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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 104,748 △8.8 4,685 9.1 3,787 6.5 1,437 △14.2

21年3月期 114,811 △7.8 4,296 △11.3 3,557 △7.2 1,674 17.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 23.14 ― 6.0 2.7 4.5
21年3月期 26.83 ― 7.2 2.5 3.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  4百万円 21年3月期  1百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 140,950 27,039 17.5 397.25
21年3月期 141,765 25,451 16.3 372.70

（参考） 自己資本   22年3月期  24,668百万円 21年3月期  23,146百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 11,654 △8,057 △4,085 2,979
21年3月期 9,231 △4,584 △5,277 3,468

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 313 18.6 1.3
22年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 310 21.6 1.3

23年3月期 
（予想）

― 2.50 ― 2.50 5.00 21.3

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

53,400 2.3 2,200 △24.5 1,700 △32.0 840 △34.9 13.53

通期 105,900 1.1 4,040 △13.8 2,930 △22.6 1,460 1.6 23.51
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 63,000,000株 21年3月期 63,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  901,435株 21年3月期  895,804株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 52,721 △1.9 2,581 16.3 1,905 21.4 700 4.2
21年3月期 53,746 0.9 2,219 △22.5 1,570 △28.3 672 △41.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 11.29 ―

21年3月期 10.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 100,665 16,986 16.9 273.54
21年3月期 101,938 16,282 16.0 262.18

（参考） 自己資本 22年3月期  16,986百万円 21年3月期  16,282百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想に関する事項については3～4ページの「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」をご
覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

26,800 △0.2 1,290 △32.1 920 △43.5 430 △51.4 6.92

通期 53,000 0.5 2,200 △14.8 1,330 △30.2 635 △9.4 10.23
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当期におけるわが国経済は、輸出の増加や政府の経済対策効果により企業収益が改善されるなど、景気
は持ち直しの動きが見られたものの、物価下落の影響や厳しい雇用情勢により、景気の本格的な回復には
至らず、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。    
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が、当期における売上高は、1,047億４
千８百万円（前期比8.8％減）、営業利益は46億８千５百万円（前期比9.1％増）、経常利益は37億８千７
百万円（前期比6.5％増）、当期純利益は14億３千７百万円（前期比14.2％減）となりました。 
  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。  

  

 （一般旅客自動車運送事業）  

乗合業においては、４月に古淵駅～女子美術大学線などの運行を新規に開始するとともに、横浜開港
150周年記念テーマイベント開催期間中、鶴ヶ峰駅～ヒルサイド会場間のシャトルバスを運行したほか、
旅客のニーズに合わせた増便や終車時刻の延長を行うなど、利便性の向上を図りました。 
また、12月に秦野、座間地区、３月には横浜と藤沢の一部地区に「バスロケーションシステム」を拡大

し、あわせて秦野、座間地区においては小田急電鉄株式会社と連携して実施している乗継情報提供サービ
ス「バス・鉄道運行情報システム」を導入いたしました。  
さらに、マイカー通勤からバス通勤への転換を図るため、企業法人向けの通勤６ヶ月定期券「グリーン

エコパス」の販売を積極的に行いました。 
以上のような営業施策を行ってまいりましたが、景気低迷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、新型インフルエンザによる影響や同業他社との競争激化により減収となりました。
乗用業においては、９月に株式会社神奈中タクシーホールディングスを設立し営業力の強化を図りまし

た。また、11月から２月まで神奈中タクシーグループ協働による「ご乗車感謝キャンペーン」を実施し、
タクシー利用の促進に努めましたが、需要の低迷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578億８千７百万円（前期比4.4％減）となりまし

たが、燃料費の減少などにより、営業利益は12億９千２百万円（前期比31.2％増）となりました。 
  

 （不動産事業）  

分譲業においては、大磯町石神台や平塚市めぐみが丘にて８棟の建売分譲および２区画の宅地分譲を行
いました。  
賃貸業においては、平成21年３月に完成した横浜市弘明寺北ビルや６月に取得した世田谷区北沢所在の

商業ビルの賃貸を開始したことにより増収となりました。また、前期より賃貸を開始した町田市森野貸店
舗および座間市ひばりが丘貸店舗が通期寄与いたしました。  
以上の結果、不動産事業全体の売上高は46億５千７百万円（前期比4.0％増）、営業利益は19億９千７

百万円（前期比10.8％増）となりました。 
  

 （自動車販売事業） 

自動車販売事業においては、需要の低迷や設備投資の抑制などにより主に商用車の販売が大幅に減少い
たしましたが、経費の削減などにより収支の改善が図られました。   
以上の結果、売上高は172億８千２百万円（前期比20.8％減）、営業利益は２億円（前年同期は営業損

失３千万円）となりました。  
  

 （レジャー・スポーツ事業） 

 スポーツ施設業においては、４月に「スポーツプラザ小田原」において児童などを対象とした体操教室
の営業を開始するとともに、各施設において無料体験教室などを実施し、新規会員の獲得を図りました
が、個人消費の低迷により減収となりました。   
ゴルフ場業においては、各種ゴルフプランの導入を図りましたが、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。   
温浴業においては、４月に「野天湯元・湯快爽快くりひら店」においてカットサロンや女性限定エステ

サロンの営業を開始するとともに、３月に「たや店」にて、内風呂に大型健康炭酸泉を導入するなど、新
規顧客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。  
遊技場業においては、各種イベントを実施するなど集客力の向上を図ったことにより、増収となりまし

た。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

 ① 当期の経営成績

神奈川中央交通㈱(9081)平成22年３月期　決算短信

- 3 -



以上の結果、レジャー・スポーツ事業全体の売上高は108億７千１百万円（前期比1.3％増）、営業利益
は４億５千６百万円（前期比14.3％増）となりました。  
  

 （流通事業）  

石油製品等販売業においては、前期に比べ燃料販売単価の下落および取扱量が減少したことにより減収
となりました。  
物品販売業においては、新型インフルエンザ対策商品の販売が堅調でありましたが、資材サイン工事の

