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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７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期 

会計期間 

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18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 

至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

売上高 （百万円） － 27,462 26,291 6,592 52,637 

経常利益又は経常
損失(△) 

（百万円） △369 1,954 1,404 △3,853 2,313 

中間(当期)純利益
又は中間(当期)純
損失(△) 

（百万円） △323 1,832 1,235 △3,748 2,111 

純資産額 （百万円） 82,494 80,901 83,277 79,069 81,180 

総資産額 （百万円） 595,293 564,774 551,477 577,314 555,716 

１株当たり純資産
額 

（円） 49,298.89 48,346.57 49,251.61 47,251.70 48,513.32 

１株当たり中間
(当期)純利益又は
１株当たり中間
(当期)純損失(△) 

（円） △193.12 1,094.87 738.29 △2,240.30 1,261.62 

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 （％） 13.9 14.3 14.9 13.7 14.6 

営業活動による
キャッシュ・フ
ロー 

（百万円） △4,891 19,565 9,080 △5,977 28,150 

投資活動による
キャッシュ・フ
ロー 

（百万円） △43,609 △7,480 △3,172 △95,756 △11,843 

財務活動による
キャッシュ・フ
ロー 

（百万円） △1,000 △11,348 △4,988 15,994 △20,856 

現金及び現金同等
物の中間期末（期
末）残高 

（百万円） 43,672 8,165 3,802 7,432 2,882 

従業員数 
（外、平均臨時雇
用者数） 

（人） 
481 
（53）

660 
（358）

699 
（338）

710 
(126）

668 
(350）

（注）１．売上高には、消費税等は含まれていません。 

２．第７期中及び第７期の潜在株式調整後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。 

３．第８期中、第８期及び第９期中の潜在株式調整後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。 

４．第９期中より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用

しています。 
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(2）提出会社の経営指標等 

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期 

会計期間 

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18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 

至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

売上高 （百万円） － 27,416 26,212 6,502 52,499 

経常利益又は経常
損失(△) 

（百万円） △217 1,651 1,207 △3,496 2,008 

中間(当期)純利益
又は中間(当期)純
損失(△) 

（百万円） △221 1,715 1,167 △3,486 2,045 

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

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

純資産額 （百万円） 82,753 81,203 82,701 79,488 81,534 

総資産額 （百万円） 589,885 561,586 548,491 573,995 552,790 

１株当たり配当額 （円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 14.0 14.5 15.1 13.8 14.8 

従業員数 
（外、平均臨時雇
用者数） 

（人） 
343 
（47）

259 
（43）

262 
（45）

338 
（52）

256 
（42）

（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(当期)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。 

 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 平成18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 411 (60） 

商業事業 288(278） 

合計 699(338） 

 （注）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、当中間連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しています。 

 

(2）提出会社の状況 

 平成18年９月30日現在

従業員数（人） 262(45） 

 （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、当中間会計期間の平均人員を（ ）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 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格高騰による不安が一部あったものの、企業部門の好調

さが家計部門へ波及するなど、景気は緩やかな回復を続けてきました。 

このような情勢の中、中部国際空港では、昨年開催された「愛・地球博」に伴う需要がなくなり、旅客数が

減少しましたが、この地域の拡大基調にある経済に支えられる中、各種の需要喚起や集客事業などの取り組み

を積極的に実施してまいりました。 

以上の結果、当連結グループの売上高は前年同期比4.3％減の26,291百万円、営業利益は前年同期比19.8％減

の4,292百万円、経常利益は前年同期比28.1％減の1,404百万円、中間純利益は前年同期比32.6％減の1,235百万

円となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。 

 

（空港事業） 

空港事業については、まず安全で安心な空港運営の確保に日々努めるとともに、除雪体制や危機管理機能の

強化に取組んでまいりました。 

また、ネットワークの充実や利便性の向上として、新たにヘルシンキ線やドバイ線、高雄線の就航並びに台

北線等の増便がありました。さらに予約駐車場や国際線搭乗待合室内に無料インターネットコーナーを開設す

るとともに、貨物の取扱量の増大に対応するために第１国際貨物上屋を拡張しました。 

平成18年９月30日現在、国際線の就航便数については、旅客便が322便／週（前年同期比103％）、貨物便が

45便／週（前年同期比110％）と、前年を上回っています。 

その他の運営状況については、国際線旅客数が約270万人（前年同期比98％）、国内線旅客数が約338万人

（前年同期比87％）、国際貨物取扱量は約11.8万トン（前年同期比120％）、航空機の発着回数は国際線が約

1.9万回（前年同期比106％）、国内線が約3.6万回（前年同期比100％）となっています。 

以上の結果、空港事業の売上高は前年同期比2.5％増の18,500百万円、営業利益は前年同期比18.4％減の

2,898百万円となりました。 

 

