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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 

（注）１．売上高には、消費税等は含まれていません。 

２．第９期中、第９期、第10期中及び第10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、潜在株

式が存在しないため記載していません。 

３．第11期中の潜在株式調整後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。 

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期 

会計期間 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

売上高 （百万円） 26,291 27,055 25,266 52,526 52,876 

経常利益又は経常

損失（△） 
（百万円） 1,404 1,023 △138 1,718 679 

中間(当期)純利益

又は中間純損失

（△） 

（百万円） 1,235 565 △307 1,186 296 

純資産額 （百万円） 83,277 83,826 83,296 83,226 83,559 

総資産額 （百万円） 551,477 549,477 537,525 551,712 543,968 

１株当たり純資産

額 
（円） 49,251.61 49,560.08 49,215.88 49,222.17 49,399.53 

１株当たり中間

(当期)純利益又は

１株当たり中間純

損失（△） 

（円） 738.29 337.91 △183.65 708.85 177.36 

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 （％） 14.9 15.1 15.3 14.9 15.2 

営業活動によるキ

ャッシュ・フロー 
（百万円） 9,080 9,789 8,949 17,918 17,987 

投資活動によるキ

ャッシュ・フロー 
（百万円） △3,172 △7,508 △2,090 △11,456 △10,823 

財務活動によるキ

ャッシュ・フロー 
（百万円） △4,988 △1,193 △5,193 △6,133 △7,003 

現金及び現金同等

物の中間期末(期

末)残高 

（百万円） 3,802 4,300 5,040 3,212 3,374 

従業員数 

（外、平均臨時雇

用者数） 

（人） 
699 

(338) 

821 

(293) 

894 

(154) 

696 

(343) 

881 

(239) 

2008/12/12 16:21:1308496321/中部国際空港株式会社/半期報告書/2008-09-30



(2）提出会社の経営指標等 

（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。 

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期 

会計期間 

自平成18年 
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

売上高 （百万円） 26,212 26,945 25,172 52,330 52,583 

経常利益又は経常

損失（△） 
（百万円） 1,207 850 △335 1,516 472 

中間(当期)純利益

又は中間純損失

（△） 

（百万円） 1,167 504 △379 1,114 214 

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） 82,701 83,153 82,484 82,649 82,864 

総資産額 （百万円） 548,491 546,640 535,063 548,922 541,432 

１株当たり配当額 （円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 15.1 15.2 15.4 15.0 15.3 

従業員数 

（外、平均臨時雇

用者数） 

（人） 
262 

(45) 

266 

(47) 

267 

(45) 

253 

(45) 

258 

(47) 
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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 

（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、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．前連結会計年度に主として商業事業において派遣社員から直接雇用に雇用形態を変更した結果、平均臨時雇

用者数は前連結会計年度末に比べ85名減少しています。 

(2）提出会社の状況 

 （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。 

平成20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 423 ( 75)  

商業事業 471 ( 79) 

合計 894 (154) 

平成20年９月30日現在

従業員数（人） 267 ( 45) 
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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、サブプライム住宅ローン問題に端を発する米国発の金融不安を背景

に海外経済が減速し、国内企業の輸出が鈍化しております。原材料高による収益圧迫も続いており、景気の後退色

が一段と鮮明になっています。航空業界においても、世界経済の混迷や原油高により、ここ数年の拡大基調から一

旦、急激に縮小サイクルに入ったと認識しております。 

当連結グループも、この影響を免れることはできず、特に日本人の海外旅行離れや、航空貨物輸送の需要が前年

同期を下回るなど、当初の予想を遙かに超えたこれまでで も厳しい経営環境に直面しております。 

このような情勢の中で、当連結グループは、経営基盤の強化に向け、各種の需要喚起や集客事業等を積極的に行

うとともに更なるコストの削減に取り組んできました。 

以上の結果、当連結グループの売上高は25,266百万円（前年同期比6.6％減）、営業利益は2,825百万円（同

29.4％減）、経常損失は138百万円（前年同期は1,023百万円の経常利益）、中間純損失は307百万円（前年同期は

565百万円の中間純利益）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) 

空港事業につきましては、安全で安心な空港運営の確保に日々努めました。国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）の標

