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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６期中 第７期中 第８期中 第６期 第７期 

会計期間 

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17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 

至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 

至平成17年 
３月31日 

売上高 （百万円） － － 27,462 － 6,592 

経常利益又は経
常損失(△) 

（百万円） △211 △369 1,954 △411 △3,853 

中間純利益又は
中間(当期)純損
失(△) 

（百万円） △183 △323 1,832 △383 △3,748 

純資産額 （百万円） 75,497 82,494 80,901 82,817 79,069 

総資産額 （百万円） 508,466 595,293 564,774 577,529 577,314 

１株当たり純資
産額 

（円） 49,573.14 49,298.89 48,346.57 49,492.00 47,251.70 

１株当たり中間
純利益又は１株
当たり中間(当
期)純損失(△) 

（円） △120.53 △193.12 1,094.87 △245.35 △2,240.30 

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 （％） 14.8 13.9 14.3 14.4 13.7 

営業活動による
キャッシュ・フ
ロー 

（百万円） 5,416 △4,891 19,565 4,461 △5,977 

投資活動による
キャッシュ・フ
ロー 

（百万円） △66,896 △43,609 △7,480 △107,551 △95,756 

財務活動による
キャッシュ・フ
ロー 

（百万円） △43 △1,000 △11,348 65,117 15,994 

現金及び現金同
等物の中間期末
（期末）残高 

（百万円） 69,622 43,672 8,165 93,172 7,432 

従業員数 
（外、平均臨時
雇用者数） 

（人） 
372 
（50）

481 
（53）

660 
（358）

403 
(52）

710 
(126）

（注）１．売上高には、消費税等は含まれていません。 

    ２．潜在株式調整後１株当たり中間（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いませ

ん。 
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(2）提出会社の経営指標等 

回次 第６期中 第７期中 第８期中 第６期 第７期 

会計期間 

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17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 

至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 

至平成17年 
３月31日 

売上高 （百万円） － － 27,416 － 6,502 

経常利益又は経
常損失(△) 

（百万円） △136 △217 1,651 △274 △3,496 

中間純利益又は
中間(当期)純損
失(△) 

（百万円） △140 △221 1,715 △296 △3,486 

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

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

純資産額 （百万円） 75,611 82,753 81,203 82,975 79,488 

総資産額 （百万円） 506,960 589,885 561,586 572,693 573,995 

１株当たり中間
（年間）配当額 

（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 14.9 14.0 14.5 14.5 13.8 

従業員数 
（外、平均臨時
雇用者数） 

（人） 
330 
（45）

343 
（47）

259 
（43）

341 
（46）

338 
（52）

（注）１．売上高には、消費税等は含まれていません。 

２．１株当たり純資産額、１株当たり中間純利益又は１株当たり中間（当期）純損失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。 

 なお、平成17年10月１日に中部国際空港旅客サービス㈱に対する議決権の所有割合は100％となっています。 

 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 平成17年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人) 

空港事業 404 (59） 

商業事業 256(299） 

合計 660(358） 

 （注）１．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及びパートタイ

マーを含んでいます。）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しています。 

    ２．臨時雇用者数の平均人員が当中間連結会計期間において232名増加していますが、業務拡大によるもの

です。 

 

(2）提出会社の状況 

 平成17年９月30日現在

従業員数（人） 259(43） 

 （注）１．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。 

    ２．当中間会計期間において従業員数が79名、臨時雇用者数の平均人員が９名減少していますが、開港後の

組織再編成によるものです。 

 

(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 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、一部原油価格高騰の影響による停滞も見られたものの、企業の

景況感の改善傾向が見られ、景気が踊り場からの脱却に向け、緩やかに上向きつつある兆しが見受けられまし

た。 

 このような経済状況の下で、中部国際空港（セントレア）は、中部地方の「人・もの」の流れの活性化を通

じて、この地域の産業、文化、国際交流等の面に寄与し、また、好評のうちに閉幕した「愛・地球博」の空の

玄関としての役割を果たしました。 

 以上の結果、当連結グループの売上高は27,462百万円、営業利益は5,353百万円、経常利益は1,954百万円、

中間純利益は1,832百万円となりました。 

なお、開港による営業活動の開始が平成17年２月17日であるため、売上高、営業利益、経常利益及び中間純

利益の前年同期比は記載していません。 

 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。 

 

(空港事業) 

 空港事業においては、ホーチミン線や長春線等の新規就航路線、香港線やケアンズ線等の既存路線の増便に

より、国際路線網が充実いたしました。加えて、「愛・地球博」の効果もあり、前年の名古屋空港実績と比較

して国際線・国内線とも旅客数は大幅に増加し、好調に推移してまいりました。貨物につきましても、多数の

貨物便が就航し、路線網の充実と24時間空港の利点から、貨物取扱量も好調に推移いたしました。 

平成17年９月末現在、国際線の就航便数につきましては、旅客便は313便／週（前年同期220便／週、前年同

期比142％）、貨物便は41便／週（前年同期５便／週、前年同期比820％）と、開港前の目標値であった旅客・

貨物便合計300便／週を大きく上回り、旅客、貨物便ともに好調に推移しております。その他運営状況につきま

しては、国際線旅客数が約274.2万人（前年同期比125％）、国内線旅客数が約387.4万人（前年同期比113％）、

国際貨物取扱量は輸出が約5.1万トン（前年同期比234％）、輸入が約4.7万トン（前年同期比160％）、航空機

の発着回数は国際線が約1.8万回（前年同期比151％）、国内線が約3.6万回（前年同期比70％）となっておりま

す。 

 以上の結果、空港事業の売上高は18,045百万円、営業利益は3,553百万円となりました。 

 なお、利用実績に係わる前年同期比較については、名古屋空港における利用実績に対する比較を記載してい

ます。 

 

