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第一部【企業情報】 
 

第１【企業の概況】 
 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

回次 第５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期 

会計期間 

自平成14年 
４月１日 

至平成14年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 

至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 

至平成16年 
９月30日 

自平成14年 
４月１日 

至平成15年 
３月31日 

自平成15年 
４月１日 

至平成16年 
３月31日 

売上高 （百万円） － － － － － 

経常損益 （百万円） △130 △211 △369 △234 △411 

中間（当期）純
損益 

（百万円） △115 △183 △323 △212 △383 

純資産額 （百万円） 64,841 75,497 82,494 75,681 82,817 

総資産額 （百万円） 387,242 508,466 595,293 506,524 577,529 

１株当たり純資
産額 

（円） 49,716.09 49,573.14 49,298.89 49,693.67 49,492.00 

１株当たり中間
（当期）純損益 

（円） △134.49 △120.53 △193.12 △195.66 △245.35 

潜在株式調整後
１株当たり中間
（当期）純利益 

（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 16.7 14.8 13.9 14.9 14.4 

営業活動による
キャッシュ・フ
ロー 

（百万円） 4,287 5,416 △4,891 △291 4,461 

投資活動による
キャッシュ・フ
ロー 

（百万円） △71,367 △66,896 △43,609 △140,998 △107,551 

財務活動による
キャッシュ・フ
ロー 

（百万円） 54,187 △43 △1,000 172,355 65,117 

現金及び現金同
等物の中間期末
（期末）残高 

（百万円） 87,187 69,622 43,672 131,145 93,172 

従業員数（外、
平均臨時雇用者
数） 

（人） 
301 
（42）

372 
（50）

481 
（53）

327 
（45）

403 
(52）

 （注） 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、１株当たり中間（当期）純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載していません。 
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(2）提出会社の経営指標等 

回次 第５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期 

会計期間 

自平成14年 
４月１日 

至平成14年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 

至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 

至平成16年 
９月30日 

自平成14年 
４月１日 

至平成15年 
３月31日 

自平成15年 
４月１日 

至平成16年 
３月31日 

売上高 （百万円） － － － － － 

経常損益 （百万円） △86 △136 △217 △146 △274 

中間（当期）純
損益 

（百万円） △90 △140 △221 △154 △296 

資本金 （百万円） 65,212 76,148 83,668 76,148 83,668 

発行済株式総数 （株） 1,304,240 1,522,960 1,673,360 1,522,960 1,673,360 

純資産額 （百万円） 64,880 75,611 82,753 75,751 82,975 

総資産額 （百万円） 386,447 506,960 589,885 505,219 572,693 

１株当たり中間
（年間）配当額 

（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 16.8 14.9 14.0 15.0 14.5 

従業員数（外、
平均臨時雇用者
数） 

（人） 
283 
（41）

330 
（45）

343 
（47）

309 
（43）

341 
（46）

 （注）１．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、１株当たり中間（当期）純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載していません。 

２．１株当たり純資産額、１株当たり中間（当期）純損益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利

益については、中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。 
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２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当連結グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。 

 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 平成16年９月30日現在

従業員数（人） 481(53） 

 （注）１．当連結グループは、すべての会社において単一セグメントに属する空港事業の開業準備中であるため、

従業員数については、セグメント別に記載していません。 

２．従業員数は、就業人員（当連結グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当連結グ

ループへの出向者を含んでいます。）であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員）は、年間の平

均人員を（ ）外数で記載しています。 

３．従業員数が当中間連結会計期間において78名増加していますが、業容拡大に伴うものです。 

 

(2）提出会社の状況 

 平成16年９月30日現在

従業員数（人） 343(47） 

 （注） 従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでいます。）で

あり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しています。 

 

(3）労働組合の状況 

 労働組合はありません。 
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第２【事業の状況】 
 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 平成16年度上期のわが国経済は、企業の業況感の改善傾向が続き、個人消費の回復度合いにも堅調に