準・勧告方式で加盟各国の国際空港において整備すべきとされている安全管理システム（ＳＭＳ）の充実に向けた

活動を進めました。また、計器着陸装置（ＩＬＳ）のカテゴリーⅢ化を実施し、就航率の向上を図るとともに、関

係機関と緊密に連携して鳥防除対策を強化した結果、大幅にバードストライクの発生件数を減少させることに成功

しました。 

航空旅客につきましては、旅客便では前連結会計年度の地元と一体となったエアポートセールスの効果もあり、

ベトナム航空のハノイ便、ガルーダ・インドネシア航空のデンパサール便、タイ国際航空のバンコク深夜便を実現

したものの、コンチネンタル航空のホノルル便運休や韓国・中国方面の機材小型化が進みました。また、需要喚起

活動としては、成長性の高い市場を中心に、当空港の就航路線の利用実績に直結する施策に重点を置いた取り組み

を推し進めました。具体的には、訪日外国人旅客の誘客事業の拡大、北陸地方、長野県・静岡県などの需要の取り

込み、東海地方に多く在住する在日ブラジル人旅客への直行便利用のキャンペーン等を実施するとともに、国内線

についても航空各社と協力した利用促進キャンペーンを前連結会計年度に引き続き実施しました。しかしながら、

国内景気の後退や長引く燃油サーチャージの高騰による日本人の旅行離れや当中間連結会計期間後半における世界

経済の減速による訪日外国人旅客の減少を補うことはできませんでした。 

一方、航空貨物につきましては、当中間連結会計期間の貨物取扱量は依然上向きになっておらず、９月は開港以

来 小の取扱量となりました。このような厳しい環境のもと、当連結グループは中部国際空港利用促進協議会事業

として地元荷主企業に対して「フライ・セントレア・カーゴ」を展開するとともに、「輸入インセンティブ制度」

を導入し、当中間連結会計期間末までに120を超える企業からご賛同をいただきました。また、当中間連結会計期間

に経由便商品第２弾「セントレア・コネクション香港」をスタートさせるとともに、直行貨物便の再構築のための

着陸料割引制度を導入しました。 

その結果、航空各社による運休、減便の発表が相次ぐ中、ユナイテッド・パーセル・サービスのルイビル・上海

便を実現するとともに、「フライ・セントレア・カーゴ」や貨物専用便着陸料割引制度の導入が効を奏し、エア・

ホンコンの香港便の増便（本年10月増便予定）、日本航空のシカゴ便（貨物専用便）の就航（本年12月就航予定）

など、これまでの取り組みが実を結びつつあります。 

当空港をご利用になるお客様の利便性向上策としては、南側地区駐機場を拡張し、供用を開始しました。また、

国際線バスラウンジ棟の建設を引き続き進めております。 

以上の結果、平成20年９月30日現在の国際線の就航便数は、旅客便が340便/週（前年同期比98.0％）、貨物便が

27便/週（同57.4％）と前連結会計年度末に比べ増加したものの、前中間連結会計期間末には及びませんでした。 

その他の当中間連結会計期間の運営状況につきましては、国際線旅客数が約259万人（同92.6％）、国内線旅客数

が約312万人（同96.8％）、国際貨物取扱量は約7.3万トン（同68.4％）、航空機の発着回数は国際線が約1.9万回

（同90.9％）、国内線が約3.0万回（同96.9％）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7.5％減の17,505百万円、営業利益は前年同期比39.6％減の1,665百

万円となりました。 
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(商業事業) 

商業事業につきましては、お客様の多様なニーズに応えるため新規ブランドの導入や店舗の新規オープンを行い

ました。国際線制限エリアにおいては、免税店で「ＴＩＦＦＡＮＹ＆ＣＯ．」、「Ｆｏｌｌｉ Ｆｏｌｌｉｅ」を

新規ブランドとして導入し、非制限エリアにおいては、「ＵＮＩＱＬＯ」、「柿安柿次郎」、「世界の山ちゃ

ん」、「みそかつ矢場とん」等各種店舗をオープンしました。また前中間連結会計期間に引き続き、姉妹空港であ

るミュンヘン空港内の醸造所で作られた生ビール「エアブロイ」の販売を行うとともに、９月には中国の職人によ

る「蘇氏牛肉面」の提供を日本で初めて実施しました。 

集客催事につきましては、記念催事として「日本三大新四国霊場 八十八ヶ所 お砂踏み」、「日仏交流150周年記

念 ボンジュール フランス」、「日本・ブラジル交流100周年記念 ブラジルフェスタ」を催すとともに、通常は一

般客が入ることのできない場周道路で飛行機の離着陸を間近で見ることのできるバスツアー「セントレアスペシャ

ル見学ツアー」や航空ファンを対象とした「セントレアジャンク市」などを開催し、従来の常識にとらわれない

「Ｏｕｔ Ｏｆ Ｂｏｘ（常識への挑戦）」に取り組み、お客様にご好評をいただきました。また、中部国際空港

利用促進協議会として「セントレアキッズクラブ」を立ち上げ、セントレアファンの育成に努めました。この他に

も、地元の５市５町自治体が主催する「知多半島観光物産展」、セントレアからの就航地をＰＲするイベントとし

て、「まるごと北海道」、航空会社との共催で就航を記念する「美・タイ 愛・タイ 行き・タイ 美的楽園クラ

ブ」、「ベトナム航空ハノイ線新規就航記念 ベトナム探検隊」等、多種多様な集客催事を実施しましたが、国内

景気の後退に従い、当中間連結会計期間の来場者数は668百万人（前年同期比93.4％）と減少しました。 

 以上の結果、商業事業の売上高は前年同期比4.4％減の8,089百万円、営業利益は前年同期比7.0％減の1,152百万

円となりました。 

(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、1,666百万円増加し、5,040百

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、8,949百万円の収入となり、前年同期に比べ839百万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税金等調整前中間純利益が925百万円に対し、当中間連結会計期間

において税金等調整前中間純損失が203百万円に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、2,090百万円の支出となり、前年同期に比べ5,417百万円の支出の減少と

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2,093百万円と前年同期に比べ5,214百万円減少した

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、5,193百万円の支出となり、前年同期に比べ4,000百万円の支出の増加と

なりました。これは、主に、短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。 

空港事業の内訳 

商業事業の内訳 

 （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及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実

績に対する割合は次のとおりです。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

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 17,359 92.3 

商業事業 7,906 95.9 

計 25,266 93.4 

区分 金額(百万円) 前年同期比(％) 

空港施設使用料収入 10,755 90.4 

土地建物等貸付料 5,304 95.0 

構内営業料等 1,017 97.3 

その他売上高 282 99.9 

計 17,359 92.3 

区分 金額(百万円) 前年同期比(％) 

商品売上高 6,767 95.8 

飲食、サービス等売上高 1,138 96.4 

計 7,906 95.9 

相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

金額 (百万円) 割合（％） 金額 (百万円) 割合（％） 

株式会社日本航空イン

ターナショナル 
2,938 10.9 2,729 10.8 
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参考情報）航空系、商業系及びその他販売実績の内訳 

３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

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。 

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） 10,755 42.6 90.4 

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） 9,060 35.8 96.3 

その他収入（土地建物等貸付料及びその他の収入） 5,449 21.6 94.7 

計 25,266 100.0 93.4 
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第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

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

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（２）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

（３）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

（５）【大株主の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 1,673,360 

計 1,673,360 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成20年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年12月19日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 1,673,360 1,673,360 非上場 － 

計 1,673,360 1,673,360 － － 

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20年４月１日～ 

平成20年９月30日  
－ 1,673,360 － 83,668 － － 

平成20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 
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（６）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

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。 

平成20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 － 

平成20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 － － － － － 
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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19年４月１日から平成19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20年４月１日から平成20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19年４月１日から平成19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20年４月１日から平成20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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19