 (商業事業) 

商業事業においては、開港以降、離着陸する航空機が間近で見られる展望施設「スカイデッキ」、空間デザ

インを施した商業ゾーン「スカイタウン」、空港初の展望風呂がある「くつろぎ処」などが話題となった他、

平成17年３月25日の「愛・地球博」の開幕以降は航空旅客の増加に加え、万博とセットになったツアー等の見

学客の来港があり、８月初旬には早くも累計来港者数が1,000万人を突破するなど好調に推移しております。 

 商業施設の混雑のなかで、航空旅客の利便性を確保するため、一部飲食店舗を航空旅客優先とし、早朝から

営業している店舗や座席数の多い店舗の案内を旅客ターミナルビル内に掲示いたしました。また、国際線制限

エリア内で軽飲食のワゴン販売を実施いたしました。出国手続き後に外貨両替がしたいとのご要望に対しては、

国際線制限エリアに外貨両替所を設置いたしました。 

 以上の結果、商業事業の売上高は9,718百万円、営業利益は1,795百万円となりました。 
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(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ732百万円増加し、8,165百

万円となりました。 

  

（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、前年同期の4,891百万円の支出に対して、19,565百万円の収入となり

ました。これは、主に、税金等調整前中間純利益1,989百万円や減価償却費7,197百万円、未収消費税等の減少

額9,165百万円によるものです。 

 

（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、7,480百万円の支出となり、前年同期に比べ36,128百万円の支出の減

少となりました。これは、主に、有形固定資産の取得による支出が6,746百万円と前年同期に比べ38,426百万円

減少したことによるものです。 

 

（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、11,348百万円の支出となり、前年同期に比べ10,348百万円の支出の

増加となりました。これは、長期借入金の返済によるものです。 

 



 

－  － 
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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 

 当中間連結会計期間における販売の状況を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりです。 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円) 前年同期比(％) 

空港事業 17,956 － 

商業事業 9,506 － 

計 27,462 － 

 

空港事業の内訳 

区分 金額(百万円) 前年同期比(％) 

空港施設使用料収入 11,501 － 

土地建物等貸付料 4,767 － 

構内営業料等 1,390 － 

その他売上高 296 － 

計 17,956 － 

 

商業事業の内訳 

区分 金額(百万円) 前年同期比(％) 

商品売上高 8,105 － 

飲食、サービス等売上高 1,400 － 

計 9,506 － 

(注)１．セグメント間の取引については相殺消去しています。 

２．前中間連結会計期間は売上高がないため前年同期比は記載していません。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

 

 

 

参考情報）航空系、商業系、その他販売実績の内訳 

区分 
金 額 

(百万円) 

構成比 

(％) 

前年同期比

(％) 

航空系収入（空港施設使用料収入） 11,501 41.9 － 

商業系収入（商業事業、構内営業料及びその他の商業系収入） 11,067 40.3 － 

その他収入（土地建物等貸付料及びその他の収入） 4,894 17.8 － 

計 27,462 100.0 － 

 



 

－  － 

 

(7) ／ 2005/12/19 10:28 (2005/12/19 10:27) ／ 671051_03_030_2k_05263879／第２事業／os2中部国際空港／半期.doc 
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３【対処すべき課題】 

 当連結グループは、安全、安心で信頼され、お客様の満足度の高い空港を目指すとともに、収益性、効率性を

高め、健全な経営基盤を早期に確立することを 重要課題としています。 

お客様からのご意見や様々な問題点につきましては、国際線チェックインカウンターの増設やバスゲートの増

設により、快適にセントレアをご利用いただけるよう努めています。また、第２管理棟を建設し、事務所や会議

室の不足を解消します。 

 航空路線の誘致につきましては、特に欧米・中東路線の誘致を働きかけ、更なる利便性の向上に努めています。

具体的な取り組みとしましては、地元の支援もいただき、航空会社へのエアポートセールスを引き続き実施しま

す。 

 セントレアの利用促進活動につきましては、これまでに大きな成果を挙げてきた「フライ・ナゴヤ・キャン

ペーン」を継続し、新たに「フライ・セントレア・キャンペーン」としてスタートさせ、中部圏の企業を中心に

セントレア直行便の優先利用を推進します。さらには旅行会社や航空会社と連携し、当地域の海外渡航需要喚起

活動を行い旅客数の増大に努めています。また、国内各都市と海外双方からの乗り継ぎ需要の喚起に向けて、中

部国際空港利用促進協議会事業や訪日外国人旅行者誘致事業等を実施します。 

航空貨物につきましては、旺盛な貨物需要に対応するため、貨物上屋の増築や、貨物専用機用スポットの増設

を実施します。 

 商業施設につきましては、航空旅客が快適にご利用いただけるよう施設及び機能の拡充に努めるとともに、よ

り多くの見学客にご来港いただけるよう、魅力ある販売促進企画を打ち出し、店舗売上の増大に努めています。 

 

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。 

 



 

－  － 

 

(8) ／ 2005/12/19 10:28 (2005/12/19 10:27) ／ 671051_03_040_2k_05263879／第３設備／os2中部国際空港／半期.doc 
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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。 

 



 

