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決算取締役会開催日 平成17年11月16日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 ― 単元株制度採用の有無 無

１．平成17年 9月中間期の業績（平成17年 4月 1日～平成17年 9月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年 9月中間期 82,447 1.0 25,733 6.9 20,879 11.0

16年 9月中間期 81,632 ― 24,062 ― 18,817 ―

17年 3月期 162,538 41,229 29,044

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

17年 9月中間期 12,009 646.2 6,004 90

16年 9月中間期 1,609 ― 804 68

17年 3月期 7,234 3,617 42

（注）①期中平均株式数 17年9月中間期 2,000,000株 16年9月中間期 2,000,000株 17年3月期 2,000,000株

②会計処理の方法の変更 有

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年 9月中間期 958,634 190,371 19.9 95,185 67

16年 9月中間期 975,497 172,736 17.7 86,368 04

17年 3月期 960,306 178,361 18.6 89,180 77

（注）①期末発行済株式数 17年9月中間期 2,000,000株 16年9月中間期 2,000,000株 17年3月期 2,000,000株

②期末自己株式数 17年9月中間期 － 株 16年9月中間期 － 株 17年3月期 － 株

２．平成18年 3月期の業績予想（平成17年 4月 1日～平成18年 3月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 159,000 26,000 15,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　7,500円00銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は中間決算情報（連結）添付資料の８ページを参照して下さい。
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成16年９月30日）
当中間会計期間末

（平成17年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  35,170   18,042    20,043   

２　売掛金  11,924   11,896    11,636   

３　有価証券  6,000   12,000    0   

４　貯蔵品  410   526    471   

５　繰延税金資産  1,277   1,110    1,541   

６　その他  1,723   2,434    1,814   

７　貸倒引当金  △2   △1    △1   

流動資産合計   56,503 5.8  46,008 4.8 △10,495  35,505 3.7

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１           

(1）建物  311,934   313,335    322,136   

(2）構築物  199,843   192,598    196,060   

(3）機械装置  65,881   60,694    64,318   

(4）工具、器具
及び備品

 12,043   11,523    12,291   

(5）土地  256,790   263,015    261,762   

(6）建設仮勘定  38,598   37,278    34,669   

(7）その他  773   594    699   

 計  885,865   879,040   △6,824 891,939   

２　無形固定資産            

   ソフトウェア
その他

 4,656   3,762    4,287   

 計  4,656   3,762   △893 4,287   

３　投資その他の
資産

           

(1）関係会社株
式

 5,250   7,267    5,590   

(2）繰延税金資
産

 21,789   21,451    22,001   

(3）その他  803   475    283   

(4) 貸倒引当金  ―   △1    △1   

 計  27,844   29,192   1,348 27,874   

固定資産合計   918,365 94.1  911,996 95.1 △6,369  924,101 96.2

Ⅲ　繰延資産            

１　社債発行差金  628   630    699   

繰延資産合計   628 0.1  630 0.1 1  699 0.1

資産合計 ※２  975,497 100.0  958,634 100.0 △16,862  960,306 100.0
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前中間会計期間末

（平成16年９月30日）
当中間会計期間末

（平成17年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金  3,192   3,537    4,139   

２　一年以内償還
社債

※２ 41,300   27,430    27,430   

３　一年以内返済
長期借入金

※４ 63,324   30,090    24,464   

４　短期借入金  ―   2,128    ―   

５　未払金  7,884   6,264    10,021   

６　未払法人税等  8,407   7,443    12,063   

７　賞与引当金  1,379   1,152    1,192   

８　その他 ※３ 7,433   7,432    6,358   

流動負債合計   132,922 13.6  85,479 8.9 △47,442  85,670 8.9

Ⅱ　固定負債            

１　社債 ※２ 369,051   408,732    408,732   

２　長期借入金 ※５ 236,136   210,046    221,747   

３　退職給付引当
金

 25,019   24,785    25,926   

４　役員退職慰労
引当金

 ―   44    33   

５　その他  17,039   16,583    17,244   

固定負債合計   647,246 66.4  660,191 68.9 12,944  673,682 70.2

Ⅲ　特別法上の引当
金

           

１　成田新高速鉄
道負担引当金

 22,592   22,592    22,592   

特別法上の引当
金合計

  22,592 2.3  22,592 2.3 －  22,592 2.3

負債合計   802,761 82.3  768,263 80.1 △34,497  781,945 81.4

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   100,000 10.3  100,000 10.5 －  100,000 10.4