(商業事業) 

商業事業については、イベントプラザでの知多半島観光物産展、セントレアフレンズランド等、多種多様な

集客催事を積極的に実施し、多くのお客様にセントレアをご利用いただきました。 

空港の特徴を生かし、姉妹空港であるミュンヘン空港内の「エアブロイ」で醸造された生ビールを航空便で

低温管理輸送し、期間限定で販売を行い、好評をいただきました。 

免税店においては、お客様からの要望が強かった人気化粧品ブランドを新規導入するなど、品揃えの強化に

努めるとともに、国際線搭乗待合室内の飲食店舗の拡張及び物販店の増設工事を進めており、航空機を利用さ

れるお客様へのサービス向上を引き続き図ってまいります。 

一方で、８月10日の英国での航空機テロ未遂事件以降、米国発着便及び米国航空会社便で液体物・ジェル状

の物品の航空機内への持込みが規制され、売上高の減少要因となりました。 

４月にはセントレアオリジナルキャラクター「なぞの旅人フー」をデザインしたセントレアカードを新たに

発行するとともに、割引サービスの内容も充実しました。 

 以上の結果、商業事業の売上高は前年同期比16.1％減の8,152百万円、営業利益は前年同期比22.8％減の

1,387百万円となりました。 
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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919百万円増加し、3,802百

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、9,080百万円の収入となり、前年同期に比べ10,484百万円の収入の減

少となりました。これは、主に、前中間連結会計期間の未収消費税等による収入9,165百万円が当中間連結会計

期間においてなくなったことによるものです。 

 

（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、3,172百万円の支出となり、前年同期に比べ4,307百万円の支出の減

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2,781百万円と前年同期に比べ3,965百万円

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、4,988百万円の支出となり、前年同期に比べ6,360百万円の支出の減

少となりました。これは、主に、長期借入金の返済による支出が前年同期に比べ37,577百万円増加した一方、

前年同期に比べ長期借入れによる収入が42,237百万円、短期借入金残高が1,400百万円増加したことによるもの

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 18,388 102.4 

商業事業 7,902 83.1 

計 26,291 95.7 

 

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 11,864 103.2 

土地建物等貸付料 5,121 107.4 

構内営業料等 1,129 81.2 

その他売上高 272 91.8 

計 18,388 102.4 

 

商業事業の内訳 

区分 金額(百万円) 前年同期比(％) 

商品売上高 6,776 83.6 

飲食、サービス等売上高 1,125 80.4 

計 7,902 83.1 

(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．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、商業系及び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） 11,864 45.1 103.2 

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） 9,172 34.9 82.9 

その他収入（土地建物等貸付料及びその他の収入） 5,254 20.0 107.4 

計 26,291 100.0 95.7 

 



 

－  － 

 

(7) ／ 2006/12/21 11:01 (2006/12/21 11:00) ／ 671051_03_030_wk_06333558／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、空港施設の安全性・信頼性の確保・向上に努めるのはもとより、お客様の利便性の向上や

需要の増加に対応するため、飽和状態に近い各種施設の拡張工事を進めております。こうした設備投資による財

務上の負荷が増加している中、黒字体質の定着に向け、需要喚起の取組みなどによる収入拡大や一層のコスト削

減の経営努力を進めてまいります。 

また、全国の小学生などを対象に多彩なコースで通年実施しているセントレア社会見学を更に拡充するととも

に、地域振興に資するイベントの実施や多くの方に参画いただいている案内ボランティア活動などの充実を通じ

て、一層地域に根付いた空港を目指してまいります。 

これらの取り組みとともに、「２００６年度セントレアグループ経営計画」に掲げました重要施策[①安全で安

心な空港運営の確保、②需要の拡大・路線ネットワークの充実、③魅力ある商品・サービスの提供、④ＣＳ（お

客様満足）世界Ｎo．１空港の実現、⑤企業の社会的責任、⑥経営基盤の強化]を引き続きグループ一丸となって

全力で取組んでまいります。 

 

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。 

 



 

－  － 

 

(8) ／ 2006/12/21 11:01 (2006/12/21 11:00) ／ 671051_03_040_wk_06333558／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) ／ 2006/12/21 11:01 (2006/12/21 11:00) ／ 671051_03_050_wk_06333558／第４提出会社／os2中部国際空港／半期.doc 

9

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 発行可能株式総数（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18年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18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18年４月１日～ 
平成18年９月30日 

－ 1,673,360 － 83,668 － －

 

(4）【大株主の状況】 

  平成18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 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 54,030 3.22 

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 

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 － 1,083,960 64.77 

 