推移する等明るい兆しが見られたものの、原油価格の高騰などの懸念材料も見受けられました。 

 このような情勢の中で、当連結グループは、着実な空港建設及び開港に向けた諸準備を計画どおり実

施してきております。具体的には、空港施設の建設工事、航空路線の誘致活動、非航空系収入拡大策の

推進、環境対策の着実な推進等を行ってまいりました。 

 まず、空港施設の建設工事につきましては、開港に必要な空港土木施設については整備がほぼ完了し、

9月には航空局所管の飛行場完成検査に合格しました。旅客ターミナルビルにつきましては、テナント関

係等を除くターミナルビル本体の工事が完了しました。さらに、貨物施設につきましては、国際貨物上

屋や事務所棟等の工事を実施しております。そのほか航空機給油施設、情報通信施設等も工事は順調に

進み、開港に向けて着実に残る工事を進めております。 

 航空路線の誘致活動につきましては、旅客・貨物とも全社的な誘致活動を展開し、空港施設の利便性

や地域の需要についての説明を航空各社に対し行う一方、地元自治体・経済界等の主導による、地域の

内外での利用促進活動を通じ需要喚起に努めております。なお、国際線就航便数につきましては、平成

16年9月現在で、週300便程度を確保できる見通しとなっております。 

 非航空系収入拡大策の推進につきましては、公募の実施及び積極的な誘致活動により、その柱となる

商業施設における事業者を選定し、具体的な条件を詰めるとともに、入居に向けた内装工事を進めてお

ります。また、オリジナルキャラクター「なぞの旅人」を制作し、年間を通したイベントを計画する等、

多くの方々に商業施設を始め中部国際空港に親しんでいただけますよう努めております。 

 また、環境対策の着実な推進につきましては、ISO14001の認証取得に基づく環境マネジメントシステ

ムを適切に運用すること等により、環境に配慮した空港の実現に努めております。 

 以上の結果、営業損失は402百万円（前年同期比154百万円増）、経常損失は369百万円（同157百万円

増）、中間純損失は323百万円（同139百万円増）となりました。 

 また、当連結グループは、すべての会社において単一セグメントに属する空港事業の開業準備中であ

るため、業績については、セグメント別に記載しておりません。 

 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固

定資産の取得による支出、開業準備行為による支出等の減少要因により、当中間連結会計期間末には、

43,672百万円（前年同期比25,950百万円減）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、営業活動による資金の減少は、4,891百万円（前年同期は5,416百万円

の増加）となりました。これは、主に、未収消費税等の増加額4,598百万円（前年同期は5,553百万円の

減少）によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、投資活動による資金の減少は、43,609百万円（前年同期比23,287百万

円減）となりました。これは、共同事業負担金の受入2,584百万円（同1,627百万円減）等による収入が

あった一方で、空港建設に伴う建設仮勘定等の取得45,172百万円（同25,159百万円減）、開業準備行為

928百万円（同164百万円増）等による支出があったことを反映したものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当中間連結会計期間において、財務活動による資金の減少は、1,000百万円（同956百万円増）となり

ました。これは、短期借入金の減少額1,000百万円（同900百万円増）によるものです。 
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２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 該当事項はありません。 

 

(2）受注状況 

 該当事項はありません。 

 

(3）販売実績 

 該当事項はありません。 

 

