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財務ハイライト（連結）
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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134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。

当中間期におけるわが国経済は、原油価格の高止まりが依

然として続いたものの、堅調な企業収益を背景にした設備投

資の増加や雇用情勢の改善などにより、景気は緩やかな回復

基調で推移しました。

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、当中間期における売上高は640億8百万円、

営業利益は34億3千9百万円、経常利益は29億8千7百万

円、中間純利益は13億5千1百万円となりました。

当期の中間配当金につきましては、10月26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、当面は緩やかな景気の回復

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

許さない状況にあります。

このような情勢のもとで、一般旅客自動車運送事業におき

ましては、連節バスの導入を引き続き積極的に進め、高効率

な輸送体系を推進するとともに、ICカード対応エリアの拡

大やバスロケーションシステムを活用したバス運行情報の提

供を充実させるなど、お客様の利便性向上と収益拡大の基盤

となる施策を進めてまいります。また、運輸安全マネジメン

ト制度に基づき、全従業員が一丸となって安全管理体制の構

築を図ることによって、安全・安心・快適な良質の輸送サー

ビスを提供してまいります。

このほか、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、その他の事業につきましても、各社の

経営基盤を一層強化し収益力の向上を図ってゆくとともに、

コンプライアンスを重視し、社会から信頼される企業グルー

プを確立することによって、グループ全体としての企業価値

向上に取り組んでまいります。

今後とも、当社を中心とする神奈川中央交通グループは、

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。

株主の皆さまにおかれましては、より一層のご支援、ご指

導を賜りますようお願い申し上げます。

平成19年11月

齋藤　寛� �橋　幹�取締役会長� 取締役社長�
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株主の皆さまへ



乗合業においては、4月に横浜市営バスの保土ヶ谷駅

東口～桜木町駅前線他2路線を譲受しました。これらの

路線においては、すでに他の地域で運用を開始している

バス運行情報提供システムを導入し、携帯電話やパソコ

ンを通じてリアルタイムな運行情報を提供することによ

り利便性の向上を図りました。

また、厚木・愛甲地区では、8月から新たに小田急電

鉄株式会社と共同で、当社バスと小田急線を乗り継ぐお

客様へ、一体的かつリアルタイムな運行情報を提供する

「バス・鉄道運行情報システム」を導入しました。

空港連絡バスにおいては、9月から相模大野・町田～

羽田空港線を増便し、増収を図りました。

乗用業においては、積極的な営業活動を推進するとと

もに、接遇のレベルアップに取り組むなど、安定的な顧

客の確保に努めました。

以上のように営業努力を重ねたことにより、売上高は

309億円（前年同期比0.9％増）となりましたが、燃料

費および減価償却費の負担増により、営業利益は15億

5百万円（前年同期比2.5％減）となりました。
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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、賃貸建物の改装や建替工事に

伴う賃貸収入の減少により、売上高は19億2千3百万円

（前年同期比2.1％減）、営業利益は8億3百万円（前年

同期比5.6％減）となりました。

自動車販売事業においては、自動車NOx・ＰＭ法の規

制による商用車の買い替え需要が一巡したことなどによ

り、売上高は151億9百万円（前年同期比24.3％減）、

営業利益は1億7千9百万円（前年同期比25.8％減）と

なりました。

横浜市営バスより譲受した保土ヶ谷駅西口～新横浜駅前線

事業の概況（連結）

8月から導入の「バス・鉄道運行情報システム」（イメージ）



飲食・娯楽業においては、7月に「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」を新規開業する

とともに、既存店舗のリニューアルを進め、顧客満足度

の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、イタリアンレストランを経営す

る㈱SALVATORE CUOMO JAPANと新たにフランチ

ャイズ契約を行い「PIZZA SALVATORE CUOMO

センター南店」を4月に開業し、収益の拡大を図りま

した。

また、自動車整備業等においても積極的な営業活動を

推進したことにより、その他の事業全体の売上高は96

億5百万円（前年同期比0.3％増）となりましたが、新

規店舗の開業費用負担などにより、営業利益は5億6千

9百万円（前年同期比21.0％減）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

ゴルフ場業においては、積極的な営業活動を推進した

ことにより堅調に推移したほか、温浴業において2店舗

目となる温浴施設「野天湯元・湯快爽快・くりひら」を

7月に新規開業し、今後の収益の拡大を図りましたが、

遊技場業における近隣店舗との競争激化や法改正に伴う

遊技機種変更の影響などにより、売上高は62億1千6百

万円（前年同期比27.8％減）、営業利益は3億5千8百

万円（前年同期比36.5％減）となりました。

流通事業においては、原油価格の高騰による軽油等販

売単価の増加等により、売上高は62億2千2百万円（前

年同期比10.7％増）、営業利益は9千3百万円（前年同

期比89.1％増）となりました。

事業の種類別セグメント情報（平成19年4月1日から平成19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

