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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。

当期におけるわが国経済は、堅調な企業収益を背景とし

た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

回復基調を維持しましたが、後半に入り原油価格の高騰やサ

ブプライムローン問題などの影響が拡大し、景気の回復は足

踏み状態で推移しました。

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結果、当

期における売上高は1,245億8千8百万円、営業利益は48

億4千2百万円、経常利益は38億3千3百万円、当期純利益

は14億2千1百万円となりました。

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、景気の減速感が高まって

いることや、原油価格の高騰など、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。

これらの課題を着実に実行し、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」を目指してまいりますので、株主の皆さまには、引き続

きより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

平成20年6月

株主の皆さまへ

�橋　幹�取締役社長�
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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�

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9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�

セグメント別売上高構成比�

一般旅客自動車運送事業�

48.8%
（60,746百万円）�

不 動 産 事 業 �

3.3%
（4,146百万円）�

自 動 車 販 売 事 業 �

20.3%
（25,344百万円）�

レジャー・スポーツ事業�

9.7%
（12,093百万円）�

流 通 事 業 �

4.7%
（5,810百万円）�

そ の 他 の 事 業 �

13.2%

124,588

（16,446百万円）�

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。�

�

グループ概要
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乗合業においては、連節バス「ツインライナー」4両

を厚木バスセンター～厚木アクスト間で運行開始し、ラ

ッシュ時の大量輸送と厚木バスセンターにおける混雑緩

和の促進を図りました。また、小田急電鉄株式会社と共

同で、バスと鉄道を乗り継ぐお客様へ一体的かつリアル

タイムな情報を提供する「バス・鉄道運行情報システム」

を厚木・愛甲地区に導入し、「ツインライナー」では同

情報を車内ディスプレイにより提供いたしました。

PASMOのサービスは昨年度に引き続き、「ツインラ

イナー」をはじめ当社茅ヶ崎・綾瀬・町田・多摩・大和

営業所および藤沢神奈交バスにおいて順次開始し、利便

性の向上を図りました。

さらに、横浜市営バス等より保土ヶ谷駅東口～桜木町

駅前線や横浜駅西口～若葉台中央線他6路線を譲受し、

効率的な運行を図り増収に努めました。

空港連絡バスにおいては、相模大野・町田～羽田空港

線を増便し、増収を図りました。

貸切業においては、安全の確保と快適性の向上に引き

続き取り組むことにより輸送サービスの質を高めるとと

もに、代理店への営業を強化するなど増収に努めました。

乗用業においては、デジタル無線による自動配車シス

テムを一部営業所において導入し、顧客の配車要請に迅

速に対応可能な態勢を整備することにより利便性の向上

を図りました。

以上の結果、一般旅客自動車運送事業全体の売上高は

609億9千3百万円（前期比1.0％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13億1千3百万円（前期比31.6％減）

となりました。

一般旅客自動車運送事業

厚木バスセンター～厚木アクスト間で運行開始した「ツインライナー」

貸切業における安全確保のための始業前点呼

事業の概況（連結）

乗用業においてデジタル無線による自動配車システムを導入
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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、平塚市めぐみが丘にて4棟、平塚

市花水台にて3棟の建売分譲を行うとともに、仲介斡旋

業においても積極的な営業活動を推進いたしました。

賃貸業においては、町田市森野貸店舗の建替工事等に

より賃貸収入が減少

いたしました。

以上の結果、不動

産事業全体の売上高

は41億6千2百万

円（前期比2.9％

増）、営業利益は16

億6千2百万円（前

期比1.2％増）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や、

輸入車の販売台数が減少したことなどにより減収とな

りました。

以上の結果、売上高は288億2千8百万円（前期比

19.6％減）、営業利益は3億4千3百万円（前期比

12.4％減）となりました。

スポーツ施設業においては、「ライフティック平塚」

において高気圧酸素カプセルを導入したほか、若年層を

ターゲットにした会員制度の新設を行うなど、顧客の獲

得に努めました。

ゴルフ場業においては、各種イベントを引き続き実施した

ほか、インターネット予約による集客増に努めました。

温浴業においては、2店舗目となる温浴施設「野天湯

元・湯快爽快・くりひら」を新規開業したほか、施設へ

の無料送迎バスの運行を開始するなど、利便性の向上を

図りました。

遊技場業においては、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減収となりまし

た。なお、スクランブル厚木店につきましては、3月末

日をもって閉店いたしました。

以上の結果、レジャー・スポーツ事業全体の売上高は

121億4千万円（前期比24.3％減）、営業利益は5億円

（前期比57.6％減）となりました。

4棟を分譲しためぐみが丘

ライフティック平塚に導入した高気圧酸素カプセル

事業の概況（連結）

野天湯元・湯快爽快・くりひら 無料送迎バスメルセデス・ベンツ厚木ショウルーム
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飲食・娯楽業においては、「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」を新規開業し収益基盤の

