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株主の皆さまへ

当期においては、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた前期の反動による需要の回復がみられたこと

などにより、当社グループの売上高は97,777百万円（前期比7.5％増）、営業利益は1,008百万円（前期は営業損失

5,940百万円）、経常利益は2,586百万円（前期は経常損失5,354百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益は

1,838百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失は8,516百万円）となりました。

当社は、将来への事業投資や経営環境の変化に備え、経営基盤強化に必要な内部留保を充実させるとともに、連結

配当性向や連結純資産配当率等の指標を総合的に勘案し、配当を行うことを基本方針としております。当期の期末

配当につきましては、上記の基本方針に基づき1株当たり20円といたしました。なお、通期では40円の配当となり

ましたので、あわせてご報告申しあげます。

長期間にわたる新型コロナウイルス感染症の影響により、当社グループのお客さまの行動や価値観は大きく変化して

います。このような状況のもと、2021年4月に策定しました「神奈中グループ中期経営計画（2021年度～2023年度）」

に基づき、次の100年に向けて更なる成長を遂げるため、「多様化するお客さまニーズに応え続けるために、時代の

変化に柔軟に対応し、新たなサービスの創造に挑戦し続ける」をありたい姿に掲げ、（１）持続的な成長を支える基盤

づくり、（２）モビリティサービスの変革、（３）「ゆたかなくらし」への貢献、を重点課題に取り組んでおります。

そして、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を賜りますようお願い申しあげます。

2022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あげます。
ここに第148期報告書（2021年4月1日から2022年3月31日まで）をお届
けするにあたり、ひとことご挨拶申しあげます。

取締役社長　堀　康 紀
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97,777百万円（前期比 7.5％増） 1,008百万円（前期は営業損失 5,940百万円）

2,586百万円（前期は経常損失 5,354百万円） 1,838百万円
前期は
親会社株主に帰属する当期純損失 8,516 百万円（ ）

財務ハイライト(連結）

前期末
2021年

3月31日現在

当期末
2022年

3月31日現在

❶.資産合計 159,058 146,906

❷.負債合計 103,902 93,746

❸.純資産合計 55,156 53,160

連結貸借対照表の要旨 ❶資産の部
　流動資産は、分譲土地建物の販売による商品及び製品の減少などにより前期末
に比べて2,626百万円減少し、18,431百万円となりました。また、固定資
産は、投資有価証券の時価評価額が減少したことや、減価償却による減少など
により、前期末に比べて9,525百万円減少し、128,475百万円となりました。
　この結果、当期末の総資産は、前期末に比べて12,151百万円減少し、
146,906百万円となりました。
❷負債の部
　負債は、借入金やリース債務の返済が進んだことにより、前期末に比べて
10,155百万円減少し、93,746百万円となりました。なお、借入金、社債及び
リース債務残高は、前期末に比べて6,108百万円減少し、57,686百万円と
なりました。
❸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たことなどにより、前期末
に比べて1,995百万円減少し、53,160百万円となりました。