外部顧客に対する売上高 30,782 1,916 13,709 6,191 3,165 8,243 64,008 ─ 64,008 

セグメント間の内部売上高又は振替高 118 7 1,399 25 3,056 1,361 5,969 (5,969) ─

売上高計 30,900 1,923 15,109 6,216 6,222 9,605 69,978 (5,969) 64,008

営業費用 29,395 1,120 14,929 5,857 6,129 9,035 66,467 (5,898) 60,568

営業利益 1,505 803 179 358 93 569 3,510 (70) 3,439 

中伊豆グリーンクラブ

PIZZA  SALVATORE CUOMO
センター南店

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

野天湯元・湯快爽快・くりひら
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中間連結貸借対照表の要旨

●資産の部

流動資産 21,597 24,290 22,401

固定資産 129,337 130,226 131,879

有形固定資産 108,309 107,262 108,559

無形固定資産 842 734 805

投資その他の資産 20,185 22,229 22,513

資産合計 150,935 154,516 154,281

●負債の部

流動負債 57,051 61,077 58,093

固定負債 66,812 67,084 68,919

負債合計 123,864 128,162 127,013

●純資産の部

株主資本 20,997 19,154 19,807

評価・換算差額等 3,777 4,934 5,204

少数株主持分 2,296 2,265 2,256

純資産合計 27,071 26,354 27,268

負債純資産合計 150,935 154,516 154,281

（単位：百万円）

当中間連結会計期間末
平成19年9月30日現在

前中間連結会計期間末
平成18年9月30日現在

前連結会計年度
平成19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
金の増加などがありましたが、たな卸資産やその他流動資
産の減少などにより、前期末に比べて8億4百万円減少（前
期末比3.6％減）し、215億9千7百万円となりました。
また、固定資産は、乗合車両などの代替や、温浴施設の
新規開業などがありましたが、投資有価証券の時価差額が
減少したことなどにより、前期末に比べて25億4千1百万
円減少（前期末比1.9％減）し、1,293億3千7百万円と
なりました。
この結果、当期末の総資産は、前期末に比べて33億4千
6百万円減少（前期末比2.2％減）し、1,509億3千5百万
円となりました。

負債の部2

負債は、自動車販売事業における支払手形及び買掛金の
減少や借入金の減少などにより、前期末に比べて31億4
千8百万円減少（前期末比2.5％減）し、1,238億6千4
百万円となりました。

純資産の部3

純資産は、前期末に比べて1億9千7百万円減少（前期
末比0.7％減）し、270億7千1百万円となりました。こ
れは主に中間純利益による利益剰余金が増加したものの、
その他有価証券評価差額金が減少したことによるもので
す。

2

3

連結財務諸表
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（単位：百万円）
中間連結損益計算書の要旨

売上高 64,008 71,256 135,384

売上原価 51,465 58,019 110,403

売上総利益 12,543 13,237 24,980

販売費及び一般管理費 9,103 9,296 18,749

営業利益 3,439 3,940 6,230

営業外収益 329 448 784

営業外費用 781 715 1,532

経常利益 2,987 3,673 5,482

特別利益 128 88 296

特別損失 518 552 1,181

税金等調整前中間（当期）純利益 2,598 3,209 4,597

法人税、住民税及び事業税 412 621 859

法人税等調整額 746 813 1,308

少数株主利益（控除） 88 104 162

中間（当期）純利益 1,351 1,668 2,267

当中間連結会計期間
平成19年4月 1日から
平成19年9月30日まで

前中間連結会計期間
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

期別

科目

売上高及び営業利益、中間純利益4

売上高は一般旅客自動車運送事業において、路線譲受
などにより増収となったものの、自動車販売事業におけ
る商用車の買い替え需要が一巡したことや、遊技場業に
おける近隣店舗との競争激化や法改正に伴う遊技機種変
更の影響などにより、72億4千7百万円の減収となりま
した。
営業利益は減価償却費や燃料費の増加などにより5億円
の減益となり、中間純利益については、3億1千7百万円
の減益となりました。

4

4

4
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平成19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�

中間連結会計期間中の変動額�

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�
連結会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計�

平成19年9月30日残高�

3,160

―�

3,160

695

△0

△0

695

16,155

△156

1,351

1,194
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△204

△7

2

△4
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19,807
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1,351

△7

2

―�―�―�―�―�

1,189

20,997

4,936

△1,395

3,540

268

△31

237

5,204

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

―�

△1,427

3,777

2,256

39

2,296

27,268

△156

1,351

△7

2

△1,387

△1,395 △31 △1,427 39 △197

27,071

中間連結株主資本等変動計算書（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）� （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19年4月 1日から
平成19年9月30日まで