－  － 

 

(9) ／ 2005/12/19 10:28 (2005/12/19 10:27) ／ 671051_03_050_2k_05263879／第４提出会社／os2中部国際空港／半期.doc 
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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17年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成17年12月22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 － 

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17年４月１日～ 
平成17年９月30日 

－ 1,673,360 － 83,668 － －

 

(4）【大株主の状況】 

  平成17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 

 



 

－  － 

 

(10) ／ 2005/12/19 10:28 (2005/12/19 10:27) ／ 671051_03_050_2k_05263879／第４提出会社／os2中部国際空港／半期.doc 
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(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 平成17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17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すので、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。 

 



 

－  － 

 

(11) ／ 2005/12/19 10:28 (2005/12/19 10:27) ／ 671051_03_050_2k_05263879／第４提出会社／os2中部国際空港／半期.doc 
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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。 

 ただし、前中間連結会計期間（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。 

 ただし、前中間会計期間（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16年４月１日から平成16年９月

30日まで）及び当中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17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16年４月１日から平成16年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成17年４月１日から平

成17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。 

 



 

－  － 

 

(12) ／ 2005/12/19 10:28 (2005/12/19 10:27) ／ 671051_03_060_2k_05263879／第５－１中間連結財務諸表等／os2中部国際空港／半期.doc 
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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16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17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   43,672 7,776  7,094

２ 売掛金   － 2,982  2,822

３ たな卸資産   － 1,382  1,276

４ 繰延税金資産   － 78  31

５ その他   6,381 564  9,802

流動資産合計   50,053 8.4 12,784 2.2  21,026 3.6

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1）建物及び構築物  － 197,137 198,584 

(2）機械装置及び運
搬具 

 － 16,343 17,044 

(3）土地  － 287,929 287,932 

(4）建設仮勘定  538,027 2,791 1,628 

(5）その他  162 538,190 12,654 516,856 14,648 519,838

２ 無形固定資産    

 (1）ソフトウェア  － 4,556 4,988 

 (2）水道施設利用権  － 6,308 6,399 

 (3）その他  － 256 878 11,742 908 12,297

３ 投資その他の資産    

 (1）長期前払費用  － 16,802 16,625 

 (2）繰延税金資産  － 3 10 

 (3）その他  － 260 22 16,828 29 16,665

固定資産合計   538,706 90.5 545,428 96.6  548,801 95.1

Ⅲ 繰延資産    

１ 開業費   － 6,283  7,180

２ 社債発行差金   － 278  305

繰延資産合計   6,533 1.1 6,561 1.2  7,486 1.3

資産合計 ※２  595,293 100.0 564,774 100.0  577,314 100.0

    

 

 

 



 

－  － 

 

(13) ／ 2005/12/19 10:28 (2005/12/19 10:27) ／ 671051_03_060_2k_05263879／第５－１中間連結財務諸表等／os2中部国際空港／半期.doc 
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前中間連結会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17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
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金   － 1,035  1,115

２ １年内返済長期借
入金 

  － 29,097  40,197

３ 未払法人税等   － 185  116

４ 賞与引当金   358 429  329

５ その他   21,235 3,800  7,005

流動負債合計   21,594 3.6 34,548 6.1  48,764 8.5

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 ※２  222,320 222,320  222,320

２ 長期借入金   247,218 224,816  225,065

３ 退職給付引当金   16 58  21

４ 役員退任慰労金引
当金 

  223 151  242

５ その他   20,628 1,185  1,110

固定負債合計   490,407 82.4 448,531 79.5  448,760 77.7

負債合計   512,001 86.0 483,079 85.6  497,525 86.2

    

（少数株主持分）    

少数株主持分   797 0.1 793 0.1  720 0.1

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   83,668 14.1 83,668 14.8  83,668 14.5

Ⅱ 利益剰余金   △1,173 △0.2 △2,766 △0.5  △4,598 △0.8

資本合計   82,494 13.9 80,901 14.3  79,069 13.7

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  595,293 100.0 564,774 100.0  577,314 100.0

    

 
 



 

－  － 

 

(14) ／ 2005/12/19 10:28 (2005/12/19 10:27) ／ 671051_03_060_2k_05263879／第５－１中間連結財務諸表等／os2中部国際空港／半期.doc 
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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16年４月１日 

至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17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16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

百分比

(％)
金額（百万円） 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   － 27,462 100.0  6,592 100.0

Ⅱ 売上原価   － 18,193 66.3  5,598 84.9

売上総利益   － 9,269 33.7  993 15.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  402 3,915 14.2  2,250 34.1

営業利益又は営業損

失(△) 
  △402 5,353 19.5  △1,256 △19.0

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  1 0 2 

２ 賃貸土地収入  98 － 184 

３ 契約解約金等収入  － 18 － 

４ その他  9 108 9 27 0.1 52 240 3.6

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  － 2,495 942 

２ 開業費償却  － 897 1,795 

３ 社債発行差金償却  － 27 9 

４ 賃貸土地原価  73 － 81 

５ その他  2 76 6 3,427 12.5 8 2,836 43.0

経常利益又は経常損

失(△) 
  △369 1,954 7.1  △3,853 △58.4

Ⅵ 特別利益    

１ 前期損益修正益  － 58 － 

２ 国庫補助金等受入額  － － 1,549 

３ 固定資産受贈益  － 49 － 

４ 役員退任慰労金引当

金戻入益 
 － 20 － 

５ その他  － － 6 134 0.5 － 1,549 23.5

Ⅶ 特別損失    

１ 前期損益修正損  － 70 － 

２ 固定資産除却損 ※２ － 24 6 

３ 固定資産圧縮損  － － 1,536 

４ その他  － － 4 99 0.4 － 1,542 23.4

税金等調整前中間純

利益又は税金等調整

前中間(当期)純損失

(△) 

