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２００１年５月２５日 

 

 

平成１３年３月期 決算概況(連結) 

 

会  社  名 

 

中部国際空港株式会社   本社所在都道府県 愛知県 

問 合 せ 先 責任者役職名 経理部長 

  氏名 小葉松 勲    ＴＥＬ（052）533－7777（代表） 

決算取締役会開催日 平成１３年５月２５日     

    

１３年３月期の連結業績（平成１２年４月１日～平成１３年３月３１日） 

  

１． 連結経営成績  

（単位：百万円、未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

13 年 3 月期 －百万円 △ ６０ 百万円 △ ６６ 百万円 

 

 

 当期純利益
1株当たり当期

純利益 

潜在株式調整後 1株

当たり当期純利益 

株主資本

当期純利

益率 

総資本

経常利

益率 

売上高経

常利益率

13 年 3 月期 △67 百万円 △147 円 27 銭 － 円 － 銭 △0.3% △0.1% － % 

 

（注）（１）持分法投資損益 １３年３月期   － 百万円   

（２）期中平均株式数（連結） １３年３月期 ４５５，８７１株 

（３）会計処理の方法の変更 無  

  

２． 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 1 株当たり株主資本

13 年 3月期 179,511 百万円 32,551 百万円 18.1％ 49,753 円 93 銭 

（注）期末発行株式数（連結) 13 年３月期 ６５４,２４０株 
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３． 連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 

投資活動による 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 

財務活動による 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 

現金及び現金同等

物期末残高 

13 年 3 月期 △ 344 百万円 △ 41,489 百万円 90,572 百万円 78,819 百万円 

 

４． 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 1 社  持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 －社 

  

５． 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結(新規） 1 社  （除外） -社   持分法（新規) -社  （除外） -社 

  

 

添付資料１．企業集団の状況 

当社グループの営んでいる主要な事業内容は次のとおりです。 

 

【空港事業】 

中部国際空港計画では、常滑沖の海上を埋め立てて、約４７０ヘクタールの用地造成を行い、３，

５００ｍの滑走路 1本とこれに対応する諸施設を整備することとしています。 

 

[主な関係会社] 当社、中部国際空港エネルギー供給（株） 

 

連結子会社の概要は以下のとおりです。 

名 称 住 所 資本金 

主要な

事業の

内容 

決議権

の所有

割合 

関 係 内 容 

中部国際空港 

ｴﾈﾙｷﾞｰ供給㈱ 

名古屋市

中村区 

百万円 

 

４００ 
熱供給

業 

％

 

５１ 

業務委託契約に基づき、提出会社が総務経

理業務を受託しています。なお、提出会社

から事務所を賃借しています。 

 

役員の兼任等・・・４名 

  

添付資料２．経営方針 

(1) 基本理念 

  
① 世界の最新技術と知識を結集し、２１世紀にふさわしい、利便性・経済性に優れた競争力のあ

る国際ハブ空港づくりに努める。 

  
② 「お客様第一」を旨とし、魅力あるサービスの提供を通じて２１世紀の国内外の航空ネットワ

ーク発展に寄与する。  

  ③ 地域に根づいた企業として、環境への配慮に努め、豊かな地域社会づくりに貢献する。 

  ④ 「オープンでフェアー」を企業行動の基本とし、社会から信頼される企業市民となる。 

  ⑤ 効率的な事業運営に努め、健全経営を実現する。 
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  ⑥ 人材育成に努め、自由闊達で風通しの良い企業風土を確立し、企業の活力を最大限に発揮する。

   

(2) 配当政策（会社の利益配分に関する基本方針） 

 配当については、業績に応じた配当を基本とし、できる限り早期に配当できるように、経営の効率化

に努めてまいります。 

  