受注減などにより減収となりました。 
以上の結果、流通事業全体の売上高は83億１千万円（前期比27.3％減）、営業利益は１億７千４百万円

（前期比47.9％減）となりました。 
  

 （その他の事業）  

飲食・娯楽業においては、 ６月に「ＴＳＵＴＡＹＡ追浜店」を駅前に移転し集客力の強化を図るとと
もに、12月に「ドトールコーヒーショップ相模原駅前店」や３月に「らーめん花樂図師店」をリニューア
ルするなど顧客満足度の向上に努めましたが、個人消費の低迷により減収となりました。 
ホテル業においては、７月に「グランドホテル神奈中 秦野」内に各種宴会や会議などに 適なスカイ

バンケットを開業するとともに、施設の改装や宿泊プランの拡充を図りましたが、競合施設の進出などに
より宿泊客数や宴会需要が減少し減収となりました。  
その他の事業においては、商用車架装の大幅な受注減や、クリーニング店における不採算店舗の閉店な

どにより減収となりました。 
以上の結果、その他の事業全体の売上高は168億６千５百万円（前期比8.7％減）、営業利益は６億８千

５百万円（前期比30.6％減）となりました。 
  

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、売上高は自動車販売事業において商用車の需要が見込
まれることから、前期（平成22年３月期）に比べ11億５千２百万円（1.1％）増収の1,059億円を予想して
おります。営業利益につきましては、一般旅客自動車運送事業において燃料費の増加が見込まれることな
どから、前期に比べ６億４千５百万円（13.8％）減益の40億４千万円、経常利益につきましても、営業外
収益の減少などにより、前期に比べ８億５千７百万円（22.6％）減益の29億３千万円となりますが、当期
純利益につきましては、特別損益の改善により、前期に比べ２千３百万円（1.6％）増益の14億６千万円
と予想しております。 

  

 （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
３億１千３百万円増加し、165億２千４百万円となりました。 
 また、固定資産は、世田谷区北沢所在の商業ビルの取得などによる増加がありましたが、減価償却によ
る減少などにより、前期末に比べて11億２千７百万円減少し、1,244億２千６百万円となりました。 
 この結果、当期末の総資産は、前期末に比べて８億１千４百万円減少し、1,409億５千万円となりまし
た。 
  

 （負債・純資産の部）  

負債は、社債の償還などにより、前期末に比べて24億２百万円減少し、1,139億１千１百万円となりま
した。なお、借入金及び社債残高は、前期末に比べて26億３千５百万円減少し、709億６千万円となりま
した。 
 また、純資産は、その他有価証券評価差額金や利益剰余金の増加などにより、前期末に比べて15億８千
７百万円増加し、270億３千９百万円となりました。 

なお、自己資本比率は、前期末と比べて1.2ポイント増加し17.5％となりました。 

 ② 次期の見通し

(2) 財政状態に関する分析

 ① 資産、負債及び純資産の状況
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当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べて４億８千９百万円減少し、29億７千９百
万円となりました。 
 当期における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。 

  

 （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29億７千３百万円に減価償却費83億２
千６百万円などを加減した結果、資金収入は116億５千４百万円となりました。 

  

 （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75億２千９百万円などにより、資金
支出は80億５千７百万円となりました。 

  

 （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38億８百万円などにより、資金支出は40
億８千５百万円となりました。 
  
 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 

（注）1.各指標の算定方法 
     自己資本比率：自己資本／総資産 
     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
     債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 2.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
 3.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
 4.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。 
 5.有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。
 6.利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
  

当社は、株主の皆様に対し、安定配当を継続するとともに内部留保を充実させることを基本とし、長
期的に株主利益の確保に努めてまいります。 
 また、内部留保資金につきましては、今後の事業展開等のための設備投資や財務体質の強化のために
活用してまいります。 
 なお、当期の剰余金の配当につきましては、中間配当として１株当たり２円50銭の配当を実施し、期
末配当といたしましても２円50銭を予定しており、通期では５円配当を見込んでおります。次期の剰余
金の配当につきましては、株主各位への安定的な配当の継続を重視しつつ、企業体質強化、今後の事業
展開などを勘案し実施いたします。 

  

  

  

  

  

  

 ② キャッシュ・フローの状況

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 16.2 16.0 16.3 17.5

時価ベースの自己資本比率（％） 22.9 21.8 23.2 22.1

債務償還年数（年） 12.6 11.8 8.9 6.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 5.5 5.7 7.5 9.6

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、当社、子会社28社および関連会社４社で構成され、その営んでいる主要な事業内容を
事業の種類別セグメントに関連付けて示すと、次のとおりであります。 
 また、小田急電鉄㈱はその他の関係会社であり、鉄道事業等を営んでおります。 
  

 (1) 一般旅客自動車運送事業(16社) 

 

(2) 不動産事業(３社) 

 

(3) 自動車販売事業(２社) 

 
  

(4) レジャー・スポーツ事業(１社) 

 
  

(5) 流通事業(１社) 

 
  

(6) その他の事業(11社) 

