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快適なサービスを提供することを目指してまいります。
さらに、サイクル＆バスライドの拡充や、カーボンオフ
セットを導入した企業向け通勤６ヶ月定期券「グリーン
エコパス」の販売拡大など、自家用車からバス利用への
転換を促す施策を進めてまいります。
　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、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、
リスクマネジメント体制を充実させ、さらなる法令の遵守
および企業の社会的責任を遂行し、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、ご指導を賜りますようお願い
申し上げます。

平成23年6月

　このたびの東日本大震災により被災された皆さまに
謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を
心からお祈り申し上げます。

　株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り厚く
御礼申し上げます。ここに第137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、新興国の経済成長を受けた
輸出の増加が見られるなど、緩やかな回復基調にあり
ましたが、雇用情勢は依然として厳しく、個人消費の本格
的な回復には至りませんでした。また、東日本大震災に
よって、国民生活および経済活動全般が多大なる影響を
受けました。
　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1,049億７千１百万円

（前期比0.2％増）、営業利益は40億２千６百万円（前期比

14.0％減）、経常利益は32億１千８百万円（前期比15.0％
減）、当期純利益は１4億４千5百万円（前期比0.6％増）と
なりました。
　当期の期末配当金につきましては、株主の皆さまへの
安定的な配当を重視する観点から、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、世界経済は新興国を中心
として回復傾向を見せているものの、わが国においては、
東日本大震災の影響による消費マインドの冷え込みや、
首都圏における電力供給の問題など、先行きは極めて
不透明であります。加えて、雇用情勢や原油価格の動向に
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、安全対策のための取り組みを継続し、
更なる安全管理体制の構築を図ってまいります。また、
バス運行情報の利用可能エリア拡大や、連節バスや中・
小型バスの導入などにより、引き続きお客さまにより便利で

株 主 の 皆 さ ま へ

取締役会長 髙橋　幹 取締役社長 三澤　憲一
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※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。

一般旅客自動車運送事業
53.6%
（56,322百万円）

不動産事業
4.3%
（4,495百万円）

自動車販売事業
15.3%
（16,019百万円）

レジャー・スポーツ事業
9.7%
（10,225百万円）

その他の事業
17.1%
（17,907百万円）

全事業売上高
104,971百万円

セグメント別売上高構成比

グ ル ー プ 概 要 事 業 の 概 況（ 連 結 ）

　乗合業においては、4月に東戸塚駅東口～芹が谷線、9月には戸塚

駅～上矢部循環線・ラムーナ横浜戸塚線の増便を行ったほか、羽田

空港の本格的な国際化への対応として、10月から空港連絡バスの

早朝および深夜時間帯の時刻見直しと増便を行うなど、利便性の向

上を図るとともに増収に努めました。

　また、11月には「バス・鉄道運行情報システム」にて、鶴川駅発着

で共同運行を行っている小田急バス株式会社の運行情報を提供す

るサービスを開始したほか、12月には小田急江ノ島線の長後駅～

藤沢駅間などにも利用範囲を拡大いたしました。さらに、「バスロ

ケーションシステム」を藤沢・綾瀬地区、茅ヶ崎地区、平塚地区、伊勢

原地区に導入し、営業エリアのほぼ全域を網羅することで、お客様

に対するより便利で快適なサービスの提供を図りました。しかしな

がら、バス共通カードの販売終了に伴う一時的な要因や、震災の影

響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、積極的な営業活動を展開いたしましたが、同

業他社との競争激化による運賃の下落や震災の影響により減収と

なりました。

　乗用業においては、神奈中タクシーグループとして社名表示灯の

デザインを統一するなど連携を強化いたしました。また、より迅速

な配車を図るために、グループ全社の車両を対象とした共同配車を

6月に茅ヶ崎・藤沢地区に導入し、平塚地区、秦野・二宮地区にも順次

拡大いたしました。さらに、「お客様感謝キャンペーン」を実施する

など、顧客満足度の向上と新規顧客の獲得に努めましたが、需要の

低迷や震災の影響により減収となりました。

　以上の結果、一般旅客自動車運送事業全体の売上高は565億6千

1百万円（前期比2.3％減）、営業利益は2億9千2百万円（前期比

77.4％減）となりました。

一般旅客自動車運送事業

不動産事業

一般旅客自動車運送事業

レジャー・スポーツ事業

自動車販売事業

その他の事業

当社建売分譲「湘南めぐみが丘」

ポスト新長期排気ガス規制に対応したトラック「キャンター」

ライフティック平塚店「子ども向け体操教室」

開業20周年を迎えた中国料理「東光苑」秦野店

●当社
●（株）神奈中タクシーホールディングス
●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
●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

