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第一部【企業情報】 
 

第１【企業の概況】 
 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

回次  第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 

決算年月  平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 （百万円） － － － 6,592 52,637 

経常利益又は経常損失
（△） 

（百万円） △103 △234 △411 △3,853 2,313 

当期純利益又は当期純
損失（△） 

（百万円） △93 △212 △383 △3,748 2,111 

純資産額 （百万円） 40,427 75,681 82,817 79,069 81,180 

総資産額 （百万円） 339,012 506,524 577,529 577,314 555,716 

１株当たり純資産額 （円） 49,687.37 49,693.67 49,492.00 47,251.70 48,513.32 

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失（△） 

（円） △127.04 △195.66 △245.35 △2,240.30 1,261.62 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 11.9 14.9 14.4 13.7 14.6 

自己資本利益率 （％） △0.3 △0.4 △0.5 △4.6 2.6 

株価収益率 （倍） － － － － － 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） △5,549 △291 4,461 △5,977 28,150 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） △116,360 △140,998 △107,551 △95,756 △11,843 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

（百万円） 143,170 172,355 65,117 15,994 △20,856 

現金及び現金同等物の
期末残高 

（百万円） 100,080 131,145 93,172 7,432 2,882 

従業員数 
(外、平均臨時雇用者
数) 

（人） 
269 
（33）

327 
（45）

403 
（52）

710 
（126）

668 
（350）

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれていません。 

２．第４期、第５期、第６期及び第７期の潜在株式調整後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。 

３．第８期の潜在株式調整後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。 
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(2）提出会社の経営指標等 

回次  第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 

決算年月  平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 （百万円） － － － 6,502 52,499 

経常利益又は経常損失
（△） 

（百万円） △82 △146 △274 △3,496 2,008 

当期純利益又は当期純
損失（△） 

（百万円） △81 △154 △296 △3,486 2,045 

資本金 （百万円） 40,682 76,148 83,668 83,668 83,668 

発行済株式総数 （株） 813,640 1,522,960 1,673,360 1,673,360 1,673,360 

純資産額 （百万円） 40,440 75,751 82,975 79,488 81,534 

総資産額 （百万円） 338,816 505,219 572,693 573,995 552,790 

１株当たり純資産額 （円） 49,703.57 49,739.91 49,586.02 47,502.48 48,725.04 

１株当たり配当額 － － － － － 
(内１株当たり中間配当
額) 

（円） （－） （－） （－） （－） （－）

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失（△） 

（円） △110.87 △142.87 △189.75 △2,083.54 1,222.56 

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 11.9 15.0 14.5 13.8 14.8 

自己資本利益率 （％） △0.2 △0.3 △0.4 △4.3 2.5 

株価収益率 （倍） － － － － － 

配当性向 （％） － － － － － 

従業員数 
(外、平均臨時雇用者
数) 

（人） 
262 
（32）

309 
（43）

341 
（46）

338 
（52）

256 
（42）

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれていません。 

２．第４期、第５期、第６期及び第７期の潜在株式調整後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。 

３．第８期の潜在株式調整後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。 
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２【沿革】 

年月 項目 

平成10年５月 地方公共団体及び民間企業の出資により中部国際空港株式会社を設立 

平成10年７月 平成10年３月31日に制定された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）に基づき、同年６月に指定申請を行い、同年７月に中部国際空港等の設置及び管理を行う

者として運輸大臣の指定を受けました。また、これに合わせて、国からの出資を受けました。 

平成10年９月 常滑事務所開設 

平成11年４月 東京事務所開設 

平成11年11月 建設事務所開設（常滑事務所改組） 

平成12年４月 飛行場設置許可取得 

平成12年６月 公有水面埋立免許取得 

平成12年８月 護岸築造工事に着手 

平成12年９月 中部国際空港エネルギー供給株式会社設立 

平成13年３月 空港島護岸の概成、埋立工事に着手 

平成13年５月 中部国際空港の愛称を「セントレア」に決定 

平成13年10月 中部国際空港情報通信株式会社設立 

平成13年11月 １－１工区（旅客ターミナル地区）埋立工事竣功認可 

平成14年１月 旅客ターミナルビル建設に本格着工 

平成15年２月 造成工事概成 

平成15年５月 中部国際空港旅客サービス株式会社設立 

 中部国際空港施設サービス株式会社設立 

平成15年６月 中部国際空港給油施設株式会社設立 

平成15年７月 貨物施設着工 

平成16年３月 滑走路・誘導路・駐機場舗装工事概成 

平成16年10月 旅客ターミナルビル完成 

 本社を空港島内に移転 

平成17年１月 貨物施設完成 

平成17年２月 中部国際空港開港 

平成17年３月 建設事務所を廃止 
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３【事業の内容】 

 当連結グループは、当社及び子会社５社により構成されています。 

 当連結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） 

 中部国際空港の設置及び管理、航空機の離発着の安全を確保するために必要な航空保安施設の設置及び管理、

航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の機能を確保するために必要な施設並びに利用者の利

便に資するために適当と認められる事務所、店舗その他の施設の建設及び管理を行っています。 

事業の内容 会社名 

空港の管理・運営事業 当社 

熱供給事業 中部国際空港エネルギー供給㈱ 

電気通信事業 中部国際空港情報通信㈱ 

空港施設維持管理事業 中部国際空港施設サービス㈱ 

航空機給油施設運営事業 中部国際空港給油施設㈱ 

 

(商業事業） 

  中部国際空港内の免税店、小売店、飲食店等の直営商業店舗の運営事業等を行っています。 

事業の内容 会社名 

直営商業事業 当社 

直営商業店舗運営事業等 中部国際空港旅客サービス㈱ 

 

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりです。 

 

お 

客 

様 

空港サービス

の提供 

施設等の提供 

 

商品の販売、 

飲食等各種

サービスの提

供 

 

中部国際空港（セントレア） 

空港事業 

中
部
国
際
空
港
㈱ 

商業事業 

中部国際空港エネルギー供給㈱ 

(電力温熱冷水等の供給) 

中部国際空港情報通信㈱ 

(情報通信設備の保守・管理、電気通信事業） 

中部国際空港施設サービス㈱ 

(空港施設全般の運転監視、設備の保守・管理) 

中部国際空港給油施設㈱ 

(航空機給油施設の保守・管理） 

 

中部国際空港旅客サービス㈱ 

（商品の販売、直営商業店舗運営等） 
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４【関係会社の状況】 

名称 住所 
資本金 

（百万円）
主要な事業の
内容 

議決権の所
有（又は被
所有）割合

（％） 

関係内容 

（連結子会社）     

中部国際空港エネ
ルギー供給㈱ 

愛知県 
常滑市 

1,600 熱供給事業 51 

 当社は同社より電力温熱冷水等を
購入しています。また、業務委託契
約に基づき、当社が経理、調達業務
等を受託しています。 
 なお、同社は当社から土地を賃借
し、１名の出向社員を受け入れてい
ます。 
役員の兼任…４名 

中部国際空港情報
通信㈱ 

愛知県 
常滑市 

120 電気通信事業 51 

同社は当社から情報通信設備の保
守・管理業務等を受託しています。
また、業務委託契約に基づき、当社
が経理、調達業務等を受託していま
す。 
 なお、同社は当社から事務所を賃
借し、１名の出向社員を受け入れて
います。 
役員の兼任…２名 

中部国際空港旅客
サービス㈱ 

愛知県 
常滑市 

50
旅客案内及び
直営商業店舗
運営事業 

100 

同社は当社から旅客案内、店舗運
営業務等を受託しています。また、
業務委託契約に基づき、当社が経
理、調達業務等を受託しています。
 なお、同社は当社から事務所を賃
借し、８名の出向社員を受け入れて
います。 
 役員の兼任…３名 

中部国際空港施設
サービス㈱ 

愛知県 
常滑市 

18
空港施設維持
管理事業 

100 

同社は当社から空港施設の運転監
視、設備の保守・管理業務等を受託
しています。また、業務委託契約に
基づき、当社が経理、調達業務等を
受託しています。 
 なお、同社は当社から事務所を賃
借し、７名の出向社員を受け入れて
います。 
 役員の兼任…２名 

中部国際空港給油
施設㈱ 

愛知県 
常滑市 

100
航空機給油施
設運営事業 

51 

同社は当社から航空機給油施設の
保守・管理業務を受託しています。
また、業務委託契約に基づき、当社
が経理、調達業務等を受託していま
す。 
 なお、同社は当社から事務所を賃
借しています。 
 役員の兼任…１名 
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５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 平成18年３月31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 395 （59） 

商業事業 273（291） 

合計 668（350） 

 （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、年間の平均人員を（ ）外数で記載しています。 

 

(2）提出会社の状況 

   平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

256（42） 40.9 2.1 9,107,966 

 （注）１．従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者は除き、社外から当社への出向者を含んでいます。）

であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しています。 

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。 

３．従業員数が前期末に比べ82名減少していますが、空港建設事業の大部分が終了したことによるものです。 

 

(3）労働組合の状況 

 労働組合はありません。 

 



 

－  － 
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第２【事業の状況】 
 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当連結会計年度の我が国経済は、年央には、それまでの輸出、生産等に見られた弱い動きを脱し、景

気は、緩やかな回復を続けております。 

このような情勢の中、当連結会計年度の業績は、平成17年２月の開港や「愛・地球博」の効果もあり、

開港初年度は黒字となり、概ね良好な滑り出しとなりました。 

 以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高が52,637百万円、営業利益が9,031百万円、経常利益が

2,313百万円、当期純利益が2,111百万円となりました。 

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

当期純利益の前年同期比は記載していません。 

 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。 

 

(空港事業) 

 旅客については、ホーチミン線や長春線等の新規就航路線、香港線や上海線、台北線等の既存路線の

増便により国際路線網が充実しました。加えて、「愛・地球博」の効果もあり、前年の名古屋空港実績

と比較して国際線・国内線とも旅客数は増加し、好調に推移しました。貨物については、貨物専用便の

欧州方面への新規就航、北米、アジア方面への増便により路線網が充実し、貨物取扱量も好調に推移し

ました。旺盛な貨物需要に対応するため、貨物上屋を増築するとともに、大型貨物機用スポット及び駐

機場の増設に着手しました。 

平成18年３月31日現在、国際線の就航便数については、旅客便は306便／週（前年同期278便／週、前

年同期比110％）、貨物便は52便／週（前年同期24便／週、前年同期比217％）と、開港前の目標値で

あった旅客・貨物便合計300便／週を大きく上回り、旅客、貨物便ともに好調に推移しました。その他の

運営状況については、国際線旅客数が約532.9万人（前年同期比119％）、国内線旅客数が約702.2万人

（前年同期比105％）、国際貨物取扱量は積込が約12.1万トン（前年同期比252％）、取卸が約11.2万ト

ン（前年同期比180％）、航空機の発着回数は国際線が約3.6万回（前年同期比148％）、国内線が約7.0

万回（前年同期比71％）となっています。 

 以上の結果、空港事業の売上高は35,472百万円、営業利益は5,913百万円となりました。 

 なお、利用実績に係わる前年同期比較については、名古屋空港実績値（平成16年４月1日～平成17年２

月16日）と中部空港実績値（平成17年２月17日～３月31日）の合算値に対する比較を記載しています。 

 

 (商業事業) 

