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(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、第11期及び第12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、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。 

  

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】

回次 第10期中 第11期中 第12期中 第10期 第11期

会計期間 

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21年
４月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

自平成20年
４月１日 

至平成21年 
３月31日 

売上高 （百万円）  27,055  25,266  21,211  52,876  48,425

経常利益又は経常

損失（△） 
（百万円）  1,023  △138  △1,157  679  △1,779

中間(当期)純利益

又は中間(当期)純

損失（△） 

（百万円）  565  △307  △1,227  296  △2,304

純資産額 （百万円）  83,826  83,296  80,106  83,559  81,291

総資産額 （百万円）  549,477  537,525  519,902  543,968  529,763

１株当たり純資産

額 
（円）  49,560.08  49,215.88  47,288.52  49,399.53  48,022.10

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）  337.91  △183.65  △733.58  177.36  △1,377.42

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 （％）  15.1  15.3  15.2  15.2  15.2

営業活動によるキ

ャッシュ・フロー 
（百万円）  9,789  8,949  6,990  17,987  16,266

投資活動によるキ

ャッシュ・フロー 
（百万円）  △7,508  △2,090  △1,057  △10,823  △3,582

財務活動によるキ

ャッシュ・フロー 
（百万円）  △1,193  △5,193  △8,795  △7,003  △10,680

現金及び現金同等

物の中間期末(期

末)残高 

（百万円）  4,300  5,040  2,516  3,374  5,379

従業員数 

（外、平均臨時雇

用者数） 

（人） 
 

 

821

(293)

 

 

894

(154)

 

 

858

(132)

 

 

881

(239)

 

 

847

(154)
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(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(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。 

  

回次 第10期中 第11期中 第12期中 第10期 第11期

会計期間 

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21年
４月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

自平成20年
４月１日 

至平成21年 
３月31日 

売上高 （百万円）  26,945  25,172  21,130  52,583  48,237

経常利益又は経常

損失（△） 
（百万円）  850  △335  △1,336  472  △2,016

中間(当期)純利益

又は中間(当期)純

損失（△） 

（百万円）  504  △379  △1,323  214  △2,413

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）  83,153  82,484  79,127  82,864  80,450

総資産額 （百万円）  546,640  535,063  517,667  541,432  527,497

１株当たり配当額 （円）  －  －  －  －  －

自己資本比率 （％）  15.2  15.4  15.3  15.3  15.3

従業員数 

（外、平均臨時雇

用者数） 

（人） 
 

 

266

(47)

 

 

267

(45)

 

 

250

(36)

 

 

258

(47)

 

 

246

(44)
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 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。 

  

 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。 

  

(1）連結会社の状況 

 （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 

 （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。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21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  415 ( 66) 

商業事業  443 ( 66) 

合計  858 (132) 

  平成21年９月30日現在

従業員数（人）  250 ( 36) 
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(1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、前連結会計年度から続く世界的な景気後退の影響により国内企業の

収益が大幅に減少し、中部圏の企業においても生産調整や出張の抑制が継続されています。個人消費については、

政府の経済対策の効果により持直しの動きがみられるものの、新型インフルエンザの流行なども影響した結果、航

空旅客数は国内・海外とも前連結会計年度を下回る状況が続いており、当連結グループは依然として厳しい経営環

境におかれています。 

 このような情勢の中で、景気変動など外部環境の変化に対応するとともに、当連結グループの総合力をより高め

ることを目的として、組織・要員体制の抜本的な見直しを行いました。また、中長期的な需要の変化を先取りする

ため、新たな需要喚起や集客事業等を積極的に行い、経営状況の改善を図りました。 

 以上の結果、当連結グループの売上高は21,211百万円（前年同期比16.0％減）、営業利益は654百万円（同76.8％

減）、経常損失は1,157百万円（前中間連結会計期間は138百万円の経常損失）、中間純損失は1,227百万円（前中間

連結会計期間は307百万円の中間純損失）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、安全で安心な空港運営の確保に日々努めました。安全管理システム（SMS）の運用や空港内

