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　当社グループでは、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、

「グループ中期経営計画（2012年度～2014年度）」
（以下、「基準計画」）を策定し、その実現に向けて取り
組んでおります。
　今後も基準計画の施策を推進し、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。

平成25年6月

  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139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、欧州政府債務危機などに
よる海外経済の減速により景気回復の動きが停滞し、
先行き不透明な状況にありましたが、昨年末の政権
交代による経済・金融政策を背景に円安の進行や株価
が上昇するなど、景気は一部に弱さが残るものの持ち
直しの動きがみられております。
　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1,109億2千万円（前期
比1.6％増）、営業利益は61億6千8百万円（前期比
17.8％増）、経常利益は56億5千8百万円（前期比
24.3％増）、当期純利益は37億9千8百万円（前期比
57.8％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
することで企業価値の向上を図ります。

［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）取締役会長 髙橋　幹 取締役社長 三澤　憲一
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神奈中グループ経営理念

株 主 の 皆 さ ま へ

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
貢献します。

経営方針
▶お客さまの視点に立ち、期待に応える価値を提供します。
▶地域の明日を考え、みなさまとともに歩みます。
▶従業員が働くよろこびを実感できる、活気ある企業を目指します。

行動指針
お客さまのために、私たちは
▶一人ひとりが会社の顔としての自覚をもち、今日の仕事をやり遂げます。
▶相手のことを理解し、協力して互いにとって「よりよい答え」を見つけます。
▶何事にも信念をもって取り組み、積極的に挑戦します。
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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
52.3%
（58,011百万円）

不動産事業
4.2%
（4,633百万円）

自動車販売事業
17.5%
（19,391百万円）

レジャー・スポーツ事業
8.4%
（9,369百万円）

その他の事業
17.6%
（19,514百万円）

全事業売上高
110,920百万円

セグメント別売上高構成比

　　　　　　乗合業においては、4月に道路狭隘地区における
利便性の向上を図るため、上大岡駅～日野ヶ丘循環線の運行
を開始しました。5月にはノンステップ連節バス「ツインライ
ナー」を湘南台、本厚木に続いて都内初となる町田バスセン
ター～山崎団地センター間において運行を開始し、高効率な
輸送を実現するとともに、町田バスセンター周辺の渋滞緩和
に努めました。また、10月には伊勢原営業所秦野操車所管内に
おいて乗降方法を「中乗り・前降り」方式に変更し、利用者利便
の向上に努めるとともに、12月には相模大野・町田～三井アウ
トレットパーク木更津線を開設するなど、新規顧客の獲得を
図りました。さらに1月には、当社グループ初となるデマンド
バスの実証実験運行を、中井町全域と隣接する秦野市、二宮町
の一部地域において実施するとともに、３月には厚木バス
センター～そりだハイツ前～宿原入口線の運行を開始し、
利便性の向上を図りました。また、ドライブレコーダの導入を
路線バス全車両で完了させ、更なる安全性の向上に努めま
した。あわせて、前年度における震災の影響からの回復などに
より増収となりました。
　貸切業においては、稼働増を図るため日帰り旅行を実施する
とともに、旅行会社への積極的な営業活動に努めたことにより、
新規取引先の増加や大口受注につながり増収となりました。
　乗用業においては、羽田空港への定額運賃サービスの利用
が堅調に推移するとともに、4月に神奈中タクシーグループに
よる共同配車を伊勢原・厚木地区に導入し、実施エリアを拡大
することで利便性の向上を図りましたが、乗務員不足による
稼働減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582
億5千5百万円（前期比1.0％増）、営業利益は23億4千4百万円

（前期比56.8％増）となりました。

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

「高島町賃貸マンション」

三菱ふそう 小型トラック「キャンター エコハイブリッド」

「中伊豆グリーンクラブ」

「グランドホテル神奈中平塚」デラックスツイン

●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

連節バス「ツインライナー」（町田バスセンター～山崎団地センター）

実証実験運行を行った㈱湘南神奈交バスのデマンドバス

平成24年7月に導入した神奈中観光㈱の新型貸切車両

ハイブリッドバス

グ ル ー プ 概 要 事 業 の 概 況（ 連 結 ）

一般旅客自動車運送事業52.3%
売上高構成比
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リニューアルを実施した「らーめん花樂大船店」

　　　　　　飲食・娯楽業においては、5月に「はなまるうどん
ミスターマックス湘南藤沢店」、7月に「らーめん花樂大船店」
のリニューアルを実施し、新規顧客の獲得に努めました。
また、期間限定メニューの提供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。しかしながら、2月に