商業事業については、航空機の離着陸が間近に見える展望施設「スカイデッキ」、空間デザインを施

した商業ゾーン「スカイタウン」、空港初の展望風呂がある「くつろぎ処」などが人気となり、年間を

通じて多くのお客様にご利用いただきました。 

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

アー等の見学客の来港があり、８月初旬には累計来港者数が1,000万人を突破し、当連結会計年度の来港

者数も1,800万人を超えました。 

「愛・地球博」閉幕後は、スカイタウン中央のイベントプラザを使用した集客催事を積極的に実施し

たほか、到着旅客向けの手荷物を無料で一時預かりする「夕方５時からのちょっとよりみちキャンペー

ン」等を実施し、商業施設の利用促進を図りました。 

特に開港一周年に際しては、「愛・地球博」で好評を博しました「i-unit（アイユニット）」及び

「パートナーロボット」を展示するロボットコーナーをオープンするとともに、著名人によるトーク

ショー等を行い、大いに賑わいました。 

また、当社直営の「免税店」、「出発ロビー売店（銘品館、おみやげ館）」においては、お客様のご

要望を的確に捉え、品揃えの強化を進めました。また、おみやげ館では職員のアイデアコンペから生ま

れた地元食材を使ったセントレアオリジナル弁当の開発等を行いました。 



 

－  － 
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 以上の結果、商業事業の売上高は17,827百万円、営業利益は3,108百万円となりました。 

 

 (2）キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度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4,549百万円減少し、2,882

百万円となりました。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の5,977百万円の支出に対して、28,150百万円の収入

となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益2,337百万円や減価償却費14,534百万円、未収消費

税等の減少額9,165百万円によるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ83,913百万円支出が減少し、11,843百万円の

支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べ79,950百万円減少し

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、前年同期の15,994百万円の収入に対して、20,856百万円の支

出となりました。これは、主に長期借入金の返済によるものです。 

 

 



 

－  － 
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２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 該当事項はありません。 

 

(2）受注状況 

 該当事項はありません。 

 

(3）販売実績 

 当連結会計年度における販売の状況を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりです。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

空港事業 35,280 811.8 

商業事業 17,356 772.6 

計 52,637 798.5 

 

空港事業の内訳 

区分 金額（百万円） 前年同期比（％） 

空港施設使用料収入 22,658 889.5 

土地建物等貸付料 9,521 770.4 

構内営業料等 2,582 659.0 

その他売上高 517 303.3 

計 35,280 811.8 

 

商業事業の内訳 

区分 金額（百万円） 前年同期比（％） 

商品売上高 14,820 786.9 

飲食、サービス等売上高 2,536 698.7 

計 17,356 772.6 

(注)１．セグメント間の取引については相殺消去しています。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。 

 

参考情報）航空系、商業系、その他販売実績の内訳 

区分 
金額 

（百万円）
構成比 
（％） 

前年同期比
（％） 

航空系収入（空港施設使用料収入） 22,658 43.0 889.5 

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） 20,214 38.4 754.2 

その他収入（土地建物等貸付料及びその他の収入） 9,764 18.6 715.5 

計 52,637 100.0 798.5 

 



 

－  － 
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３【対処すべき課題】 

当連結グループは、今後の経営環境の変化に適切に対応していけるよう、会社の経営基盤の強化及び

需要の拡大に向けて、「事業環境の激変に向けた セントレアグループ中期経営戦略(2006－2009年度)」

を掲げ、「2006年度セントレアグループ経営計画」を策定し、以下を重要施策として全力で取り組みま

す。 

〔安全で安心な空港運営の確保〕 

航空会社を始め関係機関と緊密に連携をとりながら、航空機運航の安全、定時性の確保を図るととも

に、空港施設の運用に当たっては、安全性・信頼性の確保・向上に努めます。 

また、航空機事故や事件等の未然防止に努めるとともに、緊急事態はもとより、運航にイレギュラー

が発生した場合や大雪等にも迅速に対応できるよう体制を強化します。 

〔需要の拡大・路線ネットワークの充実〕 

 旅客分野については、ビジネスで航空機を利用されるお客様の利用促進に引き続き努めていくととも

に、新たに観光客の皆様に向けての利用促進を図ります。また、国内線が就航している主要都市におい

てセントレア発着の商品を開発する等により、国内線と国際線の乗継利用の拡大を図ります。さらに、

セントレアを起点とした新たな観光需要の創出等により、外国からのお客様の利用拡大を図ります。路

線誘致についても、地元経済界と連携したセールスを推進し、国内線・国際線のネットワークの充実に

努めます。 

 貨物分野については、貨物上屋の増設により、開港以来好調な貨物需要に対応するとともに、貨物専

用便の増加に対応するため、貨物地区駐機場の拡張工事に着手します。需要拡大策としましては、航空

会社、フォワーダー、荷主企業との連携強化により、輸入貨物のリードタイム短縮等の利便性及び経済

性の向上に努め、国際航空貨物の取扱量の拡大、貨物専用便の充実を図ります。 

〔魅力ある商品・サービスの提供〕 

国際線制限エリア内において、免税店の店舗改修と物販店の増設を行い、人気ブランドの導入や品揃

えの強化を図るとともに、飲食店舗の拡張を行い、航空機を利用されるお客様へのサービス強化を図り

ます。また、効果的な広告宣伝、魅力的なイベントを年間を通じて行い、航空機を利用されないお客様

にもお越しいただけるよう努めます。 

今後の需要増及びお客様に対するサービスレベルの維持・向上への対応として、国際線チェックイン

カウンター及び立体駐車場の増設、南側駐機場の拡張等に着手します。 

〔ＣＳ（お客様満足）世界Ｎｏ．１空港の実現〕 

 空港内の関係機関・団体で構成するＣＳ推進組織が中心になり、お客様の声を反映しつつ、施設面、

サービス面ともにあらゆるお客様の満足度の一層の向上に努めていきます。特に国際線を利用されるお

客様からの評価については、世界的な空港評価制度に参加して当空港への評価を確認しながら、総合で

のＣＳ世界Ｎｏ．１空港の実現を目指します。  

〔企業の社会的責任〕 

環境に配慮した空港運営を行うため、省エネルギー活動の推進、低公害車導入の促進等、環境負荷の

低減対策及び環境監視等を総合的に推進します。 

地域に根づいた企業として、空港見学や地域イベントの受け入れ等、地域との緊密な連携を図ること

により相互理解を深め、ともに発展できるよう努めます。 

また、企業市民として、法令を遵守した業務運営を推進するため、社内体制を強化するとともに、各

社員が空港運営のプロフェッショナルとしての誇りと使命感を持って職務遂行できる環境づくりに努め

ます。 

〔経営基盤の強化〕  

過去１年間の空港運営実態を踏まえ、組織及び要員に関する見直しを行います。将来を見据え、社員

のプロパー化を促進するとともに、計画的な人材の育成、配置を図ります。 

さらに、ノウハウ、経営情報の共有、活用の促進を図り、業務運営のスピード、効率の向上に努めま

す。 

また、有利子負債の縮減、調達コストの低減により、財務コストの削減にも努め、黒字体質の定着に

向け、経営の安定化に努めます。 

 



 

－  － 
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４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当連結グループの経営成績

及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには次のようなものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成18年６月22日）現在において判

断したものです。 

(1）当社の規制事項  

 ①当社の設立経緯及び沿革 

 中部国際空港は昭和60年12月に岐阜・愛知・三重の３県と名古屋市及び地元経済界より設立された財

団法人中部空港調査会において調査が開始されました。平成３年11月に第６次空港整備五箇年計画で調

査実施空港となり、平成８年12月に閣議決定された第７次空港整備五箇年計画において、大都市圏にお

ける拠点空港として位置づけられることとなりました。平成10年４月には「中部国際空港の設置及び管

理を効率的に行うための措置」を定めた中部国際空港の設置及び管理に関する法律が施行されました。 

 当社は、平成10年５月に設立され、中部国際空港等の設置及び管理を行う者として指定申請を行い、

同年７月に運輸大臣の指定を受けました。その後、当社は平成12年８月に常滑沖の海上において護岸築

造工事に着手、空港島の造成及び空港施設の建設を行い、平成17年２月に中部国際空港を開港しました。 

 

 ②法的規制について 

 当社は中部国際空港の設置及び管理に関する法律に基づいた指定会社であり、事業活動において同法

律及び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より、当社は事業の範囲（第６条）が規定され、新株発

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）、社債の募集又は一年を超える資金の借り入れ（第15条）、重要な財産の譲渡（第16条）、会社の

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なります。 

 

(2）国際情勢の変化、伝染病の発生等による影響について 

平成13年９月に発生した米国同時多発テロ、平成15年３月に開始されたイラク戦争及び同年３月末か

らアジア地域を中心に世界中に感染が拡大したＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）により、国際線航空

旅客数や国際線航空機発着回数が減少しました。 

今後、同様の社会不安や国際紛争、テロ等の国際情勢の変化、伝染病の発生等により国際線航空旅客

数や国際線航空機発着回数が減少した場合、当連結グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす

可能性があります。 

 

(3）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 

成田国際空港、関西国際空港、羽田空港など一定の競合関係にある国内の空港は空港機能の拡張が予

定されているとともに、航空会社の路線網再編の動きなど、中部国際空港を取り巻く事業環境は今後大

きく変わろうとしています。当連結グループとしては、この事業環境の変化を機会と捉え、平成 18 年５

月に「事業環境の激変に向けた セントレアグループ中期経営戦略（2006－2009 年度）」を策定しまし

た。 

当中期経営戦略の推進が、経営基盤の強化、需要の拡大等に資するものと考えていますが、今後の事

業環境の動向如何によっては、当連結グループの経営成績、財務状況及び中期経営戦略の成果等に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

５【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

 

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

 



 

－  － 
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７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当連結会計年度における財政状態及び経営成績の分析は次のとおりです。 

なお、開港に伴う事業活動の開始が平成17年２月17日であるため、経営成績における前年比較の記載を

省略しています。また、利用実績に係る前年同期比較については、名古屋空港実績値（平成16年４月1日～

平成17年２月16日）と中部空港実績値（平成17年２月17日～３月31日）の合算値に対する比較を記載して

います。 

 

(1）財政状態の分析 

 ①資産 

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ21,598百万円減少し、555,716百万円となり

ました。流動資産は、主に現金及び預金や流動資産のその他に含まれる未収消費税等が減少したことに

より、前連結会計年度末に比べ13,614百万円減少し、7,412百万円となりました。固定資産は、主に設備

投資を8,398百万円実施し、減価償却費を14,534百万円計上したことにより、前連結会計年度末に比べ

6,133百万円減少し、542,667百万円となりました。繰延資産は、開業費と社債発行差金の償却により、

前連結会計年度末に比べ1,850百万円減少し、5,636百万円となりました。 

 

 ②負債 

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ23,802百万円減少し、473,723百万円となり

ました。流動負債は、主に１年内返済長期借入金や流動負債のその他に含まれる未払金が減少したこと

により、前連結会計年度末に比べ38,947百万円減少し、9,816百万円となりました。固定負債は、主に長

期借入金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ15,145百万円増加し、463,906百万円となりま

した。なお、流動負債及び固定負債に計上された長期借入金は、全体で40,503百万円の返済と19,647百

万円の借換えを実施した結果、前連結会計年度末に比べ20,856百万円減少し、244,406百万円となりまし

た。 

 

 ③少数株主持分 

 当連結会計年度末の少数株主持分は、前連結会計年度末に比べ92百万円増加し、813百万円となりまし

た。 

 