業績等の推移

（単位:百万円）
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トピックス.1事業の概況（連結）

新たに販売した戸建分譲「SkyGrand伊勢原八幡台」

新車販売が好調に推移したメルセデス・ベンツ「Sクラス」

キャンペーンのモデルコース「本厚木駅～宮ヶ瀬」を運行する
当社バス

一般旅客自動車運送事業 ◦前期の緊急事態宣言の反動もあり、旅
客需要は改善。

◦その他、一日フリー乗車券を活用した
キャンペーンの開始や金額式IC定期券
の発売など需要喚起策を実施。売 上 高 45,016百万円

（前期比 11.5％増）

営業損失 3,357百万円
（前期は営業損失 9,138百万円）

不動産事業 ◦分譲事業は、マンション分譲および
戸建分譲の販売戸数増加により増収・
増益。

◦賃貸事業は、前期開業物件が通期寄与
したものの、空室や賃料減等により減
収、修繕費の減少などにより増益。

自動車販売事業 ◦商用車販売事業は、トラックやバスの
販売台数が減少したことにより減収、
整備部門が堅調に推移し増益。

◦輸入車販売事業は、新車販売において
高価格帯を中心に販売台数が増加、中
古車販売も好調に推移し増収・増益。

その他の事業 ◦飲食・娯楽事業は、TSUTAYAなど不
採算店舗の閉店により減収、前期の緊
急事態宣言の反動もあり増益。

◦商用車架装事業は、トラックメーカー
の減産に伴い受注台数が減少し、減
収・減益。

◦ビル管理事業は、金融機関における設
備修繕工事を新規受注したことなどに
より増収・増益。

売 上 高 7,774百万円
（前期比 19.8％増）

営業利益 3,058百万円
（前期比 12.7％増）

売 上 高 26,692百万円
（前期比 2.2％増）

営業利益 881百万円
（前期比 75.9％増）

売 上 高 25,648百万円
（前期比 0.5％減）

営業利益 590百万円
（前期比 118.9％増）

売上高構成比

45.8％

売上高構成比

7.9％

売上高構成比

26.8％

売上高構成比

19.5％

※売上高構成比は外部顧客に対する売上高に基づき算出しております。

監査等委員会設置会社への移行
当社は、2022年6月29日開催の第148回定時株主総会での承認をもちまして、監査等委員会設置会社へ移行しました。
当社は、株主の皆さまやお客さま、従業員、地域社会等、様々なステークホルダーに対する責務を果たすため、透明かつ

公正な意思決定を行い、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図ることにより、持続的な成長と中長期的な企業価値の
向上に努めてまいりました。
当社を取り巻く事業環境の変化に的確に対応し、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図るため、監査を担う役員が

取締役の一員となり、取締役会において議決権を持つことにより、取締役会の監査・監督機能の実効性を一層高めるとともに、
取締役会の業務執行の一部を取締役に委任することで、より迅速な経営の意思決定を行うことを目的としています。

【移行前】～ 2022年6月29日

監査役会設置会社

株主総会（株主）

【移行後】2022年6月29日～

監査等委員会設置会社

株主総会（株主）

取締役会 取締役会監査役会

取締役

選任・解任

監査

常勤監査役

社外取締役

取締役

社外取締役

選任・解任 選任・解任 選任・解任

社外監査役

監査等委員会

社外取締役監査
・
監督

（注）1．「移行前」は2022年3月31日時点の員数を記載しております。
2．「移行後」は2022年6月29日以降の員数を記載しております。

2021年10月にオープンした「箱根そばイトーヨーカドー立場店」
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トピックス.2 トピックス.3

UR都市機構と包括連携協定を締結
～バス路線沿線団地等で持続可能なまちづくり～
当社と独立行政法人.都市再生機構（以下、UR都市機構）は、神

奈中のバス路線沿線地域等においてUR賃貸住宅とその周辺地域（以
下、バス路線沿線団地等）の活性化を目的として、2022年3月14
日に包括連携協定を締結しました。
モビリティに関する当社のノウハウ、まちづくりに関するUR
都市機構の知見を活かして協働し、神奈中のバス路線沿線団地等
において「地域の活性化」と「持続可能なまちづくり」に取り組み
ます。

当社取締役社長.堀.康紀（左）、
UR都市機構.東日本賃貸住宅本部長.田島.満信（右）

浜見平団地を運行する当社バス

株式会社アドベルが
小山マテリアルリサイクルセンターを開業
株式会社アドベルは、2021年10月4日に静岡県駿東郡小山町に、ペットボトルリサイクル原料を製造する小山マテリアル

リサイクルセンターを開業しました。
これは、2021年1月1日から、バーゼル法（特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律）の省令改正により、リサイ

クルに適さない廃プラスチックが輸出の規制対象とされ、国内における資源循環の課題解決に貢献することを目指したものです。
同センターでは、使用済みペットボトルを圧縮したベール品や裁断したB級フレーク品を原材料として仕入れ、より品質の

高い、国内循環が可能なA級フレーク品を加工製造しています。
また、当地は、東名高速道路足柄スマートICのほか、新東名高速道路（仮称）小山スマートIC（2023年度供用開始予定）

からのアクセス性が高く、多方面から原材料を受け入れることが可能です。
廃プラスチックの国内でのリサイクルにより、日本や世界の課題となっているCO₂排出問題、海洋プラスチック問題などの