年９月30日まで）及び当中間連結会計期間（平成20年４月１日から平成20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19年４月１日から平成19年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成20年４月１日から平成

20年９月30日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けています。 
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１【中間連結財務諸表等】 
（１）【中間連結財務諸表】 
①【中間連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 3,813 4,678 2,860

売掛金 2,957 2,811 2,862

たな卸資産 1,433 1,440 1,526

繰延税金資産 61 65 78

その他 711 599 687

貸倒引当金 △0 △0 △0

流動資産合計 8,977 9,595 8,014

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） ※3  194,878 ※3  189,433 ※3  192,148

機械装置及び運搬具（純額） ※3  14,544 ※3  13,745 ※3  13,900

土地 289,575 289,575 289,575

リース資産（純額） － 3 －

建設仮勘定 2,805 2,358 4,572

その他（純額） ※3  10,317 ※3  8,099 ※3  9,181

有形固定資産合計 ※1, ※2  512,120 ※1, ※2  503,214 ※1, ※2  509,377

無形固定資産    

ソフトウエア 3,039 1,925 2,513

水道施設利用権 6,199 6,005 6,102

その他 760 700 730

無形固定資産合計 ※2  10,000 ※2  8,631 ※2  9,346

投資その他の資産    

長期前払費用 15,632 15,130 15,381

繰延税金資産 13 19 15

その他 40 35 37

投資その他の資産合計 15,686 15,186 15,434

固定資産合計 537,807 527,032 534,158

繰延資産    

開業費 2,692 897 1,795

繰延資産合計 2,692 897 1,795

資産合計 ※3  549,477 ※3  537,525 ※3  543,968
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(単位：百万円)

前中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 786 808 767

短期借入金 3,500 － 3,000

1年内償還予定の社債 － ※3  26,624 ※3  26,617

1年内返済予定の長期借入金 ※3  7,503 ※3  7,003 ※3  7,003

リース債務 － 0 －

未払法人税等 369 97 129

賞与引当金 547 570 551

ポイント引当金 18 22 20

その他 3,139 2,820 3,919

流動負債合計 15,864 37,948 42,010

固定負債    

社債 ※3  222,151 ※3  195,582 ※3  195,561

長期借入金 ※3  226,009 ※3  219,006 ※3  221,199

リース債務 － 2 －

退職給付引当金 125 187 149

役員退職慰労引当金 27 45 35

その他 1,472 1,456 1,452

固定負債合計 449,786 416,281 418,398

負債合計 465,651 454,229 460,409

純資産の部    

株主資本    

資本金 83,668 83,668 83,668

利益剰余金 △736 △1,312 △1,004

株主資本合計 82,931 82,355 82,663

少数株主持分 894 940 896

純資産合計 83,826 83,296 83,559

負債純資産合計 549,477 537,525 543,968
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②【中間連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20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19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

売上高 27,055 25,266 52,876

売上原価 18,831 18,391 37,740

売上総利益 8,223 6,874 15,136

販売費及び一般管理費 ※1  4,219 ※1  4,048 ※1  8,491

営業利益 4,004 2,825 6,645

営業外収益    

受取利息 2 8 7

為替差益 － 3 －

契約解約金等収入 10 － 10

店舗什器等受贈益 － 4 －

還付加算金 3 － －

受取保険金 3 － 7

保育園利用料収入 － 3 －

その他 10 12 32

営業外収益合計 31 31 58

営業外費用    

支払利息 2,098 2,078 4,194

開業費償却 897 897 1,795

その他 16 20 34

営業外費用合計 3,012 2,996 6,024

経常利益又は経常損失（△） 1,023 △138 679

特別利益    

前期損益修正益 4 － 4

国庫補助金 － 2 －

工事負担金等受入額 16 － 55

その他 － － 4

特別利益合計 20 2 64

特別損失    

前期損益修正損 4 － 4

固定資産除却損 ※2  114 ※2  2 ※2  228

固定資産圧縮損 － 2 －

店舗閉鎖損失 － ※3  62 －

特別損失合計 118 67 232

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失
（△）

925 △203 510

法人税、住民税及び事業税 323 50 193

法人税等調整額 2 8 △15

法人税等合計 326 59 177

少数株主利益 34 44 36

中間純利益又は中間純損失（△） 565 △307 296
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③【中間連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結株主資本等 

変動計算書 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

株主資本    

資本金    

前期末残高 83,668 83,668 83,668

当中間期変動額    

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 83,668 83,668 83,668

利益剰余金    

前期末残高 △1,301 △1,004 △1,301

当中間期変動額    

中間純利益又は中間純損失（△） 565 △307 296

当中間期変動額合計 565 △307 296

当中間期末残高 △736 △1,312 △1,004

株主資本合計    

前期末残高 82,366 82,663 82,366

当中間期変動額    

中間純利益又は中間純損失（△） 565 △307 296

当中間期変動額合計 565 △307 296

当中間期末残高 82,931 82,355 82,663

少数株主持分    

前期末残高 860 896 860

当中間期変動額    

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 34 44 36

当中間期変動額合計 34 44 36

当中間期末残高 894 940 896

純資産合計    

前期末残高 83,226 83,559 83,226

当中間期変動額    

中間純利益又は中間純損失（△） 565 △307 296

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 34 44 36

当中間期変動額合計 599 △263 332

当中間期末残高 83,826 83,296 83,559
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20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19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失
（△）

925 △203 510

減価償却費 7,844 8,003 15,840

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24 38 △0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △176 9 △168