 ④資本 

当連結会計年度末の資本合計は、当期純利益を2,111百万円計上したことにより、前連結会計年度末に

比べ2,111百万円増加し、81,180百万円となりました。 

 

(2）経営成績の分析 

①売上高 

航空機の就航については、旅客便、貨物便ともに新規就航路線誘致や既存路線の増便により路線網や

就航便数が前年同期に比べ増加しました。商業施設においては、品揃えやサービスの充実を図り、イベ

ントやキャンペーン等の集客・利用促進を展開してきました。また、当連結会計年度には開港に伴う空

港見学や「愛・地球博」の開催といった利用者増加要因もありました。これらの結果、当連結会計年度

の売上高は52,637百万円となりました。 

 

②売上原価、販売費及び一般管理費 

当連結会計年度の売上原価は35,695百万円となりました。これは、主に商品売上原価、空港運営に直

接係る諸経費及び減価償却費によるものです。 

当連結会計年度の販売費及び一般管理費は7,910百万円となりました。これは、主に管理部門及び直営

店舗の人件費によるものです。 

 

③営業利益 

以上の結果、当連結会計年度の営業利益は9,031百万円となりました。 



 

－  － 
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なお、前連結会計年度は営業損失1,256百万円を計上しています。 

 

④営業外損益 

当連結会計年度の営業外収益は42百万円となりました。これは、主に契約解約金等収入が発生したこ

とによるものです。 

当連結会計年度の営業外費用は6,760百万円となりました。これは、主に借入金及び社債の支払利息や

開業費等繰延資産の償却によるものです。 

なお、前連結会計年度の営業外収益は240百万円、営業外費用は2,836百万円です。 

 

⑤経常利益 

以上の結果、当連結会計年度の経常利益は2,313百万円となりました。 

なお、前連結会計年度は経常損失3,853百万円を計上しています。 

 

⑥特別損益 

当連結会計年度の特別利益は148百万円となりました。これは、主に前期損益修正益や固定資産受贈益

が発生したことによるものです。 

当連結会計年度の特別損失は124百万円となりました。これは、主に前期損益修正損や固定資産除却損

が発生したことによるものです。 

なお、前連結会計年度の特別利益は国庫補助金等受入額の計上により1,549百万円、特別損失は固定資

産圧縮損等の計上により1,542百万円です。 

 

⑦税金等調整前当期純利益 

以上の結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は2,337百万円となりました。 

なお、前連結会計年度は税金等調整前当期純損失3,846百万円を計上しています。 

 

⑧当期純利益 

税金等調整前当期純利益から法人税、住民税及び事業税や少数株主利益を減算した結果、当連結会計

年度の当期純利益は2,111百万円となりました。 

なお、前連結会計年度は当期純損失3,748百万円を計上しています。 

 

(3）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 当連結会計年度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4,549百万円減少し、2,882

百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の5,977百万円の支出に対して、28,150百万円の収入

となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益2,337百万円や減価償却費14,534百万円、未収消費

税等の減少額9,165百万円によるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ83,913百万円支出が減少し、11,843百万円の

支出となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が前年同期に比べ79,950百万円減少し

たことによるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の15,994百万円の収入に対して、20,856百万円の支

出となりました。これは、主に長期借入金の返済によるものです。 

 



 

－  － 
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第３【設備の状況】 
 

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度の設備投資については、空港島の整備、貨物上屋の増築等を実施しました。その結果、当連結

会計年度の設備投資額は8,398百万円となりました。 

 

２【主要な設備の状況】 

 当連結グループにおける主要な設備の状況は、次のとおりです。 

(1）提出会社 

平成18年３月31日現在

帳簿価額（百万円） 

事業所名 
（所在地） 

事業の種
類別セグ
メントの
名称 

設備の
内容 建物及び構

築物 

機械装置
及び運搬
具 

土地 
(面積千㎡)

その他 合計 

従業員
数 

(人)

中部国際空港 
（愛知県常滑市） 

空港事業 
空港施
設 

190,928 12,759 
289,568 
（4,720)

11,508 504,764 
 

241 
(42)

中部国際空港 
（愛知県常滑市） 

商業事業 店舗 5,180 133 － 510 5,824 
15 
(0)

 

(2）国内子会社 

平成18年３月31日現在

帳簿価額（百万円） 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種
類別セグ
メントの
名称 

設備の
内容 建物及び構

築物 

機械装置
及び運搬
具 

土地 
(面積千㎡)

その他 合計 

従業員
数 

(人)

中部国際
空港エネ
ルギー供
給㈱ 

本社 
(愛知県常
滑市) 

空港事業 
熱供給
施設 

674 2,962 － 4 3,641 
4 

(1)

（注）１．帳簿価額は、建設仮勘定を除く有形固定資産であり、金額に消費税等は含まれていません。 

２．従業員数の（ ）は、臨時雇用者数の年間の平均人員を外書しています。 

３．当社から土地17,431.50㎡を賃借しています。 

 

 なお、提出会社の主な設備の概要は以下のとおりです。 

① 空港事業 

a．空港基本施設 

滑走路      長さ   3,500ｍ × 幅 60ｍ 

誘導路      延長   約10.2km × 幅 30ｍ 

駐機場      面積 約715千㎡ 

航空保安灯火施設 灯器 約5,000個  進入灯管理橋 南北各500ｍ 

航空保安無線施設 LLZ(ローカライザー)２基 GS(グライドスロープ)２基 

 

ｂ．旅客ターミナル施設 

旅客ターミナルビル（地上４階） 

供用開始   平成17年２月 

供用床面積  約219千㎡ 

アクセスプラザ（地上２階） 

供用開始   平成17年２月 

供用床面積  約７千㎡ 

※旅客ターミナル施設のうち、直営商業店舗等に係る部分は商業事業に区分しています。 



 

－  － 
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 ｃ．貨物施設 

    地区全体面積 約260千㎡  

 主な施設  

国際貨物上屋(１)（地上２階） 

   供用床面積  約33千㎡ 

  国際貨物上屋(２)（地上２階） 

   供用床面積  約14千㎡ 

  国内航空会社上屋（地上２階） 

   供用床面積  約２千㎡ 

  国内フォワーダ上屋（地上２階） 

   供用床面積  約２千㎡ 

 

d．供給施設 

     上下水道施設 

 

② 商業事業 

a．旅客ターミナル施設は、上記の「① 空港事業」に含めて記載しています。 

 

３【設備の新設、除却等の計画】 

 中部国際空港は、平成12年度に現地着工し、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し、平成17年２月に開港しました。 

当面見込まれる需要に対処するため、当連結会計年度後１年間の設備投資計画として、セントレアビル(仮称)

の新築、立体駐車場や旅客ターミナルビル施設の増設、貨物地区駐機場の拡張等の空港諸施設の建設工事等を実

施する予定です。 

 

内容 投資予定金額（百万円） 

(空港事業)  

空港の建設事業 4,570 

航空保安施設の建設事業 358 

(空港事業及び商業事業)  

機能施設及び利便施設の建設事業 7,022 

合計 11,950 

 （注）１．投資予定金額には、消費税等は含まれていません。 

２．上記投資予定金額の所要資金11,950百万円については借入金及び自己資金で充当する予定です。 

３．経常的な設備の更新のための除却を除き、重要な設備の除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】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 1,673,360 

計 1,673,360 

 

②【発行済株式】 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年６月22日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 1,673,360 1,673,360 非上場 － 

計 1,673,360 1,673,360 － － 

 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

 

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

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13年９月28日 
（注）１ 

159,400 813,640 7,970 40,682 － － 

平成14年９月13日 
（注）２ 

490,600 1,304,240 24,530 65,212 － － 

平成15年３月29日 
（注）３ 

218,720 1,522,960 10,936 76,148 － － 

平成15年12月25日 
（注）４ 

150,400 1,673,360 7,520 83,668 － － 

 （注）１．有償第三者割当 

発行価格   50,000円 

資本組入額  50,000円 

２．有償第三者割当 

発行価格   50,000円 

資本組入額  50,000円 

３．有償第三者割当 

発行価格   50,000円 

資本組入額  50,000円 

４．有償第三者割当 

発行価格   50,000円 

資本組入額  50,000円 



 

－  － 

 

(17) ／ 2006/07/07 11:13 (2006/07/07 11:12) ／ 671051_01_050_2k_06295265／第４提出会社／os2中部国際空港／有報.doc 

17

(4）【所有者別状況】 
      平成18年３月31日現在

株式の状況 

外国法人等 区分 
政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社
その他の法
人 個人以外 個人 

個人その他 計 

端株の状況
（株） 

株主数（人） 5 52 3 664 1 － 365 1,090 － 

所有株式数
（株） 

836,680 165,668 5,228 660,555 2,046 － 3,183 1,673,360 － 

所有株式数の
割合（％） 

50.00 9.90 0.31 39.47 0.12 － 0.19 100.00 － 

 

(5）【大株主の状況】 

  平成18年３月31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 

(注）前期末において出資会社であった株式会社ＵＦＪ銀行と株式会社東京三菱銀行は、平成18年１月１日に合併し、

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行となっています。このため、所有株式数及び発行済株式総数に対する所有株式数の

割合は両行合算の数値を記載しています。 



 

－  － 
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(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

   平成18年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,673,360 1,673,360 － 

端株 － － － 

発行済株式総数 1,673,360 － － 

総株主の議決権 － 1,673,360 － 

 

②【自己株式等】 

    平成18年３月31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 － － － － － 

 

(7）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

 

２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 該当事項はありません。 

 

３【配当政策】 

 「事業環境の激変に向けた セントレアグループ中期経営戦略(2006－2009年度)」のもと、黒字体質の定着に

向けて経営基盤の強化を図り、まずは累積損失の解消に全力を尽くします。 

 

４【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。 
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５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
（株） 

取締役社長 代表取締役 平野 幸久 昭和13年２月25日生

昭和36年４月 トヨタ自動車工業㈱入社 

昭和63年２月 トヨタ自動車㈱第一生産技術部

長 

平成元年12月 トヨタモーターマニュファク

チャリング(ＵＫ)㈱取締役社長

を兼務 

平成２年９月 同社取締役兼欧州事業部長 

平成９年６月 関東自動車工業㈱取締役社長 

平成10年５月 当社代表取締役社長（現任） 

平成13年10月 中部国際空港情報通信㈱代表取

締役社長（現任） 

平成15年５月 中部国際空港旅客サービス㈱代

表取締役社長（現任） 

15

取締役副社長 代表取締役 山下 邦勝 昭和19年９月４日生

昭和42年４月 運輸省入省 

平成６年６月 同省関東運輸局長 

平成７年６月 同省自動車交通局長 

平成８年７月 日本鉄道建設公団理事 

平成10年６月 当社代表取締役副社長（現任） 

平成12年９月 中部国際空港エネルギー供給㈱

代表取締役社長（現任） 

平成15年５月 中部国際空港施設サービス㈱代

表取締役社長（現任） 

平成15年６月 中部国際空港給油施設㈱代表取

締役社長（現任） 

12

取締役 
専務執行役員 
管理本部長 

廣地 義範 昭和18年11月26日生

昭和41年４月 ㈱東海銀行入行 

平成２年６月 同行赤坂支店長 

平成５年３月 同行情報開発部長 

平成６年５月 (財)中部空港調査会常務理事 

平成10年５月 当社取締役 

平成15年６月 当社常務取締役 

平成17年６月 当社取締役専務執行役員(現任) 