 
(注) 1.上記部門の会社数には、当社及び相模中央交通㈱、神中興業㈱が重複しております。 

  2.平成21年９月１日に㈱神奈中タクシーホールディングスを設立し、同日より営業を開始しております。 

  3.持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社については、記載を省略しております。 

2. 企業集団の状況

事業の内容 会社名

乗合業 当社、㈱湘南神奈交バス、㈱津久井神奈交バス、㈱横浜神奈交バス、㈱相模神奈交バ

ス、㈱藤沢神奈交バス

貸切業 当社、神奈中観光㈱

乗用業 相模中央交通㈱、神奈中ハイヤー㈱、㈱湘南相中、㈱海老名相中、㈱厚木相中、神奈中

サガミタクシー㈱、神奈中ハイヤー横浜㈱、二宮神奈中ハイヤー㈱、㈱神奈中タクシー

ホールディングス

事業の内容 会社名

分譲業 当社、相模中央交通㈱

賃貸業 当社、相模中央交通㈱、神中興業㈱

事業の内容 会社名

自動車販売事業 神奈川三菱ふそう自動車販売㈱、神奈中相模ヤナセ㈱

事業の内容 会社名

遊技場業 ㈱クリエイトＬ＆Ｓ

ゴルフ場業 同上

スポーツ施設業 同上

温浴業 同上

事業の内容 会社名

石油製品等販売業 ㈱神奈中商事

物品販売業 同上

事業の内容 会社名

飲食・娯楽業 当社、㈱神奈中システムプラン

ホテル業 当社、㈱グランドホテル神奈中

自動車整備業 神中興業㈱

その他 ㈱アドベル、横浜車輌工業㈱、㈱神奈中情報システム、横浜ビルシステム㈱、㈱神奈中

アカウンティングサービス、大山観光電鉄㈱、㈱小田急保険サービス
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＜ 事 業 概 況 図 ＞ 
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これらにつきましては平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月６日開示）により開示を行った内
容から重要な変更がないため開示を省略いたします。  
 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 
  （当社ホームページ）  

     http://www.kanachu.co.jp/  
   （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））  
     http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html  

  

今後の見通しにつきましては、世界経済の緩やかな回復や、政府の経済対策効果などを背景に景気の
持ち直し傾向が続くと予想されるものの、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、大量輸送の需要がある路線への

連節バスの導入やバスロケーションシステムを活用したリアルタイムのバス運行情報の提供を進めるな
ど、引き続きお客さまの利便性向上に努めてまいります。また、運輸安全マメジメント制度に基づき、
セイフティレコーダの導入を拡大するなど、更なる安全管理体制の構築を図ってまいります。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通勤６ヶ月定期券グリーンエコパスの販
売拡大など、環境に配慮したサービスを提供し、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、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、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。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,658 3,269

受取手形及び売掛金 5,424 5,943

商品及び製品 3,820 3,474

仕掛品 6 2

原材料及び貯蔵品 505 433

繰延税金資産 1,314 1,293

その他 1,560 2,166

貸倒引当金 △80 △58

流動資産合計 16,211 16,524

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 72,772 73,249

機械及び装置 3,973 3,986

車両運搬具 34,657 35,241

土地 57,920 59,297

リース資産 3,783 3,878

建設仮勘定 17 60

その他 6,541 6,643

減価償却累計額 △70,778 △75,193

有形固定資産合計 108,888 107,163

無形固定資産 702 953

投資その他の資産   

投資有価証券 12,100 12,763

繰延税金資産 1,067 918

その他 2,922 2,641

貸倒引当金 △127 △13

投資その他の資産合計 15,963 16,309

固定資産合計 125,554 124,426

資産合計 141,765 140,950
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,497 5,846

短期借入金 31,225 37,290

リース債務 1,291 1,039

未払法人税等 460 635

繰延税金負債 0 2

賞与引当金 1,875 2,130

その他 13,632 12,301

流動負債合計 52,984 59,247

固定負債   

社債 4,955 2,122

長期借入金 33,605 28,714

リース債務 1,854 1,611

繰延税金負債 106 762

退職給付引当金 8,048 7,236

役員退職慰労引当金 116 97

長期預り保証金 10,333 9,784

負ののれん 47 30

その他 4,261 4,304

固定負債合計 63,329 54,664

負債合計 116,313 113,911

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,160 3,160

資本剰余金 693 693

利益剰余金 18,626 19,752

自己株式 △502 △505

株主資本合計 21,976 23,100

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,160 1,515

繰延ヘッジ損益 8 52

評価・換算差額等合計 1,169 1,568

少数株主持分 2,305 2,370

純資産合計 25,451 27,039

負債純資産合計 141,765 140,950
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(2)【連結損益計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

一般旅客自動車運送事業営業収益 60,276 57,638

不動産事業売上高 4,465 4,647

その他の事業売上高 50,068 42,461

売上高合計 114,811 104,748

売上原価   

一般旅客自動車運送事業運送費 53,571 50,993

不動産事業売上原価 1,943 1,968

その他の事業売上原価 38,427 31,742

売上原価合計 93,943 84,703

売上総利益 20,868 20,045

販売費及び一般管理費   

販売費 11,096 10,335

一般管理費 5,475 5,024

販売費及び一般管理費合計 16,572 15,360

営業利益 4,296 4,685

営業外収益   

受取利息 23 10

受取配当金 188 175

受取賃貸料 82 －

総合福祉団体定期保険金 37 37

負ののれん償却額 21 17

その他 267 212

営業外収益合計 621 452

営業外費用   

支払利息 1,258 1,236

総合福祉団体定期保険料 43 37

その他 59 75

営業外費用合計 1,360 1,350

経常利益 3,557 3,787

特別利益   

固定資産売却益 11 37

補助金収入 187 562

貸倒引当金戻入額 70 －

その他 15 151

特別利益合計 284 751
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 21 23

固定資産除却損 359 291

固定資産圧縮損 185 547

たな卸資産評価損 118 －

減損損失 － 440

その他 142 262

特別損失合計 826 1,565

税金等調整前当期純利益 3,014 2,973

法人税、住民税及び事業税 672 899

法人税等調整額 617 581

法人税等合計 1,289 1,480

少数株主利益 50 55

当期純利益 1,674 1,437
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,160 3,160