●当社
●（株）神奈中商事
●（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

増便を実施した東戸塚駅東口～芹が谷線

本格的な国際化に対応した羽田空港線

3月に導入された新型貸切車両

神奈中ハイヤー（株）のEVタクシー
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セグメント情報（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで） （単位：百万円）

事 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
レジャー・

スポーツ事業 その他の事業 計 調整額 連結

外部顧客に対する売上高 56,322 4,495 16,019 10,225 17,907 104,971 ― 104,971

セグメント間の内部売上高
又は振替高 238 10 3,170 51 7,448 10,920 △10,920 ―

売上高計 56,561 4,505 19,190 10,277 25,356 115,891 △10,920 104,971

営業利益 292 2,121 337 532 828 4,112 △85 4,026

　流通事業においては、前期に比べ燃料販売単価の上昇や取扱量が

増加したことにより増収となりました。

　飲食・娯楽業においては、９月に「ミスタードーナツアリオ橋本

ショップ」および「ドトールコーヒーショップアリオ橋本店」を、

12月には「TSUTAYA辻堂駅前店」を新規出店し、積極的な店舗展開

を行い、新規顧客の獲得と収益の拡大に努めましたが、「カラオケ

ドレミファクラブ戸塚店」の土地区画整理事業に伴う閉店や、個人

消費の低迷による影響などにより減収となりました。

　ホテル業においては、２月に「PIZZA SALVATORE CUOMO

綱島店」および「PIZZA SALVATORE CUOMOたまプラーザ店」

を事業譲受し、収益の拡大を図りました。また、お客様の利用目的に

合わせた宿泊プランを商品化するなど新規顧客の獲得に努めると

ともに、既存顧客への積極的な営業を推進したことにより増収と

なりました。

　その他の事業においては、商用車架装の受注増や、リサイクル業

における取扱量が増加したことなどにより増収となりました。

　以上の結果、その他の事業全体の売上高は253億5千6百万円

（前期比2.1％増）となりましたが、新規出店に伴う費用増などに

より営業利益は8億2千8百万円（前期比1.6％減）となりました。

　スポーツ施設業においては、4月に「神奈中インドアゴルフスクール
藤沢」の営業を開始いたしました。また、子供向け体操教室を新規
開設するなど、新規会員の獲得に努めましたが、利用客数の減少に
より減収となりました。
　ゴルフ場業においては、「中伊豆グリーンクラブ」の開場20周年を
記念し、７月にPGA（社団法人日本プロゴルフ協会）フィランス
ロピーシニアトーナメントを開催いたしました。また、多様なゴルフ
プランを導入し、集客力の向上を図りましたが、近隣ゴルフ場との
競争激化などにより減収となりました。
　温浴業および遊技場業においては、近隣施設との競合や震災の
影響など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102億7千7百
万円（前期比5.5％減）となりましたが、経費の節減により営業利益は
5億3千2百万円（前期比16.7％増）となりました。

事業譲受した
「PIZZA SALVATORE CUOMO綱島店」

最新設備を完備している「神奈中インドアゴルフスクール藤沢」

新規出店した「TSUTAYA辻堂駅前店」

レジャー・スポーツ事業 その他の事業

　分譲業においては、平塚市めぐみが丘にて２棟の建売分譲および
３区画の宅地分譲を行いましたが、前期に比べ販売戸数が減少した
ことなどにより減収となりました。
　賃貸業においては、4月から高齢者向け優良賃貸住宅「セリス弘明
寺」の賃貸を開始したほか、平成21年
6月に取得した「下北沢ビル」が通期
寄与したことなどにより増収となり
ました。
　以上の結果、不動産事業全体の売上
高は45億5百万円（前期比3.2％減）
となりましたが、減価償却費等の減少
により営業利益は21億2千1百万円

（前期比6.2％増）となりました。

不動産事業

　自動車販売事業においては、エコカー補助金および９月から実施
された新たな規制強化の影響のほか、積極的な販売活動を行った
ことにより商用車販売が増加するとともに、輸入車販売も概ね順調
に推移したことから増収となりました。
　以上の結果、自動車販売事業全体の売上高は191億9千万円