10

取締役 
執行役員 
営業副本部長 

阿曽 克彦 昭和19年８月８日生

昭和44年７月 日本国有鉄道入社 

昭和62年４月 東海旅客鉄道㈱入社 自動車事

業部総務課長 

平成３年６月 ジェイアール東海バス㈱常務取

締役総務部長 

平成３年12月 東海旅客鉄道㈱関連事業本部担

当部長 

平成４年３月 ㈱東海デジタルホン常務取締役 

平成13年６月 当社取締役 

平成17年６月 当社取締役執行役員（現任） 

3
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
（株） 

取締役  
執行役員 
運用副本部長 

村瀬 良久 昭和19年１月３日生

昭和42年７月 愛知県入庁 

平成９年４月 同県企画部企画課長 

平成11年４月 同県商工部次長 

平成13年４月 同県農林水産部長 

平成14年４月 同県公営企業管理者企業庁長 

平成15年６月 当社取締役 

平成17年６月 当社取締役執行役員（現任） 

6

取締役 非常勤 木村 操 昭和12年９月７日生

昭和36年４月 運輸省入省 

平成２年６月 同省航空局次長 

平成３年７月 名鉄不動産㈱顧問 

平成５年６月 名古屋鉄道㈱常務取締役 

平成９年６月 同社専務取締役 

平成11年６月 同社代表取締役社長 

平成17年６月 当社非常勤取締役（現任） 

平成17年10月 名古屋鉄道㈱代表取締役会長

（現任） 

―

取締役 非常勤 川口 文夫 昭和15年９月８日生

昭和39年４月 中部電力㈱入社 

平成９年６月 同社取締役資材部長 

平成11年６月 同社取締役名古屋支店長 

平成11年12月 同社常務取締役名古屋支店長 

平成13年６月 同社代表取締役社長（現任） 

平成13年６月 新日本ヘリコプター㈱代表取締

役会長（現任） 

平成17年６月 当社非常勤取締役（現任） 

―

監査役 常勤 北川 正治 昭和22年７月28日生

昭和45年４月 国税庁入庁 

平成10年７月 同庁調査査察部調査課長 

平成11年７月 北海道開発局長官房長 

平成12年６月 札幌国税局長 

平成13年７月 自動車事故対策センター理事 

平成15年４月 独立行政法人国立印刷局理事 

平成17年６月 当社常勤監査役（現任） 

―

監査役 常勤 北島 邦夫 昭和23年７月27日生

昭和47年４月 自治省入省 

昭和62年４月 同省企画課理事官 

平成６年４月 全国都道府県議会議長会事務局

次長 

平成８年７月 消防団員等公務災害補償等共済

基金事務局長 

平成12年３月 自治省大臣官房付兼審議官 

平成12年４月 日本下水道事業団監事 

平成17年６月 当社常勤監査役（現任） 

―

監査役 非常勤 光森 進助 昭和13年12月15日生

昭和38年４月 名古屋市入庁 

平成４年４月 同市民生局厚生部長 

平成６年４月 同市土木局次長 

平成７年４月 同市教育次長 

平成９年２月 同市教育長 

平成15年６月 財団法人名古屋市教育スポーツ

振興事業団理事長 

平成17年６月 当社監査役（現任） 

―

    計 46

 （注）１．取締役木村操及び川口文夫は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。 

    ２．北川正治、北島邦夫及び光森進助は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。 

    ３．当社では、経営の意思決定および経営監視機能と業務執行機能を分離し、取締役の経営責任を明確化す
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るとともに業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を採用しています。 

      執行役員は以下の７名です。 

専務執行役員管理本部長   廣地 義範 

常務執行役員営業本部長   福谷 茂生 

常務執行役員運用本部長   横田 和男 

執行役員営業副本部長    阿曽 克彦 

執行役員運用副本部長    村瀬 良久 

執行役員総務部長      髙原 昌宏 

執行役員運用管理部長    荒尾 和史 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、利便性・経済性に優れた競争力のある国際拠点空港の実現を目指すとともに、健全で効率的な経営

を実現することにより、企業価値を高め、株主やお客様の皆様から評価される企業として発展していくことを

経営の目標としています。 

この経営目標の達成に向けて、経営責任の明確化、意思決定の透明性の向上などの経営管理体制を整備する

とともに、コンプライアンスの徹底、リスク管理体制の構築を積極的に進めながら、コーポレート・ガバナン

スを充実させていくことを経営上の重要課題としています。 

 

(2）会社機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

①会社の機関 

当社は、株主総会、取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しています。 

取締役会は、取締役７名（うち社外取締役２名）で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執

行を監督しています。また、当社は、経営の意思決定及び監視機能と業務執行機能を分離し、取締役の経営責

任を明確にするとともに、業務執行の機能強化を図るため、執行役員制度を導入しています。この執行役員は、

取締役会で選任され、取締役会が決定した経営の基本方針に基づき、代表取締役の指揮命令下で業務を遂行し

ていくものです。その上で、重要な業務執行課題への対応については、執行役員等で構成される「経営会議」

を設置し、十分な議論を行う仕組みを構築しています。 

 

②会社の業務執行及び監視体制 

 

報告 

取締役会 

（業務執行の決定） 

監査役会 

（取締役の業務執行を監査）

株主総会（最高意思決定機関） 

内部監査室 

執行役員 

経営会議 

（業務執行の審議） 

各本部等 

（業務執行） 

選任・解任 選任・解任

監督 監査 

連携 

内部監査

選任・監督 

報告 統括 

報告 

会
計
監
査
人 

監視 
連携 

連携 

 

③会社の内部統制システムの整備状況 

当社の内部統制システムについては、各部の所掌業務・責任を明確にしたうえ、業務遂行上必要なものにつ

いては、規程及び体制を整備し、正確な業務遂行に努めています。 

また、平成18年度中に「セントレア企業倫理方針」（仮称）を定め、法令・定款等のルール遵守を基本とす

る内部統制システム・コンプライアンス体制を構築する予定です。今後、現在の規程及び体制に加え、新たな

内部統制システムのもと、全取締役、社員が法令・定款及び健全な社会規範に適合した職務の執行を確保する

体制を整備する予定です。 
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④監査役監査及び内部監査の状況 

監査役監査については、監査役３名（全員が社外監査役）で構成する監査役会で定めた監査計画に基づき、

取締役会や経営会議等の重要な会議への出席及び重要事項に関する各担当部署の監査等を通じて、取締役の職

務執行状況を監査しています。 

内部監査については、内部監査室（４名）が内部監査実施計画に基づき、当社及び関係会社を対象に内部統

制やリスク管理の観点から監査を行い、業務遂行状況をモニタリングし、改善等の助言・提案を行っています。 

 

⑤会計監査の状況 

会計監査については、当社と監査契約を締結している監査法人トーマツが商法及び証券取引法に基づく監査

を実施しています。当期において当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、西松真人氏、水野裕之氏です。

また、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士５名、会計士補５名で構成されています。 

監査役、内部監査室及び監査法人は、それぞれの監査計画の策定及び実施において、定期的な打合せや随時

情報交換を行い、効率的な職務遂行を図っています。 

 

⑥社外取締役及び社外監査役との関係 

取締役７名のうち木村操氏と川口文夫氏の２名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。木村操氏

は、当社株主である名古屋鉄道株式会社の代表取締役会長を兼任し、同社は当社との間に、航空会社からの航

空旅客取扱業務受託に伴う構内営業等の取引関係があります。川口文夫氏は、当社株主である中部電力株式会

社の代表取締役社長を兼務し、同社は当社との間に、電力供給等の取引関係があります。 

また、社外監査役については、特記すべき利害関係はありません。 

 

(3）リスク管理体制の整備の状況 

当社は、事業に関する各種リスクに対し、「セントレアグループリスク管理方針」を定め、安全で安心な空

港機能の維持と健全な企業経営に悪影響を及ぼすおそれのあるすべての要因を「リスク」と定義し、適切に対

応する体制を整備しています。また、新たに構築する内部統制システム・コンプライアンス体制においても、

継続して、損失の危機の管理に関する規程その他の体制を整備する予定です。 

 

(4）役員報酬及び監査報酬の内容 

当期における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬及び監査法人に対する監査報酬等は以下のとおりで

す。 

 役員報酬：   

  取締役に支払った報酬 89百万円  

  （うち社外取締役に支払った報酬 5百万円 ） 

  監査役に支払った報酬 41百万円  

  （うち社外監査役に支払った報酬 41百万円 ） 

   計 130百万円  

 (注）１．取締役に支払った報酬には、当期中に退任した取締役３名が含まれています。  

    ２．監査役に支払った報酬には、当期中に退任した監査役４名が含まれています。  

 
 

  

 株主総会決議に基づく役員退任慰労金：   

  取締役に支払った退任慰労金 17百万円  

  監査役に支払った退任慰労金 51百万円  

  （うち社外監査役に支払った退任慰労金 51百万円 ） 

   計 68百万円  

 
 

  

 監査報酬：   

  公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 12百万円  

  それ以外の報酬 －百万円  

   計 12百万円  
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（5）内部統制システムの構築に係る取締役会の決議 

平成18年５月25日開催の取締役会において、会社法第362条第４項第６号の規定により、以下の項目につい

て、内部統制システムの構築の基本方針を決議しています。 

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

⑤ 社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

⑥ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

⑦ 監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社員に関する事項 

⑧ 前号の社員の取締役からの独立性に関する事項 

⑨ 取締役及び社員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

以上により、「セントレア企業倫理方針」（仮称）を定め、現在の規程及び体制に加え、新たな内部統制シ

ステムの構築を行うこととしました。 
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第５【経理の状況】 
 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。 

 ただし、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第２項

のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しています。 

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以

下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。 

 ただし、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第２項の

ただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しています。 

 

 

 

２．監査証明について 
 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日

まで）及び当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度

（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）及び当事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日ま

で）の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けています。 

 



 

－  － 

 

(26) ／ 2006/07/07 11:13 (2006/07/07 11:12) ／ 671051_01_060_2k_06295265／第５－１連結財務諸表等／os2中部国際空港／有報.doc 

26

１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  7,094  2,489

２ 売掛金  2,822  2,842

３ たな卸資産  1,276  1,474

４ 繰延税金資産  31  37

５ その他  9,802  568

流動資産合計  21,026 3.6  7,412 1.3

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物 ※３ 198,584  196,539

(2) 機械装置及び運搬具 ※３ 17,044  15,761

(3) 土地  287,932  289,568

(4) 建設仮勘定  1,628  703

(5) その他 ※３ 14,648  12,032

  有形固定資産合計 ※1、2 519,838 90.1  514,605 92.6

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  4,988  4,388

(2) 水道施設利用権  6,399  6,217

(3) その他  908  850

  無形固定資産合計  12,297 2.1  11,456 2.1

３ 投資その他の資産   

(1) 長期前払費用  16,625  16,580

(2) 繰延税金資産  10  3

(3) その他  29  21

投資その他の資産合計  16,665 2.9  16,606 3.0

固定資産合計  548,801 95.1  542,667 97.7

Ⅲ 繰延資産   

１ 開業費  7,180  5,385

２ 社債発行差金  305  250

繰延資産合計  7,486 1.3  5,636 1.0

資産合計 ※３ 577,314 100.0  555,716 100.0
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  1,115  845

２ １年内返済長期借入金 ※３ 40,197  4,393

３ 未払法人税等  116  155

４ 賞与引当金  329  425

５ その他  7,005  3,996

流動負債合計  48,764 8.5  9,816 1.8

Ⅱ 固定負債   

１ 社債 ※３ 222,320  222,320

２ 長期借入金 ※３ 225,065  240,013

３ 退職給付引当金  21  76

４ 役員退任慰労金引当金  242  169

５ その他  1,110  1,327

固定負債合計  448,760 77.7  463,906 83.5

負債合計  497,525 86.2  473,723 85.3

   