賞与引当金の増減額（△は減少） 74 18 79

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0 0

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4 2 7

受取利息 △2 △8 △7

支払利息 2,098 2,078 4,194

為替差損益（△は益） △0 △1 △1

開業費償却額 897 897 1,795

国庫補助金 － △2 －

固定資産除却損 114 68 227

固定資産圧縮損 － 2 －

売上債権の増減額（△は増加） 56 50 151

たな卸資産の増減額（△は増加） 38 85 △54

仕入債務の増減額（△は減少） △57 41 △77

未収消費税等の増減額（△は増加） 167 － 167

未払消費税等の増減額（△は減少） 47 212 38

その他 △5 △218 △303

小計 12,000 11,076 22,398

利息の受取額 3 8 6

利息の支払額 △2,045 △2,057 △4,138

法人税等の支払額 △168 △77 △279

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,789 8,949 17,987

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有価証券の取得による支出 － △600 －

有価証券の償還による収入 － 600 －

有形固定資産の取得による支出 △7,307 △2,093 △10,562

国庫補助金の受入による収入 － 2 －

無形固定資産の取得による支出 △213 △16 △300

投資その他の資産の取得による支出 △4 △2 △6

投資その他の資産の減少による収入 2 2 5

その他 13 16 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,508 △2,090 △10,823

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） 500 △3,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,693 △2,193 △7,003

その他 － △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,193 △5,193 △7,003

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 1 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,088 1,666 161

現金及び現金同等物の期首残高 3,212 3,374 3,212

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※  4,300 ※  5,040 ※  3,374
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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19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20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 (1）連結子会社の数 (1）連結子会社の数 

  ５社 同左 同左 

  

  

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㈱ 

連結子会社名 

同左 

連結子会社名 

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決算

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）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① たな卸資産 

a. 商品 

① たな卸資産 

a. 商品 

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。 

主として先入先出法による

原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）によっ

ています。 

主として先入先出法による

原価法によっています。 

  b. 貯蔵品 b. 貯蔵品 b. 貯蔵品 

  主として 終仕入原価法に

よる原価法によっています。 

主として 終仕入原価法に

よる原価法によっています。 

主として 終仕入原価法に

よる原価法によっています。 

    (会計方針の変更)    

    当社及び連結子会社は、従

来、通常の販売目的で保有す

るたな卸資産について、主と

して先入先出法による原価法

によっていましたが、当中間

連結会計期間より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日）が適用された

ことに伴い、主として先入先

出法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算

定）によっています。 

これにより、当中間連結会

計期間の営業利益は２百万円

減少し、経常損失及び税金等

調整前中間純損失は、それぞ

れ同額増加しています。 

なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しています。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

  (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産（リース資産

を除く） 

(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 

        ４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 

        ４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 

        ４年～22年 

  

  

(会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、当

中間連結会計期間より、平成

19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しています。 

これにより、従来の方法に

よった場合と比べ、営業利

益、経常利益及び税金等調整

前中間純利益は、それぞれ10

百万円減少しています。 

なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しています。 

(追加情報) 

当社は、平成20年度の税制

改正を契機に、一部の機械装

置の耐用年数を見直していま

す。 

これにより、当中間連結会

計期間の営業利益は１百万円

減少し、経常損失及び税金等

調整前中間純損失は、それぞ

れ同額増加しています。 

なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しています。 

(会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、当

連結会計年度より、平成19年

４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しています。 

これにより、従来の方法に

よった場合と比べ、営業利

益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は、それぞれ37

百万円減少しています。 

なお、セグメント情報に与

える影響は、当該箇所に記載

しています。 

  ② 無形固定資産 ② 無形固定資産（リース資産

を除く） 

② 無形固定資産 

  定額法によっています。 

なお、自社利用のソフトウ

エ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

エ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

エ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。 

  ③    ―――――― ③ リース資産 

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額

法を採用しています。 

③    ―――――― 

  ④ 長期前払費用 

定額法によっています。 

④ 長期前払費用 

同左 

④ 長期前払費用 

同左 

  (3）繰延資産の処理方法 

① 開業費 

(3）繰延資産の処理方法 

① 開業費 

(3）繰延資産の処理方法 

① 開業費 

  ５年間で均等償却していま

す。 

同左 同左 

  (4）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権

については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を

計上しています。 

(4）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(4）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 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。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

  ③ ポイント引当金 

カード会員に付与したポイ

ントの使用による費用負担に

備えるため、当中間連結会計

期間末におけるポイント残高

に対する将来の使用見積り額

を計上しています。 

③ ポイント引当金 

同左 

③ ポイント引当金 

カード会員に付与したポイ

ントの使用による費用負担に

備えるため、当連結会計年度

末におけるポイント残高に対

する将来の使用見積り額を計

上しています。 

  ④ 退職給付引当金 

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。 

④ 退職給付引当金 

同左 

④ 退職給付引当金 

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。 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

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。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

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。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

役員の退任慰労金の支払に

備えるため、内規に基づく期

末要支給額を計上していま

す。 

  

  

(追加情報) 

当社は平成19年６月開催の

定時株主総会において、取締

役に対する退任慰労金制度廃

止に伴う打ち切り支給議案が

承認可決されました。これに

より当社の取締役に対する役

員退職慰労引当金は取り崩

し、打ち切り支給額の未払分

を固定負債の「その他」に計

上しています。 

  

  

(追加情報)  

当社は平成19年６月開催の

定時株主総会において、取締

役に対する退任慰労金制度廃

止に伴う打ち切り支給議案が

承認可決されました。これに

より当社の取締役に対する役

員退職慰労引当金は取り崩

し、打ち切り支給額の未払分

を固定負債の「その他」に計

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。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

リース取引に関する会計基準

の改正適用初年度開始前に取得

した所有権移転外ファイナン

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。 

(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。 

  (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。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

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 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

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。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

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。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

  (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。 

② 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用してい

ます。 

(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 

同左 

② 連結納税制度の適用 

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 

同左 

② 連結納税制度の適用 

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。 
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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の変更】 

【表示方法の変更】 

前中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

―――――― 

  

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、従来、賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっていましたが、当中間連

結会計期間より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３

月30日改正））及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士

協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））が適用されたことに伴い、通常の売

買取引に係る方法に準じた会計処理によって

います。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始

前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、引き続き通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を適用しています。 

これに伴う当中間連結会計期間への影響は

軽微です。 

―――――― 

  

  

  

前中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

（中間連結損益計算書） 

１．「還付加算金」は、前中間連結会計期間は営業外収益の「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におい