Ⅱ　資本剰余金            

１　資本準備金  52,000   52,000    52,000   

資本剰余金合計   52,000 5.3  52,000 5.4 －  52,000 5.4

Ⅲ　利益剰余金            

  １  任意積立金  ―   26,361    ―   

２　中間（当期）
未処分利益

 20,736   12,009    26,361   

利益剰余金合計   20,736 2.1  38,371 4.0 17,635  26,361 2.8

資本合計   172,736 17.7  190,371 19.9 17,635  178,361 18.6

負債資本合計   975,497 100.0  958,634 100.0 △16,862  960,306 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年４月１日
至　平成17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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益   81,632 100.0  82,447 100.0 815  162,538 100.0

Ⅱ　営業原価   47,947 58.7  48,921 59.3 973  102,408 63.0

営業総利益   33,684 41.3  33,525 40.7 △158  60,130 37.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  9,622 11.8  7,792 9.5 △1,829  18,901 11.6

営業利益   24,062 29.5  25,733 31.2 1,670  41,229 25.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  547 0.7  59 0.1 △487  691 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  5,792 7.1  4,914 6.0 △878  12,875 7.9

経常利益   18,817 23.1  20,879 25.3 2,062  29,044 17.9

Ⅵ　特別利益 ※３  127 0.1  158 0.2 30  1,155 0.7

Ⅶ　特別損失
※4,
5

 13,157 16.1  860 1.0 △12,297  15,674 9.7

税引前中間
（当期）純利
益

  5,787 7.1  20,177 24.5 14,389  14,525 8.9

法人税、住民
税及び事業税

 8,119   7,186    11,707   

法人税等調整
額

 △3,940 4,178 5.1 980 8,167 9.9 3,989 △4,416 7,290 4.5

中間（当期）
純利益

  1,609 2.0  12,009 14.6 10,400  7,234 4.4

民営化に伴う
税効果調整額

※７  19,126 23.4  ― ― △19,126  19,126 11.8

中間（当期）
未処分利益

  20,736 25.4  12,009 14.6 △8,726  26,361 16.2
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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16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17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　子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法に基づく原価法

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同　　左

(1）有価証券

①　子会社株式及び関連会社株式

同　　左　 

②　その他有価証券

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

②　その他有価証券

時価のないもの

同　　左

②　その他有価証券 

時価のないもの 

同　　左

(2）たな卸資産

貯蔵品

　主として総平均法による原価

法

(2）たな卸資産

貯蔵品

同　　左

(2）たな卸資産

貯蔵品 

同　　左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

定額法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額等

については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっておりま

す。

　主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物 ６～50年

構築物 ５～75年

機械装置 ５～30年

工具、器具及び

備品
２～25年

(1）有形固定資産

定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

建物 ６～50年

構築物 10～75年

機械装置 ５～17年

工具、器具及び

備品
２～20年

 

(1）有形固定資産 

      同　　左

 

 

(2）無形固定資産

定額法によっております。

　なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

　また、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

よっております。

(2）無形固定資産

定額法によっております。

　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

よっております。

(2）無形固定資産

同　　左

３．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、貸倒懸念債権等特定の債

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

ております。

(1）貸倒引当金

同　　左

(1）貸倒引当金 

同　　左

(2）賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、

支給見込額基準により計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同　　左　

(2）賞与引当金 

同　　左 
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

(3）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

給付債務及び年金資産の見込額

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

る額を計上しております。

　数理計算上の差異は、発生の

翌事業年度に一括処理しており

ます。

(3）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

給付債務及び年金資産の見込額

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

る額を計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存期間以内の

一定の年数（10年）による定額

法により按分した額を費用処理

しております。 

  数理計算上の差異は、発生の

翌事業年度に一括処理しており

ます。

(3）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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

   過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存期間以内の

一定の年数（10年）による定額

法により按分した額を費用処理

しております。 

    数理計算上の差異は、発生の

翌事業年度に一括処理しており

ます。

 