前中間連結会計期間
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

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,844 2,532 6,767

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,640 △2,127 △7,678

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,250 237 1,019

現金及び現金同等物の増減額 △46 642 109

現金及び現金同等物の期首残高 4,553 4,444 4,444

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 4,507 5,087 4,553

期別

科目

営業活動によるキャッシュ・フロー5

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中
間純利益が25億9千8百万円、減価償却費が32億7千7
百万円あったものの、売上債権の増加などにより、資金
収入は48億4千4百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー6

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得
による支出が43億6千8百万円ありましたが、貸付金の
回収による収入が6億6千3百万円あったため、資金支出
は36億4千万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー7

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が減少
したことなどにより、資金支出は12億5千万円となり
ました。

5

6

7

連結財務諸表
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中間貸借対照表の要旨

●資産の部

流動資産 4,698 8,454 9,011

固定資産 98,699 98,051 99,919

有形固定資産 73,602 71,942 73,130

無形固定資産 609 500 568

投資その他の資産 24,487 25,608 26,220

資産合計 103,397 106,505 108,930

●負債の部

流動負債 31,352 36,366 35,547

固定負債 53,883 52,003 54,966

負債合計 85,235 88,370 90,514

●純資産の部

株主資本 15,222 14,373 14,335

評価・換算差額等 2,939 3,761 4,080

純資産合計 18,162 18,135 18,416

負債純資産合計 103,397 106,505 108,930

（単位：百万円）

当中間期
平成19年9月30日現在

前中間期
平成18年9月30日現在

前期
平成19年3月31日現在

（単位：百万円）
中間損益計算書の要旨

売上高 26,736 26,150 51,597

売上原価 22,161 21,311 42,870

売上総利益 4,575 4,839 8,726

販売費及び一般管理費 2,436 2,519 5,370

営業利益 2,138 2,320 3,356

営業外収益 261 321 481

営業外費用 534 447 992

経常利益 1,865 2,193 2,845

特別利益 109 61 275

特別損失 179 403 904

税引前中間（当期）純利益 1,796 1,852 2,216

法人税、住民税及び事業税 14 15 28

法人税等調整額 734 752 971

中間（当期）純利益 1,048 1,085 1,217

当中間期
平成19年4月 1日から
平成19年9月30日まで

前中間期
平成18年4月 1日から
平成18年9月30日まで

前期
平成18年4月 1日から
平成19年3月31日まで

期別
科目

期別

科目

平成19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�

中間会計期間中の変動額�

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�
中間会計期間中の変動額（純額）�

中間会計期間中の変動額合計�

別途積立金の積立�

平成19年9月30日残高�

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

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

剰余金の配当� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� △156 △156 ―� △156 ―� ―� ―� △156

―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� 1,048 1,048 ―� 1,048 ―� ―� ―� 1,048

―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� △7 △7 ―� ―� ―� △7

―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� △0 △0 2 2 ―� ―� ―� 2

―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� △1,110 △31 △1,141 △1,141

―� ―� ―� ―� ―� ―� 100 791 891 △4 886 △1,110 △31 △1,141 △254

3,160 337 337 790 94 7 3,563 7,478 11,933 △208 15,222 2,702 237 2,939 18,162

中間株主資本等変動計算書（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）� （単位：百万円）�

単体財務諸表
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【宮ヶ瀬湖】

宮ヶ瀬湖へのお出かけには�宮ヶ瀬湖へのお出かけには�

●小田急線本厚木駅より 当社バス「宮ヶ瀬」行き終点下車�
　【ハイキングには“宮ヶ瀬ダムハイキングパス”をご利用ください。】�
　小田急線の往復割引乗車券＋当社バスのフリー券（指定区間が乗り降り自由）をセットにしたお得な乗車券です。�

●お問い合わせ　厚木営業所　TEL 046-241-2626

写真提供：財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団�

宮ヶ瀬湖は、「宮ヶ瀬湖畔エリア」「ダムサイトエリア」「鳥居原エリア」の3つの地区に分かれています。

中でも宮ヶ瀬湖畔エリアには、橋長315mの大つり橋、地上30mまで上がる大噴水「虹の妖精」、2.5haもの

芝生が広がるけやき広場などがあり、年間を通して様々なイベントが行われています。クリスマスの時期には

高さ約30mの自生のもみの木が宮ヶ瀬のジャンボクリスマスツリーとして約１万個のイルミネーションで

灯され、毎年多くの観光客で賑わう人気のスポットです。3つのエリアをハイキングでまわることも可能で、

ダムの観光放流や展望台からの四季折々の美しい景観などが楽しめます。

大つり橋と大噴水「虹の妖精」 ジャンボクリスマスツリー
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●●会社概要（平成19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 2,938名（男性2,831名、女性107名）
事業内容 旅客自動車運送事業、不動産業、

ホテル業、飲食・娯楽業

●●役　員（平成19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
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 ..........................................................................5,512名

●●大株主（平成19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 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

会社の概況／株主メモ

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
記載または記録された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）、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。

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。