環境問題の解決に引き続き寄与してまいります。

◦株式会社アドベル
　小山マテリアルリサイクルセンターの概要

所在地
〒410-1305
静岡県駿東郡小山町湯船
959番17

業務内容 プラスチック成型材料製造事業
（Ａ級フレーク品製造事業）

敷地面積 17,352.06㎡使用済みペットボトルのベール品（❶）およびB級フレーク品（❷）を原材料とし、
A級フレーク品（❸）を加工製造します。

❶ペットボトルベール品

❷B級フレーク品

❸A級フレーク品

ペットボトルフレーク（プラスチック成型材料）の製造

小山マテリアルリサイクルセンター外観 A級フレーク品を加工製造する工場内部

両社共同の取り組みの第一弾として、神奈川県茅ヶ
崎市にUR都市機構が有する浜見平団地において、地
域資源を活用したイベントの開催、交通課題の解決や
マルチモビリティの導入等を通じて、コミュニティ活
性化や地域の特色を活かした交流人口の拡大に向けた
連携を開始します。

浜見平団地の商業施設で開催されたイベント

包括連携協定の目的・連携事項

▪バス路線沿線団地等に住まう住民(以下、地域住民)の健康、
福祉、安心、安全、利便性向上等に関すること。

▪地域住民間におけるコミュニティ形成及び醸成並びに賑わ
いの創出に関すること。

▪バス路線沿線団地等における交通課題等に関すること。

▪バス路線沿線団地等におけるまちづくりに関すること。
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トピックス.4 トピックス.5

神奈中スイミング＆神奈中スポーツコンボBB 本厚木校オープン
株式会社神奈中スポーツデザインは、
2022年3月1日に「神奈中スイミング本厚
木校」と4月1日に体操教室「神奈中スポー
ツコンボ.Body＆Brain本厚木校」を新規
オープンしました。
同社は、スイミングスクールでは厚木
エリア初出店で、小田急線本厚木駅北口
から徒歩5分、目の前にバス停という好立
地で、お子様一人でも安心して通うこと
ができます。
神奈中スイミング本厚木校では、ベビークラスや婦人クラス、ウォーキングクラス、小学生以下向けクラスを開講しています。
また、プールにはクリアな水をキープする「FFCセラミックスシステム※」を導入し、塩素臭が少なく敏感肌の方にも安心
してご利用いただけます。さらに、プールと同じ階にある観覧席を新設し、お子様のレッスン風景や表情を間近で見守ることが
できます。
※有用なミネラルを豊富に含む土を高温で焼き固めたFFCセラミックスを、プール循環装置内に設置してプールの水を改質するシステム。

神奈中スポーツコンボBody＆Brain本
厚木校では、「学校体育に強くなろう」を
モットーに、お子様一人ひとりに寄り添っ
た丁寧な指導を行っています。体操以外に
も、ダンスやバレエ、空手などの各種クラ
スに加えて、外部から講師を招き、ヨガや
ピラティスなど、大人向けの教室も開講し
ています。
また、広い観覧席から練習の様子を座っ

て見守ることができます。

◦店舗情報

住所 〒243-0018
神奈川県厚木市中町3丁目6-14　MIRAIビル5階

お問い合わせ 神奈中スイミング本厚木校　　.　　046-296-0450
神奈中スポーツコンボBB本厚木校　046-296-0456

相模大野・町田から
「東京ディズニーリゾート®」への直行バスを運行開始
神奈川中央交通東株式会社は、京成バス株式会社と共同で、

2022年３月１日より相模大野・町田から「東京ディズニーリゾー
ト®」までの直行バスを新たに運行開始しました。
事前予約制（自由席）で、「東京ディズニーリゾート®」まで乗り

換えなしで運行します。
新型コロナウイルスの感染対策を万全にしてお客さまを安心安全

に目的地までお送りいたします。

御殿場プレミアム・アウトレット/ホテルクラッド・木の花の湯への
直行バスが「南町田グランベリーパーク駅」にも乗り入れ開始
神奈川中央交通東株式会社が運行している相模大野・町田から御殿場プレミアム・アウトレット/ホテルクラッド・木の花の