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,160 3,160

資本剰余金   

前期末残高 694 693

当期変動額   

自己株式の処分 △1 －

当期変動額合計 △1 －

当期末残高 693 693

利益剰余金   

前期末残高 17,264 18,626

当期変動額   

剰余金の配当 △313 △310

当期純利益 1,674 1,437

当期変動額合計 1,361 1,126

当期末残高 18,626 19,752

自己株式   

前期末残高 △213 △502

当期変動額   

自己株式の取得 △296 △2

自己株式の処分 7 －

当期変動額合計 △289 △2

当期末残高 △502 △505

株主資本合計   

前期末残高 20,905 21,976

当期変動額   

剰余金の配当 △313 △310

当期純利益 1,674 1,437

自己株式の取得 △296 △2

自己株式の処分 6 －

当期変動額合計 1,071 1,123

当期末残高 21,976 23,100
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,511 1,160

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,350 355

当期変動額合計 △1,350 355

当期末残高 1,160 1,515

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 183 8

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △174 43

当期変動額合計 △174 43

当期末残高 8 52

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,694 1,169

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,524 398

当期変動額合計 △1,524 398

当期末残高 1,169 1,568

少数株主持分   

前期末残高 2,300 2,305

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 65

当期変動額合計 4 65

当期末残高 2,305 2,370

純資産合計   

前期末残高 25,900 25,451

当期変動額   

剰余金の配当 △313 △310

当期純利益 1,674 1,437

自己株式の取得 △296 △2

自己株式の処分 6 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,520 463

当期変動額合計 △449 1,587

当期末残高 25,451 27,039
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 3,014 2,973

減価償却費 8,594 8,326

減損損失 － 440

負ののれん償却額 △21 △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,121 △811

賞与引当金の増減額（△は減少） △117 254

貸倒引当金の増減額（△は減少） △92 △135

受取利息及び受取配当金 △211 △185

支払利息 1,258 1,236

持分法による投資損益（△は益） △1 △4

固定資産圧縮損 185 547

固定資産除売却損益（△は益） 236 184

売上債権の増減額（△は増加） 1,900 △532

たな卸資産の増減額（△は増加） 694 394

仕入債務の増減額（△は減少） △3,284 1,348

未払消費税等の増減額（△は減少） 65 △38

預り保証金の増減額（△は減少） △97 △548

その他 △234 14

小計 10,767 13,448

利息及び配当金の受取額 212 185

利息の支払額 △1,232 △1,211

法人税等の支払額 △516 △768

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,231 11,654

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △192 △289

定期預金の払戻による収入 252 189

固定資産の取得による支出 △6,086 △7,529

固定資産の売却による収入 233 82

投資有価証券の取得による支出 △242 △123

投資有価証券の売却による収入 31 28

貸付けによる支出 △377 △981

貸付金の回収による収入 1,797 565

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,584 △8,057
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △810 △666

リース債務の返済による支出 △1,386 △1,133

長期借入れによる収入 11,200 12,230

長期借入金の返済による支出 △10,382 △10,390

社債の償還による支出 △3,289 △3,808

自己株式の売却による収入 6 －

自己株式の取得による支出 △296 △2

配当金の支払額 △313 △310

少数株主への配当金の支払額 △3 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,277 △4,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △630 △489

現金及び現金同等物の期首残高 4,099 3,468

現金及び現金同等物の期末残高 3,468 2,979
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  該当事項はありません。 
  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１．連結の範囲に関

する事項

(1) 連結子会社の数 26社

 主要な連結子会社の名称

  相模中央交通株式会社 

 神奈中ハイヤー株式会社 

 株式会社クリエイトＬ＆Ｓ 

 神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社 

 株式会社神奈中商事

  株式会社カフスは、平成21年３月１日

付で、神奈川三菱ふそう自動車販売株式

会社に吸収合併されました。

(1) 連結子会社の数 27社

 主要な連結子会社の名称

         同左 

  

 

  

 

 株式会社神奈中タクシーホールディン

グスは出資設立により、当連結会計年度

から当社の子会社となり、連結の範囲に

含めることとなりました。

２．会計処理基準に

関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

 ① 有価証券  ① 有価証券

   ａ満期保有目的の債券    ａ満期保有目的の債券

    償却原価法を採用しております。         同左

   ｂその他有価証券    ｂその他有価証券

    時価のあるもの     時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく

時価法を採用しております。 

(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定)

    時価のないもの

移動平均法による原価法を採用し

ております。

     同左 

  

  

  

   

    時価のないもの

      同左

 ② たな卸資産

   分譲土地建物については、個別法に

よる原価法(貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法)を採用しております。

   また、その他のたな卸資産について

は主として、移動平均法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法)を採

用しております。

(会計方針の変更）

当連結会計年度より、「棚卸資産の

評価に関する評価基準」（企業会計基

準第９号 平成18年７月５日公表分）

を適用しております。

これにより、当期首時点で保有して

いたたな卸資産に係る簿価切下げ額118

百万円を特別損失として計上し、ま

た、当期末時点で保有しているたな卸

資産に係る簿価切下げ額10百万円を売

上原価として計上しているため、税金

等調整前当期純利益は129百万円減少し

ております。

なお、セグメントに与える影響につ

いては（セグメント情報）に記載して

おります。

  ② たな卸資産

   分譲土地建物については、個別法に

よる原価法(貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法)を採用しております。

   また、その他のたな卸資産について

は主として、移動平均法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法)を採

用しております。
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なお、上記１～２以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月30日提出）における記載から重要な変

更がないため開示を省略しております。 

  

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

   平成10年４月１日以降に取得した建

物(附属設備を除く)については定額

法、その他の固定資産については、13

社が定率法、１社が定率法・定額法の

併用、12社が定額法を採用しておりま

す。

   なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

  （追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 有形固定資産のうち機械装置につい

て、平成20年度の法人税法の改正を契

機として、耐用年数の見直しを行い、

当連結会計年度より、改正後の法人税

法に基づいた耐用年数に変更しており

ます。 

 これによる、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益への影響は

軽微であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

 ① 有形固定資産（リース資産を除く）

   平成10年４月１日以降に取得した建

物(附属設備を除く)については定額

法、その他の固定資産については、13

社が定率法、１社が定率法・定額法の

併用、13社が定額法を採用しておりま

す。

   なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

      