強化を図るとともに、既存店舗のリニューアルを積極的

に進め、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、新たに㈱SALVATORE

CUOMO JAPANとフランチャイズ契約を行い、

「PIZZA SALVATORE CUOMOセンター南店」を新規

開業し収益の向上を図ったほか、各飲食部門においても

季節の素材を使った各種イベントを開催するなど、積極

的な営業活動を推進しました。

また、その他の事業においては、産業廃棄物中間処理

施設「平塚新町リサイクルセンター」を新規開業しリサ

イクル事業を本格化するなど、新たな収益基盤の整備に

努めました。

以上の結果、その他の事業全体の売上高は191億4千

流通事業

その他の事業

石油製品等販売業においては、原油価格の高騰の影

響による軽油等燃料販売単価の増加により順調に推移

しました。

物品販売業においては、資材・サイン工事部門にお

ける営業を強化し受注の拡大に努めました。

なお、ストア業においては、9月末日をもって神奈中

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20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 60,746 4,146 25,344 12,093 5,810 16,446 124,588 ─ 124,588  
セグメント間の内部売上高又は振替高 246 15 3,483 46 7,077 2,701 13,571 (13,571 ) ─
売上高計 60,993 4,162 28,828 12,140 12,888 19,147 138,160 (13,571 ) 124,588 
営業費用 59,679 2,499 28,484 11,639 12,569 18,148 133,020 (13,274 ) 119,746 
営業利益 1,313 1,662 343 500 319 998 5,139 (297 ) 4,842

平塚新町リサイクルセンター

ストア伊勢町店を閉店したことにより全店舗の営業を

終了しました。

以上の結果、流通事業全体の売上高は128億8千8百

万円（前期比4.7％増）、営業利益は3億1千9百万円

（前期比50.3％増）となりました。

7百万円（前期比0.1％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9億9千8百万

円（前期比11.6％減）となりました。

リニューアルしたらーめん花樂 大和店
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連結貸借対照表の要旨
（単位：百万円）

当連結会計年度
平成20年3月31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、不動産事業におけるたな卸資産が増加しま
したが、自動車販売事業における受取手形及び売掛金の減
少などにより、前期末に比べて16億4千8百万円減少（前
期末比7.4％減）し、207億5千3百万円となりました。
また、固定資産は、乗合車両の代替や、ICカード対応エ
リア拡大のため車載機器等の更新などを行いましたが、
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48億9千7百万円減少（前期末比3.7％減）
し、1,269億8千1百万円となりました。
この結果、当期末の総資産は、前期末に比べて65億4
千5百万円減少（前期末比4.2％減）し、1,477億3千5
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
の減少などにより、前期末に比べて51億7千7百万円減
少（前期末比4.1％減）し、1,218億3千5百万円とな
りました。
なお、借入金及び社債残高は、前期末に比べて2億7千
2百万円増加（前期末比0.4％増）し、768億7千8百
万円となりました。

純資産の部3

純資産は、前期末と比べて13億6千7百万円減少（前期
末比5.0％減）し、259億円となりました。これは主に
当期純利益により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

●資産の部

流動資産 20,753 22,401

固定資産 126,981 131,879

有形固定資産 107,980 108,559

無形固定資産 796 805

投資その他の資産 18,205 22,513

資産合計 147,735 154,281

●負債の部

流動負債 55,833 58,093

固定負債 66,001 68,919

負債合計 121,835 127,013

●純資産の部

株主資本 20,905 19,807

評価・換算差額等 2,694 5,204

少数株主持分 2,300 2,256

純資産合計 25,900 27,268

負債純資産合計 147,735 154,281

連結財務諸表
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（単位：百万円）
連結損益計算書の要旨

売上高 124,588 135,384

売上原価 101,912 110,403

売上総利益 22,676 24,980

販売費及び一般管理費 17,834 18,749

営業利益 4,842 6,230

営業外収益 541 784

営業外費用 1,550 1,532

経常利益 3,833 5,482

特別利益 503 296

特別損失 1,350 1,181

税金等調整前当期純利益 2,986 4,597

法人税、住民税及び事業税 630 859

法人税等調整額 804 1,308

少数株主利益（控除） 129 162

当期純利益 1,421 2,267

当連結会計年度
平成19年4月 1日から
平成20年3月31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
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や法改正に伴う遊技機種変更の
影響などにより、前期に比べ107億9千5百万円減少（前期
比8.0％減）し、1,245億8千8百万円となりました。

