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❷不動産事業
◦資産価値の向上と収益の拡大を図るため、資産の有効
活用と老朽化した賃貸物件のリニューアルを行います。

◦事業規模の拡大を図るために新規賃貸物件を取得すると
ともに、計画的な設備投資や修繕を実施し物件価値の
維持向上を図ります。

❸レジャー・スポーツ事業
◦健康志向が高まる中で、多様化する顧客ニーズに対応する
ために、お客さまに合った付加価値の高いサービスを提供
し、地域の健康づくりの拠点としての機能を強化します。

❹その他の事業
◦顧客の消費動向や地域特性を見極めて新規出店を行うと
ともに、店舗の改装を進め来店客数の増加を図ります。

◦エコ商品の販売拡大やリサイクル業務の受注拡大など、
環境に配慮した事業活動を推進します。

　これらの施策を行うことにより、経営基盤を一層強化し
収益力の向上を図るとともに、リスクマネジメント体制の
充実を図ることなどにより企業の社会的責任を果たすこと
で、社会から信頼される企業グループを確立し、神奈中
グループ経営理念である「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。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。

……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138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、東日本大震災の影響から
緩やかな持ち直しの動きが続いている一方で、海外経済の
減速や円高の影響などにより企業収益の動向や雇用情勢
は依然として厳しく、さらに原油価格の高騰などの影響も
あり、先行きの不透明感が払拭されず厳しい状況が続き
ました。
　このような状況のもと、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1,091億9千1百万円（前期比4.0％増）、
営業利益は52億3千8百万円（前期比30.1％増）、経常利益
は45億5千3百万円（前期比41.5％増）、当期純利益は
24億8百万円（前期比66.6％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。
　当社グループを取り巻く事業環境は、少子高齢化による
人口構造の変化などにより低成長経済の厳しい状況にあり
ます。
　このような中で、当社グループが持続的に発展していく

ために、今後成長が見込まれる事業および当社グループが
担う社会的使命である地域貢献を実現できる事業を中核
事業と位置付け、これらの事業へ注力することで効率的な
企業価値の向上を目指します。

［中核事業］
◦一般旅客自動車運送事業（乗合業、乗用業、貸切業）
◦不動産事業（賃貸業）
◦レジャー・スポーツ事業（スポーツ施設業）
◦その他の事業（飲食・娯楽業、資源活生業、ビル管理業）
　事業環境の変化に適応するために自らが「変革」し、新たな
価値の創造や企業価値の向上に向けて「挑戦」し続けること
を基本方針とし、下記の施策を行ってまいります。
❶一般旅客自動車運送事業
◦大量輸送のニーズがある路線へ連節バスを導入し、輸送
力の強化とスムーズな乗降の実現を図ります。