て、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記してい

ます。 

なお、前中間連結会計期間の「還付加算金」は０百万円です。 

（中間連結損益計算書） 

１．前中間連結会計期間まで区分掲記していました「還付加算金」

は、当中間連結会計期間において、営業外収益の総額の100分の10

以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示してい

ます。 

なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれる「還付加算

金」は０百万円です。 

２．「受取保険金」は、前中間連結会計期間は営業外収益の「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におい

て、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記してい

ます。 

なお、前中間連結会計期間の「受取保険金」は０百万円です。 

２．前中間連結会計期間まで区分掲記していました「受取保険金」

は、当中間連結会計期間において、営業外収益の総額の100分の10

以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示してい

ます。 

なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれる「受取保険

金」は０百万円です。 

３．「工事負担金等受入額」は、前中間連結会計期間は特別利益の

「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に

おいて、特別利益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記して

います。 

なお、前中間連結会計期間の「工事負担金等受入額」は０百万

円です。 

３．「保育園利用料収入」は、前中間連結会計期間は営業外収益の

「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に

おいて、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記し

ています。 

なお、前中間連結会計期間の「保育園利用料収入」は１百万円

です。 
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【注記事項】 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

34,890百万円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

48,909百万円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

   41,888百万円 

※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 

  

有形固定資産  

 建物及び構築物 62百万円 

 機械装置及び運搬具 1,476百万円 

 その他 21百万円 

無形固定資産  

 ソフトウエア 15百万円 

 計 1,575百万円 

※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 

なお、当中間連結会計期間において国

庫補助金により取得原価から控除した固

定資産の圧縮記帳額は次のとおりです。 

有形固定資産  

 建物及び構築物 65百万円 

 機械装置及び運搬具 1,476百万円 

 その他 21百万円 

無形固定資産  

 ソフトウエア 15百万円 

 計 1,577百万円 

有形固定資産  

 建物及び構築物 2百万円 

 計 2百万円 

※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 

  

有形固定資産  

 建物及び構築物 62百万円 

 機械装置及び運搬具 1,476百万円 

 その他 21百万円 

無形固定資産  

 ソフトウエア 15百万円 

 計 1,575百万円 

※３．担保に供している資産 

(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、当社の財産を社債222,320百万

円の一般担保に供しています。 

※３．担保に供している資産 

(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、当社の財産を社債222,320百万

円（額面）の一般担保に供しています。 

※３．担保に供している資産 

(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、当社の財産を社債222,320百万

円（額面）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。 

(2) 担保に供している資産は次のとおりで

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 65,264百万円 

機械装置及び運搬具 2,530百万円 

その他 3百万円 

 計 67,797百万円 

建物及び構築物 62,442百万円 

機械装置及び運搬具 2,334百万円 

その他 3百万円 

 計 64,779百万円 

建物及び構築物 63,852百万円 

機械装置及び運搬具 2,433百万円 

その他 2百万円 

 計 66,288百万円 

担保付債務は次のとおりです。 担保付債務は次のとおりです。 担保付債務は次のとおりです。 

1年内返済予定の 

長期借入金 
1,827百万円 

長期借入金 7,652百万円 

 計 9,480百万円 

1年内返済予定の 

長期借入金 
1,327百万円 

長期借入金 6,324百万円 

 計 7,652百万円 

1年内返済予定の 

長期借入金 
1,327百万円 

長期借入金 6,988百万円 

 計 8,316百万円 

前中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20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 1,104百万円

委託人件費 422百万円

賞与引当金繰入額 341百万円

業務委託費 375百万円

従業員給与 1,219百万円

賞与引当金繰入額 368百万円

従業員給与 2,288百万円

賞与引当金繰入額 358百万円

※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。 

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

す。 

建物及び構築物 107百万円 

機械装置及び運搬具 1百万円 

有形固定資産その他 5百万円 

固定資産撤去費用 0百万円 

 計 114百万円 

建物及び構築物 2百万円 

 計 2百万円 

建物及び構築物 214百万円 

機械装置及び運搬具 1百万円 

有形固定資産その他 11百万円 

固定資産撤去費用 0百万円 

 計 228百万円 

――――――― ※３．店舗閉鎖損失は、店舗の閉鎖に伴う固

定資産除却損等です。 

――――――― 

2008/12/12 16:21:1308496321/中部国際空港株式会社/半期報告書/2008-09-30



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  
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 

  
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 

  
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
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 
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（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19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20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 

   

現金及び預金勘定 3,813百万円

流動資産「その他」勘定 487百万円

現金及び現金同等物 4,300百万円

現金及び預金勘定 4,678百万円

流動資産「その他」勘定 361百万円

現金及び現金同等物 5,040百万円

現金及び預金勘定 2,860百万円

流動資産「その他」勘定 514百万円

現金及び現金同等物 3,374百万円
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20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 

  リース取引開始日が、リース取引に関す

る会計基準の改正適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を適用しています。 

該当するものについては以下のとおりで

す。 

  

(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 

71 31 40 

その他 76 57 19 

合計 148 88 59 

  

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 

51 29 22 

その他 67 39 27 

合計 118 69 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)

機械装置及
び運搬具 

71 41 30 

その他 67 31 35 

合計 139 72 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 

  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等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 28百万円

１年超 31百万円

合計 59百万円

１年内 24百万円

１年超 24百万円

合計 49百万円

１年内 29百万円

１年超 36百万円

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 16百万円

減価償却費相当額 16百万円

支払リース料 36百万円

減価償却費相当額 36百万円

(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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

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。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 

――――― ２．所有権移転外ファイナンス・リース取引 

(1）リース資産の内容 

① 有形固定資産 

主として、空港事業における事務機

器（その他）です。 

(2）リース資産の減価償却の方法 

「中間連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項」に記載のとおりで

す。 

――――― 
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（有価証券関係） 

 前中間連結会計期間末（平成19年９月30日）、当中間連結会計期間末（平成20年９月30日）及び前連結会計年度

末（平成20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19年９月30日）、当中間連結会計期間末（平成20年９月30日）及び前連結会計年度