 

－  － 

 

((10) ／ 2006/12/21 11:01 (2006/12/21 11:00) ／ 671051_03_050_wk_06333558／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18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 － 

単元未満株式 － － － 

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18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) ／ 2006/12/21 11:01 (2006/12/21 11:00) ／ 671051_03_050_wk_06333558／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。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）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18年４月１日から平成18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。 

 

(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。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）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18年４月１日から平成18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。 

 

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17年４月１日から平成17年９月

30日まで）及び当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18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17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平

成18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) ／ 2006/12/21 11:01 (2006/12/21 11:00) ／ 671051_03_060_wk_06333558／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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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   7,776 3,373  2,489

２ 売掛金   2,982 2,911  2,842

３ たな卸資産   1,382 1,532  1,474

４ 繰延税金資産   78 42  37

５ その他   564 715  568

流動資産合計   12,784 2.2 8,575 1.6  7,412 1.3

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1,2   

(1）建物及び構築物 ※３ 197,137 193,117 196,539 

(2）機械装置及び運
搬具 

※３ 16,343 15,170 15,761 

(3）土地  287,929 289,568 289,568 

(4）建設仮勘定  2,791 2,319 703 

(5）その他 ※３ 12,654 516,856 11,118 511,294 12,032 514,605

２ 無形固定資産 ※２   

 (1）ソフトウェア  4,556 3,906 4,388 

 (2）水道施設利用権  6,308 6,389 6,217 

 (3）その他  878 11,742 819 11,115 850 11,456

３ 投資その他の資産    

 (1）長期前払費用  16,802 15,977 16,580 

 (2）繰延税金資産  3 8 3 

 (3）その他  22 16,828 17 16,003 21 16,606

固定資産合計   545,428 96.6 538,413 97.6  542,667 97.7

Ⅲ 繰延資産    

１ 開業費   6,283 4,488  5,385

２ 社債発行差金   278 －  250

繰延資産合計   6,561 1.2 4,488 0.8  5,636 1.0

資産合計 ※３  564,774 100.0 551,477 100.0  555,716 100.0

    

 



 

－  － 

 

(13) ／ 2006/12/21 11:01 (2006/12/21 11:00) ／ 671051_03_060_wk_06333558／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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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   1,035 755  845

２ 短期借入金   － 1,400  －

３ １年内返済長期借
入金 

※３  29,097 4,393  4,393

４ 未払法人税等   185 166  155

５ 賞与引当金   429 477  425

６ その他   3,800 3,728  3,996

流動負債合計   34,548 6.1 10,921 2.0  9,816 1.8

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 ※３  222,320 222,096  222,320

２ 長期借入金 ※３  224,816 233,558  240,013

３ 退職給付引当金   58 114  76

４ 役員退任慰労金引
当金 

  151 186  169

５ その他   1,185 1,321  1,327

固定負債合計   448,531 79.5 457,279 82.9  463,906 83.5

負債合計   483,079 85.6 468,200 84.9  473,723 85.3

    

（少数株主持分）    

少数株主持分   793 0.1 － －  813 0.1

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   83,668 14.8 － －  83,668 15.1

Ⅱ 利益剰余金   △2,766 △0.5 － －  △2,487 △0.5

資本合計   80,901 14.3 － －  81,180 14.6

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  564,774 100.0 － －  555,716 100.0

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   － － 83,668 15.1  － －

２ 利益剰余金   － － △1,252 △0.2  － －

株主資本合計   － － 82,415 14.9  － －

Ⅱ 少数株主持分   － － 861 0.2  － －

純資産合計   － － 83,277 15.1  － －

負債純資産合計   － － 551,477 100.0  － －

    

 



 

－  － 

 

(14) ／ 2006/12/21 11:01 (2006/12/21 11:00) ／ 671051_03_060_wk_06333558／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17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18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17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

百分比

(％)
金額（百万円） 

百分比

(％)
金額（百万円） 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   27,462 100.0 26,291 100.0  52,637 100.0

Ⅱ 売上原価   18,193 66.3 18,063 68.7  35,695 67.8

売上総利益   9,269 33.7 8,227 31.3  16,941 32.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  3,915 14.2 3,934 15.0  7,910 15.0