３【対処すべき課題】 

 当連結グループは、利便性・経済性に優れた競争力のある国際ハブ空港として、また、平成17年３月か

ら開催されます「愛・地球博」の空の玄関として、平成17年2月の開港を目指し、引き続き全力を挙げて事

業に取り組んでまいります。そのためには、空港建設工事の工程管理を的確に行う必要があります。また、

今後は、開港後の健全な空港運営の確保や航空旅客・貨物需要への対応、非航空系収入の拡大への取り組

みがより重要な課題になると考えております。さらに、環境対策の推進につきましても必要不可欠と考え

ております。 

 空港建設工事につきましては、平成16年10月の機内食工場竣工、11月のセントレアホテル完成、12月の

駐車場完成、平成17年1月の貨物地区施設竣工等を予定しており、開港に向けて必要な施設を着々と整備し

ております。現在、工事は計画どおり進捗しておりますが、平成17年2月の開港をより確実なものとするた

め、引き続き工程管理を徹底してまいります。 

 開港後の健全な空港運営の確保につきましては、開港後を見据え、空港運営に必要な組織・要員体制を

検討し順次具体化していくとともに、開港後の運営費の削減にも努めてまいります。さらに、関係機関と

密接に連携をとりながら、航空機が24時間安全に運航できるような運用・管理体制を確立することはもと

より、異常時にも迅速に対応できる危機管理体制を確立することにより、安全かつ安心な空港の実現に努

めてまいります。 

 航空旅客・貨物需要への対応につきましては、着陸料を始めとする空港使用料等の諸条件をできる限り

利用しやすいものとし、より積極的な航空路線の誘致活動を展開してその充実を図ることにより、この地

域のお客様にとりまして利便性の高い空港とすることはもとより、国際線と国内線が一元化された利点を

活かし、国内の各地域と海外をつなぐ国際ハブ空港としてご活用いただけますよう努めてまいります。さ

らに貨物地区につきましては、総合保税地域の許可申請を行っており、本格的な国際物流基地を目指して

積極的に取り組んでまいります。 

 非航空系収入の拡大につきましては、中部国際空港は航空機が発着する場であるとともに魅力ある商業

施設や展望施設が一体となったひとつの大きなまち「エアシティ」であるというコンセプトのもと、店舗

展開計画に基づき、世界各国のものから地元のものまで幅広い商品・サービスを取り扱う直営店舗やテナ

ントを充実させることにより、航空機を利用されないお客様にも十分に楽しんでいただけますよう努めて

まいります。さらに、航空各社を始め空港内事業者各社と連携して空港全体におけるサービスレベルの向

上に取り組んでまいります。 

 環境対策につきましては、当社の基本理念に基づき、環境に配慮した空港の建設・運営を行うため、環

境影響評価書に記載した環境保全対策の実行、環境への負荷の低減対策の推進及び環境監視の実施等、総

合的に推進してまいります。 

 

４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

 



 

－  － 
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第３【設備の状況】 
 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更

はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

 



 

－  － 
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第４【提出会社の状況】 
 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 1,673,360 

計 1,673,360 

 

②【発行済株式】 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成16年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成16年12月24日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 1,673,360 1,673,360 非上場・非登録 － 

計 1,673,360 1,673,360 － － 

 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円）

平成16年４月１日～ 
平成16年９月30日 

－ 1,673,360 － 83,668 － －

 

(4）【大株主の状況】 

  平成16年９月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

国土交通大臣 東京都千代田区霞が関二丁目１番３号 669,320 39.99 

愛知県 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 98,251 5.87 

中部電力株式会社 名古屋市東区東新町１番地 50,000 2.98 

東海旅客鉄道株式会社 名古屋市中村区名駅一丁目１番４号 50,000 2.98 

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１番地 50,000 2.98 

名古屋鉄道株式会社 名古屋市中村区名駅一丁目２番４号 50,000 2.98 

株式会社ＵＦＪ銀行 名古屋市中区錦三丁目21番24号 48,950 2.92 

名古屋市 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 47,359 2.83 

株式会社みずほコーポレート 
銀行 

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 15,000 0.89 

計 － 1,078,880 64.47 

 



 

－  － 
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(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 平成16年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,673,360 1,673,360 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 1,673,360 － － 

総株主の議決権 － 1,673,360 － 

 

②【自己株式等】 

   平成16年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

 

２【株価の推移】 

 当社株式は、非上場であり、かつ店頭登録もしていませんので、該当事項はありません。 

 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

 



 

－  － 

 

(9) ／ 2005/12/26 11:19 (2005/12/26 11:18) ／ 671051_03_050_2k_04194295／第４提出会社／os2中部国際空港／半期.doc 

9

第５【経理の状況】 
 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 
(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵

省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。 

 前中間連結会計期間（平成15年４月１日から平成15年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表

規則に基づいて作成しています。 

 ただし、当中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第

３項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しています。 

 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第

38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。 

 前中間会計期間（平成15年４月１日から平成15年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、

当中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しています。 

 ただし、当中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第３項

のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しています。 

 

２．監査証明について 
 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成15年４月１日から平成15年９月

30日まで）及び当中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに

前中間会計期間（平成15年４月１日から平成15年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成16年４月１日から平

成16年９月30日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けています。 

 



 

－  － 
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１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成15年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成16年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   69,622 43,672  93,172

２ その他   546 6,381  1,544

流動資産合計   70,169 13.8 50,053 8.4  94,717 16.4

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1）建設仮勘定  433,161 538,027 476,719 

(2）その他  168 433,329 162 538,190 167 476,887

２ 無形固定資産   211 256  263

３ 投資その他の資産   269 260  266

固定資産合計   433,810 85.3 538,706 90.5  477,417 82.7

Ⅲ 繰延資産   4,486 0.9 6,533 1.1  5,393 0.9

資産合計 ※２  508,466 100.0 595,293 100.0  577,529 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 賞与引当金   331 358  271

２ その他   3,712 21,235  5,786

流動負債合計   4,043 0.8 21,594 3.6  6,057 1.1

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 ※２  205,010 222,320  222,320

２ 長期借入金   207,553 247,218  247,363

３ 退職給付引当金   5 16  10

４ 役員退任慰労金引
当金 

  184 223  203

５ その他   15,310 20,628  17,915

固定負債合計   428,063 84.2 490,407 82.4  487,813 84.4

負債合計   432,106 85.0 512,001 86.0  493,871 85.5

    