4

5

6

営業利益5

営業利益は、一般旅客自動車運送事業における燃料費及
び乗合車両代替による減価償却費の負担増などにより、前
期に比べ13億8千8百万円減少（前期比22.3％減）し、
48億4千2百万円となりました。

当期純利益6

特別利益は、補助金が増加したことなどにより、2億6百
万円増加（前期比69.8％増）し、5億3百万円となりまし
た。また、特別損失は、バス共通カード未使用額の損失計
上がなくなりましたが、固定資産圧縮損の増加や減損損失
の計上などにより、前期に比べ1億6千8百万円増加（前期
比14.2％増）し、13億5千万円となりました。
この結果、当期純利益は、8億4千5百万円減少（前期比
37.3％減）し、14億2千1百万円となりました。
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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�

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20年3月31日残高�

3,160

3,160

695

―�

694

16,155

1,421

―�

17,264

△204

7

―�

△213

19,807

1,421

△16

6

―�

1,098

―�

―�

△0

―�

―�

―�

―�

―� △0 1,108

―�

―�

△9

―�

△16

20,905

4,936

△2,425

2,511

268

―�

―�

―�

△2,425

―�

―�

―�

△85

△85

183

5,204

―�

―�

―�

△2,510

―�

―�

―�

44

△2,510

2,694

2,256

44

2,300

27,268

1,421

△313 △313―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� △313

△16

6

△1,367

25,900

△2,465

連結株主資本等変動計算書（平成19年4月1日から平成20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19年4月 1日から
平成20年3月31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 7,248 6,767

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,611 △7,678

財務活動によるキャッシュ・フロー △92 1,019

現金及び現金同等物の増減額 △454 109

現金及び現金同等物の期首残高 4,553 4,444

現金及び現金同等物の期末残高 4,099 4,553

期別

科目

営業活動によるキャッシュ・フロー7

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当
期純利益が29億8千6百万円、減価償却費が69億1千7
百万円あったものの、仕入債務が減少したことなどによ
り、資金収入は72億4千8百万円（前期比7.1％増）とな
りました。

投資活動によるキャッシュ・フロー8

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87億3千2百万円ありましたが、固定資産
や投資有価証券の売却による収入があったため、資金支
出は76億1千1百万円（前期比0.9％増）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー9

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払な
どにより、資金支出は9千2百万円（前期は10億1千9百
万円の資金収入）となりました。

7

8

9
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貸借対照表の要旨

●資産の部

流動資産 5,662 9,011

固定資産 98,495 99,919

有形固定資産 74,749 73,130

無形固定資産 561 568

投資その他の資産 23,185 26,220

資産合計 104,158 108,930

●負債の部

流動負債 32,539 35,547

固定負債 54,276 54,966

負債合計 86,816 90,514

●純資産の部

株主資本 15,165 14,335

評価・換算差額等 2,176 4,080

純資産合計 17,341 18,416

負債純資産合計 104,158 108,930

（単位：百万円）

当期
平成20年3月31日現在

前期
平成19年3月31日現在

（単位：百万円）
損益計算書の要旨

売上高 53,269 51,597

売上原価 45,310 42,870

売上総利益 7,959 8,726

販売費及び一般管理費 5,093 5,370

営業利益 2,865 3,356

営業外収益 380 481

営業外費用 1,054 992

経常利益 2,191 2,845

特別利益 445 275

特別損失 741 904

税引前当期純利益 1,894 2,216

法人税、住民税及び事業税 28 28

法人税等調整額 714 971

当期純利益 1,152 1,217

当期
平成19年4月 1日から
平成20年3月31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�

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20年3月31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 ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―�

―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� 1,152 1,152 ―� 1,152 ―� ―� ―� 1,152

―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� △313 △313 ―� △313 ―� ―� ―� △313

―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� △16 △16 ―� ―� ―� △16

―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� △0 △0 7 6 ―� ―� ―� 6

―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� ―� △1,818 △85 △1,903 △1,903

―� ―� ―� ―� ―� ―� 100 738 838 △9 829 △1,818 △85 △1,903 △1,074

3,160 337 337 790 94 7 3,563 7,426 11,881 △213 15,165 1,993 183 2,176 17,341

株主資本等変動計算書（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）�
（単位：百万円）�
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【ズーラシア】