営業利益   5,353 19.5 4,292 16.3  9,031 17.2

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  0 0 0 

２ 契約解約金等収入  18 2 23 

３ 金利スワップ解約益  － 305 － 

４ その他  9 27 0.1 18 327 1.2 18 42 0.1

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  2,495 2,070 4,894 

２ 開業費償却  897 897 1,795 

３ 社債発行差金償却  27 － 54 

４ その他  6 3,427 12.5 246 3,215 12.2 15 6,760 12.9

経常利益   1,954 7.1 1,404 5.3  2,313 4.4

Ⅵ 特別利益    

１ 前期損益修正益  58 － 68 

２ 国庫補助金等受入額  － 37 － 

３ 固定資産受贈益  49 － 49 

４ 役員退任慰労金引当

金戻入益 
 20 － 20 

５ その他  6 134 0.5 0 38 0.2 10 148 0.3

Ⅶ 特別損失    

１ 前期損益修正損  70 － 81 

２ 固定資産売却損 ※２ － － 0 

３ 固定資産除却損 ※３ 24 19 36 

４ 固定資産圧縮損  － 37 － 

５ その他  4 99 0.4 － 56 0.2 5 124 0.2

税金等調整前中間

(当期)純利益 
  1,989 7.2 1,386 5.3  2,337 4.5

法人税、住民税及び

事業税 
 124 111 134 

法人税等調整額  △39 84 0.3 △9 102 0.4 0 134 0.3

少数株主利益   73 0.2 48 0.2  91 0.2

中間(当期)純利益   1,832 6.7 1,235 4.7  2,111 4.0

    

 



 

－  － 

 

(15) ／ 2006/12/21 11:01 (2006/12/21 11:00) ／ 671051_03_060_wk_06333558／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及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（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17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

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  △4,598 △4,598

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 中間(当期)純利益  1,832 1,832 2,111 2,111

Ⅲ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

 △2,766 △2,487

  

 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

株主資本 
 

資本金 利益剰余金 株主資本合計
少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

83,668 △2,487 81,180 813 81,993 

中間連結会計期間中の変動額   

中間純利益 1,235 1,235  1,235 

株主資本以外の項目の中間連結会計期
間中の変動額（純額） 

48 48 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ 1,235 1,235 48 1,284 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

83,668 △1,252 82,415 861 83,277 

      
 



 

－  － 

 

(16) ／ 2006/12/21 11:01 (2006/12/21 11:00) ／ 671051_03_060_wk_06333558／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17年４月１日 

至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18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17年４月１日 

至 平成18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 

 1,989 1,386 2,337 

２ 減価償却費  7,197 7,431 14,534 

３ 連結調整勘定償却額  － － 8 

４ 退職給付引当金の増加額  36 38 54 

５ 役員退任慰労金引当金の
増減額(減少：△) 

 △91 17 △73 

６ 賞与引当金の増加額  99 51 96 

７ 受取利息  △0 △0 △0 

８ 支払利息  2,495 2,070 4,894 

９ 為替差損益(差益：△)  3 △0 △0 

10 開業費償却  897 897 1,795 

11 社債発行差金償却  27 － 54 

12 金利スワップ解約益  － △305 － 

13 国庫補助金等受入額  － △37 － 

14 固定資産受贈益  △49 － △49 

15 前期損益修正益  △58 － △68 

16 固定資産売却損  － － 0 

17 固定資産除却損  － 13 11 

18 固定資産圧縮損  － 37 － 

19 売上債権の増加額  △159 △68 △20 

20 たな卸資産の増加額  △106 △58 △198 

21 仕入債務の減少額  △80 △89 △269 

22 未収消費税等の減少額  9,165 － 9,165 

23 未払消費税等の増減額(減
少：△) 

 286 △177 303 

24 その他  447 △27 556 

小計  22,100 11,178 33,133 

25 利息の受取額  0 0 0 

26 利息の支払額  △2,509 △2,008 △4,911 

27 法人税等の支払額  △26 △89 △73 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 19,565 9,080 28,150 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18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17年４月１日 

至 平成18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 有形固定資産の取得によ
る支出 

 △6,746 △2,781 △10,721 

２ 有形固定資産の売却によ
る収入 

 － － 4 

３ 共同事業負担金の受入に
よる収入 

 191 － 192 

４ 国庫補助金等の受入によ
る収入 

 － 37 － 

５ 無形固定資産の取得によ
る支出 

 △543 △411 △940 

６ 投資その他の資産の取得
による支出 

 △405 △24 △410 

７ 投資その他の資産の減少
による収入 

 8 6 10 

８ 関係会社株式の取得によ
る支出 

 － － △7 

９ その他  16 1 29 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △7,480 △3,172 △11,843 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

    

１ 短期借入金の純増加額  － 1,400 － 

２ 長期借入れによる収入  － 42,237 19,647 

３ 長期借入金の返済による
支出 

 △11,348 △48,926 △40,503 

４ 金利スワップ解約による
収入 

 － 299 － 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △11,348 △4,988 △20,856 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 △3 0 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額（減少：△） 

 732 919 △4,549 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 7,432 2,882 7,432 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