（少数株主持分）    

少数株主持分   861 0.2 797 0.1  840 0.1

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   76,148 14.9 83,668 14.1  83,668 14.5

Ⅱ 利益剰余金   △650 △0.1 △1,173 △0.2  △850 △0.1

資本合計   75,497 14.8 82,494 13.9  82,817 14.4

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  508,466 100.0 595,293 100.0  577,529 100.0

    

 
 



 

－  － 
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②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  － －  －

Ⅱ 売上原価  － －  －

売上総利益  － －  －

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 247 402  482

営業損失  247 402  482

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  0 1 3 

２ 賃貸土地収入  84 98 190 

３ その他  5 91 9 108 11 205

Ⅴ 営業外費用   

１ 創立費償却  1 － 1 

２ 新株発行費償却  － － 11 

３ 賃貸土地原価  51 73 115 

４ その他  2 55 2 76 5 134

経常損失  211 369  411

Ⅵ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※２ － － － － 13 13

税金等調整前中間
（当期）純損失 

 211 369  425

法人税、住民税及び
事業税 

 4 4 9 

法人税等調整額  △14 △9 △8 △3 △11 △2

少数株主損失  18 42  39

中間（当期）純損失  183 323  383

   

 （注） 百分比につきましては、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度の売上高がないた

め、記載を省略しています。 



 

－  － 

 

(12) ／ 2005/12/26 11:19 (2005/12/26 11:18) ／ 671051_03_060_2k_04194295／第５－１中間連結財務諸表等／os2中部国際空港／半期.doc 

12

③【中間連結剰余金計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △466 △850  △466

Ⅱ 利益剰余金減少高   

１ 中間（当期）純損失  183 183 323 323 383 383

Ⅲ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

 △650 △1,173  △850

   

 

④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

１ 税金等調整前中間
（当期）純損失 

 △211 △369 △425 

２ 減価償却費  0 0 0 

３ 受取利息  △0 △1 △3 

４ 創立費償却  1 － 1 

５ 新株発行費償却  － － 11 

６ 固定資産売却損  － － 13 

７ 未収消費税等の増減
額（増加：△） 

 5,553 △4,598 4,404 

８ その他  84 87 468 

小計  5,427 △4,882 4,472 

９ 創立行為による支出  △1 － △1 

10 法人税等の支払額  △9 △9 △9 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 5,416 △4,891 4,461 

 



 

－  － 
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前中間連結会計期間 

（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

１ 利息の受取額  1 1 3 

２ 有形固定資産の取得
による支出 

 △70,332 △45,172 △112,390 

３ 有形固定資産の売却
による収入 

 － 2 － 

４ 共同事業負担金の受
入による収入 

 4,211 2,584 6,502 

５ 無形固定資産の取得
による支出 

 △9 △95 △34 

６ 投資その他の資産の
取得による支出 

 △11 △2 △16 

７ 投資その他の資産の
減少による収入 

 6 2 8 

８ 開業準備行為による
支出 

 △763 △928 △1,623 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △66,896 △43,609 △107,551 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

１ 短期借入金の純増減
額（純減少額：△）

 △100 △1,000 450 

２ 長期借入れによる収
入 

 － － 39,810 

３ 社債の発行による収
入 

 － － 17,292 

４ 株式の発行による収
入 

 － － 7,520 

５ 少数株主からの払込
みによる収入 

 56 － 56 

６ 株式の発行による支
出 

 － － △11 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △43 △1,000 65,117 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増減額（減少：△） 

 △61,523 △49,500 △37,973 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

 131,145 93,172 131,145 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 69,622 43,672 93,172 

     
 



 

－  － 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16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 ５社  ５社  ５社

 連結子会社名 連結子会社名 連結子会社名 

 中部国際空港エネルギー供給㈱

中部国際空港情報通信㈱ 

中部国際空港旅客サービス㈱ 

中部国際空港施設サービス㈱ 

中部国際空港給油施設㈱ 

上記のうち、中部国際空港旅客

サービス㈱、中部国際空港施設

サービス㈱、中部国際空港給油

施設㈱については当中間連結会

計期間において新たに設立した

ため、連結の範囲に含めていま

す。 

中部国際空港エネルギー供給㈱

中部国際空港情報通信㈱ 

中部国際空港旅客サービス㈱ 

中部国際空港施設サービス㈱ 

中部国際空港給油施設㈱ 

 