「ケンタッキーフライドチキン秦野駅前店・渋沢駅前店」を
事業譲渡するとともに、同月に「TSUTAYA港南台2号店」、
3月に「TSUTAYA原当麻駅東店」をそれぞれ閉店し不採算
店舗の整理を進めたことに加え、レンタル業における競合店
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、宿泊部門において各種団体やエー
ジェントへの販促活動を強化するとともに、飲食部門において
季節の食材を活かした各種イベントを実施するなど積極的な
営業活動を推進しましたが、前期のカタログ販売の特需の
影響により減収となりました。

　その他の事業においては、総合ビルメンテナンス業における
設備更新工事の受注増や、商用車架装の台数が増加したこと
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281億6千2百
万円（前期比5.6％増）、営業利益は10億1千9百万円（前期比
11.2％増）となりました。

事 業 の 概 況（ 連 結 ）

その他の事業17.6%
売上高構成比

　　　　　　スポーツ施設業においては、10月に元プロテニス
プレーヤーを招致したレッスン会や、12月および３月にジュ
ニア向け短期スイミング教室を実施したことに加え、ジュニ
アアスリートの各種大会での好成績の寄与により会員数が
増加し、増収となりました。
　ゴルフ場業においては、伊豆市が実施しているインバウ
ンド観光客の受け入れや、新たに外部のインターネット予約
システムとの連携などによる集客の強化を図ったことにより
増収となりました。
　温浴業においては、4月に「湯快爽快たや店」の施設リニュー
アルを実施するなど集客の強化を図ったことにより増収と
なりましたが、遊技場業においては、新たに開店した近隣施設
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。

施設リニューアルを実施した
「湯快爽快たや店」

　　　　　　分譲業においては、平塚市めぐみが丘にて9棟の
建売分譲および3区画の宅地分譲を行ったことにより増収と
なりました。また、賃貸業においては、4月より新たに「舞岡貸
店舗」の賃貸を開始いたしましたが、老朽化したビルの建替え
やテナントの入替えに
伴う賃料の減により減
収となりました。
　以上の結果、不動産事
業全体の売上高は46億
5千8百万円（前期比6.6
％増）、営業利益は20億
2千万円（前期比4.4％
増）となりました。

　　　　　　自動車販売事業においては、商用車販売がエコ
カー補助金・減税による代替の前倒し効果ならびに東日本大
震災の復興需要により好調に推移するとともに、輸入車販売
においてもモデルチェンジの効果に加え、ショッピングモー
ル等での展示会を定期的に実施する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
213億5千5百万円（前期
比4.0％増）となりました
が、商用車の仕入原価の
増により、営業利益は4億
6千1百万円（前期比21.5
％減）となりました｡

モデルチェンジを行った
「メルセデス・ベンツ　Bクラス」

不動産事業4.2%
売上高構成比

自動車販売事業17.5%
売上高構成比

レジャー・スポーツ事業8.4%
売上高構成比

平塚市めぐみが丘の「建売分譲」

小学生向けスイミング教室

　以上の結果、レジャー・スポーツ事業全体の売上高は94億4千
2百万円（前期比4.5％減）となりましたが、減価償却費の減少
などにより、営業利益は4億8千万円（前期比15.9％増）となり
ました。

セグメント情報（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで） （単位：百万円）

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 58,011 4,633 19,391 9,369 19,514 110,920 ― 110,920

セグメント間の内部売上高
又は振替高 243 24 1,964 73 8,647 10,953 △10,953 ―

売上高計 58,255 4,658 21,355 9,442 28,162 121,874 △10,953 110,920

営業利益 2,344 2,020 461 480 1,019 6,325 △157 6,168

※売上高構成比はセグメント間の内部売上高又は振替高を含めて算出しております。
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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減少などにより、
前期末に比べて2億2千9百万円減少し、170億4千7百万円となりました。

また、固定資産は、減価償却による減少がありましたが、投資有価証券の時価
評価額が増加したことなどにより、前期末に比べて35億2千5百万円増加し、
1,220億4千4百万円となりました。

この結果、当期末の総資産は、前期末に比べて32億9千6百万円増加し、1,390億
9千1百万円となりました。

1 資産の部

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41億4千8百万円
減少し、1,014億3千5百万円となりました。なお、借入金及び社債残高は、前期末
に比べて58億2千8百万円減少し、572億7千万円となりました。

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74億4千5百万円増加し、376億5千5百万円となりました。

負債の部

純資産の部

2

3

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61億7千6百万
円に減価償却費60億5千5百万円などを加減した結果、108億7百万円の資金収入
となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー7

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55億2千9百
万円などにより、43億7千1百万円の資金支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー8