  △369 1,989 7.2  △3,846 △58.3

法人税、住民税及び

事業税 
 4 124 27 

法人税等調整額  △8 △3 △39 84 0.3 △5 22 0.3

少数株主利益又は少

数株主損失(△) 
  △42 73 0.2  △119 △1.8

中間純利益又は中間

(当期)純損失(△) 
  △323 1,832 6.7  △3,748 △56.8

    

 （注） 前中間連結会計期間につきましては、売上高がないため百分比の記載を省略しています。 



 

－  － 

 

(15) ／ 2005/12/19 10:28 (2005/12/19 10:27) ／ 671051_03_060_2k_05263879／第５－１中間連結財務諸表等／os2中部国際空港／半期.doc 
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③【中間連結剰余金計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17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  △850 △4,598  △850

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 中間純利益  － － 1,832 1,832 － －

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 中間（当期）純損失  323 323 － － 3,748 3,748

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

 △1,173 △2,766  △4,598

   

 



 

－  － 

 

(16) ／ 2005/12/19 10:28 (2005/12/19 10:27) ／ 671051_03_060_2k_05263879／第５－１中間連結財務諸表等／os2中部国際空港／半期.doc 
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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16年４月１日 

至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17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16年４月１日 

至 平成17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）純利益(損失：△) 

 △369 1,989 △3,846 

２ 減価償却費  0 7,197 2,501 

３ 退職給付引当金の増加額  － 36 11 

４ 役員退任慰労金引当金の
増減額(減少：△) 

 － △91 38 

５ 賞与引当金の増加額  － 99 57 

６ 受取利息  △1 △0 △2 

７ 支払利息  － 2,495 942 

８ 為替差損  － 3 0 

９ 開業費償却  － 897 1,795 

10 社債発行差金償却  － 27 9 

11 固定資産受贈益  － △49 － 

12 前期損益修正益  － △58 － 

13 固定資産除却損  － － 6 

14 固定資産圧縮損  － － 1,536 

15 売上債権の増加額  － △159 △2,822 

16 たな卸資産の増加額  － △106 △1,276 

17 仕入債務の増減額(減少：
△) 

 － △80 1,115 

18 未収消費税等の増減額
（増加：△） 

 △4,598 9,165 △7,643 

19 未払消費税等の増加額  － 286 － 

20 その他  87 447 1,608 

小計  △4,882 22,100 △5,967 

21 利息の受取額  － 0 － 

22 利息の支払額  － △2,509 － 

23 法人税等の支払額  △9 △26 △9 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △4,891 19,565 △5,977 

 



 

－  － 

 

(17) ／ 2005/12/19 10:28 (2005/12/19 10:27) ／ 671051_03_060_2k_05263879／第５－１中間連結財務諸表等／os2中部国際空港／半期.doc 

17

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17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16年４月１日 

至 平成17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 － 2 

２ 有形固定資産の取得によ
る支出 

 △45,172 △6,746 △90,672 

３ 有形固定資産の売却によ
る収入 

 2 － 2 

４ 共同事業負担金の受入に
よる収入 

 2,584 191 3,744 

５ 無形固定資産の取得によ
る支出 

 △95 △543 △4,468 

６ 投資その他の資産の取得
による支出 

 △2 △405 △1,893 

７ 投資その他の資産の減少
による収入 

 2 8 206 

８ 開業準備行為による支出  △928 － △3,861 

９ その他  － 16 1,182 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △43,609 △7,480 △95,756 

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  △1,000 － △1,000 

２ 長期借入れによる収入  － － 17,900 

３ 長期借入金の返済による
支出 

 － △11,348 － 

４ 利息の支払額  － － △905 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △1,000 △11,348 15,994 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 － △3 △0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額（減少：△） 

 △49,500 732 △85,740 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 93,172 7,432 93,172 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

※ 43,672 8,165 7,432 
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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16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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 同左 同左 

 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㈱ 

同左 同左 

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）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

   

① たな卸資産    

a. 商品 ―――― 主として先入先出法による原価

法によっています。 

同左 

b. 貯蔵品 ――――  主として最終仕入原価法による

原価法によっています。 

同左 

(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  定額法を採用しています。  定額法を採用しています。 

 なお、主な耐用年数は次の通り

です。 

 建物及び構築物  ６年～60年

 機械装置及び運搬具５年～22年

 定額法を採用しています。 

 なお、主な耐用年数は次の通り

です。 

 建物及び構築物  10年～60年

 機械装置及び運搬具５年～22年

② 無形固定資産  定額法を採用しています。  定額法を採用しています。な

お、自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によってい

ます。 

同左 

③ 長期前払費用 ―――― 定額法によっています。 同左 

(3）繰延資産の処理方法    

① 開業費 ――――  商法施行規則に規定する最長期

間にわたり均等償却しています。

同左 

② 社債発行差金 ――――  社債の償還期間にわたり均等償

却しています。 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(4）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。 

(5）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 

(6)重要なヘッジ会計の方

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 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 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 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 同左 

(7）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3,924百万円です。 

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。 

 税抜方式によっています。 

 