  

 

  

 

  

  

  

 ② 無形固定資産（リース資産を除く）  ② 無形固定資産（リース資産を除く）

   定額法を採用しております。

   なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。

   ただし、ソフトウェアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基

づく定額法を採用しております。

         同左 

   

 ③ リース資産  ③ リース資産

  所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産

   リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。

  

         同左 
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（リース取引に関する会計基準）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益への影響はございません。

（連結貸借対照表関係） 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れていたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、

それぞれ4,548百万円、13百万円、445百万円でありま

す。

（連結損益計算書関係） 
 前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に
含めていた「受取賃貸料」は、営業外収益総額の100分
の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記するこ
ととしました。なお、前連結会計年度の営業外収益の
「その他」に含まれる「受取賃貸料」は、22百万円であ
ります。

 前連結会計年度において、特別利益の「その他」に含
めていた「貸倒引当金戻入額」は、特別利益総額の100
分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記する
こととしました。なお、前連結会計年度の特別利益の
「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は、５百万
円であります。

 前連結会計年度まで区分掲記していた「投資有価証券
売却益」は、特別利益総額の100分の10以下となったた
め、当連結会計年度より特別利益の「その他」に含めて
表示することとしました。

 前連結会計年度まで区分掲記していた「減損損失」
は、特別損失総額の100分の10以下となったため、当連
結会計年度より特別損失の「その他」に含めて表示する
こととしました。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
 前連結会計年度まで区分掲記していた「減損損失」
は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より営
業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて
表示することとしました。

（退職給付に係る会計基準）
当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の

一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年７
月31日）を適用しております。
これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益への影響はございません。

（連結貸借対照表関係）

───────────

（連結損益計算書関係）
 前連結会計年度まで区分掲記していた「受取賃貸料」
は、営業外収益総額の100分の10以下となったため、当
連結会計年度より営業外収益の「その他」に含めて表示
することとしました。

前連結会計年度まで区分掲記していた「貸倒引当金戻
入額」は、特別利益総額の100分の10以下となったた
め、当連結会計年度より特別利益の「その他」に含めて
表示することとしました。

前連結会計年度まで特別損失の「その他」に含めてい
た「減損損失」は、特別損失総額の100分の10を超えた
ため、当連結会計期間より区分掲記することとしまし
た。なお、前連結会計期間の特別損失の「その他」に含
まれる「減損損失」は、22百万円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
 前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フロ
ーのその他に含めていた「減損損失」は、重要性が高く
なったため、当連結会計年度より区分掲記することとし
ました。なお、前連結会計年度における営業活動による
キャッシュ・フローに含まれる「減損損失」は、22百万
円であります。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日現在)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日現在)

１．非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

百万円

  投資有価証券(株式) 277

１．非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

百万円

 投資有価証券(株式) 275

 

２．担保に供している資産

(1) 財団抵当

百万円

  建物及び構築物 619

  車両運搬具 6,397

  土地 11,548

  合 計 18,565

  上記に対応する債務

  長期借入金(財団抵当借入金) 
  (１年以内の返済予定額を含 
  む)

30,388

  無担保社債に係る銀行保証 7,654

  合 計 38,042

 

２．担保に供している資産

(1) 財団抵当

百万円

 建物及び構築物 587

 車両運搬具 5,497

 土地 11,548

 合 計 17,634

  上記に対応する債務

 長期借入金(財団抵当借入金) 
  (１年以内の返済予定額を含 
  む)

33,422

 無担保社債に係る銀行保証 4,445

 合 計 37,867

 

(2) その他

百万円

  受取手形及び売掛金 302

  建物及び構築物 7,673

  土地 15,390

  投資有価証券 10

  投資その他の資産「その他」 42

  合 計 23,419

  上記に対応する債務

  支払手形及び買掛金 155

  短期借入金 8,643

  長期借入金 
  (１年以内の返済予定額を含 
  む)

2,633

  長期預り保証金 4,438

  固定負債「その他」 1,786

    合 計 17,656

 

(2) その他

百万円

 受取手形及び売掛金 268

 商品 54

 建物及び構築物 6,669

 車両運搬具 5

 土地 9,776

 投資有価証券 11

 投資その他の資産「その他」 42

 合 計 16,828

  上記に対応する債務

 支払手形及び買掛金 815

 短期借入金 8,007

 長期借入金
  (１年以内の返済予定額を含 
  む)

1,956

 長期預り保証金 4,464

 固定負債「その他」 1,748

   合 計 16,991
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

１．一般旅客自動車運送事業運送費の主要な費目

百万円

 人件費 37,637

 (うち賞与引当金繰入額) (1,274)

 (うち退職給付引当金繰入額) (206)

 燃料油脂費 4,389

 修繕費 1,228

 減価償却費 6,044
 

１．一般旅客自動車運送事業運送費の主要な費目

百万円

 人件費 36,498

 (うち賞与引当金繰入額) (1,548)

 (うち退職給付引当金繰入額) (179)

 燃料油脂費 3,370

 修繕費 1,206

 減価償却費 6,006

 

２．販売費の主要な費目

百万円

 人件費 5,336

 (うち賞与引当金繰入額) (264)

 (うち退職給付引当金繰入額) (133)

 減価償却費 1,234
 

２．販売費の主要な費目

百万円

 人件費 5,045

 (うち賞与引当金繰入額) (263)

 (うち退職給付引当金繰入額) (83)

 減価償却費 1,136

 

３．一般管理費の主要な費目

百万円

 人件費 3,813

 (うち賞与引当金繰入額) (205)

 (うち退職給付引当金繰入額) (73)