※ 8,165 3,802 2,882 
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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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 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 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。 

 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

 定額法によっています。 

 なお、主な耐用年数は次のとお

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

同左 

② 無形固定資産  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。 

 定額法によっています。 

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 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。

 ５年間で均等償却しています。  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。

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。 

――――――  社債の償還期間にわたり均等償

却しています。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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。 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末において発生

していると認められる額を計上し

ています。なお、退職給付債務の

算定は簡便法によっています。 

(追加情報) 

従来、中間期末自己都合要支給

額を計上する方法を採用していま

したが、より有用な情報を開示す

るため、当中間連結会計期間か

ら、当連結会計年度末における退

職給付債務の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末において発生

していると認められる額を計上す

る方法に変更しました。 

これにより、従来の方法によっ

た場合と比べ、営業利益、経常利

益、税金等調整前中間純利益がそ

れぞれ13百万円減少しています。

 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 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 消費税等の会計処理  税抜方式によっています。 

 

同左 同左 

② 連結納税制度の適用  連結納税制度を適用していま

す。 

同左 同左 

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

到来する短期投資等からなってい

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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (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) 

 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。 

  当連結会計年度より、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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (キャッシュ・フロー計算書の記載区分) ――――――  (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。 

 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、当連結会計年度より、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

更しています。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、当連結会計年度より期間を通し

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4,910百万円減少、「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

4,911百万円増加しています。 

―――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準) 

―――――― 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」(企業

会計基準第５号 平成17年12月９日)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日)を適用して

います。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

82,415百万円です。 

なお、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、中

間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の中間連結財務諸表規則により作成してい

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

―――――― (繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い) 

―――――― 

 当中間連結会計期間より、「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計

基準委員会 平成18年８月11日 実務対応

報告第19号)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。 

なお、前中間連結会計期間末において区

分掲記していた社債発行差金223百万円は当

中間連結会計期間末において社債から控除

して表示しています。 

また、前中間連結会計期間において区分

掲記していた社債発行差金償却額27百万円

は、当中間連結会計期間から社債利息に含

めて表示しています。 
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表示方法の変更 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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。 

 

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。 

 

 



 

－  － 

 

(24) ／ 2006/12/21 11:01 (2006/12/21 11:00) ／ 671051_03_070_wk_06333558／第５－２中間連結財務諸表作成／os2中部国際空港／半期.doc 

24

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17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18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 

8,515百万円 21,417百万円 14,923百万円

※２．    ―――――― ※２．当中間連結会計期間において国庫補助

金等により取得原価から控除した固定資

産の圧縮記帳額 

有形固定資産 建物及び構築物２百万

円、その他19百万円、無形固定資産 ソ

フトウェア15百万円 

国庫補助金等により取得原価から控除

した固定資産の圧縮記帳累計額 

1,573百万円

※２．国庫補助金等により取得原価から控除

した固定資産の圧縮記帳累計額 

1,536百万円

(建物及び構築物58百万円、機械装置及び

運搬具1,476百万円、その他1百万円) 

 (有形固定資産 建物及び構築物61百万

円、機械装置及び運搬具1,476百万円、そ

の他20百万円、無形固定資産 ソフト

ウェア15百万円) 

 

※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産 ※３．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。 

(1)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。 

(2)担保に供している資産は次のとおりで

す。 

建物及び構築物 68,587百万円

機械装置及び運搬具 2,704百万円

その他 3百万円

計 71,295百万円

担保付債務は次のとおりです。 

1年内返済長期借入金 1,327百万円

長期借入金 9,480百万円

計 10,808百万円
  

(1) 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。 

(2)担保に供している資産は次のとおりで

す。 

建物及び構築物 69,999百万円

機械装置及び運搬具 2,803百万円

その他 4百万円

計 72,807百万円

担保付債務は次のとおりです。 

1年内返済長期借入金 1,327百万円

長期借入金 9,644百万円

計 10,972百万円
 

 

（中間連結損益計算書関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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。 
 

従業員給与 793百万円

賞与引当金繰入額 267百万円

業務委託費 972百万円
  

 
従業員給与 943百万円

賞与引当金繰入額 289百万円

業務委託費 940百万円
  

 
従業員給与 1,681百万円

賞与引当金繰入額 262百万円

業務委託費 1,930百万円
  

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

です。 

  建物及び構築物      0百万円 

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

です。 

※３．固定資産除却損の内訳は、次のとおり

です。 

※３．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
  

 
固定資産撤去費用 5百万円

建物及び構築物 5百万円

その他 7百万円
  

 
固定資産撤去費用 24百万円

建物及び構築物 5百万円

その他 5百万円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当中間連結会計期
間増加株式数 

（株） 

当中間連結会計期
間減少株式数 

（株） 

当中間連結会計期
間末株式数 

（株） 

発行済株式     

普通株式 1,673,360 － － 1,673,360 

合計 1,673,360 － － 1,673,360 

 