（前期比11.0％増）、営業利益は3億3千7百万円（前期比68.7％増）と
なりました。

自動車販売事業

横浜市高齢者向け優良賃貸住宅
「セリス弘明寺」

日本政策投資銀行「環境格付」の取得について
～バス事業者として全国初～

　当社は、株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」という。）

から、バス事業者として全国で初めて「DBJ環境格付」を

取得し、平成23年3月28日に融資を受けました。

　「DBJ環境格付」融資は、DBJが開発したスクリーニング

システム（格付システム）により企業の環境経営度を評点化、

優れた企業を選定し、得点に応じて３段階の適用金利を設定

するという、「環境格付」の専門手法を導入した世界で初めての

融資メニューです。

　今回の評価においては、❶渋滞対策として、公共車両優先

システムの構築に協力するだけでなく、交通バリアフリー法に

対応したノンステップ連節バス「ツインライナー」を日本で

初めて導入し、社会全体の交通システムの効率化に貢献して

いる点、さらにマイカーから公共交通機関への利用転換を促進

するため、❷環境定期券やカーボンオフセット付きバス通勤

定期券「グリーンエコパス」を業界に先駆けて導入している点、

❸サイクル＆バスライドエリアを拡大し、自転車収容台数を

増加させている点を、利便性の向上を通じて、利用者に環境

配慮行動を促す取り組みとして高く評価されました。

　今後につきましても、当社はバス事業者として環境に配慮

した取り組みを強化するとともに、引き続き地域の重要な交通

インフラとしての役割を担っていく方針です。

当社は、平成23年3月
株式会社日本政策投資
銀行（DBJ）より環境格
付融資を受け、格付結
果は「環境への配慮に
対する取り組みが先進
的」と評価されました。

Topic



7 kanachu 8kanachu

（単位：百万円）
◉連結貸借対照表の要旨

（単位：百万円）
◉連結損益計算書の要旨

（単位：百万円）
◉連結キャッシュ・フロー計算書の要旨

3

2

1

期別
科目

当連結会計年度
平成23年3月31日現在

前連結会計年度
平成22年3月31日現在

資産の部

流動資産 16,900 16,524

固定資産 120,339 124,426

　有形固定資産 104,041 107,163

　無形固定資産 1,126 953

　投資その他の資産 15,172 16,309

資産合計 137,240 140,950

負債の部

流動負債 50,545 59,247

固定負債 59,199 54,664

負債合計 109,745 113,911

純資産の部

株主資本 24,232 23,100

その他の包括利益累計額 830 1,568

少数株主持分 2,431 2,370

純資産合計 27,494 27,039

負債純資産合計 137,240 140,950

1 資産の部
　流動資産は、一般旅客自動車運送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3億7千6百万円増加し、169億円となりました。
　また、固定資産は、投資有価証券の時価評価額の減少や減価償却などに
より、前期末に比べて40億８千６百万円減少し、1,203億3千9百万円とな
りました。
　この結果、当期末の総資産は、前期末に比べて37億1千万円減少し、1,372億
4千万円となりました。

2 負債の部
　負債は、社債の償還などにより、前期末に比べて41億6千6百万円減少し、
1,097億4千5百万円となりました。
　なお、借入金及び社債残高は、前期末に比べて18億9千3百万円減少し、
690億6千6百万円となりました。

3 純資産の部
　純資産は、その他有価証券評価差額金が減少しましたが、利益剰余金が増加
したことなどにより、前期末に比べて4億5千5百万円増加し、274億9千4百
万円となりました。

4 売上高
　売上高は、一般旅客自動車運送事業において、バス共通カードの販売終了に
伴う一時的な要因などにより減収となったものの、自動車販売事業において
エコカー補助金や新たな規制強化の影響によって、新車販売台数が増加した
ことなどにより、前期に比べ2億2千2百万円増加し、1,049億7千1百万円と
なりました。

5 営業利益
　営業利益は、一般旅客自動車運送事業における燃料費の増加などにより、
前期に比べ6億5千8百万円減少し、40億2千6百万円となりました。

6 当期純利益
　特別利益は、受取補償金が増加したことなどにより、前期に比べ１億５千３百
万円増加し9億4百万円となりました。また、特別損失は、バス共通カード払戻
金の計上がありましたが、減損損失の減少などにより、前期に比べ1億5千
2百万円減少し、14億1千2百万円となりました。
　この結果、当期純利益は、8百万円増加し、14億4千5百万円となりました。