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123億2百
万円などにより、68億7千2百万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9

連 結 財 務 諸 表

（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

期別
科目

当連結会計年度
平成25年3月31日現在

前連結会計年度
平成24年3月31日現在

資産の部

流動資産 17,047 17,276

固定資産 122,044 118,518

　有形固定資産 100,765 101,612

　無形固定資産 968 976

　投資その他の資産 20,310 15,928

資産合計 139,091 135,794

負債の部

流動負債 44,955 51,671

固定負債 56,479 53,912

負債合計 101,435 105,584

純資産の部

株主資本 29,737 26,249

その他の包括利益累計額 4,883 1,361

少数株主持分 3,034 2,599

純資産合計 37,655 30,210

負債純資産合計 139,091 135,794

9

8

7

（単位：百万円）
連結キャッシュ・フロー計算書の要旨

期別
科目

当連結会計年度
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前連結会計年度
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 10,807 10,277

投資活動による
キャッシュ・フロー △4,371 △4,194

財務活動による
キャッシュ・フロー △6,872 △7,101

現金及び現金同等物の
増減額 △436 △1,018

現金及び現金同等物の
期首残高 2,913 3,931

現金及び現金同等物の
期末残高 2,476 2,913

期別
科目

当連結会計年度
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前連結会計年度
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

株主資本
当期首残高 26,249 24,232
当期変動額
　剰余金の配当 △309 △309
　当期純利益 3,798 2,408
　自己株式の取得 △1 △81
　自己株式の処分 0 0
当期変動額合計 3,488 2,016
当期末残高 29,737 26,249

その他の包括利益累計額
当期首残高 1,361 830
当期変動額
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 3,522 530

当期変動額合計 3,522 530
当期末残高 4,883 1,361

少数株主持分
当期首残高 2,599 2,431
当期変動額
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 434 168

当期変動額合計 434 168
当期末残高 3,034 2,599

純資産合計
当期首残高 30,210 27,494
当期変動額
　剰余金の配当 △309 △309
　当期純利益 3,798 2,408
　自己株式の取得 △1 △81
　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） 3,956 699

当期変動額合計 7,445 2,715
当期末残高 37,655 30,210

（単位：百万円）
連結株主資本等変動計算書の要旨

4

5

6

期別
科目

当連結会計年度
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前連結会計年度
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

売上高 110,920 109,191
売上原価 90,003 88,968
売上総利益 20,916 20,222
販売費及び一般管理費 14,748 14,984
営業利益 6,168 5,238
営業外収益 474 438
営業外費用 983 1,123
経常利益 5,658 4,553
特別利益 1,352 425
特別損失 834 984
税金等調整前当期純利益 6,176 3,994
法人税、住民税及び事業税 2,147 964
法人税等調整額 △156 459
少数株主損益調整前当期純利益 4,186 2,569
少数株主利益（控除） 387 161
当期純利益 3,798 2,408

売上高は、自動車販売事業において商用車販売がエコカー補助金・減税による代
替の前倒し効果ならびに東日本大震災の復興需要により好調に推移したことや、
その他の事業において総合ビルメンテナンス業における設備更新工事の受注増な
どにより、前期に比べ17億2千9百万円増加し、1,109億2千万円となりました。

売上高4

営業利益は、一般旅客自動車運送事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9億2千9百万円増加し、61億6千8百万円となりました。

営業利益5

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9億2千6百万円増
加し、13億5千2百万円となりました。また、特別損失は、固定資産除却損が減少した
ことなどにより、前期に比べ1億4千9百万円減少し、8億3千4百万円となりました。

この結果、当期純利益は、13億9千万円増加し、37億9千8百万円となりました。

当期純利益6
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単 体 財 務 諸 表

期別
科目

当期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

株主資本

当期首残高 16,905 15,712

当期変動額

　剰余金の配当 △309 △309

　当期純利益 2,687 1,584

　自己株式の取得 △1 △81

　自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 2,377 1,193

当期末残高 19,282 16,905

評価・換算差額等

当期首残高 1,241 753

当期変動額
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 2,891 487

当期変動額合計 2,891 487

当期末残高 4,132 1,241

純資産合計

当期首残高 18,146 16,465

当期変動額

　剰余金の配当 △309 △309

　当期純利益 2,687 1,584

　自己株式の取得 △1 △81

　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） 2,891 487

当期変動額合計 5,268 1,680

当期末残高 23,414 18,146

（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25年3月31日現在

前期
平成24年3月31日現在

資産の部
　流動資産 6,634 6,588
　固定資産 91,796 88,316
　　有形固定資産 65,129 65,530
　　無形固定資産 774 707
　　投資その他の資産 25,891 22,078
資産合計 98,431 94,904
負債の部
　流動負債 27,442 32,729
　固定負債 47,574 44,029
負債合計 75,016 76,758
純資産の部
　株主資本 19,282 16,905
　評価・換算差額等 4,132 1,241
純資産合計 23,414 18,146
負債純資産合計 98,431 94,904