 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。 

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。 

 連結納税制度を適用していま

す。 

 当連結会計年度から、連結納税

制度を適用しています。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

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。 

 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

到来する短期投資等からなってい

ます。 

 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

する短期投資等からなっていま

す。 

 

中間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） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

――――  (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 

平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第６号 平成15年10月31日)を適用していま

す。これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

――――  (キャッシュ・フロー計算書の記載区分) 

従来、受取利息については「投資活動による

キャッシュ・フロー」の区分に、支払利息につ

いては「財務活動によるキャッシュ・フロー」

の区分に記載していましたが、当中間連結会計

期間より、受取利息及び支払利息について「営

業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記

載する方法に変更しております。これは、平成

17年２月の開港を機に空港建設から空港運営に

事業活動が移行し、当中間連結会計期間より期

間を通した営業活動を行なっていることを受

け、キャッシュ・フローの区分について見直し

を行なった結果、「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」をより明瞭に表示するため変更

したものです。 

 これにより、従来の方法によった場合と比

べ、「営業活動によるキャッシュ・フロー」が

2,508百万円減少、「投資活動によるキャッ

シュ・フロー」が０百万円減少、「財務活動に

よるキャッシュ・フロー」が2,509百万円増加

しています。 

―――― 

 

 

表示方法の変更 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

――――― (中間連結貸借対照表) 

１．「繰延税金資産」は、前中間連結会計期間末は、流動資産の

「その他」に含めて表示していましたが、当中間連結会計期間

末において、重要性が増したため、区分掲記しています。 

 なお、前中間連結会計期間末の「繰延税金資産」は15百万円

です。 

２．「建物及び構築物」は、前中間連結会計期間末は、固定資産

の「その他」に含めて表示していましたが、当中間連結会計期

間末において、重要性が増したため、区分掲記しています。 

なお、前中間連結会計期間末の「建物及び構築物」は109百

万円です。 

３．「機械装置及び運搬具」は、前中間連結会計期間末は、固定

資産の「その他」に含めて表示していましたが、当中間連結会

計期間末において、重要性が増したため、区分掲記していま

す。 

 なお、前中間連結会計期間末の「機械装置及び運搬具」は1

百万円です。 
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前中間連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

――――― ４．無形固定資産の「ソフトウェア」及び「その他」は、前中間

連結会計期間末は、「無形固定資産」として一括して表示して

いましたが、当中間連結会計期間末より区分掲記しています。

 なお、前中間連結会計期間末の無形固定資産の「ソフトウェ

ア」は213百万円、「その他」は42百万円です。 

５．投資その他の資産の「長期前払費用」「繰延税金資産」及び

「その他」は、前中間連結会計期間末は、「投資その他の資

産」として一括して表示していましたが、当中間連結会計期間

末より区分掲記しています。 

 なお、前中間連結会計期間末の投資その他の資産の「長期前

払費用」は2百万円、「繰延税金資産」は28百万円、「その

他」は228百万円です。 

６．繰延資産の「開業費」及び「社債発行差金」は、前中間連結

会計期間末は、「繰延資産」として一括して表示していました

が、当中間連結会計期間末より区分掲記しています。 

 なお、前中間連結会計期間末の繰延資産の「開業費」は

6,200百万円、「社債発行差金」は333百万円です。 

７．「１年内返済長期借入金」は、前中間連結会計期間末は、流

動負債の「その他」に含めて表示していましたが、当中間連結

会計期間末において、重要性が増したため、区分掲記していま

す。 

 なお、前中間連結会計期間末の「１年内返済長期借入金」は

145百万円です。 

８．「未払法人税等」は、前中間連結会計期間末は、流動負債の

「その他」に含めて表示していましたが、当中間連結会計期間

末において、重要性が増したため、区分掲記しています。 

 なお、前中間連結会計期間末の「未払法人税等」は56百万円

です。 

 

 



 

－  － 
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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16年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17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 

95百万円 8,515百万円 2,232百万円

※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

222,320百万円の一般担保に供していま

す。 

同左 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16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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。 
 

公租公課 227百万円
  

 
従業員給与 

賞与引当金繰入額

業務委託費 

793百万円

267百万円

972百万円
  

 
広告宣伝費 

従業員給与 

賞与引当金繰入額 

業務委託費 

333百万円

294百万円

80百万円

491百万円
   

 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。 

   

※２．      ―――― ※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

です。 

※２．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

です。 

    固定資産撤去費用     24百万円

 

建物及び構築物       0百万円

機械装置及び運搬具     0百万円

その他           4百万円

 

（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16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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16年９月30日現在） （平成17年９月30日現在） （平成17年３月31日現在）
 

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 7,776百万円

流動資産「その他」勘定 388百万円

現金及び現金同等物 8,165百万円
  

 
現金及び預金勘定 7,094百万円

流動資産「その他」勘定 338百万円

現金及び現金同等物 7,432百万円
  

 



 

－  － 
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（リース取引関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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、減損損失累計額相当額

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 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)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

39 9 29

その他 81 28 52

合計 121 38 82

  

 

 

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)

機械装置及び
運搬具 

36 5 31

その他 72 17 55

合計 108 22 86

  
 （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等

  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 26百万円

１年超 19百万円

合計 46百万円
  

 
１年内 30百万円

１年超 51百万円

合計 82百万円
  

 
１年内 29百万円

１年超 57百万円

合計 86百万円
  

 （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、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 

 
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 18百万円

減価償却費相当額 18百万円
  

 
支払リース料 53百万円

減価償却費相当額 53百万円
  

(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 

 
(減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。 

 