末（平成20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) 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成20年４

月１日 至 平成20年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31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19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

(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 

３．会計方針の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当中間連

結会計期間より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しています。これにより、従来の方法によった場合と比べ、当中間連結会計期間の営業費用は

空港事業において10百万円、商業事業において０百万円それぞれ増加し、営業利益はそれぞれ同額減少してい

ます。 

当中間連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

(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 

３．会計方針の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しています。これにより、当

中間連結会計期間の営業費用は商業事業において２百万円増加し、営業利益は同額減少しています。 

４．有形固定資産の耐用年数の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、平成20年度の税制改正を契機に、

当中間連結会計期間より一部の機械装置の耐用年数を見直しています。これにより、当中間連結会計期間の営

業費用は空港事業において１百万円増加、商業事業において０百万円減少し、営業利益は空港事業において１

百万円減少、商業事業において０百万円増加しています。 

  
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 18,811 8,243 27,055 － 27,055 

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高 
121 218 339 (339) － 

計 18,933 8,461 27,395 (339) 27,055 

営業費用 16,175 7,222 23,398 (347) 23,050 

営業利益 2,757 1,239 3,997 7 4,004 

  
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 17,359 7,906 25,266 － 25,266 

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高 
145 183 328 (328) － 

計 17,505 8,089 25,594 (328) 25,266 

営業費用 15,839 6,936 22,776 (336) 22,440 

営業利益 1,665 1,152 2,818 7 2,825 
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

(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 

３．会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当連結会計年

度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しています。これにより、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営業費用は空港事業にお

いて37百万円、商業事業において０百万円それぞれ増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しています。 

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成20年４

月１日 至 平成20年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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19年４月１日 至 平成19年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成20年４

月１日 至 平成20年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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。 

  
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 36,669 16,207 52,876 － 52,876 

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高 
241 407 649 (649) － 

計 36,911 16,614 53,525 (649) 52,876 

営業費用 32,710 14,186 46,896 (665) 46,231 

営業利益 4,201 2,428 6,629 15 6,645 
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（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

    ２．１株当たり中間(当期)純利益又は１株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

（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。 

前中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 49,560.08円

１株当たり中間純利益 337.91円

１株当たり純資産額 49,215.88円

１株当たり中間純損失 183.65円

１株当たり純資産額 49,399.53円

１株当たり当期純利益 177.36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。 

 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。 

 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。 

  
前中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日) 

純資産合計(百万円) 83,826 83,296 83,559 

純資産合計から控除する金額(百万円) 894 940 896 

（うち少数株主持分） (894) (940) (896) 

普通株式に係る純資産額(百万円) 82,931 82,355 82,663 

中間期末(期末)の普通株式の数(株) 1,673,360 1,673,360 1,673,360 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

中間(当期)純利益又は中間純損失（△）

(百万円) 
565 △307 296 

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)純利益又は普

通株式に係る中間純損失（△）(百万円) 
565 △307 296 

普通株式の期中平均株式数(株) 1,673,360 1,673,360 1,673,360 
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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】 

(単位：百万円)

前中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 3,627 4,614 2,831

売掛金 2,932 2,782 2,825

商品 1,159 1,201 1,270

貯蔵品 199 195 201

前払費用 134 131 66

その他 620 488 686

貸倒引当金 △0 △0 △0

流動資産合計 8,673 9,413 7,881

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） ※3  98,689 ※3  95,970 ※3  98,180

構築物（純額） 95,764 93,041 93,546

機械及び装置（純額） ※3  11,185 ※3  10,804 ※3  10,710

車両運搬具（純額） 762 545 692

工具、器具及び備品（純額） 10,304 8,082 9,169

土地 289,575 289,575 289,575

リース資産（純額） － 3 －

建設仮勘定 2,805 2,358 4,572

有形固定資産合計 ※1, ※2  509,086 ※1, ※2  500,381 ※1, ※2  506,447

無形固定資産    

商標権 16 13 15

ソフトウエア 3,137 1,981 2,590

水道施設利用権 6,199 6,005 6,102

その他 260 241 251

無形固定資産合計 ※2  9,613 ※2  8,242 ※2  8,958

投資その他の資産    

関係会社株式 1,018 1,018 1,018

長期前払費用 15,625 15,124 15,374

差入保証金 16 14 14

その他 2 0 1

投資その他の資産合計 16,662 16,157 16,408

固定資産合計 535,362 524,782 531,815

繰延資産    

開業費 2,604 868 1,736

繰延資産合計 2,604 868 1,736

資産合計 ※3  546,640 ※3  535,063 ※3  541,432
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(単位：百万円)

前中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 755 716 689

短期借入金 3,917 524 3,560

1年内償還予定の社債 － ※3  26,624 ※3  26,617

1年内返済予定の長期借入金 ※3  7,213 ※3  6,713 ※3  6,713

リース債務 － 0 －

未払金 1,523 1,387 2,973

未払費用 169 134 187

未払法人税等 325 45 104

前受金 1,067 1,006 483

預り金 356 316 375

賞与引当金 284 289 271

ポイント引当金 18 22 20

その他 ※5  34 ※5  236 9

流動負債合計 15,666 38,019 42,006

固定負債    

社債 ※3  222,151 ※3  195,582 ※3  195,561

長期借入金 ※3  224,124 ※3  217,411 ※3  219,459

リース債務 － 2 －

退職給付引当金 63 91 76

役員退職慰労引当金 8 15 11

その他 1,472 1,456 1,452

固定負債合計 447,821 414,559 416,562

負債合計 463,487 452,579 458,568

純資産の部    

株主資本    

資本金 83,668 83,668 83,668

利益剰余金    

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金 △514 △1,183 △803

利益剰余金合計 △514 △1,183 △803

株主資本合計 83,153 82,484 82,864

純資産合計 83,153 82,484 82,864

負債純資産合計 546,640 535,063 541,432
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②【中間損益計算書】 