事業者と共同での安全推進活動の実施などにより、人身・重大事故を引き続き防止するとともに、鳥衝突防止につ

いても鳥種別ごとにきめ細かい対策を行うなど、当連結グループが一体となって強化を図りました。また、前連結

会計年度に保安検査場で発生した金属探知器のトラブルを教訓とし、旅客ターミナルビル（PTB）国際線エリアにて

関係機関と合同による対応訓練を実施するなど、危機管理能力の向上を図りました。さらに、設備運用の効率化や

省エネを目的とした設備工事などを実施し、空港運営費用の削減に努めました。 

 航空旅客については、航空業界を取り巻く市場環境の悪化により路線の見直しが加速しており、セントレアにお

いても日本航空が冬ダイヤからのパリ便、ソウル便の運休を決定しました。また、ネットワーク維持・拡大に向け

た取組みとして、地元自治体や経済団体などとの連携による国内外の航空会社へのトップセールスを推進していま

すが、その成果として、本年冬ダイヤより中国東方航空による南京便の新規就航が実現し、さらに、中東の航空会

社であるエティハド航空が来年２月を目標にアブダビ便を就航することを決定しました。 

 需要喚起活動としては、北海道、東北、九州などの旅行会社に対して航空会社との共同セールスを実施し、乗継

ぎ商品の拡大を実現するとともに、愛知県・名古屋市との共同による上海・北京での観光誘致セミナーの開催や、

セントレアを軸とした中部圏の観光のプロモーションDVDを制作するなど、訪日外国人旅客の誘致に取り組みまし

た。また、７月中旬からは北陸・長野県など成田空港や関西空港との地理的競合環境にある地域からの海外旅行者

を対象として、「５日間駐車場無料キャンペーン」を実施し、高速道路のETC割引や空港連絡橋の通行料値下げなど

との相乗効果による新たな需要の取込みを狙うなど、後背地需要の拡大に努めました。 

 旅客実績については、新型インフルエンザなどの影響により国際線旅客数が４月以降急激に落ち込み、６月には

開港以来 低の旅客数となりましたが、その後は夏季繁忙期などを経て上向きに転じ、シルバーウィーク期間中の

９月19日には約12,000人の国際線出発旅客数を記録するなど、回復の兆しが見られました。また、国内の国際空港

では初となる「国際ビジネスジェット格納庫」の整備を進め、９月１日より供用を開始し、中部圏や首都圏のビジ

ネスジェット需要に対応する取組みも進めました。 

 一方、航空貨物については、夏ダイヤより日本貨物航空の欧州便が就航し、昨年12月に就航した日本航空の北米

便、昨年11月に増便されたエアホンコンの香港便と合わせ、セントレアと北米、欧州、アジアが貨物専用便で結ば

れる体制が整いました。また、Sea＆Air輸送による中国発欧米向け貨物の誘致に取り組み、７月にはセントレア初

となる国際トランジット型Sea＆Air輸送が行われました。中部国際空港利用促進協議会を通じて推進しています

「フライ・セントレア・カーゴ（FCC）」は、荷主のパートナー企業が150社にまで到達しており、非常に多くの地

元企業の皆様のご支援をいただきました。同協議会の「長野県トラック共同輸送事業」においては、６月より物流

連携効率化推進事業として国の支援を受けるとともに、従来の夜便に加え、新たに昼便トラックの運行を開始しま

した。トラックの搭載量も増加してきており、７月以降は４月の３倍以上となる130トン/月を超える水準で推移し

ました。 

 貨物取扱量は、国内外の景気低迷の影響を受け厳しい状況が続いていましたが、こうした活動を通し、９月には

国際貨物取扱量が11,775トンと、10ヶ月ぶりに１万トンの大台を超え、急速に回復してきました。 

 旅客・貨物とも回復基調にはありますが、平成21年９月30日現在の国際線の就航便数は、旅客便が279便/週（前

年同期比82.1%）、貨物便が13便/週（同48.1％）、国内線旅客便が75便/日（同89.3％）、当中間連結会計期間の国

際旅客数は約210万人（同80.9％）、国内線旅客数が約258万人（同82.8％）、国際貨物取扱量は約5.5万トン（同

第２【事業の状況】

１【業績等の概要】
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75.7％）、航空機の発着回数は国際線が約1.5万回（同82.7％）、国内線が約2.8万回（同91.0％）となり前年同期

より減少することとなりました。 

 以上の結果、空港事業の売上高は前年同期比12.9％減の15,239百万円、営業利益は前年同期比98.3％減の27百万

円となりました。 

  

(商業事業) 

 商業事業については、お客様のニーズにお応えすることで利便性の向上を図るため、新規店舗の出店を進めてい

ます。国際線制限エリアにおいては、国際線バスラウンジ棟の一部を「免税店（南館）」として新規開業し、「Neo 

Japan」「MUJI to GO Centrair」「アマノドラッグセントレア免税店」の３店舗を新規オープンしました。また、

併せて21番搭乗ゲート付近に「TOY＆CHARACTER」を新規オープンしました。非制限エリアにおいては、飲食店では

「西安刀削麺」「Aviator Grill」、物販店ではＴシャツ専門店である「graniph」や「DRASTIC THE BAGGAGE」等を

新規オープンするなど、商業施設の充実化を図りました。また、前連結会計年度に引き続き、姉妹空港であるミュ

ンヘン空港内で醸造されている生ビール「エアブロイ」の輸入販売を行うとともに、６月26日から７月５日の期間

は「タイ感！セントレア」イベントにおいて、タイ有名５つ星ホテルのシェフによる「本場タイ料理ビュッフェ」

を実施し、ご好評をいただきました。 

 集客催事については、PTB４階イベントプラザ等において物産展や各種イベントを開催し、中でも夏休みにポケモ

ン、名古屋鉄道、全日本空輸、テレビ愛知の４社とのタイアップで実施したポケモンイベントにおいては、予想を

上回るお客様にご来港いただきました。また、８月には地元の常滑まつりの会場のひとつとして屋外のスカイデッ

キを会場に、サンバカーニバルや盆踊りといったイベントを開催し、常滑市民の皆様に多数ご参加いただいたほ

か、外国人観光客の方々にも日本の伝統的な風習に触れていただくことができました。さらに、セントレアで初の

屋外音楽イベントである「FRESHAIR」「SORA FESTIVAL」の会場として空港南端の臨時駐車場を提供するなど、既存

の施設を有効活用することにより、より多くの集客による賑わいづくりを図るとともに、不動産収入の拡大を図り

ました。 

 また、案内ボランティアが同乗して常滑市内の観光施設を巡る「常滑まちなか とことこバス」の空港への路線誘

致を実現したほか、愛知県による空港連絡橋を含む有料道路の土日祝日ETC割引と連携し臨時駐車場の無料開放や立

体駐車場商業施設利用割引の拡大を実施するなど、自家用車の利用拡大にも取り組みました。 

 しかしながら、景気後退や新型インフルエンザなどの影響を受けた結果、当中間連結会計期間の来場者数は561万

人（前年同期比84.1％）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22.9％減の6,239百万円、営業利益は前年同期比46.4％減の618百万

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、2,862百万円減少し、2,516百

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、6,990百万円の収入となり、前年同期に比べ1,959百万円の収入の減少と

なりました。これは、主に、税金等調整前中間純損失が1,134百万円と前年同期に比べ930百万円増加したことと、

開業費償却額が前年同期に比べ897百万円減少し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、1,057百万円の支出となり、前年同期に比べ1,032百万円の支出の減少と

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1,068百万円と前年同期に比べ1,024百万円減少した

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、8,795百万円の支出となり、前年同期に比べ3,601百万円の支出の増加と

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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(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。 

（注）前中間連結会計期間の全日本空輸株式会社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、当該割合が10％未満であるため記載を省略しています。   

３．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

  

２【生産、受注及び販売の状況】

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  15,114  87.1

商業事業  6,096  77.1

計  21,211  84.0

区分 金額(百万円) 前年同期比(％)

空港施設使用料収入  9,233  85.9

土地建物等貸付料  4,732  89.2

構内営業料等  871  85.7

その他売上高  276  97.7

計  15,114  87.1

区分 金額(百万円) 前年同期比(％)

商品売上高  5,179  76.5

飲食、サービス等売上高  917  80.6

計  6,096  77.1

相手先

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

当中間連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21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 
 2,729  10.8  2,371  11.2

全日本空輸株式会社  －  －  2,212  10.4
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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 

  

 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。 

  

 当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスク及び前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについて重要な変更があった事項は、次のとおりです。 

 なお、文中の将来に関する事項は、半期報告書提出日現在において当連結グループが判断したものです。 

(1）当社規制事項 

① 法的規制について 

当社の事業活動は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律、航空法、空港法等、関連法令の規制を受けて