連 結 財 務 諸 表

4

5

6

期別

科目

当連結会計年度
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

前連結会計年度
平成21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

売上高 104,971 104,748

売上原価 85,817 84,703

売上総利益 19,153 20,045

販売費及び一般管理費 15,126 15,360

営業利益 4,026 4,685

営業外収益 496 452

営業外費用 1,304 1,350

経常利益 3,218 3,787

特別利益 904 751

特別損失 1,412 1,565

税金等調整前当期純利益 2,711 2,973

法人税、住民税及び事業税 490 899

法人税等調整額 601 581

少数株主損益調整前当期純利益 1,619 ―

少数株主利益（控除） 174 55

当期純利益 1,445 1,437

8

9

7

期別

科目

当連結会計年度
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

前連結会計年度
平成21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 8,784 11,654

投資活動による
キャッシュ・フロー △4,671 △8,057

財務活動による
キャッシュ・フロー △3,179 △4,085

現金及び現金同等物の
増減額 933 △489

現金及び現金同等物の
期首残高 2,979 3,468

連結子会社と非連結子会社との合併による
現金及び現金同等物の増加額 18 ―

現金及び現金同等物の
期末残高 3,931 2,979

期別

科目

当連結会計年度
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

前連結会計年度
平成21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

株主資本
前期末残高 23,100 21,976
当期変動額
　剰余金の配当 △310 △310
　当期純利益 1,445 1,437
　自己株式の取得 △2 △2
　自己株式の処分 0 ―
当期変動額合計 1,132 1,123
当期末残高 24,232 23,100

その他の包括利益累計額
前期末残高 1,568 1,169
当期変動額
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） △737 398

当期変動額合計 △737 398
当期末残高 830 1,568

少数株主持分
前期末残高 2,370 2,305
当期変動額
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 60 65

当期変動額合計 60 65
当期末残高 2,431 2,370

純資産合計
前期末残高 27,039 25,451
当期変動額
　剰余金の配当 △310 △310
　当期純利益 1,445 1,437
　自己株式の取得 △2 △2
　自己株式の処分 0 ―
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） △676 463

当期変動額合計 455 1,587
当期末残高 27,494 27,039

（単位：百万円）
◉連結株主資本等変動計算書の要旨

7 営業活動によるキャッシュ・フロー
　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27億1千1百
万円に減価償却費81億8千万円などを加減した結果、87億8千4百万円の
資金収入となりました。

8 投資活動によるキャッシュ・フロー
　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51億6千
5百万円などにより、46億7千1百万円の資金支出となりました。

9 財務活動によるキャッシュ・フロー
　財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出28億3千2百
万円などにより、31億7千9百万円の資金支出となりました。
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単 体 財 務 諸 表 株 主 優 待 制 度 の ご 案 内 に つ い て

期別

科目

当期
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

前期
平成21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

株主資本

前期末残高 15,621 15,234

当期変動額

　剰余金の配当 △310 △310

　当期純利益 402 700

　自己株式の取得 △2 △2

　自己株式の処分 0 ―

当期変動額合計 90 387

当期末残高 15,712 15,621

評価・換算差額等

前期末残高 1,364 1,048

当期変動額
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） △611 316

当期変動額合計 △611 316

当期末残高 753 1,364

純資産合計

前期末残高 16,986 16,282

当期変動額

　剰余金の配当 △310 △310

　当期純利益 402 700

　自己株式の取得 △2 △2

　自己株式の処分 0 ―
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） △611 316

当期変動額合計 △521 703

当期末残高 16,465 16,986

（単位：百万円）
◉貸借対照表の要旨

（単位：百万円）
◉損益計算書の要旨

期別
科目

当期
平成23年3月31日現在

前期
平成22年3月31日現在

●資産の部
流動資産 6,527 6,463
固定資産 90,960 94,202
　有形固定資産 68,785 71,714
　無形固定資産 839 735
　投資その他の資産 21,335 21,752
資産合計 97,487 100,665
●負債の部
流動負債 32,456 38,240
固定負債 48,566 45,437
負債合計 81,022 83,678
●純資産の部
株主資本 15,712 15,621
評価・換算差額等 753 1,364
純資産合計 16,465 16,986
負債純資産合計 97,487 100,665