(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

売上高 26,945 25,172 52,583

売上原価 19,092 18,697 38,073

売上総利益 7,852 6,475 14,510

販売費及び一般管理費 4,091 3,924 8,210

営業利益 3,760 2,550 6,299

営業外収益 ※1  51 ※1  62 ※1  96

営業外費用 ※2  2,961 ※2  2,948 ※2  5,923

経常利益又は経常損失（△） 850 △335 472

特別利益 ※3  20 － ※3  64

特別損失 ※4  118 ※4  64 ※4  232

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 752 △400 303

法人税、住民税及び事業税 248 △20 88

中間純利益又は中間純損失（△） 504 △379 214
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③【中間株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

前事業年度の要約 
株主資本等変動計算書 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

株主資本    

資本金    

前期末残高 83,668 83,668 83,668

当中間期変動額    

当中間期変動額合計 － － －

当中間期末残高 83,668 83,668 83,668

利益剰余金    

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金    

前期末残高 △1,018 △803 △1,018

当中間期変動額    

中間純利益又は中間純損失（△） 504 △379 214

当中間期変動額合計 504 △379 214

当中間期末残高 △514 △1,183 △803

利益剰余金合計    

前期末残高 △1,018 △803 △1,018

当中間期変動額    

中間純利益又は中間純損失（△） 504 △379 214

当中間期変動額合計 504 △379 214

当中間期末残高 △514 △1,183 △803

株主資本合計    

前期末残高 82,649 82,864 82,649

当中間期変動額    

中間純利益又は中間純損失（△） 504 △379 214

当中間期変動額合計 504 △379 214

当中間期末残高 83,153 82,484 82,864

純資産合計    

前期末残高 82,649 82,864 82,649

当中間期変動額    

中間純利益又は中間純損失（△） 504 △379 214

当中間期変動額合計 504 △379 214

当中間期末残高 83,153 82,484 82,864
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【中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20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。 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

同左 

(1）有価証券 

① 子会社株式 

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。 

(2）たな卸資産 

① 商品 

主として先入先出法による

原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）によっ

ています。 

(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。 

  ② 貯蔵品 

終仕入原価法による原価

法によっています。 

② 貯蔵品 

終仕入原価法による原価

法によっています。 

(会計方針の変更)  

従来、通常の販売目的で保

有するたな卸資産について、

主として先入先出法による原

価法によっていましたが、当

中間会計期間より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日）が適用された

ことに伴い、主として先入先

出法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算

定）によっています。 

これにより、当中間会計期

間の営業利益は２百万円減少

し、経常損失及び税引前中間

純損失は、それぞれ同額増加

しています。 

② 貯蔵品 

終仕入原価法による原価

法によっています。 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産（リース資産を

除く） 

(1）有形固定資産 

   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 

 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 

 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 

  

  

(会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より、平成19年

４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しています。 

これにより、従来の方法に

よった場合と比べ、営業利

益、経常利益及び税引前中間

純利益は、それぞれ10百万円

減少しています。 

(追加情報) 

平成20年度の税制改正を契

機に、一部の機械装置の耐用

年数を見直しています。 

これにより、当中間会計期

間の営業利益は１百万円減少

し、経常損失及び税引前中間

純損失は、それぞれ同額増加

しています。 

(会計方針の変更)  

法人税法の改正に伴い、当

事業年度より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法

に変更しています。  

これにより、従来の方法に

よった場合と比べ、営業利

益、経常利益及び税引前当期

純利益は、それぞれ37百万円

減少しています。 
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項目 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

  (2）無形固定資産 

  

定額法によっています。 

なお、自社利用のソフトウエ

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。 

(2）無形固定資産（リース資産を

除く） 

定額法によっています。 

なお、自社利用のソフトウエ

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。 

(2）無形固定資産 

  

定額法によっています。 

なお、自社利用のソフトウエ

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。 

  (3）    ―――――― (3）リース資産 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っています。 

(3）    ―――――― 

  (4）長期前払費用 

定額法によっています。 

(4）長期前払費用 

同左 

(4）長期前払費用 

同左 

３．繰延資産の処理方法 (1）開業費 (1）開業費 (1）開業費 

  ５年間で均等償却していま

す。 

同左 同左 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権につ

いては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上して

います。 

同左 同左 

  (2）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。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）ポイント引当金 

カード会員に付与したポイン

トの使用による費用負担に備え

るため、当中間会計期間末にお

けるポイント残高に対する将来

の使用見積り額を計上していま

す。 

(3）ポイント引当金 

同左 

(3）ポイント引当金 

カード会員に付与したポイン

トの使用による費用負担に備え

るため、当事業年度末における

ポイント残高に対する将来の使

用見積り額を計上しています。 

  (4）退職給付引当金 

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。 

(4）退職給付引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

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。 

  (5）役員退職慰労引当金 

監査役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。 

(5）役員退職慰労引当金 

監査役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。 

(5）役員退職慰労引当金 

役員の退任慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しています。 

  

  

(追加情報) 

平成19年６月開催の定時株主

総会において、取締役に対する

退任慰労金制度廃止に伴う打ち

切り支給議案が承認可決されま

した。これにより取締役に対す

る役員退職慰労引当金は取り崩

し、打ち切り支給額の未払分を

固定負債の「その他」に計上し

ています。 

  

  

(追加情報)  

平成19年６月開催の定時株主

総会において、取締役に対する

退任慰労金制度廃止に伴う打ち

切り支給議案が承認可決されま

した。これにより取締役に対す

る役員退職慰労引当金は取り崩

し、打ち切り支給額の未払分を

固定負債の「その他」に計上し

ています。  
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【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】 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

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。 

リース取引に関する会計基準の

改正適用初年度開始前に取得した

所有権移転外ファイナンス・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。 

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。 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）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 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

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。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

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。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

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）消費税等の会計処理  

税抜方式によっています。 

(2）連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用していま

す。 

(1）消費税等の会計処理  

同左 

(2）連結納税制度の適用 

同左 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(2）連結納税制度の適用 

同左 

前中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

―――――― 

  