います。 

中部国際空港の設置及び管理に関する法律においては、発行する株式若しくは募集新株予約権を引き受ける者

の募集又は株式交換に際する株式若しくは新株予約権の発行（第５条第４項）、代表取締役等の選定等の決議

（第13条）、毎事業年度の事業計画の策定（第14条）、募集社債を引き受ける者の募集、株式交換に際する社債

の発行又は弁済期限が一年を超える資金の借り入れ（第15条）、重要な財産の譲渡・担保提供（第16条）、定款

の変更（第17条）等に関して、国土交通大臣の認可等が必要とされています。 

航空法及び空港法においては、空港又は空港保安施設の設置（航空法第38条）及び変更（同第43条）、空港供

用規定の制定又は変更（空港法第12条）に関して、国土交通大臣の認可等が必要とされ、また、着陸料などの空

港使用料金を定めようとするときは、予め、国土交通大臣に届け出なければならないとされています（同第13

条）。 

以上の法令及び規制に基づく認可・承認等が取得できない場合には、事業運営の見直しを迫られる場合も考え

られ、当連結グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、今後の政府の空港行政等に係る政策が変更された場合にも、当連結グループの財政状態及び経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。 

(2）中部国際空港をとりまく事業環境の変化の影響について 

中部国際空港は、成田国際空港、関西国際空港、羽田空港などと一定の競合関係にあるといえます。特に、首都

圏においては、今後、成田国際空港の暫定滑走路延伸（平成21年10月より供用開始）による発着枠増加、羽田空港

の再拡張（平成22年10月供用開始予定）による国際化など、空港機能の拡張が予定されています。当社は、首都圏

空港との利用圏の重複は部分的であり、中部国際空港のコア需要である中部圏の旅客・貨物需要の囲い込みを行う

ことにより影響は限定的になり得ると想定していますが、中部圏の経済動向等、何らかの要因によって、当社の想

定通りに進展しない場合、当連結グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、航空

会社の経営状況や事業戦略によっては、旅客数・発着便数に相応の影響が生じ、当連結グループの財政状態及び経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

(3）国際情勢の変化、伝染病の発生等による影響について 

中部国際空港は、平成18年３月から９月に渡り開催された愛知万博の効果や好調な経済状況もあり開港初年度か

ら利用実績は好調に推移してきましたが、前連結会計年度は原油高による燃油サーチャージの急騰及び急激な世界

経済の悪化によって旅客数、貨物取扱量及び航空機発着回数等の利用実績が大幅に減少しました。 

当中間連結会計期間においても、国内外の景気悪化に加え、新型インフルエンザの影響を受けた結果、利用実績

はさらに減少しています。 

今後も、国際紛争やテロ等の社会情勢の変化、国際金融危機や原油高等による経済情勢の悪化及び新たな感染症

の発生・拡大等の諸要因の発生によって利用実績が減少した場合には、当連結グループの財政状態及び経営成績に

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）  9,233  43.5  85.9

商業系収入（商業事業、構内営業料及びその他の商業系収入）  7,112  33.5  78.5

その他収入（土地建物等貸付料及びその他の収入）  4,865  23.0  89.3

計  21,211  100.0  84.0

３【対処すべき課題】

４【事業等のリスク】
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影響を及ぼす可能性があります。  

(4）自然災害等の発生による影響について 

当空港が位置する愛知県常滑市は、大規模地震対策特別措置法第３条第１項に基づき指定される「東海地震に係

る地震防災対策強化地域」に含まれています。このため、当空港は震度７クラスの地震が発生しても大きな被害が

生じないよう設計されており、管制、旅客ターミナルビル、ライフライン及び空港連絡橋等の重要施設で機能が維

持できるよう対策ができています。しかし、これを超える規模の地震が発生し、空港施設等に被害が生じた場合、

事業運営に支障をきたすことや設備復旧等にかかる費用が発生する等、当連結グループの財政状態及び経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。 

また、当空港は海上空港であるため、想定される高潮、異常潮位、高波及び津波に対しては、対応できる高さの

護岸（＋５～７ｍ）を備えており、滑走路等が冠水する可能性は低いと考えています。さらに、地盤沈下について

も、当空港は水深が浅く、強固な基盤層を有した地層の上に埋め立てられており、当空港において地盤沈下に伴う

問題が発生する可能性は低いと考えています。しかしながら、今後、かかる事態が生じた場合には、滑走路の閉

鎖、設備復旧費用の発生等により、当連結グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

(5）繰越欠損金について  

当社は、現在、税務上の繰越欠損金を有していますが、将来的に税務上の繰越欠損金が解消された場合、通常の

税率に基づく法人税等の税金が発生し、当連結グループの当期純利益及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能

性があります。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  当中間連結会計期間における財政状態、経営成績及び資本の財源及び資金の流動性の分析は次のとおりです。 

(1）財政状態の分析 

① 資産の部 

当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1.9％減の519,902百万円となりました。これ

は、主に国際ビジネスジェット用格納庫新設等の設備投資を1,333百万円実施したことにより固定資産が増加した

一方、減価償却費を8,099百万円計上したことによるものです。 

  

② 負債の部 

当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1.9％減の439,795百万円となりました。これ

は、主に返済により短期借入金が6,600百万円、長期借入金が2,193百万円減少したことによるものです。 

  

③ 純資産の部 

当中間連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1.5％減の80,106百万円となりました。これ

は、主に中間純損失を1,227百万円計上したことによるものです。 

  

(2）経営成績の分析 

① 売上高 

空港事業については、景気後退や新型インフルエンザの流行などによる国際線及び国内線旅客数の減少や国際

線貨物便の大幅な減便により減収となり、前中間連結会計期間に比べ12.9％減の15,114百万円となりました。 

商業事業についても、景気後退による消費の冷え込み、新型インフルエンザの影響などによる旅客数及び来港

者数の減少により、前中間連結会計期間に比べ22.9％減の6,096百万円となりました。 

これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は、前中間連結会計期間に比べ16.0％減の21,211百万円となりま

した。 

  

② 売上原価、販売費及び一般管理費 

当中間連結会計期間の売上原価は、前中間連結会計期間に比べ8.2％減の16,882百万円となりました。これは、

５【経営上の重要な契約等】

６【研究開発活動】

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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主に売上高の減少に伴い商品の仕入等が減少したことによるものです。 