 減価償却費 294
 

３．一般管理費の主要な費目

百万円

 人件費 3,539

 (うち賞与引当金繰入額) (199)

 (うち退職給付引当金繰入額) (64)

 減価償却費 240

 

４．固定資産売却益の内訳

百万円

 建物及び構築物 1

 車両運搬具 8

 有形固定資産「その他」 1
 

４．固定資産売却益の内訳

百万円

 車両運搬具 36

 有形固定資産「その他」 0

 

５．補助金の内訳

百万円

 乗合車両等車両購入補助金 170

 バス停留所上屋設置補助金等 16
 

５．補助金の内訳

百万円

 乗合車両等車両購入補助金 500

施設整備費補助金等 62

 

６．固定資産売却損の内訳
百万円

 車両運搬具 5

 土地 8

 有形固定資産「その他」 7

 

６．固定資産売却損の内訳
百万円

 車両運搬具 1

 建物 5

 土地 1

 有形固定資産「その他」 14

 

７．固定資産除却損の内訳

百万円

 建物及び構築物 210

 機械及び装置 9

 車両運搬具 15

 リース資産 2

 有形固定資産「その他」 112

 無形固定資産 10
 

７．固定資産除却損の内訳

百万円

 建物及び構築物 179

 機械及び装置 2

 車両運搬具 30

 リース資産 4

 有形固定資産「その他」 74

 無形固定資産 0

８．固定資産圧縮損の内訳
百万円

 乗合車両等車両購入補助金 
 による圧縮額

168

 バス停留所上屋設置補助金等 
 による圧縮額

17

８．固定資産圧縮損の内訳
百万円

乗合車両等車両購入補助金 
 による圧縮額

485

施設整備費補助金等による 
 圧縮額

62
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 (注) １．普通株式の自己株式の増加のうち500千株は、平成20年10月28日開催の取締役会の決議に基づき、東京証

券取引所における市場買い付けにより取得したものです。また、51千株は単元未満株式の買取によるもので
す。  

 ２．普通株式の自己株式の減少12千株は、単元未満株式の買増請求によるものです。 

  

   該当事項はありません。 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

９．減損損失

  ────────

  

 

９．減損損失

   当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しておりま

す。

用途 種類 場所
減損損失
（百万円）

店 舗 ・  
商業施設他 
(８件）

土地、建物
及び構築物他

神奈川県 
平塚市他

440

   当社グループは管理会計上の区分を基準に、物件

ごとにグルーピングしております。

   一部の店舗・商業施設については市場価額の著し

い低下により、その他の店舗・商業施設については

競合施設との競争の激化や景気の低迷により、当初

想定していた収益が見込めなくなったため、当該資

産の帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額

を減損損失(440百万円)として特別損失に計上して

おります。減損損失の内訳は、建物及び構築物329

百万円、土地96百万円、その他が15百万円でありま

す。

   なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、将来キャッシュ・フローを４％で割り引い

て算定しております。

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)
１．発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度 
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式(千株） 63,000 ─ ─ 63,000

２．自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度 
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式(千株) 356 551 12 895

３．新株予約権等に関する事項

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 156 2.50 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月28日 
取締役会

普通株式 156 2.50 平成20年９月30日 平成20年11月21日
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 (注) １．普通株式の自己株式の増加5千株は単元未満株式の買取によるものです。  

  

  

   該当事項はありません。 
  

 
  

 
  

  

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 155 利益剰余金 2.50 平成21年３月31日 平成21年６月29日

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)
１．発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度 
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式(千株） 63,000 ─ ─ 63,000

２．自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度 
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式(千株) 895 5 ─ 901

３．新株予約権等に関する事項

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 155 2.50 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年10月28日 
取締役会

普通株式 155 2.50 平成21年９月30日 平成21年11月24日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 155 利益剰余金 2.50 平成22年３月31日 平成22年６月30日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

百万円

現金及び預金勘定 3,658

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△189

現金及び現金同等物 3,468
  

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

百万円

現金及び預金勘定 3,269

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△289

現金及び現金同等物 2,979
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(注) １．事業区分は、事業の系列及び市場の類似性等を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

 (1) 一般旅客自動車運送事業…………乗合業、貸切業、乗用業 

 (2) 不動産事業      …………分譲業、賃貸業 

 (3) 自動車販売事業 

 (4) レジャー・スポーツ事業…………遊技場業、ゴルフ場業、スポーツ施設業、温浴業 

 (5) 流通事業       …………石油製品等販売業、物品販売業 

 (6) その他の事業     …………飲食・娯楽業、ホテル業、金融業等 

３．営業費用は、全額各セグメントに配賦しており、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありませ

ん。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は16,475百万円であり、その主なものは、神奈川

中央交通㈱の投資有価証券等であります。 

５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、通常の販売目

的で保有するたな卸資産の評価方法について、主として原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当

連結会計年度の「不動産事業」の営業利益は５百万円減少し、また「自動車販売事業」の営業利益は４百万

円減少しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

一般旅客 
自動車 

運送事業 
(百万円)

不動産 
事業 

(百万円)

自動車
販売事業 
(百万円)

レジャー・
スポーツ 
事業 

(百万円)

流通事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

60,276 4,465 19,135 10,677 4,250 16,005 114,811 ─ 114,811

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

254 11 2,689 49 7,181 2,464 12,649 (12,649) ─

計 60,530 4,477 21,824 10,726 11,431 18,469 127,461 (12,649) 114,811

  営業費用 59,545 2,674 21,855 10,327 11,096 17,482 122,981 (12,466) 110,515

営業利益

または営業損失(△)
985 1,803 △30 399 335 987 4,479 (183) 4,296

Ⅱ 資産、減価償却費、 
    及び資本的支出

  資産 57,747 43,932 12,610 11,045 2,590 23,154 151,081 (9,315) 141,765

  減価償却費 6,194 1,004 320 594 56 437 8,607 (12) 8,594

  資本的支出 8,423 812 529 444 77 316 10,604 (157) 10,446
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(注) １．事業区分は、事業の系列及び市場の類似性等を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