（少数株主持分）   

少数株主持分  720 0.1  813 0.1

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※４ 83,668 14.5  83,668 15.1

Ⅱ 利益剰余金  △4,598 △0.8  △2,487 △0.5

資本合計  79,069 13.7  81,180 14.6

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 577,314 100.0  555,716 100.0
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②【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
(％) 

金額（百万円） 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高   6,592 100.0  52,637 100.0

Ⅱ 売上原価   5,598 84.9  35,695 67.8

売上総利益   993 15.1  16,941 32.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  2,250 34.1  7,910 15.0

営業利益又は営業損失
（△） 

  △1,256 △19.0  9,031 17.2

Ⅳ 営業外収益      

１ 受取利息  2  0  

２ 賃貸土地収入  184  －  

３ 契約解約金等収入  －  23  

４ その他  52 240 3.6 18 42 0.1

Ⅴ 営業外費用      

１ 支払利息  942  4,894  

２ 開業費償却  1,795  1,795  

３ 社債発行差金償却  9  54  

４ 賃貸土地原価  81  －  

５ その他  8 2,836 43.0 15 6,760 12.9

経常利益又は経常損失
（△） 

  △3,853 △58.4  2,313 4.4

Ⅵ 特別利益      

１ 前期損益修正益 ※２ －  68  

２ 国庫補助金等受入額  1,549  －  

３ 固定資産受贈益 ※３ －  49  

４ 役員退任慰労金引当金
戻入益 

 －  20  

５ その他  － 1,549 23.5 10 148 0.3

Ⅶ 特別損失      

１ 前期損益修正損 ※４ －  81  

２ 固定資産売却損 ※５ －  0  

３ 固定資産除却損 ※６ 6  36  

４ 固定資産圧縮損  1,536  －  

５ その他  － 1,542 23.4 5 124 0.2

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△） 

  △3,846 △58.3  2,337 4.5

法人税、住民税及び事
業税 

 27  134  

法人税等調整額  △5 22 0.3 0 134 0.3

少数株主利益又は少数
株主損失（△） 

  △119 △1.8  91 0.2

当期純利益又は当期純
損失（△） 

  △3,748 △56.8  2,111 4.0
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③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △850  △4,598 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１ 当期純利益  － － 2,111 2,111 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１ 当期純損失  3,748 3,748 － － 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   △4,598  △2,487 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前当期純利益（損失：
△） 

 △3,846 2,337 

２ 減価償却費  2,501 14,534 

３ 連結調整勘定償却額  － 8 

４ 退職給付引当金の増加額  11 54 

５ 役員退任慰労金引当金の増減額
（減少：△） 

 38 △73 

６ 賞与引当金の増加額  57 96 

７ 受取利息  △2 △0 

８ 支払利息  942 4,894 

９ 為替差損益（差益：△）  0 △0 

10 開業費償却  1,795 1,795 

11 社債発行差金償却  9 54 

12 国庫補助金等受入額  △1,549 － 

13 固定資産受贈益  － △49 

14 前期損益修正益  － △68 

15 固定資産売却損  － 0 

16 固定資産除却損  6 11 

17 固定資産圧縮損  1,536 － 

18 売上債権の増加額  △2,822 △20 

19 たな卸資産の増加額  △1,276 △198 

20 仕入債務の増減額（減少：△）  1,115 △269 

21 未収消費税等の増減額（増加：
△） 

 △7,643 9,165 

22 未払消費税等の増加額  － 303 

23 その他  3,157 556 

小計  △5,967 33,133 

24 利息の受取額  － 0 

25 利息の支払額  － △4,911 

26 法人税等の支払額  △9 △73 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △5,977 28,150 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 利息の受取額  2 － 

２ 有形固定資産の取得による支出  △90,672 △10,721 

３ 有形固定資産の売却による収入  2 4 

４ 共同事業負担金の受入による収入  3,744 192 

５ 国庫補助金等の受入による収入  1,182 － 

６ 無形固定資産の取得による支出  △4,468 △940 

７ 投資その他の資産の取得による支
出 

 △1,893 △410 

８ 投資その他の資産の減少による収
入 

 206 10 

９ 開業準備行為による支出  △3,861 － 

10 関係会社株式の取得による支出  － △7 

11 その他  － 29 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △95,756 △11,843 
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前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増減額  △1,000 － 

２ 長期借入れによる収入  17,900 19,647 

３ 長期借入金の返済による支出  － △40,503 

４ 利息の支払額  △905 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  15,994 △20,856 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △0 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減
少：△） 

 △85,740 △4,549 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  93,172 7,432 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 7,432 2,882 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項   

(1）連結子会社の数 ５社 同左 

 連結子会社名 連結子会社名 

 中部国際空港エネルギー供給㈱ 

中部国際空港情報通信㈱ 

中部国際空港旅客サービス㈱ 

中部国際空港施設サービス㈱ 

中部国際空港給油施設㈱ 

同左 

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 

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。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

  

① たな卸資産   

 a．商品  主として先入先出法による原価法に

よっています。 

同左 

 b．貯蔵品  主として最終仕入原価法による原価法

によっています。 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

  

① 有形固定資産  定額法を採用しています。 

 なお、主な耐用年数は次の通りです。

 建物及び構築物   10年～60年 

 機械装置及び運搬具 ５年～22年 

 定額法によっています。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

す。 

 建物及び構築物   ６年～60年 

 機械装置及び運搬具 ５年～22年 

② 無形固定資産  定額法を採用しています。なお、自社

利用のソフトウェアについては社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっています。 

 定額法によっています。 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっています。 

③ 長期前払費用  定額法によっています。 同左 

(3）重要な繰延資産の処理

方法 

  

① 開業費  商法施行規則に規定する最長期間にわ

たり均等償却しています。 

同左 

② 社債発行差金  社債の償還期間にわたり、均等償却し

ています。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(4）重要な引当金の計上基

準 

  

① 賞与引当金  従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額基準により計上しています。 

同左 

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。 

同左 

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。 

同左 

(5）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

います。 

同左 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

  

① ヘッジ会計の方法  金利スワップの特例処理によっていま

す。 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

 ヘッジ手段…金利スワップ 

 ヘッジ対象…変動金利による借入金 

同左 

③ ヘッジ方針  将来の金利の変動によるリスクを回避

する目的で行っており、投機的な取引を

行わない方針であります。 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の

方法 

 特例処理の要件を充足する金利スワッ

プであるため、有効性の評価を省略して

います。 

同左 

(7）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 

 空港建設事業に要した資金のうち、建

設期間中に対応する支払利子及び財務費

用を建設原価に算入しています。なお、

当連結会計年度算入額は3,924百万円で

す。 

―――――― 

② 消費税等の会計処理  税抜方式によっています。ただし、資

産に係る控除対象外消費税等は個々の資

産の取得原価に算入しています。 

 税抜方式によっています。 

③ 連結納税制度の適用  当連結会計年度から、連結納税制度を

適用しています。 

 連結納税制度を適用しています。 

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。 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法によっていま

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。 連結調整勘定は、発生時に全額償却し

ています。 

７．損失処理項目等の取扱い

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。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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

期投資等からなっています。 

同左 

 

   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 

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

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

――――――  (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基

準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31日)を適用していま

す。これによる損益に与える影響はありません。 

――――――  (キャッシュ・フロー計算書の記載区分) 

従来、受取利息については「投資活動によるキャッ

シュ・フロー」の区分に、支払利息については「財務活

動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載していまし

たが、当連結会計年度より、受取利息及び支払利息につ

いて「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記

載する方法に変更しています。これは、平成17年２月の

開港を機に空港建設から空港運営に事業活動が移行し、

当連結会計年度より期間を通した営業活動を行っている

ことを受け、キャッシュ・フローの区分について見直し

を行った結果、「営業活動によるキャッシュ・フロー」

をより明瞭に表示するため変更したものです。 

 これにより、従来の方法によった場合と比べ、「営業

活動によるキャッシュ・フロー」が4,910百万円減少、

「投資活動によるキャッシュ・フロー」が０百万円減

少、「財務活動によるキャッシュ・フロー」が4,911百

万円増加しています。 
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   表示方法の変更 

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

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

(連結貸借対照表) ―――――― 

１．「繰延税金資産」は、前連結会計年度まで、流動

資産の「その他」に含めて表示していましたが、当

連結会計年度において、重要性が増したため、区分

掲記しています。 

   なお、前連結会計年度末の「繰延税金資産」は２

百万円です。 

 

２．「建物及び構築物」は、前連結会計年度まで、固

定資産の「その他」に含めて表示していましたが、

当連結会計年度において、重要性が増したため、区

分掲記しています。 

なお、前連結会計年度末の「建物及び構築物」は

113百万円です。 

 

３．「機械装置及び運搬具」は、前連結会計年度ま

で、固定資産の「その他」に含めて表示していまし

たが、当連結会計年度において、重要性が増したた

め、区分掲記しています。 

   なお、前連結会計年度末の「機械装置及び運搬

具」は０百万円です。 

 

４． 無形固定資産の「ソフトウェア」及び「その他」

は、前連結会計年度末まで「無形固定資産」として

一括して表示していましたが、明瞭性の観点から当

連結会計年度より区分掲記しています。 

   なお、前連結会計年度末の無形固定資産の「ソフ

トウェア」は240百万円、「その他」は23百万円で

す。 

 

５． 投資その他の資産の「長期前払費用」「繰延税金

資産」及び「その他」は、前連結会計年度末まで

「投資その他の資産」として一括して表示していま

したが、明瞭性の観点から当連結会計年度より区分

掲記しています。 

  なお、前連結会計年度末の投資その他の資産の

「長期前払費用」は３百万円、「繰延税金資産」は

33百万円、「その他」は230百万円です。 
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前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

６．繰延資産の「開業費」及び「社債発行差金」は、

前連結会計年度末まで「繰延資産」として一括して

表示していましたが、明瞭性の観点から当連結会計

年度より区分掲記しています。 

   なお、前連結会計年度末の繰延資産の「開業費」

は5,033百万円、「社債発行差金」は360百万円で

す。 

―――――― 

７．「未払法人税等」は、前連結会計年度まで、流動

負債の「その他」に含めて表示していましたが、当

連結会計年度において、重要性が増したため、区分

掲記しています。 

なお、前連結会計年度末の「未払法人税等」は９

百万円です。 

 

―――――― (連結損益計算書) 

 前連結会計年度まで区分掲記していました「国庫補

助金等受入額」は、当連結会計年度において、重要性

が乏しくなったため、特別利益の「その他」に含めて

表示しています。 

なお、当連結会計年度の特別利益の「その他」に含

まれる「国庫補助金等受入額」は10百万円です。 

―――――― (連結キャッシュ・フロー計算書) 