当中間連結会計期間の販売費及び一般管理費は、前中間連結会計期間に比べ9.2％減の3,674百万円となりまし

た。これは、主に業務委託費や人件費などのコスト削減を行った結果によるものです。 

  

③ 営業利益 

以上の結果、当中間連結会計期間の営業利益は、前中間連結会計期間に比べ76.8％減の654百万円となりまし

た。 

  

④ 営業外損益 

当中間連結会計期間の営業外収益は、前中間連結会計期間に比べ4.4％減の30百万円、営業外費用は38.5％減の

1,842百万円となり、営業外損益としては1,152百万円改善されました。これは、主に前連結会計年度末で開業費

の償却が終了したことや、支払利息の減少によるものです。 

  

⑤ 経常損失 

以上の結果、当中間連結会計期間の経常損失は1,157百万円（前中間連結会計期間は138百万円の経常損失）と

なりました。 

  

⑥ 特別損益 

当中間連結会計期間の特別利益は37百万円（前中間連結会計期間は２百万円）、特別損失は前中間連結会計期

間に比べ78.8％減の14百万円となりました。特別利益の増加は、主に賞与引当金戻入額を計上したことによるも

の、特別損失の減少は、主に店舗閉鎖損失が減少したことによるものです。 

  

⑦ 税金等調整前中間純損失 

以上の結果、当中間連結会計期間の税金等調整前中間純損失は1,134百万円（前中間連結会計期間は203百万円

の税金等調整前中間純損失）となりました。 

  

⑧ 中間純損失 

税金等調整前中間純損失から法人税、住民税及び事業税や法人税等調整額、少数株主利益を加減算した結果、

当中間連結会計期間の中間純損失は1,227百万円（前中間連結会計期間は307百万円の中間純損失）となりまし

た。 

  

(3）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローについては、

6,990百万円の収入となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得等

により1,057百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローについては、短期借入金及び長期借入金の返済等

により8,795百万円の支出となりました。これらの結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、

前連結会計年度末に比べ53.2％減の2,516百万円となりました。 
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 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。 

  

 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。 

  

第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

２【設備の新設、除却等の計画】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

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21年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成21年12月18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 

当社は単元株制

度は採用してい

ません。 

計  1,673,360  1,673,360 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【ライツプランの内容】

（４）【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21年４月１日～

平成21年９月30日 
 －  1,673,360  －  83,668  －  －

（５）【大株主の状況】

  平成21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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①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

 当社株式は非上場ですので、該当事項はありません。 

  

 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。 

  

（６）【議決権の状況】

  平成21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21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】

３【役員の状況】
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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20年４月１日から平成20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21年４月１日から平成21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20年４月１日から平成20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21年４月１日から平成21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及び前中間会計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）の中間財

務諸表については監査法人トーマツにより中間監査を受け、当中間連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年９

月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）の中間財務諸

表については有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けています。 

 なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツ

となっています。  

第５【経理の状況】
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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20年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度の要約 
連結貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,678 2,165 5,010

売掛金 2,811 2,649 2,610

たな卸資産 1,440 1,188 1,367

繰延税金資産 65 62 83

その他 599 525 593

貸倒引当金 △0 △0 △0

流動資産合計 9,595 6,591 9,663

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） ※2, ※3  189,433 ※2, ※3  182,662 ※2, ※3  186,770

機械装置及び運搬具（純額） ※2, ※3  13,745 ※2, ※3  12,648 ※2, ※3  13,153

土地 289,575 289,575 289,575

リース資産（純額） 3 11 6

建設仮勘定 2,358 798 798

その他（純額） ※2, ※3  8,099 ※2, ※3  5,680 ※2, ※3  6,884

有形固定資産合計 ※1  503,214 ※1  491,376 ※1  497,188

無形固定資産    

ソフトウエア ※2  1,925 ※2  750 ※2  1,348

水道施設利用権 6,005 5,813 5,909

その他 700 638 669

無形固定資産合計 8,631 7,202 7,927

投資その他の資産    

長期前払費用 15,130 14,633 14,880

繰延税金資産 19 23 21

その他 35 31 34

投資その他の資産合計 15,186 14,688 14,936

固定資産合計 527,032 513,267 520,052

繰延資産    

開業費 897 － －

社債発行費 － 43 46

繰延資産合計 897 43 46

資産合計 ※3  537,525 ※3  519,902 ※3  529,763

2009/12/16 14:18:0709591663_半期報告書_20091216141755



(単位：百万円)

前中間連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度の要約 
連結貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 808 648 672

短期借入金 － 2,800 9,400

1年内償還予定の社債 ※3  26,624 ※3  23,847 ※3  23,844

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

リース債務 0 3 1

未払法人税等 97 73 58

賞与引当金 570 521 536

ポイント引当金 22 24 21

その他 2,820 2,797 2,633

流動負債合計 37,948 37,719 44,171

固定負債    

社債 ※3  195,582 ※3  188,385 ※3  188,360

長期借入金 ※3  219,006 ※3  212,002 ※3  214,196

リース債務 2 8 4

退職給付引当金 187 257 224

役員退職慰労引当金 45 22 54

その他 1,456 1,399 1,459

固定負債合計 416,281 402,075 404,300

負債合計 454,229 439,795 448,471

純資産の部    

株主資本    

資本金 83,668 83,668 83,668

利益剰余金 △1,312 △4,537 △3,309

株主資本合計 82,355 79,130 80,358

少数株主持分 940 976 933

純資産合計 83,296 80,106 81,291

負債純資産合計 537,525 519,902 529,763
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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20年４月１日 

 至 平成20年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

売上高 25,266 21,211 48,425

売上原価 18,391 16,882 36,408

売上総利益 6,874 4,329 12,016

販売費及び一般管理費 ※1  4,048 ※1  3,674 ※1  7,971

営業利益 2,825 654 4,045

営業外収益    

受取利息 8 3 21

為替差益 3 － 6

契約解約金等収入 － 6 1

店舗什器等受贈益 4 － 4

保育園利用料収入 3 4 9

過年度消費税等 － 3 0

その他 12 11 107

営業外収益合計 31 30 151

営業外費用    

支払利息 2,078 1,825 4,137

開業費償却 897 － 1,795

その他 20 16 44

営業外費用合計 2,996 1,842 5,976

経常損失（△） △138 △1,157 △1,779

特別利益    

固定資産売却益 － ※2  0 －

国庫補助金 2 － 2

固定資産受贈益 － 11 21

賞与引当金戻入額 － 24 －

特別利益合計 2 37 23

特別損失    

固定資産売却損 － ※3  0 ※3  20

固定資産除却損 ※4  2 ※4  9 ※4  151

固定資産圧縮損 2 － 2

減損損失 － － ※5  224

店舗閉鎖損失 ※6  62 ※6  4 ※6  62

特別損失合計 67 14 461

税金等調整前中間純損失（△） △203 △1,134 △2,218

法人税、住民税及び事業税 50 32 60

法人税等調整額 8 17 △11

法人税等合計 59 50 49

少数株主利益 44 42 37

中間純損失（△） △307 △1,227 △2,304
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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20年４月１日 