 (1) 一般旅客自動車運送事業…………乗合業、貸切業、乗用業 

 (2) 不動産事業      …………分譲業、賃貸業 

 (3) 自動車販売事業 

 (4) レジャー・スポーツ事業…………遊技場業、ゴルフ場業、スポーツ施設業、温浴業 

 (5) 流通事業       …………石油製品等販売業、物品販売業 

 (6) その他の事業     …………飲食・娯楽業、ホテル業、金融業等 

３．営業費用は、全額各セグメントに配賦しており、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありませ

ん。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は17,015百万円であり、その主なものは、神奈川

中央交通㈱の投資有価証券等であります。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成
21年４月１日 至 平成22年３月31日)については、海外連結会社等がないため該当事項はありま
せん。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成
21年４月１日 至 平成22年３月31日)については、海外売上高がないため該当事項はありませ
ん。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

一般旅客 
自動車 
運送事業 
(百万円)

不動産 
事業 

(百万円)

自動車
販売事業 
(百万円)

レジャー・
スポーツ 
事業 

(百万円)

流通事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

57,638 4,647 14,179 10,812 3,337 14,131 104,748 ― 104,748

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高

248 9 3,102 58 4,973 2,734 11,126 (11,126) ―

計 57,887 4,657 17,282 10,871 8,310 16,865 115,874 (11,126) 104,748

  営業費用 56,595 2,659 17,082 10,414 8,135 16,180 111,068 (11,004) 100,063

  営業利益 1,292 1,997 200 456 174 685 4,806 (121) 4,685

Ⅱ 資産、減価償却費、 
    減損損失及び資本的 
  支出

  資産 59,363 40,887 12,754 12,010 2,264 22,961 150,242 (9,291) 140,950

  減価償却費 6,138 923 287 559 51 366 8,326 ─ 8,326

  減損損失 ─ 50 16 35 79 258 440 ─ 440

  資本的支出 5,036 2,549 97 398 28 165 8,275 (95) 8,180

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(注) １．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

   ２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

記載すべき事項はありません。 

  

下記の注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省
略しております。 
 １．リース取引関係 
 ２．関連当事者との取引 
 ３．税効果関係 
 ４．金融商品関係 
 ５．有価証券関係 
 ６．デリバティブ取引関係 
  ７. 退職給付関係 
 ８．賃貸等不動産関係 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 372円70銭 １株当たり純資産額 397円25銭

１株当たり当期純利益 26円83銭 １株当たり当期純利益 23円14銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

当連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額      (百万円) 25,451 27,039

純資産の部の合計額から控除する金額
               (百万円)

2,305 2,370

(うち少数株主持分) (2,305) (2,370)

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 23,146 24,668

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数      (千株)

62,104 62,098

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益          (百万円) 1,674 1,437

普通株主に帰属しない金額   (百万円) ─ ―

普通株式に係る当期純利益   (百万円) 1,674 1,437

普通株式の期中平均株式数   (千株) 62,429 62,100

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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２【財務諸表等】 
(1)【財務諸表】 
①【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年3月31日) 

当事業年度 
(平成22年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 337 499

売掛金 1,376 1,814

商品及び製品 2,660 2,291

原材料及び貯蔵品 107 151

前払費用 201 204

繰延税金資産 1,011 836

その他 334 664

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 6,027 6,463

固定資産   

有形固定資産   

建物 45,438 45,658

減価償却累計額 △22,419 △23,364

建物（純額） 23,018 22,293

構築物 8,049 7,969

減価償却累計額 △5,951 △6,109

構築物（純額） 2,098 1,860

機械及び装置 2,582 2,593

減価償却累計額 △2,145 △2,236

機械及び装置（純額） 437 356

車両運搬具 33,229 34,006

減価償却累計額 △20,895 △22,922

車両運搬具（純額） 12,334 11,084

工具、器具及び備品 4,371 4,434

減価償却累計額 △3,610 △3,841

工具、器具及び備品（純額） 761 593

土地 34,490 35,227

リース資産 1,237 779

減価償却累計額 △476 △502

リース資産（純額） 761 276

建設仮勘定 15 21

有形固定資産合計 73,916 71,714

無形固定資産   

のれん 108 74

借地権 36 36

ソフトウエア 211 523

その他 90 101

無形固定資産合計 447 735
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年3月31日) 

当事業年度 
(平成22年3月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,406 3,706

関係会社株式 13,090 13,210

出資金 2 2

長期前払費用 263 238

繰延税金資産 167 －

敷金及び保証金 4,635 4,594

その他 1 1

貸倒引当金 △21 △1

投資その他の資産合計 21,546 21,752

固定資産合計 95,910 94,202

資産合計 101,938 100,665

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,878 1,451

短期借入金 9,101 8,036

1年内償還予定の社債 3,408 2,612

1年内返済予定の長期借入金 3,617 5,699

1年内返済予定の財団抵当借入金 5,366 9,821

リース債務 681 400

未払金 1,059 1,536

未払費用 1,398 1,659

未払法人税等 35 60

未払消費税等 163 229

預り金 678 813

従業員預り金 4,169 4,112

前受収益 568 595

賞与引当金 1,227 1,211

流動負債合計 33,351 38,240

固定負債   

社債 4,735 2,122

長期借入金 6,575 4,706

財団抵当借入金 25,022 23,600

リース債務 288 7

繰延税金負債 － 471

退職給付引当金 5,530 4,754

役員退職慰労引当金 53 53

長期預り敷金 3,420 3,489

長期預り保証金 5,945 5,552

その他 732 679

固定負債合計 52,304 45,437

負債合計 85,655 83,678
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年3月31日) 