中部国際空港エネルギー供給㈱

中部国際空港情報通信㈱ 

中部国際空港旅客サービス㈱ 

中部国際空港施設サービス㈱ 

中部国際空港給油施設㈱ 

上記のうち、中部国際空港旅客

サービス㈱、中部国際空港施設

サービス㈱、中部国際空港給油

施設㈱については当連結会計年

度において新たに設立したた

め、連結の範囲に含めていま

す。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 非連結子会社及び関連会社はな

いため持分法は適用していませ

ん。 

同左 同左 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項 

 すべての連結子会社の中間期の

末日は、中間連結決算日と一致し

ています。 

同左  すべての連結子会社の決算日

は、連結決算日と一致していま

す。 

４．会計処理基準に関する事

項 

   

(1）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

   

① 有形固定資産  定額法を採用しています。 同左 同左 

② 無形固定資産  定額法を採用しています。 同左 同左 

(2）重要な引当金の計上基

準 

   

① 賞与引当金  従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額基準により計上し

ています。 

同左 同左 

② 退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるた

め、中間期末自己都合要支給額を

計上しています。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、期末自己都合要支給額を計上

しています。 

③ 役員退任慰労金引当

金 

 役員の退任慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しています。 

同左  役員の退任慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しています。 

(3）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっていま

す。 

同左 同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

(4)重要なヘッジ会計の方

針 

   

①ヘッジ会計の方法 ──── 金利スワップの特例処理によっ

ています。 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対

象 

―――― ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…変動金利による借

入金 

同左 

③ヘッジ方針 ―――― 将来の金利の変動によるリスク

を回避する目的で行っており、投

機的な取引を行わない方針であり

ます。 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方

法 

―――― 特例処理の要件を充足する金利

スワップであるため、有効性の評

価を省略しています。 

同左 

(5）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための重要な事項 

   

① 支払利子等の原価算

入 

 空港建設事業に要した資金のう

ち、建設期間中に対応する支払利

子及び財務費用を建設原価に算入

しています。なお、当中間連結会

計期間算入額は1,962百万円で

す。 

空港建設事業に要した資金のう

ち、建設期間中に対応する支払利

子及び財務費用を建設原価に算入

しています。なお、当中間連結会

計期間算入額は2,411百万円で

す。 

 空港建設事業に要した資金のう

ち、建設期間中に対応する支払利

子及び財務費用を建設原価に算入

しています。なお、当連結会計年

度算入額は4,076百万円です。 

② 消費税等の会計処理  税抜方式によっています。 

 ただし、資産に係る控除対象外

消費税等は個々の資産の取得原価

に算入しています。 

同左 同左 

③ 連結納税制度の適用 ――――  当中間連結会計期間から連結納

税制度を適用しております。 

―――― 

５.中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヵ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっていま

す。 

同左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヵ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっています。
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成15年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成16年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

74百万円 95百万円 84百万円

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 

 中部国際空港の設置及び管理に関する

法律（平成10年法律第36号）第７条の規

定により、提出会社の財産を社債

205,010百万円の一般担保に供していま

す。 

 中部国際空港の設置及び管理に関する

法律（平成10年法律第36号）第７条の規

定により、提出会社の財産を社債    

222,320百万円の一般担保に供していま

す。 

同左 

 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は次のとおりです。 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は次のとおりです。 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は次のとおりです。 
 

租税公課 142百万円
  

 
公租公課 227百万円

  

 
租税公課 286百万円

  
 なお、当中間連結会計期間計上額はす

べて一般管理費に相当するものです。 

 なお、当中間連結会計期間計上額はす

べて一般管理費に相当するものです。 

 なお、当連結会計年度計上額はすべて

一般管理費に相当するものです。 

※２.      ―――― ※２.      ―――― ※２. 固定資産売却損の内訳は、次のとおり

です。 

  建設仮勘定        13百万円

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

※ 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 

（平成15年９月30日現在） （平成16年９月30日現在） （平成16年３月31日現在）
 

現金及び預金勘定 69,622百万円

現金及び現金同等物 69,622百万円
  

 
現金及び預金勘定 43,672百万円

現金及び現金同等物 43,672百万円
  

 
現金及び預金勘定 93,172百万円

現金及び現金同等物 93,172百万円
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 
 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

有形固定資産   

その他 186 121 64 

合計 186 121 64 

  

 

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産

その他 208 162 46

合計 208 162 46

  

 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

期末残
高相当
額 
(百万円)