(3) 対処すべき課題 

 当連結グループは、平成 17 年３月の開港に向け、限られた時間の中で可能な限り工期の短縮に努め、

全力を挙げて事業に取り組んでまいります。 

 また、今後、当連結グループが安定した経営基盤を確立するためには、建設段階でのコストの抑制に

努め、開港後の運営コストのミニマム化を図るとともに、積極的なエアポートセールスの実施や飲食・

物品販売等による非航空系収入の拡大を図ることなどにより開港後の国際競争力及び収益性を確保す

ることが重要な課題であります。 

 こうした中、当連結グループは、工期の短縮につきましては、旅客ターミナル地区を平成 13 年中に

他の地区に先行して埋立し、平成14年初めには旅客ターミナルビルの建設に着手することなどにより、

埋立工事と空港諸施設の建設工事を並行して進めるなど、あらゆる創意工夫を図ってまいります。 

 関係機関との調整につきましては、中部国際空港が開港時にその機能を十分に発揮するために必要不

可欠な空港アクセスの整備等について、関係機関とより密接な連携をとって、事業促進を図ってまいり

ます。 

 コストの抑制につきましては、空港建設の設計、施工の各段階において積極的に取り組むとともに、

空港諸施設の調達においても、「オープン＆フェア」の基本方針のもと、競争原理を導入することなど

により経済性を追求してまいります。 

 さらに、非航空系収入の拡大を図るために諸施策の計画づくりを進めるとともに、着陸料をはじめと

する空港使用料について空港利用者のニーズを反映した多様な料金メニューに基づく料金体系を構築

するなどにより、国際競争力及び収益性を確保してまいります。 

 環境対策につきましては、提出会社の基本理念に基づき、環境に配慮した循環型社会にふさわしい空

港の建設･運営を行うため、環境影響評価書で前提とした環境保全対策の実行、環境への負荷のさらな

る低減対策の推進及び環境監視の実施などを総合的に推進してまいります。 

 なお、平成 12 年 12 月 27 日、提出会社の環境管理システムに関し、環境管理の国際規格であるＩＳ

Ｏ１４００１の認証を取得しました。今後は当管理システムの運用を通じ、環境に及ぼす影響の継続的

改善を行っております。 

   

添付資料３．経営成績 

  

 平成 12 年度のわが国経済は、民間設備投資が持ち直しを示すなど、企業部門を中心に自律的回復に

向けた動きが継続し、緩やかな改善が見られたものの、所得・雇用環境の改善が遅れ、個人消費の回復

が見られないことに加え、年度後半の米国経済の減速に伴い輸出が減少するなど、景気の改善に足踏み

が見られる状況となりました。 
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 このような厳しい情勢のなかではありましたが、当連結グループは、平成 12 年度の事業遂行に必要

な資金を確保し、着実に空港建設事業を実施しました。具体的には平成 17 年３月の開港に向け、漁業

関係者との調整、飛行場設置許可及び公有水面埋立免許の取得、用地造成に関する工事、空港施設に関

する設計、航空路線の誘致活動、非航空系収入拡大策の検討、空港関連事業の管理・運営方式の検討、

環境対策の総合的・計画的推進等を行いました。 

 漁業関係者との調整については、三重県漁業協同組合連合会との間で補償交渉を進め、7月 29 日に補

償契約を締結し、8月 21 日に補償金を支払うとともに、財団法人三重県水産振興事業団へ 9月 29 日に

振興基金を拠出しました。なお、愛知県漁業協同組合連合会との調整については、8月 17 日、財団法人

愛知県水産業振興基金へ追加拠出を行うこと等で最終的に合意を得ました。 

 飛行場設置許可については、前事業年度に実施された公聴会の意見も踏まえて、平成 12 年 4 月 21 日

に許可を受けました。また、公有水面埋立免許についても、環境庁長官の意見を踏まえて運輸省及び建

設省の認可を得た上で、6月 23 日、免許庁である愛知県から免許を取得しました。 

 これらの諸手続きを経る中、用地造成については、環境対策に万全を期し汚濁防止膜の展張を行うな

どした上で、8月 1日、常滑沖の現地において護岸築造工事に着手しました。 

 以後工事は順調に進展し、平成 13 年 3 月 15 日に護岸が概成、翌日から空港島本体の埋立工事に着手

しました。 

 空港施設に関する設計については、9月 25 日には旅客ターミナルビル基本設計を完了し、引き続き実

施設計に着手しました。その他の施設についても、基本計画調査や基本設計、実施設計等を順次実施し

ているところです。 

 空港関連事業の管理・運営方式の検討については、熱供給に関する基本計画調査を平成 12 年 8 月に

完了するとともに、9月 1日、熱供給事業を行うための子会社「中部国際空港エネルギー供給株式会社」

を設立しました。 

 これらの結果、当連結グループの営業損失は 60 百万円、経常損失は 66 百万円、当期純損失は 67 百

万円となりました。 

 なお、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しています。 

キャッシュ・フロー

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は有形固定資産

の取得による支出、開業準備行為による支出等の減少要因に対して、定期預金の払戻による収入、共同

事業負担金の受入による収入、社債の発行、長期借入、株式の発行による資金調達等の増加要因により、

当連結会計年度末には、78,819 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は、344 百万円となりました。これは、主に、

未収消費税等の増加額（291 百万円）、空港建設着工に伴う起工祝賀会費用（28 百万円）等の支出によ

るものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は、41,489 百万円となりました。これは、空

港建設に伴う建設仮勘定の取得（56,125 百万円）、開業準備行為（610 百万円）等による支出があった

一方で、定期預金の払戻（12,500 百万円）、共同事業負担金の受入 

（2,586 百万円）等による収入があったことを反映したものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において、財務活動による資金の増加は、90,572 百万円となりました。これは、株式

の発行による支出（26 百万円）があった一方で、社債の発行（51,799 百万円）、長期借入（21,998 百

万円）、株式の発行（16,606 百万円）、少数株主からの払込み（196 百万円）による収入があったこと

を反映したものです。 
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添付資料４ 連結財務諸表等 

 

連結貸借対照表  

（単位：百万円） 

当連結会計年度 

(平成１３年３月３１日) 

 

