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株主の皆さまへ

株主の皆さまには、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。

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高止

まりなどの懸念材料があったものの、企業収益の回復に伴う

設備投資の増加や雇用情勢の改善により、景気は緩やかな回

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結果、

当連結会計年度における売上高は1,353億8千4百万円、

営業利益は62億3千万円、経常利益は54億8千2百万円、

当期純利益は22億6千7百万円となりました。

当期の期末配当金につきましては、中間配当金と同様1株

につき2円50銭とさせていただきました。

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、一般旅客自動車運送事業にお

いては、大量輸送が可能である連節バスの導入をはじめ、

ICカードやバス運行情報提供システムの整備を引き続き積

極的に進めることによって、利用の促進を図り収益の拡大

に努めてまいります。さらに、企業の社会的責任として、

環境対策にも積極的に取り組んでまいります。

また、不動産事業、自動車販売事業、レジャー・スポー

ツ事業、流通事業、その他の事業についても、安定的な利益

を確保するとともに、時代のニーズに適った新規事業に積極

的に取り組むなど、各社の自立的な経営と収益力の向上を図

りながら、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」にグループ全体で努め

てまいります。

株主の皆さまには、今後とも一層のご支援を賜りますよ

うお願い申し上げます。

平成19年6月

齋藤　寛� �橋　幹�取締役会長� 取締役社長�
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グループ概要

セグメント別売上高構成比�

一般旅客自動車運送事業�

不動産事業�

自動車販売事業�

レジャー・スポーツ事業�

流通事業�

その他の事業�

●当社�
●相模中央交通（株）�
●神奈中ハイヤー（株）�
●神奈中観光（株）�
　ほか11社�

●当社�
●（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�

●当社�
●相模中央交通（株）�
●神中興業（株）�

●神奈川三菱ふそう�
　自動車販売（株）�
●神奈中相模ヤナセ（株）�

●（株）クリエイトL&S

●（株）神奈中商事�

一般旅客自動車運送事業�

44.4%
（60,127百万円）�

不 動 産 事 業 �

3.0%
（4,023百万円）�

自 動 車 販 売 事 業 �

24.3%
（32,941百万円）�

レジャー・スポーツ事業�

11.8%
（15,977百万円）�

流 通 事 業 �

4.5%
（6,049百万円）�

そ の 他 の 事 業 �

12.0%

135,384

（16,264百万円）�

百万円�

※外部顧客に対する売上高を記載しており、セグメント間の�
　内部売上高又は振替高は含まれておりません。�
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営業の概況（連結）

乗合業においては、首都圏の大部分の電車（JR・公

営交通・私鉄）とバスが利用できる交通ICカード

「PASMO」のサービスを、戸塚営業所管内と連節バス

「ツインライナー」（湘南台駅西口～慶応大学間）で開始

するとともに、携帯電話やパソコンからリアルタイムの

運行情報を検索できるバス運行情報提供システムを、厚

木・愛甲地区、上大岡地区に加え、相模原地区、町田・

多摩地区にサービスの提供エリアを拡大して、旅客の利

便性の向上を図りました。

また、湘南台駅発湘南ライフタウン経由辻堂駅行をは

じめとする主要路線において深夜バスの新設や増便を実

施し、終車時刻を延長することにより旅客のニーズに合

わせた運行に努めました。

コミュニティバスにおいては、綾瀬市で新規に運行を

開始、座間市、茅ヶ崎市、町田市で増車を実施し、運行

地区を拡大しました。

空港連絡バスにおいては、辻堂駅・藤沢駅・戸塚バス

センター～成田空港線を新規開業し、増収を図りました。

貸切業においては、営業拠点を平塚営業所と町田営業

所の2箇所に集約し、業務の効率化を図りました。

乗用業においては、新車への車両代替等によりサービ

スの向上を図るとともに、各種キャンペーンを実施する

など固定客の確保に努めました。また、前年に引き続き、

環境改善に向けてハイブリッド車両の導入、アイドリン

グストップの実施等、様々な施策を実施しました。

以上のように営業努力を重ねたことにより、売上高は

603億6千5百万円（前連結会計年度比0.5％増）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

費の負担増により、営業利益は19億2千万円（同比

21.9％減）となりました。

一般旅客自動車運送事業

「PASMO」のサービスを
戸塚営業所管内などで開始

町田市金森地区にて運行開始した「かわせみ号」
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営業の概況（連結）