期別

科目

当期
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

前期
平成21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

売上高 51,584 52,721
売上原価 44,793 45,227
売上総利益 6,790 7,494
販売費及び一般管理費 4,883 4,912
営業利益 1,906 2,581
営業外収益 370 373
営業外費用 1,028 1,049
経常利益 1,248 1,905
特別利益 738 607
特別損失 1,106 1,153
税引前当期純利益 880 1,359
法人税、住民税及び事業税 26 25
法人税等調整額 452 634
当期純利益 402 700

（単位：百万円）
◉株主資本等変動計算書の要旨

●株主優待乗車券・株主優待乗車証
　株主優待乗車券（回数券式）及び株主優待乗車証（定期券式）は、毎年3月31日及び9月30日最終の株主名簿に記載または記録された1,000株以上
ご所有の株主の皆さまに対して、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。）
　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。

●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。（有効期間1年間、6月下旬発送。）

入浴（入館）料100円割引券 10枚

野天湯元・湯快爽快
（たや店・くりひら店）

（株）クリエイトL&S

●中国料理「東光苑」狛江店（東京都狛江市元
和泉1-8-8 小田急マルシェ1F）でもご利
用になれます。

プレー代等の総額から1,000円割引券 6枚

中伊豆グリーンクラブ
（株）クリエイトL&S

宿泊、飲食、ケーキ等の10％割引券 6枚

グランドホテル神奈中
平塚・秦野

（株）グランドホテル神奈中

直営店での10％割引券 10枚
（株）神奈中システムプラン

【直営店】らーめん花樂（全店）、らーめん味噌工房（町田本店）、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・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・MrMax町田多摩境ショップ・アリオ橋本ショップ）、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・上野浅草通り店・上野中央通り店・立場イトーヨーカドー店・アリオ橋本店）

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になれます。
 ◦ご利用可能店舗及び施設は平成23年6月29日現在のものです。

株主優待乗車券及び株主優待乗車証発行基準

ご所有株式数
種別及び発行枚数（6ヶ月につき）

株主優待乗車券（回数券式） 株主優待乗車証（定期券式）
1,000株以上 2,000株未満 10枚 ̶
2,000株以上 3,000株未満 15枚 ̶
3,000株以上 4,000株未満 20枚 ̶
4,000株以上 5,000株未満 25枚 ̶
5,000株以上 7,000株未満 30枚 ̶
7,000株以上 10,000株未満 35枚 ̶

10,000株以上 15,000株未満 40枚 ̶
15,000株以上 20,000株未満 50枚 ̶
20,000株以上 25,000株未満 70枚 ̶
25,000株以上 40,000株未満 乗車券100枚（※） 全路線1枚（※）
40,000株以上 100,000株未満 乗車券50枚 全路線1枚

100,000株以上 500,000株未満 乗車券50枚 全路線2枚
500,000株以上 1,000,000株未満 乗車券50枚 全路線3枚

1,000,000株以上 乗車券50枚 全路線5枚
※25,000株以上40,000株未満ご所有の株主さまにつきましては、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。

1ゲーム無料券 10枚
神奈中平塚ボウル

（株）クリエイトL&S

●2ゲーム以上プレイされた場合にご利用になれます。

フィットネスクラブライフティック
（平塚店・秦野店）

（株）クリエイトL&S

神奈中スイミング
（平塚校・小田原校・秦野校）

（株）クリエイトL&S

神奈中インドアテニススクール
（平塚校・小田原校・藤沢校・伊勢原校（アウトドア））

（株）クリエイトL&S

神奈中インドアゴルフスクール
（平塚校・小田原校・藤沢校）

（株）クリエイトL&S

共通施設体験券2枚及び入会初回月会費50％割引券2枚
●スイミング、フィットネス、インドアテニス・ゴルフでご利用になれます。
●入会初回月会費50％割引券は、3ヶ月以上の在籍が必要となります。
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神奈川中央交通のあゆみ
1921年（大正10年）に相武自動車として横浜市内でスタートして
以来、沿線地域の皆さまに支えられながら、長い歴史を歩んでまいり
ました。ここに当社90年のあゆみをご紹介いたします。