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 5百万円

１年超 6百万円

合計 11百万円
  

 
１年内 3百万円

１年超 2百万円

合計 6百万円
  

 
１年内 3百万円

１年超 4百万円

合計 8百万円
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（有価証券関係） 

 前中間連結会計期間末（平成16年９月30日）、当中間連結会計期間末（平成17年９月30日）及び前連結会計

年度末（平成17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16年９月30日）、当中間連結会計期間末（平成17年９月30日）及び前連結会計

年度末（平成17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） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 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。 

 

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 
空港事業 
(百万円) 

商業事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
(百万円)

  売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 17,956 9,506 27,462 － 27,462 

(2)セグメント間の内部売上高又は振
替高 

89 211 301 (301) － 

計 18,045 9,718 27,763 (301) 27,462 

営業費用 14,492 7,922 22,414 (305) 22,108 

営業利益 3,553 1,795 5,349 4 5,353 

(注) １．事業区分は、営業の形態により区分しています。 

   ２．事業の内容 

     空港事業…空港諸施設の維持、保全及び運営並びに賃貸事業 

     商業事業…空港内の免税店、小売店、飲食店等の直営商業店舗の運営事業等 

    

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 
空港事業 
(百万円) 

商業事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
(百万円)

  売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 4,345 2,246 6,592 － 6,592 

(2)セグメント間の内部売上高又は振
替高 

24 41 65 (65) － 

計 4,370 2,287 6,658 (65) 6,592 

営業費用 5,681 2,234 7,915 (66) 7,848 

営業利益（△営業損失） △1,311 53 △1,257 1 △1,256 

(注) １．事業区分は、営業の形態により区分しています。 

   ２．事業の内容 

     空港事業…空港諸施設の維持、保全及び運営並びに賃貸事業 

     商業事業…空港内の免税店、小売店、飲食店等の直営商業店舗の運営事業等 

    

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 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。 

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成16年４月

１日 至 平成17年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する子会社又は支店は存在せず、開示の対象とすべきものはありません。 

 



－  － 
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【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日） 

 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。 

当中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成16年４月

１日 至 平成17年３月31日） 

 海外売上高が発生しておらず、開示の対象とすべきものはありません。 

 

（１株当たり情報） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

  

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 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載していませ

ん。 

  

１株当たり純資産額 48,346.57円

１株当たり中間純利益 1,094.87円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載していません。

 
  

  

１株当たり純資産額 47,251.70円

１株当たり当期純損失 2,240.30円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、１株当たり

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。 

 （注）１株当たり中間純利益又は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16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

中間純利益又は中間(当期)

純損失(△) 
(百万円) △323 1,832 △3,748 

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － － － 

普通株式に係る中間純利益

又は普通株式に係る中間(当

期)純損失(△) 

(百万円) △323 1,832 △3,748 

期中平均株式数 （株） 1,673,360 1,673,360 1,673,360 

 

（重要な後発事象） 

  該当事項はありません。 

 

 

(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16年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17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  43,570 7,709 7,068 

２ 売掛金  － 3,002 2,797 

３ 商品  － 1,174 1,047 

４ 貯蔵品  － 148 166 

５ 前払費用  － 111 57 

６ その他 ※４ 6,322 473 9,731 

流動資産合計   49,893 8.4 12,619 2.3  20,868 3.6

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1）建物  － 99,127 98,404 

(2）構築物  － 97,577 99,745 

(3）機械及び装置  － 12,225 12,705 

(4）車両運搬具  － 1,149 1,270 

(5）工具、器具及び
備品 

 － 12,643 14,638 

(6）土地  － 287,929 287,932 

(7）建設仮勘定  532,078 2,791 1,628 

(8）その他  156 － － 

有形固定資産合計  532,234 513,443 516,324 

２ 無形固定資産    

(1）商標権  － 21 23 

(2）ソフトウェア  － 4,737 5,191 

(3）水道施設利用権  － 6,308 6,399 

(4）その他  － 292 301 

無形固定資産合計  255 11,360 11,916 

３ 投資その他の資産    

(1）関係会社株式  － 988 988 

(2）長期前払費用  － 16,800 16,622 

(3）差入保証金  － 17 24 

投資その他の資産合
計 

 1,210 17,806 17,635 

固定資産合計   533,700 90.5 542,610 96.6  545,876 95.1

Ⅲ 繰延資産    

１ 開業費  － 6,077 6,945 

２ 社債発行差金  － 278 305 

繰延資産合計   6,291 1.1 6,355 1.1  7,251 1.3

資産合計 ※２  589,885 100.0 561,586 100.0  573,995 100.0
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前中間会計期間末 

（平成16年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17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
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  － 940 1,023 

２ 短期借入金  95 743 229 

３ １年内返済長期借
入金 

 － 28,767 39,867 

４ 未払金  － 2,117 6,000 

５ 未払費用  － 133 166 

６ 未払法人税等  － 58 89 

７ 前受金  － 855 344 

８ 預り金  － 526 730 

９ 賞与引当金  326 261 257 

10 その他 ※４ 20,397 259 6 

流動負債合計   20,818 3.5 34,664 6.2  48,717 8.5

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 ※２ 222,320 222,320 222,320 

２ 長期借入金  244,463 222,011 222,095 

３ 退職給付引当金  16 56 20 

４ 役員退任慰労金引
当金 

 223 144 242 

５ その他  19,290 1,185 1,110 

固定負債合計   486,313 82.5 445,717 79.3  445,789 77.7

負債合計   507,132 86.0 480,382 85.5  494,507 86.2

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   83,668 14.2 83,668 14.9  83,668 14.6