 １．営業活動によるキャッシュ・フローの「国庫補助

金等受入額」は、当連結会計年度において、重要性

が乏しくなったため、「その他」に含めて表示して

います。 

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれる

「国庫補助金等受入額」は△10百万円です。 

 ２．投資活動によるキャッシュ・フローの「国庫補助

金等の受入による収入」は、当連結会計年度におい

て、重要性が乏しくなったため、「その他」に含め

て表示しています。 

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれる

「国庫補助金等の受入による収入」は14百万円で

す。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

 
※１．有形固定資産の減価償却累計額 2,232百万円
  

 
※１．有形固定資産の減価償却累計額 14,923百万円
  

※２．当期において、国庫補助金の受入れにより、建物

及び構築物58百万円、機械装置及び運搬具1,476百

万円、その他１百万円について圧縮記帳を行いまし

た。 

 なお、固定資産の取得価額から直接控除した国庫

補助金等の圧縮記帳累計額は1,536百万円です。 

※２．国庫補助金等により取得原価から

控除した固定資産の圧縮記帳累計額 1,536百万円

(建物及び構築物58百万円、機械装置及び運搬具

1,476百万円、その他１百万円) 

※３．担保に供している資産 ※３．担保に供している資産 

 中部国際空港の設置及び管理に関する法律（平成

10年法律第36号）第７条の規定により、提出会社の

財産を社債222,320百万円の一般担保に供していま

す。 

(1) 中部国際空港の設置及び管理に関する法律（平

成10年法律第36号）第７条の規定により、提出会

社の財産を社債222,320百万円の一般担保に供して

います。 

(2) 担保に供している資産は次のとおりです。 

建物及び構築物   69,999百万円 

機械装置及び運搬具  2,803百万円 

その他          4百万円 

計         72,807百万円 

 担保付債務は次のとおりです。 

１年内返済長期借入金 1,327百万円 

長期借入金      9,644百万円 

計         10,972百万円 
  

※４．発行済株式総数 普通株式 1,673,360株
  

 
※４．発行済株式総数 普通株式 1,673,360株
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりです。 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりです。 
 

広告宣伝費 333百万円

従業員給与 294百万円

賞与引当金繰入額 80百万円

業務委託費 491百万円
  

 
従業員給与 1,681百万円

賞与引当金繰入額 262百万円

業務委託費 1,930百万円
  

※２．       ―――――― ※２．前期損益修正益の内訳は次のとおりです。 

減価償却費修正額 28百万円

共同事業負担金等修正額 32百万円

貯蔵品評価修正額 7百万円
 

※３．       ―――――― ※３．固定資産受贈益の内訳は次のとおりです。 

建物及び構築物 36百万円

その他 13百万円
 

※４．       ―――――― ※４．前期損益修正損の内訳は次のとおりです。 

費用計上不足額 81百万円
 

※５．       ―――――― ※５．固定資産売却損の内訳は次のとおりです。 

建物及び構築物 0百万円
 

※６．固定資産除却損の内訳は、次のとおりです。 ※６．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 0百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

その他 4百万円
 

固定資産撤去費用 24百万円

建物及び構築物 5百万円

その他 5百万円
 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の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 7,094百万円

流動資産「その他」勘定 338百万円

現金及び現金同等物 7,432百万円
  

 
現金及び預金勘定 2,489百万円

流動資産「その他」勘定 393百万円

現金及び現金同等物 2,882百万円
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(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） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

36 5 31 

その他 72 17 55 

合計 108 22 86 

  

 

 
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

39 14 25 

その他 70 29 41 

合計 110 43 66 

  
 （注）取得価額相当額の算定は、未経過リース料期末

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。 

同左 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (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 29百万円

１年超 57百万円

合計 86百万円
  

 
１年内 29百万円

１年超 37百万円

合計 66百万円
  

 （注）未経過リース料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。 

同左 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失 
 

支払リース料 53百万円

減価償却費相当額 53百万円
  

 
支払リース料 34百万円

減価償却費相当額 34百万円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっています。 

同左 

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 3百万円

１年超 4百万円

合計 8百万円
  

 
１年内 3百万円

１年超 0百万円

合計 4百万円
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（有価証券関係） 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年４月

１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．取引の状況に関する事項 １．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容及び利用目的 (1）取引の内容及び利用目的 

 当連結グループは、変動金利による借入金を固定

金利に変換する目的で金利スワップ取引を行ってい

ます。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っています。 

同左 

① ヘッジの手段とヘッジ対象  

ヘッジ手段  金利スワップ取引  

ヘッジ対象  変動金利による借入金  

② ヘッジ方針  

 将来の金利変動によるリスクを回避する目的で

行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に

行っています。 

 

③ 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。 

 

(2）取引に対する取り組み方針 (2）取引に対する取り組み方針 

 当連結グループの行っているデリバティブ取引は

金利スワップ取引であり、金利変動に対するリスク

回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針です。 

同左 

(3）取引に係わるリスクの内容 (3）取引に係わるリスクの内容 

 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスク

を有しています。なお、デリバティブ取引の契約先

は、信用度の高い金融機関であるため、相手方の契

約不履行によるリスクはほとんどないものと認識し

ています。 

同左 

(4）取引に係わるリスク管理体制 (4）取引に係わるリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、デリ

バティブ取引に係わる社内規定に従い、資金担当部

門が決裁者の承認を得て行っています。 

同左 

２．取引の時価等に関する事項 ２．取引の時価等に関する事項 

 デリバティブ取引については、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。 

同左 
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、確定給付型の制度として、退職一

時金制度を設けています。 

同左 

２．退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日現在) ２．退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日現在)
 

退職給付債務 21百万円

退職給付引当金 21百万円
  

 
退職給付債務 76百万円

退職給付引当金 76百万円
  

 （注）退職給付債務の算定においては簡便法を採用し

ており、期末自己都合要支給額を計上していま

す。 

同左 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 
 

勤務費用 14百万円

退職給付費用 14百万円
  

 
勤務費用 36百万円

退職給付費用 36百万円
  

 

（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
 

繰延税金資産 

繰越欠損金 1,309百万円

 賞与引当金 131百万円

未払事業税 35百万円

退職給付引当金 8百万円

役員退任慰労金引当金 96百万円

 その他 48百万円

繰延税金資産小計 1,629百万円

評価性引当額 △1,587百万円

繰延税金資産合計 41百万円
  

 
繰延税金資産 

繰越欠損金 483百万円

 賞与引当金 171百万円

未払事業税 32百万円

退職給付引当金 30百万円

役員退任慰労金引当金 67百万円

 その他 47百万円

繰延税金資産小計 833百万円

評価性引当額 △791百万円

繰延税金資産合計 41百万円
  

 繰延税金資産は、連結貸借対照表の以下の項目に含

まれています。（平成17年３月31日現在） 

 繰延税金資産は、連結貸借対照表の以下の項目に含

まれています。（平成18年３月31日現在） 
 

流動資産－繰延税金資産 31百万円

固定資産－繰延税金資産 10百万円
  

 
流動資産－繰延税金資産 37百万円

固定資産－繰延税金資産 3百万円
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 
 

法定実効税率 39.8％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

△0.3％

住民税均等割 △0.3％

評価性引当額 △39.3％

その他 △0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 

△0.6％

  

 
法定実効税率 39.9％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

0.2％

住民税均等割 0.3％

評価性引当額 △34.0％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 

5.8％
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 
空港事業 

(百万円) 

商業事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又 

は全社 

（百万円） 

連結 

(百万円) 

１．売上高及び営業損益 

  売上高 

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

 (2)セグメント間の内部売上高又は 

振替高 
24 41 65 (65) －

計 4,370 2,287 6,658 (65) 6,592

営業費用 5,681 2,234 7,915 (66) 7,848

営業利益（△営業損失） △1,311 53 △1,257 1 △1,256

２．資産、減価償却費及び資本的支出  

  資産 545,780 7,749 553,530 23,784 577,314

減価償却費 2,438 63 2,501 － 2,501

  資本的支出 74,937 913 75,850 － 75,850

(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．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は23,773百万円であり、その主なものは当社での

余資運用資金(現金及び預金等)及び開業費であります。 

   ４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用にかかる償却額が含まれています。 
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当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 
空港事業 

(百万円) 

商業事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又 

は全社 

（百万円） 

連結 

(百万円) 

１．売上高及び営業損益 

  売上高  

 (1)外部顧客に対する売上高 35,280 17,356 52,637 － 52,637

 (2)セグメント間の内部売上高又は 

振替高 
191 470 662 (662) －

計 35,472 17,827 53,299 (662) 52,637

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

営業利益 5,913 3,108 9,022 8 9,031

２．資産、減価償却費及び資本的支出  

  資産 539,669 7,855 547,524 8,191 555,716

減価償却費 14,155 379 14,534 － 14,534

  資本的支出 8,293 105 8,398 － 8,398

(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．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は8,313百万円であり、その主なものは当社での

余資運用資金(現金及び預金等)及び開業費です。 

   ４．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれています。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

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

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 海外売上高が発生しておらず、開示の対象とすべきものはありません。 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の名
称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合

役員の
兼任等

事実上
の関係

取引の内容
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高
（百万円）

土地の賃貸 118 － －

施設の使用
収入等 

15 売掛金 1法人主要
株主 

国土交通省 
（国土交通
大臣） 

東京都 
千代田区

－ 運輸行政
(被所有)
直接 
39.99％

転籍 
2人

土地の
賃貸及
び資金
の借入
等 

資金の借入 － 長期借入金 133,868

 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1）上記取引における取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般の取引条件と同様に決定して

います。 

(2) 資金の借入については無利息です。 

(3）取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。 

 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の名
称 

住所 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合

役員の
兼任等

事実上
の関係

取引の内容
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高
（百万円）

土地の賃貸 203 － －

施設の使用
収入等 

41 売掛金 0

検査手数料 4 － －

法人主要
株主 

国土交通省 
（国土交通
大臣） 

東京都 
千代田区

－ 
国土交通
行政 

(被所有)
直接 
39.99％

転籍 
1人

土地の
賃貸及
び資金
の借入
等 

資金の借入 － 長期借入金 133,868

 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1）上記取引における取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般の取引条件と同様に決定して

います。 

(2) 資金の借入については無利息です。 

(3）取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 47,251.70円

１株当たり当期純損失 2,240.30円

  
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載していません。 
 

 

１株当たり純資産額 48,513.32円

１株当たり当期純利益 1,261.62円

  
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載していません。 
 

 （注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△） 
（百万円） 

△3,748 2,111 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は普通株式に
係る当期純損失（△） 
（百万円） 

△3,748 2,111 

普通株式の期中平均株式数（株） 1,673,360 1,673,360 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 



－  － 

 

(46) ／ 2006/07/07 11:13 (2006/07/07 11:12) ／ 671051_01_100_2k_06295265／第５－５連結附属／os2中部国際空港／有報.doc 

46

⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率 
（％） 

担保 償還期限 

  平成 年 月 日     平成 年 月 日

中部国際空港株式会社 政府保証第１回社債 11．３．23 26,630 26,630 2.10 一般担保 21．３．23 

中部国際空港株式会社 政府保証第２回社債 12．３．22 23,850 23,850 1.90 一般担保 22．３．22 

中部国際空港株式会社 政府保証第３回社債 13．３．21 52,060 52,060 1.40 一般担保 23．３．18 

中部国際空港株式会社 政府保証第４回社債 14．３．20 22,670 22,670 1.50 一般担保 24．３．19 

中部国際空港株式会社 政府保証第５回社債 15．３．28 79,800 79,800 0.80 一般担保 25．３．28 

中部国際空港株式会社 政府保証第６回社債 16．３．26 17,310 17,310 1.40 一般担保 26．３．26 

合計 － 222,320 222,320 － － － 

 （注）連結決算日後５年内における償還予定額は、以下のとおりです。 

１年以内 
（百万円） 

１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

－ － 26,630 23,850 52,060 

 