1944年頃 1963年頃 1981年頃1971年頃 1991年頃

1921年6月
▶当社の前身である相武自動車株式

会社が横浜市大岡町に創立

1951年6月
▶商号を現在の神奈川中央交通

株式会社に変更

1962年11月 
▶ワンマンバス運行開始

1965年2月
▶整理券方式による
　運賃収受制を実施

1970年7月
▶全国初の深夜バスを運行
　首都圏のベットタウン東京都町田市で、小田急線鶴川駅～
鶴川団地間で運行開始。

1979年5月
▶路線バスの冷房車導入を開始
　冷房車には、車両の前部に「ペンギン
マーク」を取り付け。なお、1987年5月、
冷房化100％達成。

1988年5月
▶多区間運賃制度対応の

バス回数券カードシス
テムを導入

　プリペイドカードの普
及などにより、回数券
に代わるバスカードを
発売。

1992年9月
▶ステップリフト付バスの導入開始
　前扉からの乗降がしやすいステップリフト
付バスを独自開発。

1997年9月
▶環境定期券制度を導入
　通勤定期券をお持ちの方と同伴する
同居の家族を対象とし、定期券の提示
により、定期券有効区間外も含めて
１乗車現金100円、子供50円で利用
出来る。なお、2002年4月より通学
定期券にも適用を拡大。

2001年6月
▶「かなちゃん手形」、「一日フリー乗車券」の発売開始
　「かなちゃん手形」は、65歳以上の方々を対象とした
割引乗車証で、バス利用の際に提示すると１乗車につき
現金100円で乗車出来る。また、「一日フリー乗車券」
は路線バスを一日何回でも乗車可能。

2005年3月
▶湘南台駅西口～慶応大学間で
　連節バス「ツインライナー」
　運行開始
　通常バスの約２倍の輸送力を
持つ「ツインライナー」を導入
し、朝夕の通勤・通学ラッシ
ュ時の大量輸送を実現。また、
2008年2月には厚木バスセ
ンター～厚木アクスト間にお
いても、「ツインライナー」を
導入。

2007年3月
▶PASMOのサービスを開始

2009年3月
▶カーボンオフセットを導入した
　通勤6ヶ月定期券「グリーンエコパス」を導入
　通常の通勤定期券より割引率を高めた通勤６ヶ月
定期券で、企業等の法人による一括購入の場合に
発売。また、発売額の一部を「一般社団法人日本
カーボンオフセット」へカーボンオフセット費用
として支払うことで、同法人により自然エネル
ギー事業の支援に活用。

2009年9月
▶茅ヶ崎駅南口発着の一部路線で
　「自転車ラックバス」の本格運行開始
　自転車とバスをご利用いただくお客様の利便性向上を
目指すとともに、環境の軽減を目指す取り組みとして
導入。なお、2011年4月より本厚木駅～宮ヶ瀬間に
おいても、本格運行開始。

1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2011

より詳しい社史を
ホームページでご覧いただけます。
http://www.kanachu.co.jp/

2011年新型ノンステップバス2005年ハイブリッドバス

1929年
▶路線案内図

特 集

1949年頃
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▪会社概要（平成23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 2,845名
事業内容 一般旅客自動車運送事業、不動産事業、

ホテル業、飲食・娯楽業

▪役　員（平成23年6月29日現在）

取締役会長 髙橋　　幹
取締役社長 三澤　憲一
専務取締役 堀　　康紀
専務取締役 福山　　裕
常務取締役 石井　　豊
常務取締役 金子　茂浩

取　締　役 大木　芳幸
取　締　役 武　　静雄
取　締　役 大須賀賴彦
取　締　役 山木　利満
取　締　役 髙橋　　明

▪株式の状況（平成23年3月31日現在）

発行可能株式総数 ............................................ 2億5,200万株
発行済株式総数.......................................................6,300万株
株主数 ..........................................................................6,594名

▪大株主（平成23年3月31日現在）

株主名 所有株式数（千株） 持株比率（％）

小田急電鉄株式会社 27,862 44.23

株式会社横浜銀行 3,082 4.89

横浜ゴム株式会社 1,200 1.90

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（中央三井信託銀行退職給付信託口） 1,000 1.59

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・
CMTBエクイティインベストメンツ株式会社信託口）

817 1.30

長尾　忠一 700 1.11

第一生命保険株式会社 664 1.05

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 631 1.00

朝日生命保険相互会社 600 0.95

明治安田生命保険相互会社 509 0.81

（注）1. 当社は自己株式905千株を所有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
　　2. 持株比率は自己株式を含む発行済株式総数に対する割合を表示しております。