不動産事業

自動車販売事業

レジャー・スポーツ事業

分譲業において

は、藤沢市遠藤で

建売分譲を行うと

ともに、仲介斡旋

業を推進いたしま

した。

また、賃貸業に

おいては、積極的

な収益の確保に努

めましたが、分譲等の減少により、売上高は40億4千3

百万円（前連結会計年度比27.0％減）、営業利益は16

億4千2百万円（同比27.9％減）となりました。

自動車販売事業においては、NOx・PM法の規制によ

る総需要の拡大に伴い商用車の販売台数が増加したもの

の、輸入車販売および商用車の整備等が減少したことに

より、売上高は358億6千3百万円（前連結会計年度比

2.5％減）、営業利益は3億9千2百万円（同比8.9％減）

となりました。

スポーツ施設業においては、前期に続き2店舗目とな

る岩盤浴をライフティック秦野に新規開業したほか、神

奈中スイミングスクールにおいて会社設立30周年記念

イベントを実施するなど、新規会員の獲得に努めました。

ゴルフ場業においては、各種イベントを実施するとと

もに、積極的な営業活動を推進したことにより順調に推

移いたしました。

また、温浴業においては、各種キャンペーンを実施す

るなど、積極的な営業活動を推進しました。

遊技場業においては、スクランブル厚木店をリニュー

アルオープンしたものの近隣店舗との競争激化により、

レジャー・スポーツ事業全体の売上高は160億3千3百

万円（前連結会計年度比10.3％減）となり、営業利益

は11億8千万円（同比2.6％増）となりました。

不動産無料相談会を随時開催

ライフティック平塚のマシントレーニングルーム

メルセデス・ベンツ厚木 豊富なカリキュラムで水泳を堪能できる
神奈中スイミングスクール
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食堂・娯楽業においては、「はなまるうどん　ミスタ

ーマックス湘南藤沢店」を新規開業するとともに、

「TSUTAYA」直営店3店舗を営業譲受し、今後の収益

基盤の強化を図りました。さらに、既存店舗の積極的な

リニューアルを進め、顧客満足度向上と新規顧客の獲得

に努めました。

ホテル業においては、季節の素材を使った各種イベン

トの開催や、平塚開業25周年を記念した感謝祭を実施

するなど、営業活動を推進しました。

また、その他の事業においても、各種キャンペーンの

実施や積極的な営業活動等により増収に努めた結果、そ

の他の事業全体の売上高は191億2千2百万円（前連結

会計年度比8.1％増）、営業利益は11億3千万円（同比

65.6％増）となりました。

流通事業

その他の事業

流通事業においては、原油価格の高騰による燃料販

売単価が増加したことにより、石油販売業は順調に推

移いたしましたが、ストア業における不採算店舗閉店

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19年3月31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

外部顧客に対する売上高 60,127 4,023 32,941 15,977 6,049 16,264 135,384 ― 135,384 

セグメント間の内部売上高又は振替高 237 20 2,921 56 6,256 2,857 12,349 (12,349 ) ―

売上高計 60,365 4,043 35,863 16,033 12,305 19,122 147,733 (12,349 ) 135,384 

営業費用 58,445 2,400 35,470 14,853 12,092 17,992 141,255 (12,101 ) 129,153 

営業利益 1,920 1,642 392 1,180 212 1,130 6,478 (247 ) 6,230 

TSUTAYA金沢文庫駅前店

等の影響により、売上高は123億5百万円（前連結会

計年度比4.7％減）、営業利益は2億1千2百万円（同比

24.4％減）となりました。

開業25周年を迎えた
グランドホテル神奈中平塚
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連結財務諸表

連結貸借対照表の要旨
（単位：百万円）

当連結会計年度
平成19年3月31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
金や、たな卸資産の減少などにより、前期末に比べて9億
8千9百万円減少いたしました。
また、固定資産は、NOx・PM法に対応するため乗合車
両の代替を行いましたが、投資有価証券の時価評価が減
少したことなどにより、前期末に比べて7億8千1百万円
減少いたしました。
この結果、総資産は前期末に比べて17億7千1百万円減
少いたしました。

負債の部2

負債は、未払法人税等の減少や退職給付引当金の取崩
しなどにより、前期末に比べて43億7百万円減少いたし
ました。
なお、借入金及び社債残高は、766億5百万円となり、
前期末に比べて6億4千万円増加いたしました。

純資産の部3

純資産は、272億6千8百万円となり、前期末の資本の
部と少数株主持分の合計と比べて25億3千6百万円増加
いたしました。これは主に当期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、16.2％となり、前期末に比べ、
1.7ポイント増加いたしました。