【借入金等明細表】 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 － － － － 

１年以内に返済予定の長期借入金 40,197 4,393 0.916 － 

長期借入金 
（１年以内に返済予定のものを除く。）(注)２

225,065 240,013 2.302 
平成年月日～年月日
19.８.22～56.３.20

その他の有利子負債 － － － － 

計 265,263 244,406 － － 

 （注）１．平均利率については、無利息借入金を除いた期末借入残高に対する加重平均利率を記載しています。 

２．当期末残高のうち167,334百万円は無利息です。 

３．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は、以下

のとおりです。 

１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

7,009 7,009 7,009 11,767 

 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 
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２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  7,068  2,458
２ 売掛金  2,797  2,889
３ 商品  1,047  1,242
４ 貯蔵品  166  184
５ 前払費用  57  56
６ 関係会社短期貸付金  16  －
７ 未収消費税等  9,117  －
８ その他  597  540

流動資産合計  20,868 3.6  7,372 1.3

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 ※２ 98,404  98,510

(2) 構築物  99,745  97,598

(3) 機械及び装置 ※２ 12,705  11,868

(4) 車両運搬具  1,270  1,024

(5) 工具、器具及び備品  14,638  12,019

(6) 土地  287,932  289,568

(7) 建設仮勘定  1,628  703

有形固定資産合計 ※１ 516,324 90.0  511,293 92.5

２ 無形固定資産   

(1）商標権  23  20

(2）ソフトウェア  5,191  4,549

(3）水道施設利用権  6,399  6,217

(4）その他  301  285

無形固定資産合計  11,916 2.1  11,072 2.0

３ 投資その他の資産   

(1）関係会社株式  988  996

(2）長期前払費用  16,622  16,578

(3）差入保証金  24  17

投資その他の資産合計  17,635 3.0  17,592 3.2

固定資産合計  545,876 95.1  539,957 97.7

Ⅲ 繰延資産   

１ 開業費 ※３ 6,945  5,209

２ 社債発行差金  305  250

繰延資産合計  7,251 1.3  5,459 1.0

資産合計 ※２ 573,995 100.0  552,790 100.0
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  1,023  761

２ 関係会社短期借入金  229  644

３ １年内返済長期借入金 ※２ 39,867  4,097

４ 未払金  6,000  2,558

５ 未払費用  166  74

６ 未払法人税等  89  67

７ 前受金  344  524

８ 預り金  730  479

９ 賞与引当金  257  253

10 その他  6  269

流動負債合計  48,717 8.5  9,733 1.7

Ⅱ 固定負債   

１ 社債 ※２ 222,320  222,320

２ 長期借入金 ※２ 222,095  237,645

３ 退職給付引当金  20  71

４ 役員退任慰労金引当金  242  158

５ その他  1,110  1,327

固定負債合計  445,789 77.7  461,522 83.5

負債合計  494,507 86.2  471,255 85.2

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※４ 83,668 14.6  83,668 15.1

Ⅱ 利益剰余金   

１ 当期未処理損失  4,179  2,133

利益剰余金合計  △4,179 △0.8  △2,133 △0.3

資本合計  79,488 13.8  81,534 14.8

負債資本合計  573,995 100.0  552,790 100.0
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②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
(％) 

金額（百万円） 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高      

 １ 施設使用料収入  4,245  35,369  

 ２ 商品売上高  1,859  14,639  

 ３ その他売上高  397 6,502 100.0 2,490 52,499 100.0

Ⅱ 売上原価   5,576 85.7  36,308 69.2

売上総利益   926 14.3  16,190 30.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,968 30.3  7,600 14.4

営業利益又は営業損失
（△） 

  △1,042 △16.0  8,590 16.4

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  2   0   

２ 賃貸土地収入 ※２ 215   －   

３ 契約解約金等収入  －  23  

４ 業務受託収入 ※２ －  21  

５ その他  75 293 4.5 16 62 0.1

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  333   1,875   

２ 社債利息  578   2,962   

３ 開業費償却  1,736   1,736   

４ 社債発行差金償却  9   54   

５ 賃貸土地原価  81   －   

６ その他  8 2,747 42.3 15 6,644 12.7

経常利益又は経常損失
（△） 

  △3,496 △53.8  2,008 3.8

Ⅵ 特別利益        

１ 前期損益修正益 ※３ －  68  

２ 固定資産受贈益 ※４ －  49  

３ 役員退任慰労金引当金
戻入益 

 －  20  

４ 工事負担金等受入額  13 13 0.2 10 148 0.3

Ⅶ 特別損失        

１ 前期損益修正損 ※５ －   81   

２ 固定資産売却損 ※６ －   0   

３ 固定資産除却損 ※７ 3 3 0.0 36 118 0.2

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△） 

  △3,487 △53.6  2,039 3.9

法人税、住民税及び事
業税 

  △0 △0.0  △6 △0.0

当期純利益又は当期純
損失（△） 

  △3,486 △53.6  2,045 3.9

前期繰越損失（△）   △692   △4,179  

当期未処理損失（△）   △4,179   △2,133  
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  [売上原価明細書] 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
(％) 

金額（百万円） 
構成比
(％) 

Ⅰ 商品売上原価      

１．商品期首たな卸高  －  1,047  

 ２．当期商品仕入高  2,093  8,629  

 ３．商品期末たな卸高  1,047 1,045 18.8 1,242 8,434 23.2

Ⅱ その他売上原価        

１．人件費  261   1,115   

２．減価償却費  2,306   13,901   

３．その他諸経費  1,961 4,530 81.2 12,857 27,874 76.8

合計   5,576 100.0  36,308 100.0

        

 

 



－  － 

 

(51) ／ 2006/07/07 11:13 (2006/07/07 11:12) ／ 671051_01_110_2k_06295265／第５－６財務諸表等／os2中部国際空港／有報.doc 

51

③【損失処理計算書】 

  
前事業年度 

（平成17年６月24日） 
当事業年度 

（平成18年６月22日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処理損失   4,179  2,133 

Ⅱ 損失処理額   －  － 

Ⅲ 次期繰越損失   4,179  2,133 

      

 （注）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17条の規定に基づき、損失処理は、

国土交通大臣の認可をもってその効力を生ずるものです。 

２．日付は、株主総会承認日です。 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

  

(1）子会社株式  移動平均法による原価法によっていま

す。 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

  

(1）商品 主として先入先出法による原価法に

よっています。 

同左 

(2）貯蔵品  最終仕入原価法による原価法によって

います。 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

  

(1）有形固定資産  定額法を採用しています。 

 なお、主な耐用年数は次の通りです。

 建物        17年～38年 

 構築物       10年～60年 

 機械装置      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 

 機械装置      ５年～22年 

 工具、器具及び備品 ２年～20年 

(2）無形固定資産  定額法を採用しています。なお、自社

利用のソフトウェアについては社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっています。 

 定額法によっています。 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっています。 

(3）長期前払費用  定額法を採用しています。  定額法によっています。 

４．繰延資産の処理方法   

(1）開業費  商法施行規則に規定する最長期間にわ

たり均等償却しています。 

同左 

(2）社債発行差金  社債の償還期間にわたり、均等償却し

ています。 

同左 

５．引当金の計上基準   

(1）賞与引当金  従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額基準により計上しています。 

同左 

(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。 

同左 

(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。 

同左 

６．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

います。 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

７．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 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対

象 

 ヘッジ手段…金利スワップ 

 ヘッジ対象…変動金利による借入金 

同左 

(3）ヘッジ方針  将来の金利の変動によるリスクを回避

する目的で行っており、投機的な取引を

行わない方針であります。 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方

法 

 特例処理の要件を充足する金利スワッ

プであるため、有効性の評価を省略して

います。 

同左 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

  

(1）支払利子等の原価算入  空港建設事業に要した資金のうち、建

設期間中に対応する支払利子及び財務費

用を建設原価に算入しています。なお、

当事業年度算入額は3,896百万円です。 

――――――― 

(2）消費税等の会計処理  税抜方式によっています。 

 ただし、資産に係る控除対象外消費税

等は個々の資産の取得原価に算入してい

ます。 

税抜方式によっています。 

(3）連結納税制度の適用  当事業年度から、連結納税制度を適用

しています。 

 連結納税制度を適用しています。 

 

会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

――――――  (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日)を適用していま

す。これによる損益に与える影響はありません。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

――――――  (損益計算書) 

 「業務受託収入」は前事業年度まで、営業外収益の

「その他」に含めて表示していましたが、当事業年度

において営業外収益の100分の10を超えたため、区分掲

記しています。 

なお、前事業年度の「業務受託収入」は３百万円で

す。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

 
※１．有形固定資産の減価償却累計額 2,120百万円
  

 
※１．有形固定資産の減価償却累計額 14,600百万円
  

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産 

（1）中部国際空港の設置及び管理に関する法律（平成

10年法律第36号）第７条の規定により、会社の財産

を社債222,320百万円の一般担保に供しています。 

（2）担保に供している資産は次のとおりです。 

建物 69,341百万円

機械及び装置 87百万円

計 69,429百万円
 

 中部国際空港の設置及び管理に関する法律（平成

10年法律第36号）第７条の規定により、会社の財産

を社債222,320百万円の一般担保に供しています。 

担保付債務は次のとおりです。 

１年内返済長期借入金 1,167百万円

長期借入金 8,364百万円

計 9,532百万円
 

※３．商法施行規則第124条第１号に規定する超過額は

6,945百万円です。 

※３．商法施行規則第124条第１号に規定する超過額は

5,209百万円です。 
 
※４．会社が発行する株式の総数 

普通株式 1,673,360株

発行済株式の総数 普通株式 1,673,360株
  

 
※４．会社が発行する株式の総数 

普通株式 1,673,360株

発行済株式の総数 普通株式 1,673,360株
  

 ５．偶発債務  ５．偶発債務 

 下記の子会社の金融機関からの借入に対して、次

のとおり債務保証を行っています。 

 下記の子会社の金融機関からの借入に対して、次

のとおり債務保証を行っています。 
 

中部国際空港エネルギー供給㈱ 3,300百万円
  

 
中部国際空港エネルギー供給㈱ 2,664百万円

  
 ６．資本の欠損の額は4,179百万円です。  ６．資本の欠損の額は2,133百万円です。 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は55％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は45％で

す。 

 主要な費目及び金額は次のとおりです。 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は53％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は47％で

す。 

 主要な費目及び金額は次のとおりです。 
 

広告宣伝費 327百万円

従業員給与 185百万円

賞与引当金繰入額 47百万円

業務委託費 679百万円

減価償却費 70百万円
  

 
販売促進費 412百万円

従業員給与 870百万円

賞与引当金繰入額 145百万円

業務委託費 3,380百万円

支払手数料 577百万円

減価償却費 424百万円
  

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ています。 

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ています。 
 

関係会社よりの賃貸土地収入 30百万円
  

 
関係会社よりの業務受託収入 21百万円

  
※３．    ――――――― ※３．前期損益修正益の内訳は次のとおりです。 
 

 
  

 
減価償却費修正額 28百万円

共同事業負担金等修正額 32百万円

貯蔵品評価修正額 7百万円
 

※４．    ――――――― ※４．固定資産受贈益の内訳は次のとおりです。 

建物 36百万円

工具、器具及び備品 13百万円
 

※５．    ――――――― ※５．前期損益修正損の内訳は次のとおりです。 

費用計上不足額 81百万円
 
※６．固定資産売却損の内訳は次のとおりです。 ※６．    ――――――― 

建物 0百万円
 

※７．固定資産除却損の内訳は次のとおりです。 ※７．固定資産除却損の内訳は次のとおりです。 
 

車両運搬具 0百万円

工具、器具及び備品 3百万円
  

 
固定資産撤去費用 24百万円

建物 1百万円

構築物 3百万円

工具、器具及び備品 5百万円
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(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） 