常勤監査役 大木　幸治
常勤監査役 石川　建作

監　査　役 福島　義章
監　査　役 冨永　靖雄

会 社 の 概 況

株 式 の 状 況

県立津久井湖城山公園
　神奈川県の北部に位置する県立津久井湖城山公園は、

歴史と自然の宝庫である城山（津久井城跡）を中心とした

都市公園で「水の苑地」「花の苑地」「根小屋地区」と３つの

区域に分かれています。「水の苑地」では、滝と噴水による

涼味満点の水景色が楽しめるとともに、「花の苑地」では、

様々な宿根草やハーブ、常緑のコニファーが植えられた

ガーデンテラスがあり四季を彩ります。また、「根小屋地

区」には、管理事務所であるパークセンターが置かれて

いるほか、大型すべり台などの遊具がある四季の広場や

丹沢の山々を望む絶景スポットの展望広場もあります。

　開園時間等の詳細は、公園管理事務所（根小屋地区

パークセンター内・TEL 042-780-2420）へお問い

合わせ下さい。

県立津久井湖城山公園へのお出かけには

策散線沿

http://www.kanagawa-park.or.jp/tsukuikoshiroyama/
県立津久井湖城山公園ホームページ

▶JR横浜線・相模線、京王相模原線「橋本駅北口1番線乗り場」より
　（株）津久井神奈交バス　
橋01系統三ヶ木行

【 水 の 苑 地 】 …「城山高校前」（所要約18分）下車徒歩3分　
　　　　　　　運賃　大人260円　小人130円

【 花 の 苑 地 】 …「津久井湖観光センター前」（所要約18分）下車徒歩1分
　　　　　　　運賃　大人300円　小人150円

【根小屋地区】 …「クラブ前」（所要約20分）下車徒歩20分
　　　　　　　運賃　大人350円　小人180円
▶お問い合わせ　(株)津久井神奈交バス　津久井営業所
　　　　　　　　TEL 042-784-0661

「根小屋地区」にある四季の広場
秋には、様々な果実が実ります

「水の苑地」中央にある噴水と滝が
周囲を潤します

ホームページリニューアルのお知らせ

http://www.kanachu.co.jp/
神奈川中央交通 検 索

I R サイト

平成23年4月1日より当社ホームページをリニューアル
いたしました。今回のリニューアルでは、大きな画面と
見やすいデザインへの変更や投資家情報などの充実を
図りました。神奈川中央交通の新しいホームページに
ぜひアクセスして下さい。
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「花の苑地」のガーデンテラスが
四季を彩ります



　株式に関する各種お手続きについて、証券口座で株式を所有されている場合と、特別口座で株式を所有されている場合で、株式
に関するお手続きのお申出先が異なりますので、ご案内申し上げます。

株 主 メ モ

株 式 に 関 す る 各 種 お 手 続 き の ご 案 内 に つ い て

●特別口座について
　株券電子化施行日までに、所有する株式を証券会社等を通じて証券保管振替機構（ほふり）に預託されなかった株主さまの株式は、
当社が開設した特別口座に記録され、株主さまの権利は電子的に管理されております。
　特別口座で管理されている株式は市場売却することができません。株式の売却をご希望される株主さまは、証券会社に口座を
開設していただき、特別口座から証券会社口座への株式振替をご検討くださいますようお願い申し上げます。

●お手続きのお申出先について

主な手続事項
お申出先

証券口座で株式を所有されている株主さま 特別口座で株式を所有されている株主さま

◦住所・氏名の変更
◦単元未満株式の買取・買増請求
◦配当金受取方法の指定

お取引の証券会社等
中央三井信託銀行株式会社

お問い合わせ先フリーダイヤル
0120-78-2031

◦まだお受け取りになられていない配当金の支払請求
◦このほか株式に関する手続等についてのお問い合わせ

中央三井信託銀行株式会社
お問い合わせ先フリーダイヤル

0120-78-2031

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

株主名簿管理人
特別口座管理機関

〒105-8574
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

（郵 便 物 送 付 先） 電話お問い合わせ先

〒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）

同取次窓口 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

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/kanachu/ir/
stock/notification.html

環境保全のため、植物油インキを
使用して印刷しています。

〒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/

表紙写真　左 昭和40年代 舞岡営業所車両
　　　　　右 平成23年　 平塚営業所車両