Ⅱ 利益剰余金    

１ 中間（当期）未処
理損失 

 914 2,464 4,179 

利益剰余金合計   △914 △0.2 △2,464 △0.4  △4,179 △0.8

資本合計   82,753 14.0 81,203 14.5  79,488 13.8

負債資本合計   589,885 100.0 561,586 100.0  573,995 100.0
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②【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日）

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

百分比

(％)
金額（百万円） 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   － 27,416 100.0  6,502 100.0

Ⅱ 売上原価   － 18,674 68.1  5,576 85.7

売上総利益   － 8,741 31.9  926 14.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   264 3,761 13.7  1,968 30.3

営業利益又は営業損失

(△) 
  △264 4,980 18.2  △ 1,042 △16.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  123 38 0.1  293 4.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  76 3,368 12.3  2,747 42.3

経常利益又は経常損失

(△) 
  △217 1,651 6.0  △ 3,496 △53.8

Ⅵ 特別利益 ※３  － 134 0.5  13 0.2

Ⅶ 特別損失 ※４  － 95 0.3  3 0.0

税引前中間純利益又は

税引前中間(当期)純損

失(△) 

  △217 1,690 6.2  △ 3,487 △53.6

法人税、住民税及び事

業税 
   4 △ 24 △0.1  △ 0 △0.0

中間純利益又は中間

(当期)純損失(△) 
  △221 1,715 6.3  △3,486 △53.6

前期繰越損失   692 4,179  692

中間（当期）未処理損

失 
  914 2,464  4,179

    

 （注） 前中間会計期間につきましては、売上高がないため百分比の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16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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）たな卸資産    

① 商品 ――― 主として先入先出法による原価

法によっています。 

同左 

② 貯蔵品 ――― 最終仕入原価法による原価法に

よっています。 

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。  定額法を採用しています。 

 なお、主な耐用年数は次の通り

です。 

建物        ６年～38年

構築物       10年～60年

機械及び装置    ５年～22年

工具、器具及び備品 ２年～20年

 定額法を採用しています。 

 なお、主な耐用年数は次の通り

です。 

建物        17年～38年

構築物       10年～60年

機械及び装置    ５年～22年

工具、器具及び備品 ２年～20年

(2）無形固定資産  定額法を採用しています。  定額法を採用しています。な

お、自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によってい

ます。 

同左 

(3）長期前払費用 ――― 定額法を採用しています。 同左 

３．繰延資産の処理方法    

(1）開業費 ―――  商法施行規則に規定する最長期

間にわたり均等償却しています。

同左 

(2）社債発行差金 ―――  社債の償還期間にわたり均等償

却しています。 

同左 

４．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。 

５．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 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

６．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 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 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 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 同左 

７．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3,896百万円です。 

(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。 

 税抜方式によっています。  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。 

(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。 

 連結納税制度を適用していま

す。 

 当事業年度から、連結納税制度

を適用しています。 

 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

――――  (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に

係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」(企業会計審議

会 平成14年８月９日))及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月31日)を

適用しています。これによる損益に与える

影響はありません。 

―――― 
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表示方法の変更 

前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 

  至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

  至 平成17年９月30日） 

―――――― (中間貸借対照表) 

 １．「前払費用」は、前中間会計期間末は、流動資産の「その他」

に含めて表示していましたが、当中間会計期間末において、重要性

が増したため、区分掲記しています。 

 なお、前中間会計期間末の「前払費用」は258百万円です。 

 ２．「建物」は、前中間会計期間末は、固定資産の「その他」に含

めて表示していましたが、当中間会計期間末において、重要性が増

したため、区分掲記しています。 

なお、前中間会計期間末の「建物」は108百万円です。 

 ３．「車両運搬具」は、前中間会計期間末は、固定資産の「その

他」に含めて表示していましたが、当中間会計期間末において、重

要性が増したため、区分掲記しています。 

 なお、前中間会計期間末の「車両運搬具」は0百万円です。 

 ４．「工具、器具及び備品」は、前中間会計期間末は、固定資産の

「その他」に含めて表示していましたが、当中間会計期間末におい

て、重要性が増したため、区分掲記しています。 

 なお、前中間会計期間末の「工具、器具及び備品」は47百万円で

す。 

 ５．無形固定資産の「商標権」「ソフトウェア」及び「その他」

は、前中間会計期間末は、「無形固定資産」として一括して表示し

ていましたが、当中間会計期間末より区分掲記しています。 

 なお、前中間会計期間末の無形固定資産の「商標権」は22百万

円、「ソフトウェア」は213百万円、「その他」は19百万円です。

 ６．投資その他の資産の「関係会社株式」、「長期前払費用」及び

「差入保証金」は、前中間会計期間末は、「投資その他の資産」と

して一括して表示していましたが、当中間会計期間末より区分掲記

しています。 

 なお、前中間会計期間末の投資その他の資産の「関係会社株式」

は988百万円、「長期前払費用」は2百万円、「差入保証金」は219

百万円です。 

 ７．繰延資産の「開業費」及び「社債発行差金」は、前中間会計期

間末は、「繰延資産」として一括して表示していましたが、当中間

会計期間末より区分掲記しています。 

 なお、前中間会計期間末の繰延資産の「開業費」は5,958百万

円、「社債発行差金」は333百万円です。 

 ８．「未払金」は、前中間会計期間末は、流動負債の「その他」に

含めて表示していましたが、当中間会計期間末において、重要性が

増したため、区分掲記しています。 

 なお、前中間会計期間末の「未払金」は20,126百万円です。 

 ９．「未払費用」は、前中間会計期間末は、流動負債の「その他」

に含めて表示していましたが、当中間会計期間末において、重要性

が増したため、区分掲記しています。 

 なお、前中間会計期間末の「未払費用」は122百万円です。 

 