期別
科目

当期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

前期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

売上高 52,767 52,534
売上原価 44,195 44,577
売上総利益 8,571 7,957
販売費及び一般管理費 4,966 5,054
営業利益 3,604 2,902
営業外収益 484 427
営業外費用 800 948
経常利益 3,289 2,381
特別利益 1,298 317
特別損失 356 546
税引前当期純利益 4,231 2,151
法人税、住民税及び事業税 1,177 103
法人税等調整額 367 464
当期純利益 2,687 1,584

（単位：百万円）
株主資本等変動計算書の要旨

株主優待制度のご案内について

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）、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・東日本橋店）

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25年6月27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 　 100枚（※） 　　全路線1枚（※）
40,000株以上 100,000株未満 50枚 全路線1枚

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

1,000,000株以上 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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ト ピ ッ ク ス

神奈川中央交通のCSR活動について
　当社では地域社会の発展に貢献し、沿線地域の皆さまとより良い信頼関係の構築を目指し、CSR（Corporate Social 
Responsibility＝企業の社会的責任）活動に取り組んでいます。公共交通を担う事業者として最も基本となる安心・安全への取り
組みに加え、環境保全への取り組みなど、ここではその活動の一端をご紹介します。

安心・安全への取り組み
運輸安全マネジメントに関する取り組み
　安全最優先の方針のもと、経営トップから全従業員に至るまで一丸となった、経営トップ主導による安全管理体制の構築を図り
ました。輸送の安全に関する方針等の策定、実行、チェック、改善のPDCAサイクルを機能させ、輸送安全のための取り組みを
継続し、向上する努力をしてまいりました。
　当社においては、平成19年以降、国土交通省の「運輸安全マネジメント評価」による安全管理に関する取り組みについて高評価を
受け、その後もさらなる安全性向上に努めています。

乗務員教育
　アイマークレコーダーによる運転中の視線や
速度・エンジン回転数・左右前後の動揺などの
記録再生が可能な運転訓練車およびセイフティ
レコーダ（運行記録計）の活用に加え、平成24年度
には路線バス全車両にドライブレコーダを導入し、
経験や勘だけに頼らず、より客観的な指導教育を
実施し、事故防止の推進・輸送の安全確保を図って
います。

サービス向上委員会
　平成22年7月、旅客接遇およびサービスの質の向上を目的としてサービス向上委員会
を設立しました。この委員会は、運輸営業部長を委員長とし、各営業所から選出された
運転職・事務職・整備職等で構成され、お客様より寄せられた声を題材に、接客サー
ビスの向上に向けた活発な意見交換を行っています。また、討議した内容について
それぞれの職場で小委員会を実施し、意識の高揚を図るとともにサービスの向上に
努めています。 サービス向上委員会

運転訓練車内部

環境保全への取り組み

グリーンエコパス
　企業等の法人向けに「環境（エコロジー）」に優しく「経済的（エコノミカル）」な定期券「グリーンエコ
パス」を発売しています。これは、地球環境への負荷の軽減を目指し、マイカー通勤からバス通勤へ
の転換を促進するため、通常の通勤定期券より割引率を高めた通勤6ヶ月定期券です。（企業等の法人
による5枚以上の一括購入に適用されます。）また、このグリーンエコパスはバス定期券では日本で
初めてカーボンオフセットを導入したもので、発売額の約0.8％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、自然エネルギー事業の支援に活用されています。 グリーンエコパス

低公害車両の導入
　当社ではハイブリッドバスを平成8年3月に初めて導入し、25年3月末現在6両が運行中です。2つの
動力源（エンジンとモーター）を合わせて走行し、ブレーキ時のエネルギーを電気に変えて蓄電する
仕組みです。平成25年に導入した新型のハイブリッドバスは、世界でも極めて厳しい「ポスト新長期
排ガス規制（平成21年排ガス規制）」に適合しているなど、地球環境に優しいバスです。
　また、停止時に自動的にエンジンが停止するアイドリングストップバスは、平成10年4月から
導入を始め、25年3月末現在では全車両の99％を占めています。 平成25年1月に導入された