有形固定資産  

その他 189 144 45

合計 189 144 45

  
 （注） 取得価額相当額の算定は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によって

います。 

同左  （注） 取得価額相当額の算定は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によっていま

す。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 43百万円

１年超 21百万円

合計 64百万円
  

 
１年内 26百万円

１年超 19百万円

合計 46百万円
  

 
１年内 39百万円

１年超 5百万円

合計 45百万円
  

 （注） 未経過リース料中間期末残高相当

額の算定は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法によっています。 

同左  （注） 未経過リース料期末残高相当額の

算定は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法に

よっています。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 
 

支払リース料 22百万円

減価償却費相当額 22百万円
  

 
支払リース料 23百万円

減価償却費相当額 23百万円
  

 
支払リース料 45百万円

減価償却費相当額 45百万円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっています。 

同左 同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 10百万円

１年超 1百万円

合計 12百万円
  

 
１年内 5百万円

１年超 6百万円

合計 11百万円
  

 
１年内 5百万円

１年超 ―百万円

合計 5百万円
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（有価証券関係） 

 前中間連結会計期間末（平成15年９月30日）、当中間連結会計期間末（平成16年９月30日）及び前連結会計

年度末（平成16年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間末（平成15年９月30日） 

当連結グループは、デリバティブ取引をまったく利用していないため該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間末（平成16年９月30日）及び前連結会計年度末（平成16年３月31日） 

当連結グループのデリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引の契約額 

等、時価及び評価損益の状況の記載を省略しています。 
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（セグメント情報） 

 前中間連結会計期間（自 平成15年４月１日 至 平成15年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成

16年４月１日 至 平成16年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31

日） 

 当連結グループは、すべての会社において単一セグメントに属する空港事業の開業準備中であるため、セ

グメント情報は記載していません。 

 

（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 49,573.14円 

１株当たり中間純損失 120.53円 

  

  

１株当たり純資産額 49,298.89円

１株当たり中間純損失 193.12円

  

  

１株当たり純資産額 49,492.00円

１株当たり当期純損失 245.35円

  
 （注）１．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、１株当たり中間（当期）純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載していません。 

２．１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日)

中間（当期）純損失 (百万円) 183 323 383 

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － － － 

普通株式に係る中間（当

期）純損失 
(百万円) 183 323 383 

期中平均株式数 （株） 1,522,960 1,673,360 1,563,231 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

 提出会社は、平成15年５月27日開

催の取締役会及び平成15年６月25日

開催の定時株主総会並びに平成15年

11月５日開催の取締役会において次

のとおり増資を決議しました。な

お、中部国際空港の設置及び管理に

関する法律（平成10年法律第36号）

第５条の規定に基づく国土交通大臣

の認可は平成15年10月28日に受けて

います。 

―――――― ―――――― 

 

(1）払込期日 
平成15年12月
24日 

(2）発行形態 
有償、第三者
割当 

(3）株式の種類 普通株式 

(4）発行数 150,400株 

(5）１株の発行価額 50,000円 

(6）１株の資本組入額 50,000円 

(7）発行総額 7,520百万円 

(8）手取金の使途 中部国際空港
建設資金の一
部に充当 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 
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２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成15年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成16年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成16年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  69,373 43,570 92,971 

２ その他 ※４ 546 6,322 1,381 

流動資産合計   69,920 13.8 49,893 8.4  94,353 16.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1）建設仮勘定  431,077 532,078 471,452 

(2）その他  166 156 163 

有形固定資産合計  431,244 532,234 471,615 

２ 無形固定資産  211 255 262 

３ 投資その他の資産  1,214 1,210 1,213 

固定資産合計   432,669 85.3 533,700 90.5  473,091 82.6

Ⅲ 繰延資産   4,370 0.9 6,291 1.1  5,248 0.9

資産合計 ※２  506,960 100.0 589,885 100.0  572,693 100.0

    

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 賞与引当金  327 326 263 

２ 短期借入金  － 95 － 

３ その他  3,305 20,397 4,889 

流動負債合計   3,632 0.7 20,818 3.5  5,153 0.9

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 ※２ 205,010 222,320 222,320 

２ 長期借入金  207,553 244,463 244,463 

３ 退職給付引当金  5 16 10 

４ 役員退任慰労金引
当金 

 184 223 203 

５ その他  14,962 19,290 17,567 

固定負債合計   427,715 84.4 486,313 82.5  484,565 84.6

負債合計   431,348 85.1 507,132 86.0  489,718 85.5

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   76,148 15.0 83,668 14.2  83,668 14.6

Ⅱ 利益剰余金    

１ 中間（当期）未処
理損失 

 536 914 692 

利益剰余金合計   △536 △0.1 △914 △0.2  △692 △0.1

資本合計   75,611 14.9 82,753 14.0  82,975 14.5

負債資本合計   506,960 100.0 589,885 100.0  572,693 100.0
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  － －  －