金  額 構成比 

(資産の部) ％

Ⅰ 流動資産 

(1) 現金及び預金 78,819

(2) その他 485

流動資産合計 79,304 44.2

Ⅱ 固定資産 

１．有形固定資産 

(1) 建物仮勘定 97,601

(2) その他 179 97,780

２．無形固定資産 132

３．投資その他の資産 413

固定資産合計 98,326 54.8

Ⅲ 繰延資産 1,880 1.0

 

資産合計 179,511 100.0

 

(負債の部) ％

Ⅰ 流動負債 

(1) 賞与引当金 154

(2) その他 2,004

流動負債合計 2,159 1.2

Ⅱ 固定負債 

(1) 社債 102,540

(2) 長期借入金 38,970

(3) 退職給付引当金 18

(4) 役員退任慰労金引

当金 

155

(5) その他 2,922

固定負債合計 144,606 80.6

負債合計 146,765 81.8

(少数株主持分) 

少数株主持分 194 0.1

 

(資本の部) 

Ⅰ 資本金 32,712 18.2

Ⅱ 欠損金 160 △ 0.1

資本合計 32,551 18.1

負債、少数株主持分及び

資本合計 
179,511 100.0
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 (2) 連結損益計算書 

 

（単位：百万円） 

当連結会計年度 

(自 平成 12 年 4 月 1 日) 

（至 平成 13 年 3 月 31 日） 

 

金  額 

Ⅰ 売上高 －

Ⅱ 売上原価 －

  売上総利益 －

Ⅲ 販売費及び一般管理費 60

  営業損失 60

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息 19

２．その他の営業外収益 5 24

Ⅴ 営業外費用 

１．創立費償却 3

２．新株発行費償却 26 30

  経常損失 66

Ⅵ 特別利益 

１．固定資産売却益 2

  税金等調整前当期純損失 64

  法人税、住民及び事業税 5

  法人税等調整額 △ 1 4

  少数株主損失 1

  当期純損失 67

(注)百分比につきましては、当連結会計年度の売上高がないため、記載を省略しています。  

 

(3)連結剰余金計算書 

（単位：百万円） 

当連結会計年度 

(自 平成 12 年 4 月 1 日) 

(至 平成 13 年 3 月 31 日) 

 

金  額 

Ⅰ 欠損金期首残高 93

Ⅱ 欠損金減少高 －

Ⅲ 欠損金増加高 －

Ⅳ 当期純損失 67

Ⅴ 欠損金期末残高 160
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書  

（単位：百万円） 

当連結会計年度 

自 平成 12 年 4 月 1日 

至 平成 13 年 3 月 31 日 

 

金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

税金等調整前当期純損失 

受取利息 

創立費償却 

新株発行費償却 

固定資産売却益 

未収消費税等の増加額 

その他 

 

  小計 

 

創立行為による支出 

法人税等の支払 

 

営業活動によるキャッシュ･フロー 

 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー 

   

  定期預金の預入による支出 

  利息の受取額 

  有形固定資産の取得による支出 

  有形固定資産の取得による支出 

  共同事業負担金の受入による収入 

  受託工事代金の受入による収入 

  無形固定資産の取得による支出 

  投資その他の資産の増加額 

  投資その他の資産の減少額 

  開業準備行為による支出 

 

  投資活動によるキャッシュ･フロー 

 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー 

 

  長期借入れによる収入 

  社債発行による収入 

  株式の発行による収入 

  少数株主からの払込みによる収入 

  株式の発行による支出 

 

 

 

△    64 

△    19 

      3 

26 

△     2 

△   291 

11 

 

△    335 

 

△       3 

△     5 

 

△    344 

 

 

 

12,500 

13 

63 

△ 56,125 

2,586 

367 

△     78 

△    225 

18 

△    610 

 

△  41,489 

 

 

 

21,998 

51,799 

16,606 

196 

△      26 
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  財務活動によるキャッシュ･フロー 

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 

 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 

 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 

 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 

 

90,572 

 

－ 

 

48,739 

 

30,079 

 

78,819 

  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１． 連結の範囲に関する事項 

  (1) 連結子会社の数  １社 

    連結子会社名   中部国際空港エネルギー供給㈱  

        

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。 

        

３． 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しています。 

        

４． 会計処理基準に関する事項 

  (1) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

    ① 有形固定資産 

      定額法を採用しています。 

    ② 無形固定資産 

      定額法を採用しています。 

  (2) 重要な引当金の計上基準 

    ① 賞与引当金 

      従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しています。 

    ② 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。 

    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、内規に基づく期末要支給額を計上しています。

  (3) 重要なリース取引の処理方法 

      
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。 

  (4) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

    ① 支払利子等の原価算入 
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空港建設事業に要した資金のうち、建設期間中に対応する支払利子及び財務費用を建設

原価に算入しています。なお、当連結会計期間算入額は 1,421 百万円です。 

    ② 消費税等の会計処理 

      
税抜方式によっています。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は個々の資産の取得

原価に算入しています。 

５． 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しています。 

        

６． 連結調整勘定の償却に関する事項 

  該当事項はありません。 

        

７． 損失処理項目等の取扱に関する事項 

  連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確定した損失処理に基づいて作成しています。 

        

８． 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  

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ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 

 

以上 
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