――――――

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく中間会計期間末要支給

額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規程

に基づく期末要支給額を計上し

ております。

(5）成田新高速鉄道負担引当金

　将来の成田新高速鉄道の整備

に伴う負担金の支出に備えるた

め、新東京国際空港公団（平成

16年３月31日消滅）が関係者間

の合意に基づき新東京国際空港

公団会計規程第42条の３により

引当金計上していたものを、成

田国際空港株式会社法（平成15

年法律第124号）附則第６条によ

り引継いだものであります。

(5）成田新高速鉄道負担引当金

　将来の成田新高速鉄道の整備

に伴う負担金の支出に備えるた

め、新東京国際空港公団（平成

16年３月31日消滅）が関係者間

の合意に基づき新東京国際空港

公団会計規程第42条の３により

引当金計上していたものを、成

田国際空港株式会社法（平成15

年法律第124号）附則第６条によ

り引継いだものであります。

　なお、成田新高速鉄道負担引

当金のうち、927百万円について

は、一年内に使用されると認め

られるものであります。

(5）成田新高速鉄道負担引当金

　将来の成田新高速鉄道の整備

に伴う負担金の支出に備えるた

め、新東京国際空港公団（平成

16年３月31日消滅）が関係者間

の合意に基づき新東京国際空港

公団会計規程第42条の３により

引当金計上していたものを、成

田国際空港株式会社法（平成15

年法律第124号）附則第６条によ

り引継いだものであります。

４．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

会計処理によっております。

同　　左 同　　左

５．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

　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

同　　左 同　　左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目
前中間会計期間

（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

 固定資産除却費  

 
 
 
 
 

――――――

　固定資産除却損につきましては、

従来特別損失として処理しておりま

したが、このうち、空港事業のため

の諸施設の定期修繕に伴い経常的に

発生する費用については、期間損益

計算における損益区分をより明確に

するため、経常損益に含めることが

より妥当と判断し、当中間会計期間

より「固定資産除却費」として営業

原価に計上する方法に変更しており

ます。

　この結果、従来の方法によった場

合に比べ、営業利益及び経常利益

は753百万円減少しておりますが、

税引前中間純利益への影響はありま

せん。

 

 
 
 
 
 

――――――
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　固定資産の減損に係る会計基準

（「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）が平成16年３月31

日に終了する事業年度に係る財務諸表

から適用できることになったことに伴

い、当中間会計期間から同会計基準及

び同適用指針を適用しております。こ

れにより税引前中間純利益は6,893百

万円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。

（空港使用料金の改定）

  民営化の成果として利用者負担の軽

減を図るとともに成田国際空港の中長

期的な国際競争力を強化するため、航

空会社に係る新たな空港使用料金につ

いて、受益と負担の関係性を整理する

こととし、ＩＡＴＡ（国際航空運送協

会）と改定協議を行ない、合意に至り

ました。

  改定した空港使用料金のうち、給油

施設使用料については、平成17年６

月24日に合意に至り、同年６月29日開

催の当社取締役会にて決議され、国土

交通大臣及び経済産業大臣による成田

国際空港航空燃料輸送規程の変更認可

を受けました。

  国際線着陸料・国際線停留料・国際

線搭乗橋使用料・国際線手荷物取扱施

設使用料については、平成17年９月16

日に合意に至り、同年９月21日開催の

当社取締役会にて決議され、国土交通

大臣による空港管理規程の変更認可を

受けるとともに国土交通大臣への料金

変更の届出を行いました。

  改定した上記諸料金は、平成17年10

月１日から次のとおり適用しておりま

す。 

 

 １．国際線着陸料  

料

率

(円

/

㌧)

航空機騒音インデックスに応じて分類さ

れる航空機の種類

A B C D E F

1,650 1,750 1,850 1,950 2,050 2,100

 

２．国際線停留料

    航空機の着陸後６時間未満

　　                  200円／㌧  

　　以降、24時間毎に　200円／㌧

 

３．国際線搭乗橋使用料

　　出発便  6,500円／便

　　到着便  6,500円／便 

（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（「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）が平成16年３月31日に終了

する事業年度に係る財務諸表から適用

できることになったことに伴い、当期

から同会計基準及び同適用指針を適用

しております。これにより税引前当期

純利益は6,893百万円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。
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前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

