942
経常利益 2,193 2,162 3,390
特別利益 61 146 469
特別損失 403 359 1,015
税引前中間（当期）純利益 1,852 1,949 2,843
法人税、住民税及び事業税 15 40 87
法人税等調整額 752 925 1,256
中間（当期）純利益 1,085 984 1,500
前期繰越利益 ― 4,540 4,540
自己株式処分差損 ― 0 0
中間配当額 ― ― 156
中間（当期）未処分利益 ― 5,524 5,884

当中間期
平成18年4月 1日から
平成18年9月30日まで

前中間期
平成17年4月 1日から
平成17年9月30日まで

前期
平成17年4月 1日から
平成18年3月31日まで

■営業収益�

80,000

60,000

40,000

20,000

（単位：百万円）�

第129期� 第130期� 第131期� 第132期� 第133期�
中間�

0

59,960
62,100

55,457
51,071

26,150

●営業利益　●経常利益　●当期（中間）純利益 

5,000
（単位：百万円）�

第129期� 第130期� 第131期� 第132期� 第133期�
中間�

-3,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

-1,000

-2,000

2,557

3,587
3,905 3,955

2,173

3,044
3,372 3,390

521 480

-2,235

1,500

2,193

1,085

2,320

営業収益・営業利益・経常利益・当期（中間）純利益の推移

※中間貸借対照表について
平成18年5月1日施行の会社法により、「資本の部」が廃止され、「純資産の部」が新設さ
れました。これは、貸借対照表上、資産性をもつものを「資産の部」、負債性をもつものを
「負債の部」に記載し、それらに該当しないものを資産と負債との差額として「純資産の部」
に記載するものです。これにより、会社の支払い能力などの財政状態を、より適切に表示
することが可能となります。

※中間損益計算書について
平成18年5月1日施行の会社法により、損益計算書末尾の「未処分利益」の計算区分は廃
止されました。

期別
科目

期別

科目
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【大 山】

標高1,252mの山頂には阿夫利神社の本殿があり、五穀豊穣・家内安全・商売繁盛の神として大山祗
命（おおやまつみのみこと）が祭られています。大山ケーブルの終点下社駅には下社が、また途中の不
動前駅には雨降山大山寺があります。
古くから修験道の山岳信仰の中心であった大山は、江戸時代には大山参りと江ノ島参りのセットで人
気を集め、浮世絵や落語にも度々登場しているほか、宝暦年間には、関八州の庶民が大山講をつくり、
組織的な信仰登山が行われました。
現在でもハイキングや登山の好適地として多くの人々が訪れ、また正月や節分の時期は参拝客でにぎ
わいます。

大山へのお出かけには�大山へのお出かけには�

●小田急線伊勢原駅から当社バス大山ケーブル駅行、終点から大山観光電鉄ケーブルカーを利用。�

●問合せ先�【　 バ　 ス　 】 神奈川中央交通　伊勢原営業所　0463-95-2366�
【ケーブルカー】 大山観光電鉄　　追分駅　　　　0463-95-2040

バス� 徒歩� ケーブルカー� ケーブルカー�

伊勢原駅� 大山ケーブル駅� 追分駅� 不動前駅� 下社駅�

大山観光電鉄ケーブルカー

大山阿夫利神社下社
（ケーブル下社駅下車）
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会社の概況／株主メモ

●●会社概要（平成18年9月30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 2,963名（男性2,861名、女性102名）
事業内容 旅客自動車運送事業、不動産業、

ホテル業、食堂・娯楽業

●●役　員（平成18年9月30日現在）

取締役会長 齋藤　　寛
取締役社長 �橋　　幹
専務取締役 北村　公男
専務取締役 三澤　憲一
常務取締役 堀　　康紀
常務取締役 福山　　裕
常務取締役 石井　　豊
取　締　役 金子　茂浩

取　締　役 大須賀�彦
取　締　役 山木　利満
取　締　役 小永井　勝
常勤監査役 長尾　忠一
監　査　役 金田　　徹
監　査　役 冨永　靖雄
監　査　役 眞壁　時政