（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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）
 
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 3,373百万円

流動資産「その他」勘定 429百万円

現金及び現金同等物 3,802百万円
  

 
現金及び預金勘定 2,489百万円

流動資産「その他」勘定 393百万円

現金及び現金同等物 2,882百万円
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（リース取引関係） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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、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、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、減損損失累計額相当額

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) 

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)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

機械装置及び
運搬具 

39 18 20

その他 74 39 34

合計 114 58 55

  

 

 

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 

39 14 25

その他 70 29 41

合計 110 43 66

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

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

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 25百万円

合計 55百万円
  

 
１年内 29百万円

１年超 37百万円

合計 66百万円
  

 （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、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、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、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
 

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 15百万円

減価償却費相当額 15百万円
  

 
支払リース料 34百万円

減価償却費相当額 34百万円
  

(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) (減損損失について) (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。 

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 3百万円

１年超 2百万円

合計 6百万円
  

 
１年内 2百万円

１年超 -百万円

合計 2百万円
  

 
１年内 3百万円

１年超 0百万円

合計 4百万円
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（有価証券関係） 

 前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）、当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）及び前連結会計

年度末（平成18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17年９月30日）、当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）及び前連結会計

年度末（平成18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。 

 

（ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

 



 

－  － 
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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 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18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 18,388 7,902 26,291 － 26,291 

(2)セグメント間の内部売上高又は振
替高 

111 249 361 (361) － 

計 18,500 8,152 26,652 (361) 26,291 

営業費用 15,601 6,764 22,366 (368) 21,998 

営業利益 2,898 1,387 4,286 6 4,292 

(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 
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前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18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 35,280 17,356 52,637 － 52,637 

(2)セグメント間の内部売上高又は振
替高 

191 470 662 (662) － 

計 35,472 17,827 53,299 (662) 52,637 

営業費用 29,558 14,718 44,277 (671) 43,606 

営業利益 5,913 3,108 9,022 8 9,031 

(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17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年４

月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18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。 

 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年４

月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18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。 
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（１株当たり情報） 

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

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

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

  

  

１株当たり純資産額 49,251.61円

１株当たり中間純利益 738.29円

  

  

１株当たり純資産額 48,513.32円

１株当たり当期純利益 1,261.62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。 

同左  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いません。 

 （注）１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純利益 (百万円) 1,832 1,235 2,111 

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)

純利益 
(百万円) 1,832 1,235 2,111 

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17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18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  7,709 3,236 2,458 

２ 売掛金  3,002 2,886 2,889 

３ 商品  1,174 1,302 1,242 

４ 貯蔵品  148 178 184 

５ 前払費用  111 212 56 

６ その他  473 529 540 

流動資産合計   12,619 2.3 8,345 1.5  7,372 1.3

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1，2   

(1）建物 ※３ 99,127 97,259 98,510 

(2）構築物  97,577 95,430 97,598 

(3）機械及び装置 ※３ 12,225 11,503 11,868 

(4）車両運搬具  1,149 899 1,024 

(5）工具、器具及び
備品 

 12,643 11,105 12,019 

(6）土地  287,929 289,568 289,568 

(7）建設仮勘定  2,791 2,319 703 

有形固定資産合計  513,443 508,087 511,293 

２ 無形固定資産 ※２   

(1）商標権  21 18 20 

(2）ソフトウェア  4,737 4,046 4,549 

(3）水道施設利用権  6,308 6,389 6,217 

(4）その他  292 276 285 

無形固定資産合計  11,360 10,730 11,072 

３ 投資その他の資産    

(1）関係会社株式  988 996 996 

(2）長期前払費用  16,800 15,975 16,578 

(3）差入保証金  17 14 17 

投資その他の資産合
計 

 17,806 16,986 17,592 

固定資産合計   542,610 96.6 535,804 97.7  539,957 97.7

Ⅲ 繰延資産    

１ 開業費  6,077 4,340 5,209 

２ 社債発行差金  278 － 250 

繰延資産合計   6,355 1.1 4,340 0.8  5,459 1.0

資産合計 ※３  561,586 100.0 548,491 100.0  552,790 100.0
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前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成18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  940 666 761 