 ４．国際線手荷物取扱施設使用料  

　従来の出発手荷物取扱施設使用料

に、航空機の座席数に応じて設定さ

れる到着手荷物取扱施設使用料を加

え、新たに国際線手荷物取扱施設使

用料とします。  

 (例)航空機の座席数が101席以上の場合   

・第１旅客ターミナルビル　　53,400円/便

 （内訳）

　 出発手荷物取扱施設使用料 44,000円/便

　 到着手荷物取扱施設使用料  9,400円/便

・第２旅客ターミナルビル　　65,400円/便

 （内訳）

 　出発手荷物取扱施設使用料 56,000円/便

　 到着手荷物取扱施設使用料  9,400円/便

 

５．給油施設使用料

    3,490円／kl 

 

  なお、以上の料金改定に伴い、当

事業年度の営業収益が約40億円減少

する見込みであります。 
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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16年９月30日）

当中間会計期間末
（平成17年９月30日）

前事業年度末
（平成17年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

422,143百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

459,608百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

440,325百万円

※２　担保提供資産

成田国際空港株式会社法（平成15年法

律第124号）第７条により、当社の総財

産を社債410,351百万円の一般担保に供

しております。

※２　担保提供資産

成田国際空港株式会社法（平成15年法

律第124号）第７条により、当社の総財

産を社債436,162百万円の一般担保に供

しております。

※２　担保提供資産  

   　　　同　　　左

 

 

 

※３　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、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

ております。

※３　消費税等の取扱い

   　　　同　　　左

 

 

 

 

――――――
 

※４　一年以内返済長期借入金のうち、11,100

百万円は無利子の政府借入金でありま

す。

※４　         同　　　左       

 

※４　         同　　　左  

 

※５　長期借入金のうち、138,553百万円は無

利子の政府長期借入金であります。

※５　長期借入金のうち、127,453百万円は無

利子の政府長期借入金であります。

※５　         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16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 13百万円

受取配当金 11百万円

契約解除金 344百万円

工事給付金 93百万円

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1百万円

受取配当金 6百万円

契約解除金 8百万円

  

※１　営業外収益のうち主要なもの 

 受取利息 23百万円 

 受取配当金 11百万円 

 契約解除金 347百万円 

 工事給付金 99百万円 

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 1,350百万円

社債利息 4,377百万円

※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 937百万円

社債利息 3,900百万円

※２　営業外費用のうち主要なもの 

 支払利息 2,577百万円 

 社債利息 8,695百万円 

※３　特別利益のうち主要なもの

固定資産売却益(土地)

 

127百万円

※３　特別利益のうち主要なもの

固定資産売却益(土地

等)

157百万円

※３　特別利益のうち主要なもの 

固定資産売却益(土地)

 

281百万円 

※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 2,386百万円

関係会社株式評価損 3,876百万円

※４　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 856百万円

  

※４　特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損 4,703百万円 

関係会社株式評価損 3,876百万円 

※５　減損損失

当社は、キャッシュ・フローを生み出

す最小単位として、主として内部管理

上採用している空港運営事業等の事業

区分によりグルーピングしております。

また、空港用地取得のための代替地に

ついては、上記グループから区分して

グルーピングしております。

そのうち、土地の取得価額に対する時

価の著しい下落のある代替地や、不用

代替地について以下のとおり減損損失

を認識し、「減損損失」（6,893百万

円）を特別損失に計上しております。

 

 
 
 
 
 
 

――――――
 

 

 

 

 

※５　減損損失

当社は、キャッシュ・フローを生み出

す最小単位として、主として内部管理

上採用している空港運営事業等の事業

区分によりグルーピングしております。

また、空港用地取得のための代替地に

ついては、上記グループから区分して

グルーピングしております。

そのうち、土地の取得価額に対する時

価の著しい下落のある代替地や、不用

代替地について以下のとおり減損損失

を認識し、「減損損失」（6,893百万

円）を特別損失に計上しております。

用途 種類 場所 減損額

代替地 土地
成田市
等

5,275百万円

不用代替
地

土地
八街市
等

1,618百万円

用途 種類 場所 減損額

代替地 土地
成田市
等

5,275百万円

不用代替
地

土地
八街市
等

1,618百万円

なお、回収可能額の算定方法について

は、正味売却可能額を適用し、時価は

原則として不動産鑑定基準に基づく鑑

定評価額を使用し、一部について固定

資産税評価額を使用しております。

なお、回収可能額の算定方法について

は、正味売却可能額を適用し、時価は

原則として不動産鑑定基準に基づく鑑

定評価額を使用し、一部について固定

資産税評価額を使用しております。

　６　減価償却実施額

有形固定資産 21,123百万円

無形固定資産 749百万円

　６　減価償却実施額

有形固定資産 21,330百万円

無形固定資産 748百万円

　６　減価償却実施額

有形固定資産 42,506百万円

無形固定資産 1,515百万円

※７　成田国際空港株式会社法施行令（平成

16年３月19日政令第50号）附則第８条

第２項に基づき、当社が適格現物出資

とみなされて株式会社化されたことに

伴い認識した税効果相当額であります。

 