期末残高相
当額 
（百万円）

車両運搬具 12 0 12 

工具、器具及
び備品 

48 13 34 

合計 61 13 47 

  

 

 
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額 
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

車両運搬具 16 4 12 

工具、器具及
び備品 

46 18 27 

合計 62 23 39 

  
 （注）取得価額相当額の算定は、未経過リース料期末

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り算定していま

す。 

同左 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (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 17百万円

１年超 30百万円

合計 47百万円
  

 
１年内 16百万円

１年超 22百万円

合計 39百万円
  

 （注）未経過リース料期末残高相当額は、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り算定し

ています。 

同左 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失 
 

支払リース料 44百万円

減価償却費相当額 44百万円
  

 
支払リース料 21百万円

減価償却費相当額 21百万円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっています。 

同左 

 （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 
 

１年内 3百万円

１年超 4百万円

合計 8百万円
  

 
１年内 3百万円

１年超 0百万円

合計 4百万円
  

 

（有価証券関係） 

 前事業年度（平成17年３月31日）及び当事業年度（平成18年３月31日）における子会社株式で時価のある

ものはありません。 



－  － 

 

(57) ／ 2006/07/07 11:13 (2006/07/07 11:12) ／ 671051_01_130_2k_06295265／第５－８リース取引／os2中部国際空港／有報.doc 

57

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 
 

繰延税金資産 

繰越欠損金 1,290百万円

賞与引当金 102百万円

未払事業税 32百万円

退職給付引当金 8百万円

役員退任慰労金引当金 96百万円

その他 40百万円

繰延税金資産小計 1,571百万円

評価性引当額 △1,571百万円

繰延税金資産合計 －百万円
  

 
繰延税金資産 

繰越欠損金 480百万円

賞与引当金 101百万円

未払事業税 24百万円

退職給付引当金 28百万円

役員退任慰労金引当金 63百万円

その他 36百万円

繰延税金資産小計 734百万円

評価性引当額 △734百万円

繰延税金資産合計 －百万円
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 
 

法定実効税率 39.8％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

△0.3％

住民税均等割 △0.2％

評価性引当額 △38.9％

その他 △0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 

0.0％

  

 
法定実効税率 39.9％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

0.2％

住民税均等割 0.2％

評価性引当額 △41.0％

その他 0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担
率 

△0.3％

  
 

（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 47,502.48円

１株当たり当期純損失 2,083.54円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載していません。 

 

１株当たり純資産額 48,725.04円

１株当たり当期純利益 1,222.56円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載していません。  

 （注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△） 
（百万円） 

△3,486 2,045 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は普通株式に
係る当期純損失（△） 
（百万円） 

△3,486 2,045 

普通株式の期中平均株式数（株） 1,673,360 1,673,360 

 



－  － 

 

(58) ／ 2006/07/07 11:13 (2006/07/07 11:12) ／ 671051_01_130_2k_06295265／第５－８リース取引／os2中部国際空港／有報.doc 

58

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

 該当事項はありません。 
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【有形固定資産等明細表】 

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（百万円） 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産    

建物 99,072 4,239 7 103,304 4,794 4,121 98,510

構築物 100,548 2,733 4 103,277 5,679 4,876 97,598

機械及び装置 12,868 147 － 13,016 1,148 985 11,868

車両運搬具 1,311 4 － 1,316 292 250 1,024

工具、器具及び備品 15,081 787 1,164 14,705 2,686 2,302 12,019

土地 287,932 1,636 － 289,568 － － 289,568

建設仮勘定 1,628 697 1,622 703 － － 703

有形固定資産計 518,444 10,246 2,797 525,893 14,600 12,535 511,293

無形固定資産    

商標権 29 － － 29 9 2 20

ソフトウェア 5,629 492 124 5,997 1,447 1,135 4,549

水道施設利用権 6,430 － － 6,430 212 182 6,217

その他 304 3 － 307 22 19 285

無形固定資産計 12,393 495 124 12,764 1,691 1,339 11,072

長期前払費用 16,701 407 4 17,104 526 450 16,578

繰延資産    

開業費 8,681 － － 8,681 3,472 1,736 5,209

社債発行差金 549 － － 549 298 54 250

繰延資産計 9,231 － － 9,231 3,771 1,791 5,459

 （注）当期増加額の主なものは、次のとおりです。 

 建物 国際貨物上屋（増築） 884百万円 

 構築物 空港島南東護岸 1,528百万円 

 土地 空港島南東護岸下部地盤整備 1,454百万円 
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【資本金等明細表】 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（百万円） 83,668 － － 83,668 

普通株式 （株） (1,673,360) (   －) (   －) (1,673,360)

普通株式 （百万円） 83,668 － － 83,668 

計 （株） (1,673,360) (   －) (   －) (1,673,360)

資本金のうち
既発行株式 

計 （百万円） 83,668 － － 83,668 

資本準備金及
びその他資本
剰余金 

計 （百万円） － － － － 

利益準備金及
び任意積立金 

計 （百万円） － － － － 

 

【引当金明細表】 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用）
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

賞与引当金 257 253 257 － 253 

役員退任慰労金引当金 242 27 66 45 158 

(注)役員退任慰労金引当金の当期減少額のうち、その他は執行役員制度導入による退職給付引当金への振替及び引

当金要支給額の見直しによるものです。 
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(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

区分 金額（百万円） 

現金 36 

預金  

普通預金 2,422 

小計 2,422 

計 2,458 

 

② 売掛金 

イ．相手先別内訳 

相手先 金額（百万円） 

全日本空輸株式会社 486 

株式会社日本航空インターナショナル 389 

株式会社日本航空ジャパン 125 

ノースウエスト航空 125 

大韓航空 93 

その他 1,668 

計 2,889 

 

ロ．売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

前期繰越高 当期発生高 当期回収高 次期繰越高 回収率 滞留期間 

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％） （日） 

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （注）１ （注）２ 

2,797 44,221 44,128 2,889 93.9 23 

（注）１．計算式＝[Ｃ÷（Ａ＋Ｂ）]×100 

２．計算式＝[（Ａ＋Ｄ）÷２]÷（Ｂ÷365） 

３．当期発生高には、消費税等が含まれています。 

 

③ 商品 

区分 金額（百万円） 

免税店商品 1,191 

一般売店商品等 51 

計 1,242 
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④ 貯蔵品 

区分 金額（百万円） 

施設予備資材等 181 

その他 3 

計 184 

 

⑤ 買掛金 

相手先 金額（百万円） 

日本空港ビルデング株式会社 147 

株式会社インターナショナルレストランサービス 32 

株式会社アビックグループ 27 

株式会社アサツーディ・ケイ 26 

株式会社ＪＡＬＵＸ 22 

その他 504 

計 761 

 

⑥ 社債 

銘柄 金額（百万円） 

政府保証第１回社債 26,630 

政府保証第２回社債 23,850 

政府保証第３回社債 52,060 

政府保証第４回社債 22,670 

政府保証第５回社債 79,800 

政府保証第６回社債 17,310 

計 222,320 
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⑦ 長期借入金 

借入先 金額（百万円） 
うち１年以内返済金額 

（百万円） 

無利子   

政府 133,868 － 

愛知県 19,644 － 

名古屋市 9,470 － 

岐阜県 2,175 － 

三重県 2,175 － 

小計 167,334 － 

有利子   

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 24,060 1,184 

日本政策投資銀行 9,532 1,167 

株式会社みずほコーポレート銀行 7,952 394 

株式会社三井住友銀行 5,301 262 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 4,031 52 

その他19件 23,532 1,036 

小計 74,408 4,097 

計 241,742 4,097 

 （注）１．三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社からの借入金残高のうち、3,000百万円は信託により譲渡されたものです。 

２．前期末において借入先であった株式会社ＵＦＪ銀行と株式会社東京三菱銀行は平成18年１月１日に合併

し、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行となっています。このため、借入金の金額は両行合算の数値を記載して

います。 

３．前期末において借入先であったＵＦＪ信託銀行株式会社と三菱信託銀行株式会社は平成17年10月１日に

合併し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社となっています。このため、借入金の金額は両行合算の数値を記載

しています。 

 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 
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第６【提出会社の株式事務の概要】 
 

決算期 ３月31日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 

1株券、5株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、
10,000株券 
ただし、必要があるときは、上記以外の株式数を表示する株券を発行す
ることができる。 

中間配当基準日 なし 

１単元の株式数 単元株制度を採用していません。 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 
不所持株券の発行及び汚損又は毀損により株券を再発行する場合には、
印紙税相当額の手数料を徴収することができる。 

株券喪失登録手数料 登録１件につき10,000円。株券１枚につき500円。 

単元未満株式の買取り  

取扱場所 － 

株主名簿管理人 － 

取次所 － 

買取手数料 － 

公告掲載方法 官報 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

(注) ＵＦＪ信託銀行株式会社と三菱信託銀行株式会社は平成17年10月１日に合併し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

となっています。 
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第７【提出会社の参考情報】 

 
１【提出会社の親会社等の情報】 

 該当事項はありません。 

 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

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

 

(2）有価証券報告書の訂正報告書 

 平成17年７月25日東海財務局長に提出。 

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

す。 

 

(3）半期報告書 

 （第８期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月22日東海財務局長に提出。 
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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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 独立監査人の監査報告書 
   
 

    

   平成17年６月24日

中部国際空港株式会社    

 

 取締役会 御中  

 

 監査法人トーマツ  

 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 加藤 明司  印 

 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 平野 善得  印 

 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 水野 裕之  印 

     

 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている中

部国際空港株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

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企業会計の基準に準拠して、

中部国際空港株式会社及び連結子会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

 

（注）上記は、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、その原本は当社が連結財務諸表に添

付する形で別途保管しています。 
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 独立監査人の監査報告書 
   
 

    

   平成18年６月22日

中部国際空港株式会社    

 

 取締役会 御中  

 

 監査法人トーマツ  

 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 西松 真人  印 

 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 水野 裕之  印 

     

 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている中

部国際空港株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

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企業会計の基準に準拠して、

中部国際空港株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

追記情報 

(1）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の

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

(2）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は従来「投資活動によるキャッ

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

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

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

 

（注）上記は、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、その原本は当社が連結財務諸表に添

付する形で別途保管しています。 
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 独立監査人の監査報告書 
   
 

    

   平成17年６月24日

中部国際空港株式会社    

 

 取締役会 御中  

 

 監査法人トーマツ  

 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 加藤 明司  印 

 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 平野 善得  印 

 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 水野 裕之  印 

     

 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている中

部国際空港株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、中部

国際空港株式会社の平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

 

（注）上記は、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、その原本は当社が財務諸表に添付す

る形で別途保管しています。 
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 独立監査人の監査報告書 
   
 

    

   平成18年６月22日

中部国際空港株式会社    

 

 取締役会 御中  

 

 監査法人トーマツ  

 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 西松 真人  印 

 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 水野 裕之  印 

     

 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている中

部国際空港株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、中部

国際空港株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。 

 

追記情報 

 会計処理方法の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準が適用されることと

なったため、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

 

（注）上記は、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、その原本は当社が財務諸表に添付す

る形で別途保管しています。 
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