Ⅱ 売上原価  － －  －

売上総利益  － －  －

Ⅲ 販売費及び一般管理費  190 264  380

営業損失  190 264  380

Ⅳ 営業外収益 ※１ 108 123  238

Ⅴ 営業外費用 ※２ 53 76  132

経常損失  136 217  274

Ⅵ 特別損失 ※３ － －  13

税引前中間（当期）
純損失 

 136 217  288

法人税、住民税及び
事業税 

 4 4  8

中間（当期）純損失  140 221  296

前期繰越損失  396 692  396

中間（当期）未処理
損失 

 536 914  692

   

 （注） 百分比につきましては、前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度の売上高がないため、記載を省

略しています。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

   

(1）有価証券    

① 子会社株式  移動平均法による原価法によっ

ています。 

同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

   

(1）有形固定資産  定額法を採用しています。 同左 同左 

(2）無形固定資産  定額法を採用しています。 同左 同左 

３．引当金の計上基準    

(1）賞与引当金  従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額基準により計上し

ています。 

同左 同左 

(2）退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるた

め、中間期末自己都合要支給額を

計上しています。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、期末自己都合要支給額を計上

しています。 

(3）役員退任慰労金引当金  役員の退任慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく中間期末要

支給額を計上しています。 

同左  役員の退任慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しています。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっていま

す。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法    

(1）ヘッジ会計の方法 ―――  金利スワップの特例処理によっ

ています。 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

―――  ヘッジ手段…金利スワップ 

 ヘッジ対象…変動金利による借

入金 

同左 

(3）ヘッジ方針 ―――  将来の金利の変動によるリスク

を回避する目的で行っており、投

機的な取引を行わない方針であり

ます。 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方

法 

―――  特例処理の要件を充足する金利

スワップであるため、有効性の評

価を省略しております。 

同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

   

(1）支払利子等の原価算入  空港建設事業に要した資金のう

ち、建設期間中に対応する支払利

子及び財務費用を建設原価に算入

しています。なお、当中間会計期

間算入額は1,958百万円です。 

 空港建設事業に要した資金のう

ち、建設期間中に対応する支払利

子及び財務費用を建設原価に算入

しています。なお、当中間会計期

間算入額は2,382百万円です。 

 空港建設事業に要した資金のう

ち、建設期間中に対応する支払利

子及び財務費用を建設原価に算入

しています。なお、当事業年度算

入額は4,012百万円です。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

(2）消費税等の会計処理  税抜方式によっています。 

 ただし、資産に係る控除対象外

消費税等は個々の資産の取得原価

に算入しています。 

同左 同左 

(3）連結納税制度の適用 ―――  当中間会計期間から連結納税制

度を適用しております。 

――― 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成15年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

前事業年度末 
（平成16年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

74百万円 94百万円 84百万円

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 

 中部国際空港の設置及び管理に関する

法律（平成10年法律第36号）第７条の規

定により、会社の財産を社債205,010百

万円の一般担保に供しています。 

 中部国際空港の設置及び管理に関する

法律（平成10年法律第36号）第７条の規

定により、会社の財産を社債222,320百

万円の一般担保に供しています。 

同左 

 ３．偶発債務  ３．偶発債務  ３．偶発債務 

 下記の子会社の金融機関からの借入に

対して、次のとおり債務保証を行ってい

ます。 

 下記の子会社の金融機関からの借入に

対して、次のとおり債務保証を行ってい

ます。 

 下記の子会社の金融機関からの借入に

対して、次のとおり債務保証を行ってい

ます。 

中部国際空港エネルギー供給㈱ 中部国際空港エネルギー供給㈱ 中部国際空港エネルギー供給㈱ 

450百万円 2,900百万円 3,900百万円

※４．   ―――――― ※４．消費税等の取扱い ※４．   ―――――― 

  仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺の上、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してい

ます。 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 
 

賃貸土地収入 102百万円
  

 
賃貸土地収入 114百万円

  

 
賃貸土地収入 226百万円

  
※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 
 

賃貸土地原価 51百万円
  

 
賃貸土地原価 73百万円

  

 
賃貸土地原価 115百万円

新株発行費償却 11百万円
  

※３．    ――――― ※３．    ――――― ※３．特別損失のうち主要なもの 

     固定資産売却損      13百万円

 

 ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額 
 

有形固定資産 8百万円

無形固定資産 36百万円
  

 
有形固定資産 10百万円

無形固定資産 44百万円
  

 
有形固定資産 18百万円

無形固定資産 73百万円
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 
 

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

有形固定資産   

その他 186 121 64 

合計 186 121 64 

  