●●株式の状況（平成18年9月30日現在）

発行可能株式総数 ............................................2億5,200万株
発行済株式の総数...................................................6,300万株
株主数 ..........................................................................5,206名

●●大株主（平成18年9月30日現在）

株主名 所有株式数
（千株）

小田急電鉄株式会社 27,862

株式会社横浜銀行 2,920

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（三井アセット信託銀行再信託分・ 1,153
CMTBエクイティインベストメンツ株式会社信託口）

第一生命保険相互会社 1,000

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
1,000（中央三井信託銀行退職給付信託口）

長尾　忠一 966

横浜ゴム株式会社 800

朝日生命保険相互会社 600

明治安田生命保険相互会社 550

株式会社みずほコーポレート銀行 545

株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

剰余金の配当の基準日 （1）期末配当　毎年3月31日　（2）中間配当　毎年9月30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

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/koukoku/index.html

株主名簿管理人 〒105-0014 東京都港区芝三丁目33番1号

中央三井信託銀行株式会社

同事務取扱所 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

電話　0120-78-2031（フリーダイヤル）

同取次所 中央三井信託銀行株式会社　全国各支店

日本証券代行株式会社　本店及び全国各支店

（お知らせ）
住所変更、単元未満株式買取請求、名義書換請求及び配当金振込指定に必
要な各用紙のご請求は、下記株主名簿管理人中央三井信託銀行のフリーダ
イヤルまたはホームページをご利用ください。
●フリーダイヤル　0120-87-2031（24時間受付：自動音声案内）
●ホームページ　http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html



株主優待制度のご案内

●●株主優待乗車証・株主優待乗車券
株主優待乗車証（定期券式）及び株主優待乗車券（回数券式）は、毎年3月31日及び9月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に
記載又は記録された1,000株以上ご所有の株主の皆様に対して、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、株主名簿と実質株主名簿に記載又は記録された株主様が同一人と認められるときは、それぞれの株式数を合算し発行いたします。

■株主優待乗車証及び株主優待乗車券発行基準

【ご注意】株主優待乗車証（定期券式）は株主様の申請により発行し、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日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された全株主の皆様に対して発
行いたします。（それぞれ有効期間1年間、6月下旬発送。）

※直営店 らーめん花樂　全店、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）、ケンタッキーフライドチキン（秦野駅前店・渋沢駅前店・伊勢原店）、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・立場イトーヨーカドー店・上野浅草通り店・上野中央通り店）、カラオケドレミファクラブ（戸塚店）

【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のご使用となります。

ご所有株式数�
1,000株以上� 3,000株未満� 株主優待乗車券（回数券式）� 10枚�

20枚�

30枚�

40枚�

50枚�

70枚�

希望2路線1枚�

100枚�

全路線1枚�

株主優待乗車券（回数券式）�

株主優待乗車券（回数券式）�

株主優待乗車券（回数券式）�

株主優待乗車券（回数券式）�

株主優待乗車券（回数券式）�

株主優待乗車証（定期券式）�

または�

株主優待乗車券（回数券式）�

株主優待乗車証（定期券式）�

3,000株以上� 5,000株未満�

5,000株以上�10,000株未満�

10,000株以上�15,000株未満�

15,000株以上�20,000株未満�

20,000株以上�25,000株未満�

25,000株以上�40,000株未満�

40,000株以上�

種　別� 発行枚数（6ヶ月につき）�

会社名�
（株）グランドホテル神奈中� 宿泊、飲食、ケーキ等の10％割引券� 6枚�

6枚�

10枚�

10枚�

2枚�

10枚�

中伊豆グリーンクラブプレー代などの総額から1,000円割引券�

神奈中平塚・小田原ボウル1ゲーム無料券�

ライフティック平塚・秦野利用料300円券�

神奈中インドアゴルフスクール（平塚・小田原）レッスン60分無料券�

欄外※の直営店での10％割引券�

（株）クリエイトL＆S

（株）神奈中システムプラン�

割引券等の内容� 発行枚数（1年間につき）�

古紙パルプ配合率100％再生紙を使用しています�

〒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/