◦道路狭隘地区への中・小型バスの導入により、きめ細やか
なサービスを提供します。

◦羽田空港国際化による旅客増加に対応するため、乗合業
において路線の新設および既存路線の増便を行うほか、
乗用業では定額運賃制度の利用を促進します。

◦地域に密着した交通事業者として、行政と協働して生活
交通路線の維持に努めます。

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
52.6%
（57,454百万円）

不動産事業
4.0%
（4,359百万円）

自動車販売事業
17.1%
（18,626百万円）

レジャー・スポーツ事業
9.0%
（9,831百万円）

その他の事業
17.3%
（18,919百万円）

全事業売上高
109,191百万円

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、震災による影響などにより利用客数が

減少しましたが、5月に東戸塚駅東口～美晴台～上永谷駅線、

6月に戸塚駅～上矢部循環線・ラムーナ横浜戸塚線へ車両を

投入し、輸送力増強を図りました。10月に深夜急行バス本

厚木線を平日毎日運行として海老名駅への乗り入れを開始し、

3月には新たに海老名駅～羽田空港線の運行を開始するなど

新規顧客の獲得に努めました。また、運転操作を記録するセイ

フティレコーダの導入を路線バス全車両で完了し、安全性の

向上を図るとともに、３月には茅ヶ崎営業所管内において

乗降方法を『中乗り』『前降り』方式に統一するなど利便性の

向上に努めました。さらに、前年度におけるバス共通カードの

販売終了による影響が解消したことなどにより増収となり

ました。

　貸切業においては、日帰り旅行を実施するなど積極的な

営業活動に努めましたが、震災の影響により大幅に需要が

減少し、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による共同

配車の実施エリアを９月に町田・相模原・座間地区に、11月に

大和・海老名地区にそれぞれ拡大いたしました。また、12月に

は県央地区では初となる羽田空港への定額運賃サービスを

開始するなど新規顧客の獲得に努めたことにより増収となり

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576億

9千3百万円（前期比2.0％増）、営業利益は14億9千5百万円

（前期比411.9％増）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」

三菱ふそう…大型トラック「スーパーグレート」

神奈中スイミング…平塚校

開業30周年を迎えた「グランドホテル神奈中平塚」

●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

東戸塚駅東口～美晴台～上永谷駅線

茅ヶ崎営業所管内にて『中乗り』『前降り』方式の導入

神奈中ハイヤー㈱のUD（ユニバーサルデザイン）タクシー
※UDタクシー…広い開口部とスライドステップを装備し、すべての人が乗降しやすいタクシー

戸塚駅～上矢部循環線・ラムーナ横浜戸塚線
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セグメント情報（平成23年4月1日から平成24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 57,454 4,359 18,626 9,831 18,919 109,191 ― 109,191

セグメント間の内部売上高
又は振替高 238 9 1,911 52 7,738 9,950 △9,950 ―

売上高計 57,693 4,368 20,537 9,884 26,657 119,142 △9,950 109,191

営業利益 1,495 1,935 588 414 916 5,349 △111 5,238

　スポーツ施設業においては、スイミング・テニス両スクール

にて無料体験会を実施するなど新規会員の獲得に努めました

が、既存会員の減少により減収となりました。

　ゴルフ場業においては、アマチュアゴルファー向けのオー

プンコンペなどを開催し集客の強化を図りましたが、利用

客数の減少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、地域交流イベントと

して無料体験会を実施いたしました。また、周年記念イベント

をはじめとした各種イベントの実施などにより集客の強化を

図りましたが、近隣施設との競合などにより利用客数が減少

し、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98億

8千4百万円（前期比3.8％減）、営業利益は4億1千4百万円

（前期比22.2％減）となりました。

中伊豆グリーンクラブ

グランドホテル神奈中秦野……スカイバンケット

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、平成22年12月に賃貸を開始した「秦野

駅前ビル」が通期寄与しましたが、「高島町ビル」の建替えに

伴うテナント解約などにより減収となりました。

　以上の結果、不動産事業全体の売上高は43億6千8百万円

（前期比3.0％減）、営業利益は19億3千5百万円（前期比

8.8％減）となりました。

不動産事業

　自動車販売事業においては、商用車販売における自動車

メーカーの生産体制が震災の影響から復帰したことにより

トラックの販売台数が回復したことや、輸入車販売における

商業施設やホテルでの展示会の実施など積極的な営業活動に

努めたことにより販売台数が増加し、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

205億3千7百万円（前

期比7.0％増）、営業利益

は5億8千8百万円（前期

比74.3％増）となりま

した。

自動車販売事業

レンブラントホテル厚木にて行われた
「メルセデス・ベンツの集い」

　流通業においては、燃料販売単価が上昇したことやサイン

工事の新規受注により増収となりました。

　飲食・娯楽業においては、６月に「らーめん花樂上溝店」の

リニューアルを実施し新規顧客の獲得に努めたことや、期間

限定メニューの導入や各種キャンペーンを行うなど、顧客

満足度の向上に努めました。

　また、平成22年9月に開業した「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」ならびに平成22年12月に開業した「TSUTAYA辻堂駅前

店」が通期寄与しましたが、「TSUTAYA白旗神社前店」を平成

24年1月に閉店したことや、競合店との価格競争の影響に

より減収となりました。

　ホテル業においては、開業30周年を迎えた「グランドホテル

神奈中平塚」の宿泊部門において、記念特別企画として室数

限定の宿泊プランを導入するとともに、宴会部門において

ホテル周辺の企業に対し積極的に営業推進を図るなど新規

顧客の獲得に努めました。また、平成23年2月に事業譲受した

「PIZZA…SALVATORE…CUOMO綱島店・たまプラーザ店」が

通期寄与した結果、増収となりました。

　その他の事業においては、自動車メーカーの稼働の正常化に

よる商用車架装の台数の増加や、ビル管理業におけるホテル

物件の新規受注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266億5千7百

万円（前期比5.1％増）、営業利益は9億1千6百万円（前期比

10.7％増）となりました。
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（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24年3月31日現在