当事業年度 
(平成22年3月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,160 3,160

資本剰余金   

資本準備金 337 337

資本剰余金合計 337 337

利益剰余金   

利益準備金 790 790

その他利益剰余金   

配当引当積立金 94 94

土地圧縮積立金 7 7

別途積立金 3,663 3,763

繰越利益剰余金 7,684 7,975

利益剰余金合計 12,239 12,630

自己株式 △502 △505

株主資本合計 15,234 15,621

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,039 1,312

繰延ヘッジ損益 8 52

評価・換算差額等合計 1,048 1,364

純資産合計 16,282 16,986

負債純資産合計 101,938 100,665
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

旅客運送収入 40,732 40,165

運送雑収 966 742

不動産分譲収入 353 389

不動産賃貸収入 3,979 4,087

ホテル業収入 1,240 1,064

飲食・娯楽業収入 6,472 6,272

売上高合計 53,746 52,721

売上原価   

一般旅客自動車運送事業運送費 38,700 37,812

不動産事業売上原価 2,447 2,437

その他の事業売上原価 5,061 4,977

売上原価合計 46,209 45,227

売上総利益 7,536 7,494

販売費及び一般管理費   

一般旅客自動車運送事業一般管理費 2,701 2,480

不動産事業販売費及び一般管理費 331 307

その他の事業販売費及び一般管理費 2,283 2,124

販売費及び一般管理費合計 5,316 4,912

営業利益 2,219 2,581

営業外収益   

受取利息 21 22

有価証券利息 0 0

受取配当金 247 236

総合福祉団体定期保険金 31 32

受取手数料 28 23

その他 74 58

営業外収益合計 404 373

営業外費用   

支払利息 851 898

社債利息 148 104

総合福祉団体定期保険料 37 32

その他 16 14

営業外費用合計 1,053 1,049

経常利益 1,570 1,905
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 8 15

補助金収入 183 529

受取補償金 － 62

その他 7 0

特別利益合計 199 607

特別損失   

固定資産売却損 11 2

固定資産除却損 213 164

固定資産圧縮損 181 517

たな卸資産評価損 118 －

減損損失 － 266

その他 124 203

特別損失合計 648 1,153

税引前当期純利益 1,121 1,359

法人税、住民税及び事業税 25 25

法人税等調整額 424 634

法人税等合計 449 659

当期純利益 672 700
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③【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,160 3,160

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,160 3,160

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 337 337

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 337 337

資本剰余金合計   

前期末残高 337 337

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 337 337

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 790 790

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 790 790

その他利益剰余金   

配当引当積立金   

前期末残高 94 94

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 94 94

土地圧縮積立金   

前期末残高 7 7

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7 7

別途積立金   

前期末残高 3,563 3,663

当期変動額   

別途積立金の積立 100 100

当期変動額合計 100 100

当期末残高 3,663 3,763
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 7,426 7,684

当期変動額   

別途積立金の積立 △100 △100

剰余金の配当 △313 △310

当期純利益 672 700

自己株式の処分 △1 －

当期変動額合計 258 290

当期末残高 7,684 7,975

利益剰余金合計   

前期末残高 11,881 12,239

当期変動額   

剰余金の配当 △313 △310

当期純利益 672 700

自己株式の処分 △1 －

当期変動額合計 358 390

当期末残高 12,239 12,630

自己株式   

前期末残高 △213 △502

当期変動額   

自己株式の取得 △296 △2

自己株式の処分 7 －

当期変動額合計 △289 △2

当期末残高 △502 △505

株主資本合計   

前期末残高 15,165 15,234

当期変動額   

剰余金の配当 △313 △310

当期純利益 672 700

自己株式の取得 △296 △2

自己株式の処分 6 －

当期変動額合計 69 387

当期末残高 15,234 15,621
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,993 1,039

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △954 272

当期変動額合計 △954 272

当期末残高 1,039 1,312

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 183 8

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △174 43

当期変動額合計 △174 43

当期末残高 8 52

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,176 1,048

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,128 316

当期変動額合計 △1,128 316

当期末残高 1,048 1,364

純資産合計   

前期末残高 17,341 16,282

当期変動額   

剰余金の配当 △313 △310

当期純利益 672 700

自己株式の取得 △296 △2

自己株式の処分 6 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,128 316

当期変動額合計 △1,059 703

当期末残高 16,282 16,986
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該当事項はありません。 

(5)【会計処理の変更】 

(4)【継続企業の前提に関する注記】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（1）重要な資産の評価方法の変更 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価方法につ

いては、従来、主として原価法によっておりましたが、

当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用され

たことに伴い、主として原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更し

ております。 

 これにより、当期首時点で保有していたたな卸資産に

係る簿価切下げ額118百万円を特別損失として計上し、

また、当事業年度末時点で保有しているたな卸資産に係

る簿価切下げ額３百万円を売上原価として計上している

ため、税引前当期純利益は121百万円減少しておりま

す。 

  

（2）リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。また、所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益への影響はございません。

（1）会計方針の変更 

 当事業年度より「退職給付に係る会計基準」の一部改

正(その３)(企業会計基準第19号 平成20年７月31日)を

適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

への影響はございません。
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(6)【追加情報】 

 

 ①代表者の異動（平成22年６月29日付予定） 
代表取締役会長 髙橋  幹（現 代表取締役社長） 
代表取締役社長 三澤 憲一（現 専務取締役） 
  
上記の内容については、平成22年３月23日に「代表取締役の異動に関するお知らせ」として既に開示

しております。 
  

 ②その他の役員の異動 
該当事項はありません。 

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（有形固定資産の耐用年数の変更） 
 有形固定資産のうち機械装置について、平成20年度の法
人税法の改正を契機として、耐用年数の見直しを行い、当
事業年度より改正後の法人税法に基づいた耐用年数に変更
しております。 
 これによる、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益
への影響は軽微であります。

─────────

6. その他

(1) 役員の異動
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