ズーラシアへのお出かけには�ズーラシアへのお出かけには�

●相模鉄道鶴ヶ峰駅より当社バス05系統「よこはま動物園」行き終点下車�

●お問い合わせ　当社 大和営業所　046-274-3239�
　　　　　　　　横浜神奈交バス中山営業所　045-937-2804

「生命の共生･自然との調和」をメインテーマに掲げるよこはま動物園ズーラシア。実際の生息環境に近

い状態で動物たちを見ることができ、オカピなど珍しい動物たちも数多くいます。

この「ズーラシア（ZOORASIA）」という愛称は、動物園（ZOO）と広大な自然をイメージしたユー

ラシア（EURASIA）の合成語で、市民公募で選ばれました。

1999年4月に横浜動物の森公園の中に第一次開園し、その後もつぎつぎとエリアを広げ、全面開園すると約

53.3ヘクタールの日本最大級の動物園となる計画です。

開園時間は9：30～16：30（入園は16：00まで）、休園日は

火曜日（祝日の場合は開園）です。詳細は、よこはま動物園ズーラシア

（045-959-1000）へお問い合わせ下さい。



ト�ピ�ッ�ク�ス�

厚木バスセンター～厚木アクスト間を運行中�
　「湘南台駅西口」～「慶応大学」間に続き、平成20年2月4日より「厚木バス

センター」～「厚木アクスト」間でノンステップ連節バス「ツインライナー」の

運行を開始しました。�

　運行区間の一部にはＰＴＰＳ(公共車両優先システム)を整備し、定時性・速達

性の確保により朝夕のラッシュ時の混雑緩和が図られています。�

　また、ヨーロッパの厳しい排出ガス規制（ユーロ5）をクリアした環境に

やさしい車両です。�

今回導入したメルセデス・ベンツ製の「ツインライナー」には�
下記のような特徴があります。�

車両はヨーロッパで
Bus of the year 
2007 を受賞した
CITAROシリーズ。�

車椅子での乗降時に
は“車両一体型反転
式スロープ板”を簡
単に短時間でセット。�

バス・鉄道（小田急線）
運行情報システムを
車内に表示。�

非常時には備え付け
のハンマーで窓ガラ
スを割って脱出。�

12kanachu
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700株�

300株買増�

700株を�
当社が買取�

2,800株�

200株買増�

800株を�
当社が買取�

具 体 例 � 株券電子化に備え、�
単元未満株式買増・買取制度をご活用下さい�

株主様のお名前・ご住所・ご所有株式数などが電子的に管理され、株券そのものが無効となる制度です
（すでに証券会社を通じて証券保管振替機構に預託されている場合、特別な手続は不要です）。�

「株券電子化」とは�

中央三井信託銀行 証券代行部�
株券電子化に関するお問い合わせ先（株主名簿管理人）�

（フリーダイヤル）�0120-78-2031

買増制度を�
ご利用�

買取制度を�
ご利用�

買増制度を�
ご利用�

買取制度を�
ご利用�

1,000株�
（1単元）�

0株�

2,000株�

3,000株�

700株ご所有の場合�

2,800株ご所有の場合�

　株券電子化に備えてお手元の株券を証券会社を通

じて証券保管振替機構に預託される際、単元未満株式

で株券が発行されていないもの（登録株）は預託でき

ません（配当金計算書または配当金領収証に表示され

ている「所有株数」がお手元の株券の株数より多いと

きは、その差が登録株でのご所有と考えられます）。�

　電子化以降、登録株につきましては「特別口座」へ

移行するため、証券会社に預託された株式とは別々の

管理となってしまいます。このようなときには、買増・買

取制度をご利用の上、単元未満株式を整理していただ

くことにより、株式の管理を一元化することができるよ

うになります。�

　当社では単元未満株式の買増・買取制度を実施しております。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買増をご請求いただくことや、単元未満株式の買取をご請求いただくことが可能です。�

●株券をお持ちの方は、ご本人名義になっていることをご確認願います。�
　ご本人名義になっている場合�
株主様としての権利に影響はありません。電子化後は「特別口座」（株主様の権利確保のため、当社が開設）に登録され、管理され
ます。ただし、特別口座に登録された株式を売買する際には、証券会社にご本人口座を開設し、株式を移す必要があります。�

　ご本人以外の名義になっている場合�
株主様としての権利を失う恐れがありますので、名義書換が必要です。詳細については、当社の株主名簿管理人（中央三井信託銀行）
にお問い合わせ下さい。�

当社の株券も2009年1月「電子化」実施予定

単元未満株式買増・買取制度について
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●●会社概要（平成20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 2,972名（男性2,864名、女性108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20年6月27日現在）

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 大木　芳幸
取　締　役 大須賀�彦
取　締　役 山木　利満
常勤監査役 長尾　忠一
常勤監査役 大木　幸治
監　査　役 石出　宗秀
監　査　役 冨永　靖雄

●●株式の状況（平成20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 ..........................................................................5,708名

●●大株主（平成20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
（中央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

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

会社の概況

株主メモ



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さまに対して
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、はなまるうどん（横浜港南中央店・イトーヨーカドー立場店・西友平塚店・ミスターマックス湘南藤沢店）、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。
●ご利用可能店舗及び施設は平成20年6月27日現在のものです。

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。