前連結会計年度
平成23年3月31日現在

資産の部

流動資産 17,276 16,900

固定資産 118,518 120,339

　有形固定資産 101,612 104,041

　無形固定資産 976 1,126

　投資その他の資産 15,928 15,172

資産合計 135,794 137,240

負債の部

流動負債 51,671 50,545

固定負債 53,912 59,199

負債合計 105,584 109,745

純資産の部

株主資本 26,249 24,232

その他の包括利益累計額 1,361 830

少数株主持分 2,599 2,431

純資産合計 30,210 27,494

負債純資産合計 135,794 137,240

1 資産の部
　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3億7千5百万円増加し、172億7千6百万円となりました。
　また、固定資産は、投資有価証券の時価評価額が増加しましたが、減価償却
などにより、前期末に比べて18億2千1百万円減少し、1,185億1千8百万円
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14億4千5百万円減少し、
1,357億9千4百万円となりました。

2 負債の部
　負債は、借入金の返済が進んだことなどにより、前期末に比べて41億6千1百
万円減少し、1,055億8千4百万円となりました。
　なお、借入金及び社債残高は、前期末に比べて59億6千7百万円減少し、
630億9千9百万円となりました。

3 純資産の部
　純資産は、利益剰余金やその他有価証券評価差額金が増加したことなどに
より、前期末に比べて27億1千5百万円増加し、302億1千万円となりま
した。

4 売上高
　売上高は、自動車販売事業において、商用車販売における自動車メーカーの
生産体制が震災の影響から復帰したことによりトラックの販売台数が回復した
ことや、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よる
影響が解消したことなどにより、前期に比べ42億2千万円増加し、1,091億
9千1百万円となりました。

5 営業利益
　営業利益は、乗合業における減価償却費が減少したことなどにより、前期に
比べ12億1千1百万円増加し、52億3千8百万円となりました。

6 当期純利益
　特別利益は、補助金収入が減少したことなどにより、前期に比べ4億7千
9百万円減少し、4億2千5百万円となりました。また、特別損失は、バス共通
カード払戻金の計上がなくなったことなどにより、前期に比べ4億2千8百
万円減少し、9億8千4百万円となりました。
　この結果、当期純利益は、9億6千3百万円増加し、24億8百万円となりました。

連 結 財 務 諸 表

4

5

6

期別

科目

当連結会計年度
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

前連結会計年度
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

売上高 109,191 104,971

売上原価 88,968 86,169

売上総利益 20,222 18,801

販売費及び一般管理費 14,984 14,775

営業利益 5,238 4,026

営業外収益 438 496

営業外費用 1,123 1,304

経常利益 4,553 3,218

特別利益 425 904

特別損失 984 1,412

税金等調整前当期純利益 3,994 2,711

法人税、住民税及び事業税 964 490

法人税等調整額 459 601

少数株主損益調整前当期純利益 2,569 1,619

少数株主利益（控除） 161 174

当期純利益 2,408 1,445

8

9

7

期別

科目

当連結会計年度
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

前連結会計年度
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 10,277 8,784

投資活動による
キャッシュ・フロー △4,194 △4,671

財務活動による
キャッシュ・フロー △7,101 △3,179

現金及び現金同等物の
増減額 △1,018 933

現金及び現金同等物の
期首残高 3,931 2,979

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 2,913 3,931

期別

科目

当連結会計年度
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

前連結会計年度
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

株主資本
当期首残高 24,232 23,100
当期変動額
　剰余金の配当 △309 △310
　当期純利益 2,408 1,445
　自己株式の取得 △81 △2
　自己株式の処分 0 0
当期変動額合計 2,016 1,132
当期末残高 26,249 24,232
その他の包括利益累計額
当期首残高 830 1,568
当期変動額
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 530 △737

当期変動額合計 530 △737
当期末残高 1,361 830
少数株主持分
当期首残高 2,431 2,370
当期変動額
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 168 60