 
 

――――――
 
 
 
 

※７　民営化に伴う税効果調整額

成田国際空港株式会社法施行令（平成

16年３月19日政令第50号）附則第８条

第２項に基づき、当社が適格現物出資

とみなされて株式会社化されたことに

伴い認識した税効果相当額であります。
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17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）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

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中間期末残高相当額

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

 
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）

工具、器
具及び備
品

974 650 323

その他 17 8 9

合計 991 659 332

 
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）

工具、器
具及び備
品

1,080 864 215

その他 17 11 5

合計 1,097 876 221

 
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）

工具、器
具及び備
品

980 773 206

車両運搬
具

17 10 7

合計 997 784 213

　（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

おります。

　（注）     同　　左　 （注） 取得価額相当額の算定は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法によっております。

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

１年内 236百万円

１年超 96百万円

合計 332百万円

１年内 116百万円

１年超 104百万円

合計 221百万円

１年内 173百万円

１年超 40百万円

合計 213百万円

　（注）　未経過リース料中間期末残高相当

額の算定は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法によっております。

　（注）     同　　左 （注） 未経過リース料期末残高相当額の算

定は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によってお

ります。 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 125百万円

減価償却費相当額 125百万円

支払リース料 138百万円

減価償却費相当額 138百万円

支払リース料 248百万円

減価償却費相当額 248百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同　　左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同　　左  

２．オペレーティング・リース取引

　該当事項はありません。

２．オペレーティング・リース取引

同　　左

２．オペレーティング・リース取引

            同　　左

②　有価証券

　前中間会計期間（自　平成16年４月１日　至　平成16年９月30日）、当中間会計期間（自　平成17年４月１日　

至　平成17年９月30日）及び前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）において子会社株式及

び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

１株当たり純資産額

86,368円04銭

１株当たり純資産額

95,185円67銭

１株当たり純資産額

89,180円77銭

１株当たり中間純利益金額

804円68銭

１株当たり中間純利益金額

6,004円90銭

１株当たり当期純利益金額

3,617円42銭

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

２．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

前事業年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,609 12,009 7,234

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ―

（うち利益処分による役員賞与金

（百万円））
（―） (―) (―)

普通株式に係る中間（当期）純利益金額

（百万円）
1,609 12,009 7,234

普通株式の期中平均株式数（千株） 2,000 2,000 2,000
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