２ 短期借入金  743 1,842 644 

３ １年内返済長期借
入金 

※３ 28,767 4,097 4,097 

４ 未払金  2,117 2,165 2,558 

５ 未払費用  133 176 74 

６ 未払法人税等  58 101 67 

７ 前受金  855 945 524 

８ 預り金  526 368 479 

９ 賞与引当金  261 282 253 

10 その他 ※５ 259 128 269 

流動負債合計   34,664 6.2 10,774 2.0  9,733 1.7

Ⅱ 固定負債    

１ 社債 ※３ 222,320 222,096 222,320 

２ 長期借入金 ※３ 222,011 231,338 237,645 

３ 退職給付引当金  56 84 71 

４ 役員退任慰労金引
当金 

 144 172 158 

５ その他  1,185 1,321 1,327 

固定負債合計   445,717 79.3 455,014 82.9  461,522 83.5

負債合計   480,382 85.5 465,789 84.9  471,255 85.2

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   83,668 14.9 － －  83,668 15.1

Ⅱ 利益剰余金    

１ 中間（当期）未処
理損失 

 2,464 － 2,133 

利益剰余金合計   △2,464 △0.4 － －  △2,133 △0.3

資本合計   81,203 14.5 － －  81,534 14.8

負債資本合計   561,586 100.0 － －  552,790 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   － － 83,668 15.3  － －

２ 利益剰余金    

(1）その他利益剰余
金 

   

繰越利益剰余金  － △966 － 

利益剰余金合計   － － △966 △0.2  － －

株主資本合計   － － 82,701 15.1  － －

純資産合計   － － 82,701 15.1  － －

負債純資産合計   － － 548,491 100.0  － －
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②【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度の 

要約損益計算書 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

百分比

(％)
金額（百万円） 

百分比

(％)
金額（百万円） 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   27,416 100.0 26,212 100.0  52,499 100.0

Ⅱ 売上原価   18,674 68.1 18,383 70.1  36,308 69.2

売上総利益   8,741 31.9 7,829 29.9  16,190 30.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,761 13.7 3,804 14.5  7,600 14.4

営業利益   4,980 18.2 4,024 15.4  8,590 16.4

Ⅳ 営業外収益 ※１  38 0.1 344 1.3  62 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,368 12.3 3,160 12.1  6,644 12.7

経常利益   1,651 6.0 1,207 4.6  2,008 3.8

Ⅵ 特別利益 ※３  134 0.5 38 0.1  148 0.3

Ⅶ 特別損失 ※４  95 0.3 56 0.2  118 0.2

税引前中間(当期)純

利益 
  1,690 6.2 1,189 4.5  2,039 3.9

法人税、住民税及び

事業税 
  △ 24 △0.1 22 0.0  △6 △0.0

中間(当期)純利益   1,715 6.3 1,167 4.5  2,045 3.9

前期繰越損失   4,179 －  4,179

中間（当期）未処理

損失 
  2,464 －  2,133

    

 

③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 
資本金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

株主資本
合計 

純資産合計

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

83,668 △2,133 △2,133 81,534 81,534

中間会計期間中の変動額  

 
中間純利益 

 
 1,167 1,167 1,167 1,167

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ 1,167 1,167 1,167 1,167

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

83,668 △966 △966 82,701 82,701
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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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 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 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。 

 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

 定額法によっています。 

 なお、主な耐用年数は次のとお

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

同左 

(2）無形固定資産  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。 

 定額法によっています。 

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。 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。

 ５年間で均等償却しています。  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。

(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。 

―――――  社債の償還期間にわたり均等償

却しています。 

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 

 



 

－  － 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(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。 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ています。なお、退職給付債務

の算定は簡便法によっていま

す。 

(追加情報) 

従来、中間期末自己都合要支給

額を計上する方法を採用してい

ましたが、より有用な情報を開

示するため、当中間会計期間か

ら、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上す

る方法に変更しました。 

これにより、従来の方法によっ

た場合と比べ、営業利益、経常

利益、税引前中間純利益がそれ

ぞれ１百万円減少しています。

 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 

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。 

 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 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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）消費税等の会計処理  税抜方式によっています。 同左 同左 

(2）連結納税制度の適用  連結納税制度を適用していま

す。 

同左 同左 

 

 

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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (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) 

 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。 

  当事業年度より、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。 

――――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準) 

――――――― 

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」(企業会

計基準第５号 平成17年12月９日)及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針

第８号 平成17年12月９日)を適用していま

す。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

82,701百万円です。 

なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しています。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

――――――― (繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い) 

――――――― 

 当中間会計期間より、「繰延資産の会計

処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準

委員会 平成18年８月11日 実務対応報告

第19号)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。 

なお、前中間会計期間末において区分掲

記していた社債発行差金223百万円は当中間

会計期間末において社債から控除して表示

しています。 

また、前中間会計期間において区分掲記し

ていた社債発行差金償却額27百万円は、当

中間会計期間から社債利息に含めて表示し

ています。 

 