当期変動額合計 168 60
当期末残高 2,599 2,431

純資産合計
当期首残高 27,494 27,039
当期変動額
　剰余金の配当 △309 △310
　当期純利益 2,408 1,445
　自己株式の取得 △81 △2
　自己株式の処分 0 0
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 699 △676

当期変動額合計 2,715 455
当期末残高 30,210 27,494

（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39億9千4百
万円に減価償却費70億4百万円などを加減した結果、102億7千7百万円の
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43億2千
9百万円などにより、41億9千4百万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、長期借入金の返済による支出116億
4千6百万円などにより、71億1百万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23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

前期
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

株主資本

当期首残高 15,712 15,621

当期変動額

　剰余金の配当 △309 △310

　当期純利益 1,584 402

　自己株式の取得 △81 △2

　自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 1,193 90

当期末残高 16,905 15,712

評価・換算差額等

当期首残高 753 1,364

当期変動額
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 487 △611

当期変動額合計 487 △611

当期末残高 1,241 753

純資産合計

当期首残高 16,465 16,986

当期変動額

　剰余金の配当 △309 △310

　当期純利益 1,584 402

　自己株式の取得 △81 △2

　自己株式の処分 0 0
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 487 △611

当期変動額合計 1,680 △521

当期末残高 18,146 16,465

（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24年3月31日現在

前期
平成23年3月31日現在

●資産の部
流動資産 6,588 6,527
固定資産 88,316 90,960
　有形固定資産 65,530 68,785
　無形固定資産 707 839
　投資その他の資産 22,078 21,335
資産合計 94,904 97,487
●負債の部
流動負債 32,729 32,456
固定負債 44,029 48,566
負債合計 76,758 81,022
●純資産の部
株主資本 16,905 15,712
評価・換算差額等 1,241 753
純資産合計 18,146 16,465
負債純資産合計 94,904 97,487

期別

科目

当期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

前期
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

売上高 52,534 51,584
売上原価 44,577 44,793
売上総利益 7,957 6,790
販売費及び一般管理費 5,054 4,883
営業利益 2,902 1,906
営業外収益 427 370
営業外費用 948 1,028
経常利益 2,381 1,248
特別利益 317 738
特別損失 546 1,106
税引前当期純利益 2,151 880
法人税、住民税及び事業税 103 26
法人税等調整額 464 452
当期純利益 1,584 402

（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。）
　なお、株主優待乗車証は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24年6月28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。

010_0125001302406.indd   9-10 2012/06/18   14:44:42



11 12kanachu kanachu

　当社では平成24年6月1日（金）から、新たにグループの
ブランドマークを導入いたしました。
　このブランドマークは、これからの神奈中グループのあ
るべき姿を表現するデザインといたしました。このたび制
定したブランドマークは、地域に暮らす人々の声に耳を傾
け、その時々の期待や要請に応えて新たなサービス、新た
な事業領域へと果敢に挑戦していく、そのような神奈中グ
ループのあるべき姿を表現するデザインといたしました。
　ブランドマークのカラーは神奈中グループが目指す

真摯で、誠実な企業姿勢を表す深いブルーを採用しま
した。また神奈中グループの頭文字である「K」を、三重
線でまとったフォルムとしました。これはお客さま・地域
社会と神奈中グループ各社が相互に響きあい、発展して
いく姿を表しています。
　今後はこのブランドマークを活用することにより、
お客さまや地域社会とのつながりをより深めるとともに
神奈中グループの一体感を強化し、ステークホルダーの
皆さまとともにさらなる発展を目指してまいります。

トピックス1

ブランドマークを制定

港南台駅

本厚木駅

相模大野駅

町田バスセンター（町田駅） 羽田空港

田村車庫

戸塚駅
海老名駅

トピックス2

羽田空港へのアクセスが向上しました！

〈バスでは〉
　神奈中グループでは神奈川県各地、町田から羽田空
港へのリムジンバスを運行しています。
　従来の相模大野・町田バスセンター、田村車庫（平塚
市）・本厚木駅北口、戸塚駅東口・港南台駅からの便に
加え、平成24年3月から海老名駅東口からの便を運行
開始いたしました。