株式譲渡及び株式の買収について

　当社は、平成16年９月15日開催の取

締役会において、持分法適用関連会社

である成田空港施設㈱の保守管理業務

部門が新設会社として分社型新設分割

されることに伴い、当社が保有する成

田空港施設㈱の株式すべてを成田空港

施設㈱に譲渡し、新設会社である㈱Ｎ

ＡＡファシリティーズの全株式を買収

することを決議いたしました。

　株式譲渡の概要は次のとおりであり

ます。

(1）株式売却の理由

  成田空港施設㈱の保守管理業務部

門が新設会社として分社型新設分割

されることを受け、経営資源の最適

化及びコア事業の一層の強化を図る

ためであります。 

(2）売却先　成田空港施設㈱ 

(3）売却日　平成16年10月４日 

(4）当該関連会社の名称、事業内容及

び取引内容 

① 名称　　　成田空港施設㈱

② 事業内容　空港内及びその他施

設の保守管理業 

③ 取引内容　成田国際空港及び関

連する施設の保守業

務委託等 

(5）売却する株式数、売却価額、売却

損益及び売却後の持分比率 

① 売却する株式数　 100,000株 

② 売却価額　　　　 924百万円 

③ 売却損益　　　　 874百万円 

④ 売却後の持分比率　　　０％ 

  株式の買収の概要は次のとおりです。 

(1）株式取得の目的 

　成田空港施設㈱の保守管理業務部

門が新設会社として分社型新設分割

されることを受け、経営資源の最適

化及びコア事業の一層の強化を図る

ためであります。 

(2）購入先　成田空港施設㈱

 (3）購入日　平成16年12月24日 

 (4）買収した会社の概要 

① 名称　　  ㈱ＮＡＡファシリ

ティーズ  

② 事業内容　空港内及びその他の施

設の保守管理業 

③ 資本金　　90百万円 

株式の買収について

　当社は、持分法適用関連会社であ

る日本空港給油㈱の航空機給油施設

保全業務部門が平成17年10月１日に分

社型新設分割された、新設会社である

成田空港給油施設㈱の株式を全て取得

し、子会社化することを、平成17年11

月16日開催の取締役会において決議い

たしました。

　株式買収の概要は次のとおりであ

ります。

 １．株式買収の理由

　日本空港給油㈱の航空機給油施設部

門が、新設会社である成田空港給油施

設㈱として新設分割されたことを受け、

グループ経営体制の確立及び当社発注

業務に係る利益の外部流出防止を図る

ために、同社の全ての株式を取得する

ものであります。 

 ２．当該新設会社の概要について

  (1)名称　成田空港給油施設㈱

  (2)設立日　平成17年10月１日　

  (3)会社の概要 

　  ①事業内容　航空機給油施設に関

                する保全業務等

 　 ②資 本 金  50百万円

 　 ③所 在 地  千葉県成田市三里塚

                字御料牧場１番地２

 　 ④代 表 者　山本　進

  　⑤発行済株式の総数　 1,000株

　  ⑥取得株数　 1,000株 

子会社の設立について

　当社は、平成17年３月23日開催の

取締役会において、当社の警備・消

防業務を別会社化することに伴い、

当社が全額出資するＮＡＡファイアー

＆セキュリティー㈱を新たに設立す

ることを決議いたしました。

　また、平成17年６月１日開催の取

締役会において、当社が66.7%を出資

し、空港内における免税売店の経営

を行うＮＡＡ＆ＡＮＡデューティー

フリー㈱（仮称）及び㈱ＮＡＡ＆Ｊ

ＡＬ－ＤＦＳ（仮称）を新たに設立

することを決議いたしました。

　新設会社の概要は次のとおりです。

１　ＮＡＡファイアー＆セキュリティー

㈱

(1) 会社設立の目的 

  警備・消防業務における人材のプ

ロフェッショナル化及び業務の一元

化、合理化、効率化を行うことによ

り大規模災害等における危機管理の

向上等を図るためであります。

 (2) 設立日　平成17年４月11日  

 (3) 会社の概要  

①事業内容　警備、消火救難及び防

災に関する業務

②資本金　  80百万円 

③所在地　  千葉県成田市三里塚字

御料牧場１番地２ 

④代表者　  石山　范 

(4) 取得株数、持株比率 

①株式数　  1,600株    

②持株比率　100％ 

２　ＮＡＡ＆ＡＮＡデューティーフリー

㈱(仮称）  

(1) 会社設立の目的  

  空港内において免税売店の経営を

行うことにより、収入の拡大を図る

ためであります。  

(2) 設立予定日　平成17年７月１日 

 (3) 会社の概要   

①事業内容　空港内における免税売

店の経営 

 ②資本金　　90百万円 

 ③所在地　　千葉県成田市 

 (4) 取得株数、持株比率 

①株式数　　1,200株  

②持株比率　66.7% 

－ 55 －



前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

④ 所在地　　千葉県成田市三里塚字

御料牧場１番地２ 

⑤ 代表者　　竹内　壽太郎 

 (5）取得株数、取得価額及び取得後の

持分比率   

① 株式数　　1,800株 

② 取得価額　390百万円  

③ 持分比率　100％ 

 ３　㈱ＮＡＡ＆ＪＡＬ－ＤＦＳ（仮称）  

(1) 会社設立の目的  

　　 空港内において免税売店の経営を

行うことにより、収入の拡大を図る

ためであります。

(2) 設立予定日　平成17年７月１日  

(3) 会社の概要   

①事業内容　空港内における免税売

店の経営 

②資本金　　90百万円 

③所在地　　千葉県成田市  

 (4) 取得株数、持株比率  

①株式数　　1,200株   

②持株比率　66.7% 

－ 56 －