 至 平成20年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21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20年４月１日 

 至 平成21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 △1,004 △3,309 △1,004

当中間期変動額    

中間純損失（△） △307 △1,227 △2,304

当中間期変動額合計 △307 △1,227 △2,304

当中間期末残高 △1,312 △4,537 △3,309

株主資本合計    

前期末残高 82,663 80,358 82,663

当中間期変動額    

中間純損失（△） △307 △1,227 △2,304

当中間期変動額合計 △307 △1,227 △2,304

当中間期末残高 82,355 79,130 80,358

少数株主持分    

前期末残高 896 933 896

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） 44 42 37

当中間期変動額合計 44 42 37

当中間期末残高 940 976 933

純資産合計    

前期末残高 83,559 81,291 83,559

当中間期変動額    

中間純損失（△） △307 △1,227 △2,304

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 44 42 37

当中間期変動額合計 △263 △1,184 △2,267

当中間期末残高 83,296 80,106 81,291
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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20年４月１日 

 至 平成20年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21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20年４月１日 

 至 平成21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損失（△） △203 △1,134 △2,218

減価償却費 8,003 8,099 16,113

減損損失 － － 224

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38 32 75

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 △32 19

賞与引当金の増減額（△は減少） 18 △14 △15

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） 2 3 0

受取利息 △8 △3 △21

支払利息 2,078 1,825 4,137

為替差損益（△は益） △1 △0 △1

開業費償却額 897 － 1,795

国庫補助金 △2 － △2

固定資産除却損 68 16 224

固定資産圧縮損 2 － 2

売上債権の増減額（△は増加） 50 △39 252

たな卸資産の増減額（△は増加） 85 178 158

仕入債務の増減額（△は減少） 41 △24 △94

未払消費税等の増減額（△は減少） 212 △281 313

その他 △218 127 △463

小計 11,076 8,753 20,499

利息の受取額 8 7 19

利息の支払額 △2,057 △1,803 △4,081

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △77 32 △170

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,949 6,990 16,266

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 △1,000 △700

有価証券の償還による収入 600 1,000 700

有形固定資産の取得による支出 △2,093 △1,068 △3,565

国庫補助金の受入による収入 2 － 2

無形固定資産の取得による支出 △16 △7 △53

投資その他の資産の取得による支出 △2 △1 △4

投資その他の資産の減少による収入 2 4 3

その他 16 15 34

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,090 △1,057 △3,582

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） △3,000 △6,600 6,400

長期借入金の返済による支出 △2,193 △2,193 △7,003

社債の発行による支出 － △0 △46

社債の発行による収入 － － 16,601

社債の償還による支出 － － △26,630

その他 △0 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,193 △8,795 △10,680

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 0 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,666 △2,862 2,004

現金及び現金同等物の期首残高 3,374 5,379 3,374

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※  5,040 ※  2,516 ※  5,379
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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20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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（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（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（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。 

  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)    (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。 

 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

連結会計年度より「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日公表分）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、当連結会計年

度の営業利益は20百万円減少

し、経常損失及び税金等調整

前当期純損失は、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20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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（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（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（リース資産

を除く） 

   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 

  

  

(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。 

(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、当連結会計年

度の営業利益は１百万円減少

し、経常損失及び税金等調整

前当期純損失は、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。 

  ② 無形固定資産（リース資産

を除く） 

② 無形固定資産（リース資産

を除く） 

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。 

同左 同左 

  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 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。 
 なお、所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が平成20年

３月31日以前のリース取引に

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。  

③ リース資産 

同左  

  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   ───── 

(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。 

   ５年間で均等償却していま

す。 

  ②   ───── ② 社債発行費 ② 社債発行費 

     社債の償還までの期間にわ

たり均等償却しています。 

       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 
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項目 
前中間連結会計期間

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  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 
 当社の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。 
(追加情報)  
 中部国際空港情報通信㈱、

中部国際空港旅客サービス㈱

及び中部国際空港施設サービ

ス㈱は平成21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

に伴い打ち切り支給議案が承

認可決されました。これによ

り当該３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 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。 

  (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）    ───── 
  

(5）    ───── 

  (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 
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、固

定金利による

社債 

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 
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項目 
前中間連結会計期間

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  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 
 将来の金利の変動によるリ

スクの回避や市場の実勢金利

に合わせて過大な金利負担を

抑制する目的で行っており、

投機的な取引を行わない方針

です。 

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。 

  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）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(7）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(7）その他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。 

① 消費税等の会計処理 

同左 

① 消費税等の会計処理 

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。 

② 連結納税制度の適用 
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。 

【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20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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。 

─────────── （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、当連結会

計年度より「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。 
 これに伴う当連結会計年度への影響は軽微

です。 
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【表示方法の変更】

前中間連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

（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。 

（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「店舗什器等受贈

益」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「店舗什器等

受贈益」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。 

２．「過年度消費税等」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「過年度消費税等」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。 

【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20年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成21年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21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 