2

3

●資産の部

流動資産 22,401 23,391

固定資産 131,879 132,661

有形固定資産 108,559 107,489

無形固定資産 805 767

投資その他の資産 22,513 24,404

資産合計 154,281 156,052

●負債の部

流動負債 58,093 61,834

固定負債 68,919 69,486

負債合計 127,013 131,320

●純資産の部

株主資本 19,807 ―

評価・換算差額等 5,204 ―

少数株主持分 2,256 ―

純資産合計 27,268 ―

負債純資産合計 154,281 ―

●少数株主持分

少数株主持分 ― 2,159

●資本の部

資本金 ― 3,160

資本剰余金 ― 636

利益剰余金 ― 14,197

その他有価証券評価差額金 ― 5,377

自己株式 ― △ 798

資本合計 ― 22,572

負債、少数株主持分及び資本合計 ― 156,052
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（単位：百万円）
連結損益計算書の要旨

売上高 135,384 136,582

売上原価 110,403 110,679

売上総利益 24,980 25,903

販売費及び一般管理費 18,749 18,930

営業利益 6,230 6,973

営業外収益 784 661

営業外費用 1,532 1,705

経常利益 5,482 5,928

特別利益 296 3,317

特別損失 1,181 1,467

税金等調整前当期純利益 4,597 7,778

法人税、住民税及び事業税 859 2,177

法人税等調整額 1,308 1,370

少数株主利益（控除） 162 717

当期純利益 2,267 3,514

当連結会計年度
平成18年4月 1日から
平成19年3月31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

売上高及び営業利益4

売上高は不動産事業における分譲等の減少や、レジャ
ー・スポーツ事業における遊技場業の近隣店舗との競争激
化などにより11億9千8百万円の減収となりました。
また、一般旅客運送事業における営業利益は燃料費及び
乗合車両代替による減価償却費の負担増などにより、7億
4千2百万円の減益となりました。

税金等調整前当期純利益及び当期純利益5

固定資産売却益の計上が減少したことなどにより、税金
等調整前当期純利益及び当期純利益は減益となりました。

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�

連結会計年度中の変動額�

剰余金の配当�

当期純利益�

自己株式の取得�

自己株式の処分�

株主資本以外の項目の�
連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計�

平成19年3月31日残高�

3,160

―�

3,160

636

59

59

695

14,197

△155

2,267

1,958

16,155

△798

△18

612

594

△204

17,195

△155

2,267

△18

672

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―� ―� ―�

―�

―�

―�

―�

―�

2,611

19,807

5,377

△440

△440

4,936

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

268

268

268

5,377

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

△172

△172

5,204

2,159

97

97

2,256

24,731

△155

剰余金の配当（注）� △153 △153―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� △153

2,267

△18

△75

2,536

27,268

672

連結株主資本等変動計算書（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）�
（単位：百万円）�

（単位：百万円）
連結キャッシュ・フロー計算書の要旨

当連結会計年度
平成18年4月 1日から
平成19年3月31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 6,767 9,180

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,678 △5,175

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,019 △3,935

現金及び現金同等物の増減額 109 69

現金及び現金同等物の期首残高 4,444 4,374

現金及び現金同等物の期末残高 4,553 4,444

期別

科目

営業活動によるキャッシュ・フロー6

税金等調整前当期純利益が45億9千7百万円、減価償却
費が60億5百万円あったものの、退職給付引当金を取崩
したことなどにより、67億6千7百万円の資金収入とな
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76億2千万円あったため、
76億7千8百万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

借入金の収入などにより、10億1千9百万円の資金収入
となりました。

6

7

8

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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単体財務諸表

貸借対照表の要旨

●資産の部
流動資産 9,011 7,670
固定資産 99,919 99,757
有形固定資産 73,130 72,499
無形固定資産 568 548
投資その他の資産 26,220 26,708

資産合計 108,930 107,427
●負債の部
流動負債 35,547 37,352
固定負債 54,966 52,787

負債合計 90,514 90,139
●純資産の部
株主資本 14,335 ―
評価・換算差額等 4,080 ―
純資産合計 18,416 ―
負債純資産合計 108,930 ―
●資本の部
資本金 ― 3,160
資本剰余金 ― 337
利益剰余金 ― 10,139
その他有価証券評価差額金 ― 3,841
自己株式 ― △ 190