新型ハイブリッドバス

地域貢献への取り組み

交通安全教室等の実施
　警察・地元自治会などの関係各機関と協
力し、交通安全教室、自転車交通ルール講
習会、高齢者事故防止体験教室などを随時
開催しています。

高齢者事故防止体験教室

湘南ベルマーレの活動支援
　湘南ベルマーレのオフィシャルクラブパー
トナーとなり、青少年の育成および地域活性
化などを目的に、小学生を対象としたサッ
カースクールを年4回継続開催しています。
またホームゲームの際には、鉄道駅と競技場
間のシャトルバス運行を行い、チームの盛り
上げと地域活性化に協力をしています。 ベルマーレサッカースクール

働きやすい職場づくりへの取り組み
　CSRやコンプライアンスに関する理解を深め、一人
ひとりが正しく行動できるよう、講習会を定期的に
実施しています。「コンプライアンス・マニュアル」を
全グループの役員および従業員に配布し、常に意識し
行動できるようにしています。また、コンプライアンス
に関する相談や改善のための窓口として「コンプライ
アンス・ホットライン」を設けています。

ホームページでは神奈川中央交通のCSR活動に
ついてより詳しく掲載しています。

http://www.kanachu.co.jp/kanachu/csr/
　安全で快適な輸送の確保に最善を尽くし、お客様に安心してご利用いただけるよう努めています。

セイフティレコーダによる診断結果表示画面
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沿線散策

石川町駅

●横浜山手テニス発祥記念館

●山手234番館

横浜市イギリス館●
山手111番館●

●山手資料館

●エリスマン邸ベーリック・ホール●

●ブラフ18番館

至 保土ヶ谷駅東口

至 桜木町駅

●外交官の家

元町・中華街駅

山手公園山手公園

元町公園元町公園

港の見える丘公園港の見える丘公園

山手イタリア山庭園山手イタリア山庭園

山手町

代官坂上
元町公園前

港の見える丘公園前

イタリア山庭園前

山手地区
　かつて外国人居留民が多く住んだ街「山手」。今でも多くの洋館が立ち並ぶ異国情緒
あふれる街です。そのメインストリートを走るのは神奈中の「山手ライナー」。
　今回は「山手ライナー」で行く山手地区の散策をご紹介します。

「山手地区」へのお出かけは
●JR・横浜市営地下鉄桜木町駅1番乗場より、
　11系統「保土ヶ谷駅東口」行
　「港の見える丘公園前」までは所要時間10分
　「イタリア山庭園前」までは所要時間14分
　運賃はどちらも大人210円、小人110円

当系統は専用カラーの車両（山手
ライナー）で運行しています。

港の見える丘公園

園内にはバラをはじめとし
た季節の草花も多く植えら
れている

「横浜市イギリス館」

元町公園

山手234番館前を行く
11系統「山手ライナー」

「ベーリック・ホール」

山手イタリア山庭園

「外交官の家」 「ブラフ18番館」

山手公園

メインストリートから少し離れた
静かな佇まいの「山手公園」

「テニス発祥記念館」

開港当時外国人居留地で、もともとはイギ
リス軍、フランス軍が駐屯していた場所で
したが、アメリカ軍の接収解除後の昭和
37年に公園として開園しました。園内に
はかつてのイギリス総領事公邸が「横浜
市イギリス館」として公開されています。

横浜港開港まもない頃、フランス人ジェラール
が、ここからわき出る良質の天然水を居留民や
外国船に飲料水として供給していた所で、「水屋
敷」と呼ばれていました。周囲にはエリスマン邸、
ベーリック・ホール、山手234番館等、往時を
しのばせる建物がいくつも残っています。

かつてイタリアの領事館がおかれたことからこの名がつ
いています。園内には「外交官の家」「ブラフ18番館」
の２つの洋館が移築されており、公開されています。

「外交官の家」には喫茶コーナーも設けられています。

日本最初の洋式公園として、明治3年に開園
しました。日本のテニス発祥の地とされ、
園内には「テニス発祥記念館」があります。

「山手ライナー」は、地域の個性を生かした魅力ある都市景観づくりに多大な貢献のあるものとして、平成25年5月に横浜市から 
第6回「横浜・人・まち・デザイン賞 まちなみ景観部門」で表彰されました。

会社概要（平成25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 2,715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25年6月27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
常務取締役 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 秋元　隆宏

株式の状況（平成25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 ............................................................................ 7,368名

大株主（平成25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
（三井住友信託銀行退職給付信託口） 1,000 1.59

三井住友信託銀行株式会社 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1,111千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 IR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。
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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。

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

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　相模大野・町田～三井アウトレットパーク木更津線（東京湾アクアライン） 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

株主メモ

株式に関する各種お手続きのご案内について