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、従来、賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっていましたが、当中間会

計期間より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月

30日改正））及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が適用されたことに伴い、通常の売買

取引に係る方法に準じた会計処理によってい

ます。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始

前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、引き続き通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を適用しています。 

これに伴う当中間会計期間への影響は軽微

です。 

―――――― 
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【注記事項】 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前事業年度末 
（平成20年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

34,249百万円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

48,053百万円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

41,140百万円 

※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 

有形固定資産  

 建物 3百万円 

 工具、器具及び備品 20百万円 

無形固定資産  

 ソフトウエア 15百万円 

 計 39百万円 

※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 

有形固定資産 

 建物 3百万円 

 工具、器具及び備品 20百万円 

無形固定資産 

 ソフトウエア 15百万円 

 計 39百万円 

※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 

有形固定資産 

 建物 3百万円 

 工具、器具及び備品 20百万円 

無形固定資産 

 ソフトウエア 15百万円 

 計 39百万円 

※３．担保に供している資産 

(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、財産を社債222,320百万円の一

般担保に供しています。 

※３．担保に供している資産 

(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、財産を社債222,320百万円（額

面）の一般担保に供しています。 

※３．担保に供している資産 

(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、財産を社債222,320百万円（額

面）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。 

(2) 担保に供している資産は次のとおりで

す。 

(2) 担保に供している資産は次のとおりで

す。 

建物 64,644百万円 

機械及び装置 78百万円 

 計 64,722百万円 

建物 61,848百万円 

機械及び装置 72百万円 

 計 61,921百万円 

建物 63,246百万円 

機械及び装置 75百万円 

 計 63,321百万円 

担保付債務は次のとおりです。 担保付債務は次のとおりです。 担保付債務は次のとおりです。 

1年内返済予定の 

長期借入金 
1,667百万円 

長期借入金 6,612百万円 

 計 8,280百万円 

1年内返済予定の 

長期借入金 
1,167百万円 

長期借入金 5,444百万円 

 計 6,612百万円 

1年内返済予定の 

長期借入金 
1,167百万円 

長期借入金 6,028百万円 

 計 7,196百万円 

 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。 

中部国際空港エネルギー供給㈱ 

2,175百万円 

 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。 

中部国際空港エネルギー供給㈱ 

1,885百万円 

 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。 

中部国際空港エネルギー供給㈱ 

2,030百万円 

※５．消費税等の取扱い 

 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。 

※５．消費税等の取扱い 

同左 

―――――――  
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20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 

業務受託収入 20百万円

契約解約金等収入 10百万円

業務受託収入 19百万円

物品売却益 11百万円

業務受託収入 41百万円

契約解約金等収入 10百万円

※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 568百万円

社債利息 1,508百万円

開業費償却 868百万円

支払利息 551百万円

社債利息 1,508百万円

開業費償却 868百万円

支払利息 1,135百万円

社債利息 3,016百万円

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 

工事負担金等受入額 16百万円   工事負担金等受入額 55百万円

※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 

固定資産除却損 114百万円 店舗閉鎖損失 62百万円 固定資産除却損 228百万円

  店舗閉鎖損失は、店舗の閉鎖に伴う

固定資産除却損等です。 

 

 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 6,773百万円

無形固定資産 732百万円

有形固定資産 6,927百万円

無形固定資産 737百万円

有形固定資産 13,695百万円

無形固定資産 1,468百万円
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20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 

  リース取引開始日が、リース取引に関す

る会計基準の改正適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を適用しています。 

該当するものについては以下のとおりで

す。 

  

(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 48 12 35 

工具、器具
及び備品 50 40 9 

合計 98 53 45 

  

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 48 26 21 

工具、器具
及び備品 42 30 11 

合計 90 57 33 

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 48 19 28 

工具、器具
及び備品 42 25 17 

合計 90 44 46 

 （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 

  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等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 21百万円

１年超 23百万円

合計 45百万円

１年内 19百万円

１年超 14百万円

合計 33百万円

１年内 22百万円

１年超 24百万円

合計 46百万円

 （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 12百万円

減価償却費相当額 12百万円

支払リース料 12百万円

減価償却費相当額 12百万円

支払リース料 25百万円

減価償却費相当額 25百万円

(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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

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。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 

――――― 

  

２．所有権移転外ファイナンス・リース取引 

(1）リース資産の内容 

① 有形固定資産 

主として、事務機器（工具、器具及

び備品）です。 

(2）リース資産の減価償却の方法 

「中間財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項」に記載のとおりです。 

――――― 
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（有価証券関係） 

 前中間会計期間末（平成19年９月30日）、当中間会計期間末（平成20年９月30日）及び前事業年度末（平成20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10期）（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）平成20年６月19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20年12月11日東海財務局長に提出。 

事業年度（第９期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書です。 

平成20年12月11日東海財務局長に提出。 

事業年度（第10期）（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書です。 

(3）半期報告書の訂正報告書 

平成20年12月11日東海財務局長に提出。 

（第10期中）（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）の半期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。 
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独立監査人の中間監査報告書

 

    平成１９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 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、金融商品取引法第１９３条の２第１項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１９年４月１日から平成２０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１９年４月１日から平成１９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１９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１９年４月１日から平成１９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）１．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。 

２．前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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独立監査人の中間監査報告書

 

    平成２０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 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、金融商品取引法第１９３条の２第１項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２０年４月１日から平成２１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２０年４月１日から平成２０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２０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２０年４月１日から平成２０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）１．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。 

２．中間連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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独立監査人の中間監査報告書

 

    平成１９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 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、金融商品取引法第１９３条の２第１項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１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第１０期事業年度の中間会計期間

（平成１９年４月１日から平成１９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１９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１９年

４月１日から平成１９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）１．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。 

２．前中間会計期間の中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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独立監査人の中間監査報告書

 

    平成２０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 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、金融商品取引法第１９３条の２第１項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２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第１１期事業年度の中間会計期間

（平成２０年４月１日から平成２０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２０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２０年

４月１日から平成２０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）１．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。 

２．中間財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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