  百万円 48,909   百万円 63,089   百万円 55,988

※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 

※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 

※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 百万円 65

 機械装置及び運搬具 百万円 1,476

 その他 百万円 21

無形固定資産   

 ソフトウエア 百万円 15

 計 百万円 1,577

有形固定資産   

 建物及び構築物 百万円 65

 機械装置及び運搬具 百万円 1,476

 その他 百万円 21

無形固定資産   

 ソフトウエア 百万円 15

 計 百万円 1,577

有形固定資産   

 建物及び構築物 百万円 65

 機械装置及び運搬具 百万円 1,476

 その他 百万円 21

無形固定資産   

 ソフトウエア 百万円 15

 計 百万円 1,577

 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。 

   なお、当連結会計年度において国庫補

助金等により取得原価から控除した固定

資産の圧縮記帳額は次のとおりです。 

有形固定資産   

 建物及び構築物 百万円 2

 計 百万円 2

有形固定資産   

 建物及び構築物 百万円 2

 計 百万円 2

※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212,390百万

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212,390百万

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 百万円 62,442

機械装置及び運搬具 百万円 2,334

その他 百万円 3

 計 百万円 64,779

建物及び構築物   百万円 59,608

機械装置及び運搬具 百万円 2,135

その他 百万円 2

 計   百万円 61,746

建物及び構築物 百万円 61,019

機械装置及び運搬具 百万円 2,234

その他 百万円 2

 計   百万円 63,256

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 
百万円 1,327

長期借入金 百万円 6,324

 計 百万円 7,652

1年内返済予定の 

長期借入金 
百万円 1,327

長期借入金 百万円 4,996

 計 百万円 6,324

1年内返済予定の 

長期借入金 
百万円 1,327

長期借入金   百万円 5,660

 計 百万円 6,988
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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 百万円1,219

賞与引当金繰入額 百万円368

従業員給与 百万円1,093

賞与引当金繰入額 百万円347

従業員給与 百万円2,359

賞与引当金繰入額 百万円352

─────── ※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

す。 

─────── 

  機械装置及び運搬具 百万円 0

 計 百万円 0

  

─────── ※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりで

す。 

※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりで

す。 

  機械装置及び運搬具 百万円 0

 計 百万円 0

建物及び構築物 百万円 20

 計 百万円 20

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

す。 

※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

す。 

※４．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 百万円 2

 計 百万円 2

建物及び構築物 百万円 9

 計 百万円 9

建物及び構築物 百万円 60

機械装置及び運搬具 百万円 23

建設仮勘定 百万円 39

有形固定資産その他 百万円 18

固定資産撤去費用 百万円 10

 計 百万円 151

─────── ─────── ※５．減損損失 

     当連結会計年度において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損

失を計上しています。 

 当社グループは、遊休資産については

個別資産ごとにグルーピングを行ってい

ます。 
 市況の変化に伴う来港者及び貨物量の

減少により、営業活動に供する見込みが

ない遊休資産のうち、建物及び構築物に

ついては実質的な価値はないものと判断

されるため、備忘価額まで減額し、また

機械装置及び運搬具については正味売却

価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（224百万円）として特別損失に計上して

います。その内訳は建物及び構築物218百

万円、機械装置及び運搬具５百万円で

す。なお、正味売却価額については、売

却予定価額により評価しています。 

場所 用途 種類 

愛知県 

常滑市 

遊休資産 建物及び構築物、 

機械装置及び運搬具

※６．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。 

※６．      同左 ※６．      同左 
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前中間連結会計期間（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。 

  

当中間連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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20年４月１日 至 平成21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。 

  

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

  
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20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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 百万円4,678

流動資産「その他」勘定 百万円361

現金及び現金同等物 百万円5,040

  

現金及び預金勘定 百万円2,165

流動資産「その他」勘定 百万円351

現金及び現金同等物 百万円2,516

現金及び預金勘定 百万円5,010

流動資産「その他」勘定 百万円369

現金及び現金同等物 百万円5,379

（リース取引関係）

前中間連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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．ファイナンス・リース取引（借主側） 
 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．ファイナンス・リース取引（借主側） 
 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  

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 

 （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。 
(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 

 （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。 

  

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

１年内 百万円24

１年超 百万円24

合計 百万円49

  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「４．会計処理基準に関する

事項 （2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法」に記載のとおりです。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が、平成

20年３月31日以前の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

会計処理によっており、その内容は次のと

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   

同左 
  
  

  
(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 

同左 
  

  
  
  

  

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 48 40 7

その他 38 21 16

合計 87 62 24

１年内 百万円16

１年超 百万円8

合計 百万円24

   有形固定資産 

同左 
  

② リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項「４．会計処理基準に関する事項 

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法」に記載のとおりです。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が、平成

20年３月31日以前の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

会計処理によっており、その内容は次のと

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

及び期末残高相当額   

（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）未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

（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。 

 

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  48 33 14

その他  42 20 21

合計  91 54 36

１年内 百万円22

１年超 百万円14

合計 百万円36
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 前中間連結会計期間末（平成20年９月30日）、当中間連結会計期間末（平成21年９月30日）及び前連結会計年

度末（平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

 前中間連結会計期間末（平成20年９月30日）、当中間連結会計期間末（平成21年９月30日）及び前連結会計年

度末（平成21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。 

  

 前中間連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成21年

４月１日 至 平成21年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

(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 

(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。 

支払リース料 百万円16

減価償却費相当額 百万円16

(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 

(4）減価償却費相当額の算定方法 
同左 

支払リース料 百万円12

減価償却費相当額 百万円12

(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 

(4）減価償却費相当額の算定方法 
同左 

支払リース料 百万円29

減価償却費相当額 百万円29

（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。 

─────── ─────── 

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係)
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前中間連結会計期間（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。 

  

当中間連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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 

  

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

  
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

  
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  15,114  6,096  21,211  －  21,211

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 124  142  266  (266)  －

計  15,239  6,239  21,478  (266)  21,211

営業費用  15,211  5,620  20,832  (275)  20,556

営業利益  27  618  646  8  654
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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」４．(1）①に記載のとおり、当連結会計年度より、「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日公表分）を適用しています。これ

により、当連結会計年度の営業費用は商業事業において20百万円増加し、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 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2）①に記載のとおり、平成20年度の税制改正を契

機に、当連結会計年度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、当連結会計年度の営業

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。  

前中間連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成21

年４月１日 至 平成21年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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。 

  

前中間連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成21

年４月１日 至 平成21年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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  33,678  14,747  48,425  －  48,425

(2) セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 287  356  643  (643)  －

計  33,966  15,103  49,069  (643)  48,425

営業費用  31,833  13,206  45,040  (659)  44,380

営業利益  2,132  1,896  4,029  15  4,045

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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 （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)純損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

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

当中間連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 円49,215.88

１株当たり中間純損失 円183.65

１株当たり純資産額   円47,288.52

１株当たり中間純損失 円733.58

１株当たり純資産額    円48,022.10

１株当たり当期純損失 円1,377.42

 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。 

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、１株当たり当期

純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載していません。 

  
前中間連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末
(平成21年３月31日) 

純資産合計(百万円)  83,296  80,106  81,291

純資産合計から控除する金額(百万円)  940  976  933

（うち少数株主持分）  (940)  (976)  (933)