湯への直行バスが、2022年３月１日より東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」に乗り入れを開始しました。
運行は１日１往復、現地滞在時間は約6時

間で、日本国内最大規模のアウトレット
モール「御殿場プレミアム・アウトレット」、
富士山を一望できる素晴らしいロケーショ
ンを誇る「ホテルクラッド」、日帰り温泉
施設の「木の花の湯」に直行バスで行くこ
とができます。

運賃 大人片道（小児）1,800円（900円）
大人往復（小児）3,400円（1,700円）

「東京ディズニーリゾート®」へ運行するリムジンバス

南町田グランベリーパーク駅 御殿場プレミアム・アウトレット

詳しくはこちら

https://www.kanachu-
sports.co.jp/facilitys/
atsugi/

練習スタジオ スタジオ観覧席

FFCセラミックスシステムを導入したプール プール観覧席

両路線のご予約はこちら

https://secure.j-bus.co.jp/hon

発車オーライネット
（受付時間 5：00～26：00）

運賃 大人片道（小児）1,800円（900円）
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共通施設体験券※1 2枚および入会初回月会費100%OFF券2枚
◦上記施設（一部教室を除く）でご利用になれます。
◦入会初回月会費100%OFF券は、3ヶ月以上の在籍が必要となります。

宿泊、飲食の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

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）神奈中スポーツデザイン

1ゲーム無料券 10枚

神奈中平塚ボウル
（株）神奈中スポーツデザイン

◦2ゲーム以上プレーされた場合にご利用に
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）神奈中スポーツデザイン

直営店※2 での10%割引券 10枚

保有株式数
種別および発行枚数（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）

100株以上 200株未満 5枚 ̶ ̶

200株以上 400株未満 10枚 ̶ ̶

400株以上 600株未満 15枚 ̶ ̶

600株以上 800株未満 20枚

3年以上継続して
600株以上
保有の場合、
左の枚数に
5枚追加（※2）

̶

800株以上 1,000株未満 25枚 ̶

1,000株以上 1,400株未満 30枚 ̶

1,400株以上 2,000株未満 35枚 ̶

2,000株以上 3,000株未満 40枚

3年以上継続して
2,000株以上
保有の場合、
左の枚数に
10枚追加（※2）

̶

3,000株以上 4,000株未満 50枚 ̶

4,000株以上 5,000株未満 70枚 ̶

5,000株以上 8,000株未満 100枚
（※1）

全路線1枚
（※1）

8,000株以上 20,000株未満 50枚 全路線1枚

20,000株以上 100,000株未満 50枚 全路線2枚

100,000株以上 200,000株未満 50枚 全路線3枚

200,000株以上 50枚 全路線5枚

※1 5,000株以上8,000株未満保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。

※2 株主優待乗車券の追加発行の対象となるのは、過去3年間全ての基準日において規定
株数以上を継続して保有し、株主番号が継続して同一の株主さまです。

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）神奈中スポーツデザイン

神奈中スイミング
（平塚校・小田原校・秦野校・本厚木校）

（株）神奈中スポーツデザイン

フィットネスクラブライフティック
（平塚店・秦野店）

（株）神奈中スポーツデザイン

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）神奈中スポーツデザイン

神奈中スポーツコンボBB
（茅ヶ崎校・本厚木校）（biima.sports教室は対象外です。）

（株）神奈中スポーツデザイン

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）および株主優待乗車証（定期
券式）は、毎年3月31日および9月30日最終の株主名簿に
記録された100株以上保有の株主の皆さまに対して、その
保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月下旬および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。

株主優待乗車券および株主優待乗車証発行基準

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
株主名簿に記録された100株以上保有の株主の皆さまに対して
発行いたします。（有効期間１年間、5月下旬発送。）

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。
　　　　◦ご利用可能店舗および施設は2022年6月29日現在のものです。

※1.事前に電話での予約が必要となります。
※2【直営店】
らーめん花樂（全10店）
北海道らーめん麺処うたり（平塚四之宮店・相模大野店）
サーティワンアイスクリーム（平塚ロードサイド店・立場イトーヨーカドー店・ららぽーと湘南平塚店）
ミスタードーナツ（橋本駅前ショップ・上溝ショップ・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・
立場イトーヨーカドー店・東日本橋店・みなとみらいグランモール公園店・海老名ビナウォーク店・
イオン茅ヶ崎中央店・日本橋馬喰町店・戸塚駅店・横濱ゲートタワー店）
はなまるうどん（ミスターマックス湘南藤沢店）
うまげな（ららぽーと湘南平塚店）