 



－  － 

 

(34) ／ 2005/12/19 10:28 (2005/12/19 10:27) ／ 671051_03_110_2k_05263879／第５－６中間財務諸表作成／os2中部国際空港／半期.doc 

34

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

―――――― 10．「未払法人税等」は、前中間会計期間末は、流動負債の「その

他」に含めて表示していましたが、当中間会計期間末において、重

要性が増したため、区分掲記しています。 

 なお、前中間会計期間末の「未払法人税等」は52百万円です。 

 11．「預り金」は、前中間会計期間末は、流動負債の「その他」に

含めて表示していましたが、当中間会計期間末において、重要性が

増したため、区分掲記しています。 

 なお、前中間会計期間末の「預り金」は19百万円です。 

 

 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度末 
（平成17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 

94百万円 8,298百万円 2,120百万円

※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222,320百

万円の一般担保に供しています。 

同左 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㈱ 

2,900百万円 3,135百万円 3,300百万円

※４．消費税等の取扱い ※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。 

 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

動負債の「その他」に含めて表示してい

ます。 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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 114百万円
  

 
契約解約金等収入 18百万円

  

 
賃貸土地収入 215百万円

  
※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 73百万円
  

 
支払利息 

社債利息 

開業費償却 

984百万円

1,481百万円

868百万円
  

 
支払利息 333百万円

社債利息 578百万円

開業費償却 1,736百万円
  

※３.    ―――――― ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの 

 前期損益修正益 58百万円

固定資産受贈益 49百万円
 

工事負担金等受入額 13百万円
 

※４.    ―――――― ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 

 前期損益修正損 70百万円

固定資産除却損 24百万円
 

固定資産除却損 3百万円
 

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 
 

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 6,206百万円

無形固定資産 660百万円
  

 
有形固定資産 2,098百万円

無形固定資産 293百万円
  

 



－  － 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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、減損損失累計額相当額

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 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)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

車両運搬具 16 2 13

工具、器具及
び備品 

57 21 35

合計 73 24 49

  

  

 

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)

車両運搬具 12 0 12

工具、器具及
び備品 

48 13 34

合計 61 13 47

  
 （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等

  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 19百万円

１年超 1百万円

合計 21百万円
  

 
１年内 18百万円

１年超 31百万円

合計 49百万円
  

 
１年内 17百万円

１年超 30百万円

合計 47百万円
  

 （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、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 

 
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 11百万円

減価償却費相当額 11百万円
  

 
支払リース料 44百万円

減価償却費相当額 44百万円
  

(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 

 （減損損失について）  

  リース資産に配分された減損損失はありま

せん。 

 

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 5百万円

１年超 6百万円

合計 11百万円
  

 
１年内 3百万円

１年超 2百万円

合計 6百万円
  

 
１年内 3百万円

１年超 4百万円

合計 8百万円
  

 



－  － 
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（有価証券関係） 

 前中間会計期間末(平成16年９月30日)、当中間会計期間末(平成17年９月30日)及び前事業年度末(平成17年

３月31日)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） 

 該当事項はありません。 

 

(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７期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月24日東海財務局長に提出。 

 

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

平成17年７月25日東海財務局長に提出。 

事業年度（第７期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書です。 

 



－  － 
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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。 

 

 

 

 



 

 

(1) ／ 2005/12/19 10:28 (2005/12/19 10:27) ／ 671051_21_0409_2k_05263879／中間監査H16連結／os2中部国際空港.doc 

 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。 

 



 

 

(1) ／ 2005/12/19 10:28 (2005/12/19 10:27) ／ 671051_21_0509_2k_05263879／中間監査H17連結／os2中部国際空港.doc 

 独立監査人の中間監査報告書 
   
 

 

  平成１７年１２月１６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 西松 真人  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１７年４月１日から平成１８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１７年４月１日から平成１７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１７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１７年４月１日から平成１７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。 

 

 追記情報 

(1）中間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のとおり、会社は当中間連結会計期間から

固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し中間連結財務諸表を作成

している。 

(2）中間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のとおり、会社は従来「投資活動による

キャッシュ・フロー」の区分及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載していた受取利息及び支

払利息について、いずれも「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法に変更している。 

 

 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。 

 



 

 

(1) ／ 2005/12/19 10:28 (2005/12/19 10:27) ／ 671051_26_0409_2k_05263879／中間監査H16単体／os2中部国際空港.doc 

 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。 

 



 

 

(1) ／ 2005/12/19 10:28 (2005/12/19 10:27) ／ 671051_26_0509_2k_05263879／中間監査H17単体／os2中部国際空港.doc 

 独立監査人の中間監査報告書 
   
 

 

  平成１７年１２月１６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 西松 真人  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１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第８期事業年度の中間会計期間（平成

１７年４月１日から平成１７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１７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１７年４月１日から平成１７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。 

 

 追記情報 

 中間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のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減

損に係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し中間財務諸表を作成している。 

 

 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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