  

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産

その他 181 159 21

合計 181 159 21

  

  

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

期末残
高相当
額 
(百万円)

有形固定資産  

その他 186 144 42

合計 186 144 42

  
 （注） 取得価額相当額の算定は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によって

います。 

同左  （注） 取得価額相当額の算定は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法によっていま

す。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 43百万円

１年超 21百万円

合計 64百万円
  

 
１年内 19百万円

１年超 1百万円

合計 21百万円
  

 
１年内 38百万円

１年超 3百万円

合計 42百万円
  

 （注） 未経過リース料中間期末残高相当

額の算定は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法によっています。 

同左  （注） 未経過リース料期末残高相当額の

算定は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法に

よっています。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 
 

支払リース料 22百万円

減価償却費相当額 22百万円
  

 
支払リース料 20百万円

減価償却費相当額 20百万円
  

 
支払リース料 45百万円

減価償却費相当額 45百万円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっています。 

同左 同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 10百万円

１年超 1百万円

合計 12百万円
  

 
１年内 5百万円

１年超 6百万円

合計 11百万円
  

 
１年内 5百万円

１年超 ―百万円

合計 5百万円
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（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありま

せん。 

 

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。 

 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

 平成15年５月27日開催の取締役会及び平成

15年６月25日開催の定時株主総会並びに平成

15年11月５日開催の取締役会において次のと

おり増資を決議しました。なお、中部国際空

港の設置及び管理に関する法律（平成10年法

律第36号）第５条の規定に基づく国土交通大

臣の認可は平成15年10月28日に受けていま

す。 

――――― ――――― 

 
(1）払込期日 平成15年12月24日 

(2）発行形態 有償、第三者割当 

(3）株式の種類 普通株式 

(4）発行数  150,400株 

(5）１株の発行価額   50,000円 

(6）１株の資本組入額   50,000円 

(7）発行総額 7,520百万円 

(8）手取金の使途 中部国際空港建設資

金の一部に充当 
  

  

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

 

 



－  － 
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第６【提出会社の参考情報】 
 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第６期）（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）平成16年６月25日東海財務局長に提出。 

 



－  － 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
 

 該当事項はありません。 
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 独立監査人の中間監査報告書 
   
 

 

  平成１５年１２月１９日

中部国際空港株式会社   

取締役会 御中  

 

 監査法人トーマツ  

 

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 上田 圭祐  印 

 

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 加藤 明司  印 

 

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 平野 善得  印 

 

 関与社員  公認会計士 水野 裕之  印 

 

 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

中部国際空港株式会社の平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成１５年４月１日から平成１５年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中

間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、中部国際空港株式会社及び連結子会社の平成１５年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間（平成１５年４月１日から平成１５年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以  上

 

 （注） 上記は、当社が提出した半期報告書に綴り込まれた前中間連結会計期間の中間監査報告書に記載された事

項を電子化したものです。 
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 独立監査人の中間監査報告書 
   
 

 

  平成１６年１２月１７日

中部国際空港株式会社   

取締役会 御中  

 

 監査法人トーマツ  

 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 加藤 明司  印 

 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 平野 善得  印 

 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 水野 裕之  印 

 

 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

中部国際空港株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中

間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、中部国際空港株式会社及び連結子会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間連結会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以  上

 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間連結財

務諸表に添付する形で別途保管しています。 
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 独立監査人の中間監査報告書 
   
 

 

  平成１５年１２月１９日

中部国際空港株式会社   

取締役会 御中  

 

 監査法人トーマツ  

 

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 上田 圭祐  印 

 

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 加藤 明司  印 

 

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 平野 善得  印 

 

 関与社員  公認会計士 水野 裕之  印 

 

 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

中部国際空港株式会社の平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日までの第６期事業年度の中間会計期間（平成

１５年４月１日から平成１５年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、中部国際空港株式会社の平成１５年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平

成１５年４月１日から平成１５年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以  上

 

 （注） 上記は、当社が提出した半期報告書に綴り込まれた前中間会計期間の中間監査報告書に記載された事項を

電子化したものです。 
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 独立監査人の中間監査報告書 
   
 

 

  平成１６年１２月１７日

中部国際空港株式会社   

取締役会 御中  

 

 監査法人トーマツ  

 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 加藤 明司  印 

 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 平野 善得  印 

 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 水野 裕之  印 

 

 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

中部国際空港株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第７期事業年度の中間会計期間（平成

１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、中部国際空港株式会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平

成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以  上

 

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸

表に添付する形で別途保管しています。 
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