普通株式に係る純資産額(百万円)  82,355  79,130  80,358

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20年４月１日 
至 平成20年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

中間(当期)純損失(百万円)  307  1,227  2,304

普通株主に帰属しない金額(百万円)  －  －  －

普通株式に係る中間(当期)純損失(百万

円) 
 307  1,227  2,304

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

（重要な後発事象）

（２）【その他】
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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20年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度の要約 
貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,614 2,093 4,983

売掛金 2,782 2,619 2,572

商品 1,201 － －

貯蔵品 195 － －

たな卸資産 － 1,152 1,325

前払費用 131 124 66

その他 488 418 597

貸倒引当金 △0 △0 △0

流動資産合計 9,413 6,407 9,546

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） ※2, ※3  95,970 ※2, ※3  94,710 ※2, ※3  96,156

構築物（純額） 93,041 87,537 90,195

機械及び装置（純額） ※3  10,804 ※3  10,174 ※3  10,466

車両運搬具（純額） 545 281 394

工具、器具及び備品（純額） ※2  8,082 ※2  5,666 ※2  6,868

土地 289,575 289,575 289,575

リース資産（純額） 3 4 4

建設仮勘定 2,358 798 798

有形固定資産合計 ※1  500,381 ※1  488,747 ※1  494,459

無形固定資産    

商標権 13 10 12

ソフトウエア ※2  1,981 ※2  764 ※2  1,383

水道施設利用権 6,005 5,813 5,909

その他 241 222 232

無形固定資産合計 8,242 6,811 7,537

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 15,124 14,628 14,874

差入保証金 14 11 13

その他 0 － －

投資その他の資産合計 16,157 15,657 15,906

固定資産合計 524,782 511,216 517,904

繰延資産    

開業費 868 － －

社債発行費 － 43 46

繰延資産合計 868 43 46

資産合計 ※3  535,063 ※3  517,667 ※3  527,497
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(単位：百万円)

前中間会計期間末 
(平成20年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度の要約 
貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 716 576 596

短期借入金 524 3,449 10,139

1年内償還予定の社債 ※3  26,624 ※3  23,847 ※3  23,844

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

リース債務 0 1 1

未払金 1,387 1,592 1,520

未払費用 134 171 169

未払法人税等 45 39 22

前受金 1,006 869 385

預り金 316 325 345

賞与引当金 289 253 255

ポイント引当金 22 24 21

その他 ※5  236 ※5  68 336

流動負債合計 38,019 37,934 44,351

固定負債    

社債 ※3  195,582 ※3  188,385 ※3  188,360

長期借入金 ※3  217,411 ※3  210,697 ※3  212,746

リース債務 2 2 3

退職給付引当金 91 123 106

役員退職慰労引当金 15 22 19

その他 1,456 1,373 1,459

固定負債合計 414,559 400,605 402,694

負債合計 452,579 438,539 447,046

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 △1,183 △4,540 △3,217

利益剰余金合計 △1,183 △4,540 △3,217

株主資本合計 82,484 79,127 80,450

純資産合計 82,484 79,127 80,450

負債純資産合計 535,063 517,667 527,497
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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20年４月１日 

 至 平成20年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

前事業年度の要約 
損益計算書 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

売上高 25,172 21,130 48,237

売上原価 18,697 17,150 36,831

売上総利益 6,475 3,979 11,406

販売費及び一般管理費 3,924 3,539 7,743

営業利益 2,550 439 3,662

営業外収益 ※1  62 ※1  50 ※1  202

営業外費用 ※2  2,948 ※2  1,825 ※2  5,882

経常損失（△） △335 △1,336 △2,016

特別利益 － ※3  21 ※3  21

特別損失 ※4  64 ※4  14 ※4, ※5  459

税引前中間純損失（△） △400 △1,329 △2,455

法人税、住民税及び事業税 △20 △6 △41

中間純損失（△） △379 △1,323 △2,413
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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20年４月１日 

 至 平成20年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21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20年４月１日 

 至 平成21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 △803 △3,217 △803

当中間期変動額    

中間純損失（△） △379 △1,323 △2,413

当中間期変動額合計 △379 △1,323 △2,413

当中間期末残高 △1,183 △4,540 △3,217

利益剰余金合計    

前期末残高 △803 △3,217 △803

当中間期変動額    

中間純損失（△） △379 △1,323 △2,413

当中間期変動額合計 △379 △1,323 △2,413

当中間期末残高 △1,183 △4,540 △3,217

株主資本合計    

前期末残高 82,864 80,450 82,864

当中間期変動額    

中間純損失（△） △379 △1,323 △2,413

当中間期変動額合計 △379 △1,323 △2,413

当中間期末残高 82,484 79,127 80,450

純資産合計    

前期末残高 82,864 80,450 82,864

当中間期変動額    

中間純損失（△） △379 △1,323 △2,413

当中間期変動額合計 △379 △1,323 △2,413

当中間期末残高 82,484 79,127 80,450
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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20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

前事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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（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（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（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 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。 

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。 

  (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

事業年度より「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日公表分）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）を採用しています。 

 これにより、当事業年度の

営業利益は20百万円減少し、

経常損失及び税引前当期純損

失は、それぞれ同額増加して

います。 

２．固定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） 

(1）有形固定資産（リース資産を

除く） 

(1）有形固定資産（リース資産を

除く） 

   定額法によっています。 
 なお、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 

  (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。 

(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、当事業年度の

営業利益は１百万円減少し、

経常損失及び税引前当期純損

失は、それぞれ同額増加して

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（リース資産を

除く） 
同左 

(2）無形固定資産（リース資産を

除く）  
同左 
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項目 
前中間会計期間

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

前事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (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）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。 

 なお、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が平成20年３月31

日以前の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。 

(3）リース資産 
同左 

  (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）    ───── (1）開業費 

   ５年間で均等償却していま

す。 

   ５年間で均等償却していま

す。 

  (2）   ───── (2）社債発行費 (2）社債発行費 

     社債の償還までの期間にわた

り均等償却しています。 

同左 

４．引当金の計上基準 (1）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 
同左 

(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。 

───── ───── 
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項目 
前中間会計期間

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

前事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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 
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、固定金