 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18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。
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

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。 

 

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17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18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 

8,298百万円 20,989百万円 14,600百万円

※２．   ――――― ※２．当中間会計期間において国庫補助金

等により取得原価から控除した固定資産

の圧縮記帳額 

有形固定資産 建物2百万円、工具、

器具及び備品19百万円、無形固定資産 

ソフトウェア15百万円 

国庫補助金等により取得原価から控除

した固定資産の圧縮記帳累計額 

37百万円

※２．   ――――― 
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前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産 ※３．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。 

(1)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。 

(2)担保に供している資産は次のとおりで

す。 

建物 67,942百万円

機械及び装置 84百万円

計 68,027百万円

担保付債務は次のとおりです。 

1年内返済長期借入金 1,167百万円

長期借入金 8,280百万円

計 9,448百万円

  

(1)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。 

(2)担保に供している資産は次のとおりで

す。 

建物 69,341百万円

機械及び装置 87百万円

計 69,429百万円

担保付債務は次のとおりです。 

1年内返済長期借入金 1,167百万円

長期借入金 8,364百万円

計 9,532百万円
 

 ４．偶発債務  ４．偶発債務  ４．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㈱ 

3,135百万円 2,516百万円 2,664百万円

※５．消費税等の取扱い ※５．消費税等の取扱い ※５．   ―――――― 

 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。 

同左 

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 
 

契約解約金等収入 18百万円
  

 
金利スワップ解約益 305百万円

業務受託収入 19百万円
  

 
契約解約金等収入 23百万円

業務受託収入 21百万円
 

※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 
 

支払利息 984百万円

社債利息 1,481百万円

開業費償却 868百万円
  

 
支払利息 537百万円

社債利息 1,508百万円

開業費償却 868百万円
  

 
支払利息 1,875百万円

社債利息 2,962百万円

開業費償却 1,736百万円
  

※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 ※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
  

国庫補助金等受入額 37百万円
  

前期損益修正益 68百万円

固定資産受贈益 49百万円
 

※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 ※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
  

固定資産圧縮損 37百万円

固定資産除却損 19百万円
  

前期損益修正損 81百万円

固定資産除却損 36百万円
  

 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 6,206百万円

無形固定資産 660百万円
  

 
有形固定資産 6,391百万円

無形固定資産 707百万円
  

 
有形固定資産 12,535百万円

無形固定資産 1,339百万円
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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、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、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、減損損失累計額相当額

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) 

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)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

車両運搬具 16 5 10

工具、器具及
び備品 

50 26 24

合計 66 32 34

  

  

 

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 16 4 12

工具、器具及
び備品 

46 18 27

合計 62 23 39

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

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

１年内 18百万円

１年超 31百万円

合計 49百万円
  

 
１年内 18百万円

１年超 16百万円

合計 34百万円
  

 
１年内 16百万円

１年超 22百万円

合計 39百万円
  

 （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、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、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、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
 

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 9百万円

減価償却費相当額 9百万円
  

 
支払リース料 21百万円

減価償却費相当額 21百万円
  

(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） （減損損失について） （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。 

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 3百万円

１年超 2百万円

合計 6百万円
  

 
１年内 2百万円

１年超 -百万円

合計 2百万円
  

 
１年内 3百万円

１年超 0百万円

合計 4百万円
  

 



 

－  － 
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（有価証券関係） 

 前中間会計期間末(平成17年９月30日)、当中間会計期間末(平成18年９月30日)及び前事業年度末(平成18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。 

 

 



 

－  － 

 

(42) ／ 2006/12/21 11:01 (2006/12/21 11:00) ／ 671051_03_130_wk_06333558／第６参考情報／os2中部国際空港／半期.doc 
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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８期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月22日東海財務局長に提出。 

 



 

－  － 

 

(43) ／ 2006/12/21 11:01 (2006/12/21 11:00) ／ 671051_03_130_wk_06333558／第６参考情報／os2中部国際空港／半期.doc 
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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。 
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 独立監査人の中間監査報告書 
   
 

 

  平成１８年１２月１５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１８年４月１日から平成１９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１８年４月１日から平成１８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、中間連結株主資本等変動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１８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１８年４月１日から平成１８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) ／ 2006/12/21 11:01 (2006/12/21 11:00) ／ 671051_26_0509_wk_06333558／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。 

 



 

 

 

(1) ／ 2006/12/21 11:01 (2006/12/21 11:00) ／ 671051_26_0609_wk_06333558／中間監査H18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１８年１２月１５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１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第９期事業年度の中間会計期間（平成

１８年４月１日から平成１８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、中間損益計算書

及び中間株主資本等変動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１８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１８年４月１日から平成１８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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