資本合計 ― 17,287
負債資本合計 ― 107,427

（単位：百万円）

当期
平成19年3月31日現在

前期
平成18年3月31日現在

（単位：百万円）
損益計算書の要旨

売上高 51,597 51,071

売上原価 42,870 42,140

売上総利益 8,726 8,930

販売費及び一般管理費 5,370 4,975

営業利益 3,356 3,955

営業外収益 481 377

営業外費用 992 942

経常利益 2,845 3,390

特別利益 275 469

特別損失 904 1,015

税引前当期純利益 2,216 2,843

法人税、住民税及び事業税 28 87

法人税等調整額 971 1,256

当期純利益 1,217 1,500

前期繰越利益 ― 4,540

自己株式処分差損 ― 0

中間配当額 ― 156

当期未処分利益 ― 5,884

当期
平成18年4月 1日から
平成19年3月31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

期別
科目

期別

科目

平成18年3月31日残高�

配当引当�
積立金�

資本剰余金�
合計�

株主資本�
合計�

評価・換算�
差額等合計�

純資産�
合計�
�
�
�

繰延ヘッジ�
損益�
�
�

その他�
有価証券�
評価差額金�

利益剰余金�
合計�利益準備金�資本準備金� 繰越利益�

剰余金�別途積立金�

資本金� 自己株式�その他利益剰余金�

利益剰余金�

評価･換算差額等�株主資本�

資本剰余金�

土地収用等�
圧縮積立金�

事業年度中の変動額�

剰余金の配当�

当期純利益�

自己株式の取得�

自己株式の処分�

株主資本以外の項目の�
事業年度中の変動額（純額）�

事業年度中の変動額合計 �

別途積立金の積立�

平成19年3月31日残高�

3,160 337 337 790 94 7 3,363 5,884 10,139 △190 13,446 3,841 ―� 3,841 17,287

―� ―� ―� ―� ―� ―� 100 △100 ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―�

―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� △156 △156 ―� △156 ―� ―� ―� △156

剰余金の配当（注）� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� △156 △156 ―� △156 ―� ―� ―� △156

―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� 1,217 1,217 ―� 1,217 ―� ―� ―� 1,217

―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� △18 △18 ―� ―� ―� △18

―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� △0 △0 5 4 ―� ―� ―� 4

―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� △28 268 239 239

―� ―� ―� ―� ―� ―� 100 803 903 △13 889 △28 268 239 1,129

3,160 337 337 790 94 7 3,463 6,687 11,042 △204 14,335 3,812 268 4,080 18,416

株主資本等変動計算書（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）�
（単位：百万円）�

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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【港の見える丘公園】

港の見える丘公園へのお出かけには�港の見える丘公園へのお出かけには�

●当社路線　JR・市営地下鉄「桜木町駅」より�
　　　　　　11系統中村橋・蒔田駅前経由保土ヶ谷駅東口行乗車�
　　　　　　「港の見える丘公園前」下車徒歩1分�

●問合せ先　舞岡営業所　TEL 045-822-6121

なお、この路線バスは町並みに配慮したバスカラーを採用しており�
「YAMATE LINER」という名称で運行しております。�

横浜港を見下ろす高台にあり、山下公園やベイブリッジなどの景色が見られるという絶好のビューポイント

です。ここは横浜開港期にイギリスとフランスの軍隊が駐屯した場所でした。戦後、この場所は米軍に接収さ

れましたが、接収解除後に地元の要望により公園の用地になりました。後にフランス領事館が置かれていた跡

地を「フランス山」区域として公園に併合、イギリス総領事官邸はイギリス館として開館しました。その後、

大佛次郎記念館、県立神奈川近代文学館、ローズ・ガーデン（約80種1,800株のバラ）もオープンし、現在で

は観光客でたいへんな賑わいを見せています。
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ホームページのご案内 http://www.kanachu.co.jp/

バスに関することはもちろん、会社情報、投
資家情報、沿線情報、不動産情報等も掲載
しています。�

投資家情報のページでは、株主・投資家の
皆様に役立つ情報を紹介しています。�

当社では、ホームページをリニューアルし多種多様な情報発信を行っています。ぜひご覧下さい。

バスロケーションシステムのサービスエリアを拡大�

URL http://dia.kanachu.jp/

パソコンや携帯電話からリアルタイムのバス運行情報を取得することができる、�
バスロケーションシステムのサービスエリアを拡大しました。�

●ご家庭やバス停等で乗りたいバスのリアルタイムの接近情報がわかります。（パソコン・携帯電話で利用可）�
●自分の乗車しているバスのリアルタイムの目的地到着予測時刻がわかります。（携帯電話で利用可）�
●乗車する前にバス停の時刻表・運賃・目的地までの所要時間などの情報が取得できます。（パソコン・携帯電話で利用可）�

【ご利用いただける地域】�

厚木・愛甲地区（厚木市・愛川町・清川村）�

相模原地区（相模原市）�

町田・多摩地区（町田市・多摩市・八王子市）�

上大岡地区（横浜市港南区）�

11系統（保土ヶ谷駅東口～蒔田駅前～桜木町駅前）�

60系統（磯子駅前～南区役所前～磯子駅前）�

121系統（保土ヶ谷駅西口～川島住宅～新横浜駅前）�

藤沢地区（藤沢市一部地域）�

ト�ピ�ッ�ク�ス�

バスロケーションシステムでは�
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株券電子化について

当社では単元未満株式の買増制度を実施しておりますので、株主様が1単元（1,000株）に満たない株式を所有さ

れている場合、1単元となる数の株式の売渡し（買増し）をご請求いただくことができます。また、単元未満株式の

買取りをご請求いただくことも可能です。

具体的なご請求手続きや代金の支払い方法などにつきましては、当社株主名簿管理人であります中央三井信託銀行

株式会社証券代行部までお問い合わせ願います。なお、証券保管振替制度をご利用の株主様は、お取引の証券会社等

へお問い合わせください。

■お問い合わせ先
〒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）

700株ご所有の場合�

700株�

1,000株�
（1単元）�

0株�

買増制度をご利用�

買取制度をご利用�

300株買増� （優待乗車券がご利用になれます。）�

700株を当社が買取�

2,800株ご所有の場合�

2,800株�

2,000株�

買増制度をご利用�

買取制度をご利用�

200株買増�
（優待乗車券の枚数が増加します。�
  裏表紙参照）�

800株を当社が買取�

3,000株�

具 体 例 �

単元未満株式買増・買取制度のご案内

上場会社の株券は、2009年1月までに一斉に電子化（ペーパーレス化）され、無効となります。

株主様としての権利は、電子化後も引続き確保されます。ただし、現在お手元に株券をお持ちの場合は名義を確認

しておく必要があります。

株券の電子化（株券ペーパーレス化）が2009年1月までに実施されます。

ホームページ�

日本証券業協会　証券決済制度改革推進センター（証券受渡・決済制度改革懇談会事務局）�

03-3667-4500（平日9:00～17:00）� www.kessaicenter.com/「株券の電子化」に関するお問合せ・情報は�
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会社の概況／株主メモ

●●会社概要（平成19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 2,911名（男性2,809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19年6月28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
常務取締役 金子　茂浩

取　締　役 福田　範昭
取　締　役 大須賀�彦
取　締　役 山木　利満
常勤監査役 長尾　忠一
監　査　役 石出　宗秀
監　査　役 冨永　靖雄
監　査　役 眞壁　時政

●●株式の状況（平成19年3月31日現在）

発行可能株式総数 ............................................2億5,200万株
発行済株式の総数...................................................6,300万株
株主数 ..........................................................................5,277名

●●大株主（平成19年3月31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 3,100

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

横浜ゴム株式会社 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

株式会社みずほコーポレート銀行 662

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）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

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/ir/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また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。
また、株主優待乗車証は申請により発行し、持参人御一名様がご利用になれます。

■株主優待乗車証及び株主優待乗車券発行基準

●●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また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・ミスターマックス町田多摩境ショップ）、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でご利用いただけます。
・ミスタードーナツ ミスターマックス町田多摩境ショップは、2007年7月19日オープン予定です。

ご所有株式数�

1,000株以上� 3,000株未満� ―�

―�

―�

―�

―�

―�

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�

株主優待乗車券（回数券式）�
種別及び発行枚数（6ヶ月につき）�

株主優待乗車証（定期券式）�

全路線1枚（※）�25,000株以上� 40,000株未満�

全路線1枚�40,000株以上� 100,000株未満�

全路線2枚�100,000株以上� 500,000株未満�

全路線3枚�500,000株以上� 1,000,000株未満�

全路線5枚�

10枚�

20枚�

30枚�

40枚�

50枚�

70枚�

100枚（※）�

50枚�

50枚�

50枚�

50枚�1,000,000株以上�

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/

※25,000株以上40,000株未満ご所有の株主の方につきましては、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。