利による社債 

(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 

  (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 

 将来の金利の変動によるリス

クの回避や市場の実勢金利に合

わせて過大な金利負担を抑制す

る目的で行っており、投機的な

取引を行わない方針です。 

(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。 

  (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。 

(1）消費税等の会計処理  

同左 

(1）消費税等の会計処理 

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。 

(2）連結納税制度の適用 
同左 

(2）連結納税制度の適用 
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20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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。 

─────── （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、当事業年

度より「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。 
 これに伴う当事業年度への影響は軽微で

す。 

【表示方法の変更】

前中間会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

─────── （中間貸借対照表） 
１．前中間会計期間まで区分掲記していました「商品」及び「貯蔵

品」は、財政状態をより明瞭に表示するため、当中間会計期間にお

いて、「たな卸資産」として表示しています。 
 なお、当中間会計期間末の「たな卸資産」に含まれる「商品」は

936百万円、「貯蔵品」は216百万円です。 
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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20年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成21年９月30日） 

前事業年度末 
（平成21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 

  百万円 48,053   百万円 62,017   百万円 55,024

※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 

※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 

※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 百万円 3

 工具、器具及び備品 百万円 20

無形固定資産   

 ソフトウエア 百万円 15

 計 百万円 39

有形固定資産   

 建物 百万円 3

 工具、器具及び備品 百万円 20

無形固定資産   

 ソフトウエア 百万円 15

 計 百万円 39

有形固定資産   

 建物 百万円 3

 工具、器具及び備品 百万円 20

無形固定資産   

 ソフトウエア 百万円 15

 計 百万円 39

※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212,390百万円（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212,390百万円（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 百万円 61,848

機械及び装置 百万円 72

 計 百万円 61,921

建物 百万円 59,041

機械及び装置 百万円 67

 計 百万円 59,108

建物 百万円 60,438

機械及び装置 百万円 70

 計 百万円 60,509

 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 
百万円 1,167

長期借入金 百万円 5,444

 計 百万円 6,612

1年内返済予定の 

長期借入金 
  百万円 1,167

長期借入金 百万円 4,276

 計 百万円 5,444

1年内返済予定の 

長期借入金 
百万円 1,167

長期借入金 百万円 4,860

 計 百万円 6,028

 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㈱ 

 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㈱ 

 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㈱ 

  百万円 1,885   百万円 1,595   百万円 1,740

※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20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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 

業務受託料 百万円19

物品売却益 百万円11

業務受託料 百万円20

契約解約金等収入 百万円6

受取補償金 百万円53

業務受託料 百万円39

※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 百万円551

社債利息 百万円1,508

開業費償却 百万円868

支払利息 百万円552

社債利息    百万円1,257

支払利息 百万円1,090

社債利息 百万円3,011

開業費償却 百万円1,736

─────── ※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 

  固定資産受贈益 百万円11 固定資産受贈益 百万円21

※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 

 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。 

店舗閉鎖損失 百万円62 固定資産除却損 百万円9 減損損失 百万円224

固定資産除却損 百万円151

─────── ─────── ※５．減損損失 
 当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上して

います。 

 当社は、遊休資産については個別資産

ごとにグルーピングを行っています。 

 市況の変化に伴う来港者及び貨物量の

減少により、営業活動に供する見込みが

ない遊休資産のうち、建物及び構築物に

ついては実質的な価値はないものと判断

されるため、備忘価額まで減額し、また

車両運搬具については正味売却価額まで

減額し、当該減少額を減損損失（224百万

円）として特別損失に計上しています。

その内訳は建物19百万円、構築物199百万

円、車両運搬具５百万円です。なお、正

味売却価額については、売却予定価額に

より評価しています。 

場所 用途 種類 

愛知県 

常滑市 

遊休資産 建物、構築物及び 
車両運搬具 

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額 

有形固定資産 百万円6,927

無形固定資産 百万円737

有形固定資産 百万円7,025

無形固定資産 百万円734

有形固定資産 百万円13,957

無形固定資産 百万円1,477
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（リース取引関係）

前中間会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 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．ファイナンス・リース取引（借主側） 

 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  

 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 

 （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。 
(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 

 （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。 

(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 

(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。 

（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。 

  

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

１年内 百万円19

１年超 百万円14

合計 百万円33

支払リース料 百万円12

減価償却費相当額 百万円12

  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「２．固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりです。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が、平成

20年３月31日以前の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

会計処理によっており、その内容は次のと

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 

同左 
  

  

  
(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 

同左 

  

  
  
  

(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 

(4）減価償却費相当額の算定方法 
同左 

  

（減損損失について） 

同左 

  

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 40 7

工具、器具
及び備品 13 6 6

合計 62 47 14

１年内 百万円11

１年超 百万円3

合計 百万円14

支払リース料 百万円9

減価償却費相当額 百万円9

  有形固定資産 
同左 

  

② リース資産の減価償却の方法 
重要な会計方針「３．固定資産の減価償

却の方法」に記載のとおりです。 
  なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が、平成

20年３月31日以前の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

会計処理によっており、その内容は次のと

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

及び期末残高相当額 

 （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）未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

 （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 

(4）減価償却費相当額の算定方法 
同左 

  

（減損損失について） 

同左 

 

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 33 14

工具、器具
及び備品  18 8 9

合計  66 42 24

１年内 百万円17

１年超 百万円6

合計 百万円24

支払リース料 百万円22

減価償却費相当額 百万円22
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 前中間会計期間末（平成20年９月30日）、当中間会計期間末（平成21年９月30日）及び前事業年度末（平成21

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。 

  

 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

前中間会計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

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。 

    

（有価証券関係）

（１株当たり情報）

（重要な後発事象）

（２）【その他】
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 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11期）（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）平成21年６月18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21年12月11日東海財務局長に提出。 

事業年度（第11期）（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書です。 

  

第６【提出会社の参考情報】

2009/12/16 14:18:0709591663_半期報告書_20091216141755



 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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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２１年１２月１８日 

中部国際空港株式会社     

取締役会 御中   

  有限責任監査法人トーマツ   

  
指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士 西松 真人  印 

  
指定有限責任社員

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２１年４月１日から平成２２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２１年４月１日から平成２１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２１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２１年４月１日から平成２１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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  独立監査人の中間監査報告書   

    平成２１年１２月１８日 

中部国際空港株式会社     

取締役会 御中   

  有限責任監査法人トーマツ   

  
指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士 西松 真人  印 

  
指定有限責任社員

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２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第１２期事業年度の中間会計期間

（平成２１年４月１日から平成２１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２１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２１年

４月１日から平成２１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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