〈タクシーでは〉
　神奈中タクシーグループでは平成23年12月から羽田
空港への定額運賃サービスを始めました。
　神奈川県央地域より羽田空港まで、時間・距離にかか
わらず、あらかじめ設定された定額運賃でご利用いただ
けるサービスです。
　ご予約いただければ、お客さまご指定の場所までお迎え
にあがります。駅までの交通がご不便な方、ご家族での
旅行をお考えの方等に最適です。どうぞご利用ください。お問い合わせ先

◦空港リムジンバスのご予約については…
　神奈中高速バス予約センター
　TEL0463-21-1212（9:00～19:00）
◦その他のお問い合わせは…
　神奈中バス案内センター
　TEL0463-22-8833（平日9:00～17:25）

お問い合わせ、ご予約申込みにつきましては「神奈中タクシー」へ
◦藤沢・茅ヶ崎・平塚・二宮・秦野・伊勢原・厚木
　フリーダイヤル0120-777-701
◦町田・相模原・大和・座間・海老名
　フリーダイヤル0120-888-810
◦横浜市戸塚区・泉区・瀬谷区・栄区・西区
　（横浜市内はその他の地域も運行可能です）
　フリーダイヤル0120-818-531（戸塚）もしくは
　フリーダイヤル0120-814-981（横浜）へ
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▪会社概要（平成24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 2,737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24年6月28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24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…..........................................................................6,906名

▪大株主（平成24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 3,073 4.88

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

中央三井信託銀行株式会社 915 1.45

第一生命保険株式会社 600 0.95

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

株式会社損害保険ジャパン 500 0.79

日本生命保険相互会社 500 0.79

長尾……忠一 500 0.79

（注）1.…当社は自己株式1,108千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… 松村　俊夫

会 社 の 概 況

株 式 の 状 況

大山
　阿夫利神社や大山寺で名高い大山は、ハイキングや
登山のスポットとしても知られています。
　路線バスの終点「大山ケーブル」バス停からお土産店の
並ぶ参道を進んだ先に「男坂」「女坂」の２つの登山道が
あります。男坂は急階段の続く登りですが、一方の女坂は
途中、関東三大不動のひとつ大山寺や「女坂の七不思議」
といった旧跡もあるなど多様な景観を楽しめるコース
です。阿夫利神社下社まで徒歩40分ほどで登ることが
できます。
　また、登山道の入口付近にある大山観光電鉄「大山
ケーブル」駅からケーブルカーで一気に下社まで登る
ルートもあります。
　下社からは山頂にある阿夫利神社の本社やヤビツ峠、
日向薬師方面への登山道もありますが、ここから先は
脚に自信のある方向けです。下社周辺では茶店やベンチ
等も多く、お弁当を広げるのに最適です。
　好天の休日、大山へのハイキングはいかがですか？

「大山」へのお出かけは

策散線沿

▶小田急小田原線
　伊勢原駅北口4番乗場より伊10系統　大山ケーブル行
　終点「大山ケーブル」下車（所要約28分）
　運賃　大人300円　小人150円

▶お問い合わせ　神奈川中央交通　伊勢原営業所
　　　　　　　　TEL0463-95-2366
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I R サ イ ト の ご 案 内

http://www.kanachu.co.jp/
神奈川中央交通 検 索

I R サイト

❶当社ホームページのトップ画面
より、右上の「企業に関する情
報」をクリックしてください。

❷「投資家情報」をクリック
　してください。

大山観光電鉄
「大山ケーブル」（山麓）駅と「阿夫利神社」（山上）駅間を
約6分で結ぶケーブルカー。平成20年にはそれまでの
「追分」「不動前」「下社」の各駅名をそれぞれ「大山ケーブル」
「大山寺」「阿夫利神社」と改称。

http:/ /www.ooyama-cable .co.jp/
大山観光電鉄株式会社 大山ケーブルカーホームページ
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　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
三井住友信託銀行株式会社

お問い合わせ先フリーダイヤル
0120-782-031

◦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

三井住友信託銀行株式会社
お問い合わせ先フリーダイヤル

0120-782-031

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

〒100-8233
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

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
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-782-031（フリーダイヤル）

同取次窓口 三井住友信託銀行株式会社　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

〒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　海老名駅東口
環境保全のため、FSC®認証紙と植物油インキを
使用して印刷しています
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