コラーゲン岩盤浴 BELDAD
（女性専用）

（株）神奈中スポーツデザイン

レッスン体験券※1 1回 1,650円 3枚

直営飲食店舗
（株）神奈中システムプラン

株主優待制度のご案内
神奈川中央交通株式会社 第148回定時株主総会決議ご通知

2022年6月29日開催の第148回定時株主総会において、以下のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知
申しあげます。

報告事項
1. 第148期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件
　本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第148期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件
　本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項
◦第１号議案　剰余金の処分の件
　　本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は当社普通株式１株につき20円と決定いたしました。
◦第２号議案　定款一部変更の件
　　本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社移行のため監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設を行いました。
　　また、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定および書面交付請求をした株主に交付する書面に
記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、その他所要の変更を行いました。

◦第３号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
　　本件は、原案どおり堀　康紀、大木芳幸、今井雅之、星野晃司（以上再任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、
星野晃司氏は社外取締役であります。

◦第４号議案　監査等委員である取締役3名選任の件
　　本件は、原案どおり金子裕子、辻󠄀岡　明、渋谷道夫（以上新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、金子裕子、
辻󠄀岡　明、渋谷道夫の各氏は社外取締役であります。

◦第５号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
　　本件は、原案どおり網本重之氏が選任されました。なお、網本重之氏は補欠の監査等委員である社外取締役として選任されました。
◦第６号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件
　　本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額を「年額2億4,000万円以内（社外取締
役分5,000万円以内）」（使用人分給与は含まない。）といたしました。

◦第₇号議案　監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件
　　本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬限度額を「年額8,400万円以内」といたしました。

以　上

期末配当金のお支払いについて
第148期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、同領収証裏面記載の取扱銀行において、銀行取扱期間中（2022年6月30日から2022年

7月29日まで）にお受け取りください。
また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」

および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
なお、「期末配当金領収証」により、配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金

計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけますので、大切に保管してください。
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会社概要（2022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 1921年6月5日
資 本 金 31億6,000万円
従業員数 2,169名
事業内容 一般旅客自動車運送事業、不動産事業、

ホテル事業、飲食・娯楽事業

株式の状況（2022年3月31日現在）
発行済株式総数............................................................ 1,260万株
株主数................................................................................ 4,893名

大株主（2022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 5,572 45.41
株式会社横浜銀行 612 4.99
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 485 3.96

横浜ゴム株式会社 240 1.96
株式会社日本カストディ銀行
（三井住友信託銀行退職給付信託口） 200 1.63

三井住友信託銀行株式会社 183 1.49
朝日生命保険相互会社 120 0.98
第一生命保険株式会社 120 0.98
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 101 0.83
明治安田生命保険相互会社 101 0.83
（注）1..当社は自己株式328千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..上記持株比率は自己株式を控除して計算しております。

役員（2022年6月29日現在）

株主メモ
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

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）
受付時間　9:00～17:00（土日休日を除く）

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〉
https://www.kanachu.co.jp/kanachu/ir/stock/notification.html

IRサイトの
ご案内

https://www.kanachu.co.jp/
神奈川中央交通 検 索

IR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。

代表取締役社長
社 長 執 行 役 員 堀　　康紀
取 締 役
専 務 執 行 役 員 大木　芳幸
取 締 役
専 務 執 行 役 員 今井　雅之
取 締 役 星野　晃司
取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 金子　裕子
取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 辻󠄀岡　　明
取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 渋谷　道夫

常 務 執 行 役 員 住吉　利夫
常 務 執 行 役 員 齋藤　謙司
グループ執行役員 福原　賢浩
執 行 役 員 伊藤　賢治
執 行 役 員 小林　昭司

● 会社の概況 ● 株式の状況

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。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

〒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　https://www.kanachu.co.jp/
表紙写真.「辻堂駅～プレミスト湘南辻堂」間を
　　　　　運行するシャトルバス


