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１ 【提出理由】 

平成18年６月29日に提出した第103期（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）有価証券報告書の記載事項に一部訂正す

べき事項があったため、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものである。 

  

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第５ 経理の状況 

  １ 連結財務諸表等 

   (1) 連結財務諸表 

   ①連結貸借対照表 

   注記事項（連結貸借対照表関係） 

  

当連結会計年度の連結財務諸表に対する監査報告書 

当事業年度の財務諸表に対する監査報告書 

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  線で示している。 



第一部 【企業情報】 

第５ 【経理の状況】 

１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

（訂正前） 

  
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 ※３  41,842 55,461  

 ２ 受取手形及び売掛金 ※３  136,292 147,679  

 ３ 有価証券  14,003 －  

 ４ たな卸資産 ※３  141,893 149,242  

 ５ 繰延税金資産  15,027 14,845  

 ６ その他 ※３  21,158 26,564  

 ７ 貸倒引当金  △2,636 △2,821  

  流動資産合計  367,582 59.5 390,970 54.3

      

Ⅱ 固定資産     

 (1) 有形固定資産 ※1,3     

  １ 建物及び構築物  49,315 55,568  

  ２ 機械装置及び運搬具  70,883 89,571  

  ３ 土地  23,590 24,263  

  ４ 建設仮勘定  11,016 9,239  

  ５ その他  15,402 17,842  

   有形固定資産合計  170,209 27.5 196,485 27.3

 (2) 無形固定資産     

  １ 営業権  1,533 1,280  

  ２ 連結調整勘定  6,205 5,426  

  ３ その他  5,738 6,925  

   無形固定資産合計  13,477 2.2 13,632 1.9

 (3) 投資その他の資産     

  １ 投資有価証券 ※２  56,698 107,730  

  ２ 長期貸付金  1,370 1,280  

  ３ 繰延税金資産  1,849 2,044  

  ４ その他  7,892 8,370  

  ５ 貸倒引当金  △1,205 △1,131  

   投資その他の資産合計  66,605 10.8 118,293 16.5

  固定資産合計  250,291 40.5 328,411 45.7

資産合計  617,873 100.0 719,382 100.0



（訂正後） 

  
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 ※３  41,842 55,461  

 ２ 受取手形及び売掛金 ※３  136,292 147,679  

 ３ 有価証券  14,003 －  

 ４ たな卸資産 ※３  141,893 149,242  

 ５ 繰延税金資産  15,027 14,845  

 ６ その他 ※３  21,158 26,564  

 ７ 貸倒引当金  △2,636 △2,821  

  流動資産合計  367,582 59.5 390,970 54.3

      

Ⅱ 固定資産     

 (1) 有形固定資産 ※1,3     

  １ 建物及び構築物  49,315 55,568  

  ２ 機械装置及び運搬具  70,883 89,571  

  ３ 土地  23,590 24,263  

  ４ 建設仮勘定  11,016 9,239  

  ５ その他  15,402 17,842  

   有形固定資産合計  170,209 27.5 196,485 27.3

 (2) 無形固定資産     

  １ 営業権  1,533 1,280  

  ２ 連結調整勘定  6,205 5,426  

  ３ その他  5,738 6,925  

   無形固定資産合計  13,477 2.2 13,632 1.9

 (3) 投資その他の資産     

  １ 投資有価証券 ※２  56,698 107,730  

  ２ 長期貸付金  1,370 1,280  

  ３ 繰延税金資産  1,849 2,044  

  ４ その他 ※２  7,892 8,370  

  ５ 貸倒引当金  △1,205 △1,131  

   投資その他の資産合計  66,605 10.8 118,293 16.5

  固定資産合計  250,291 40.5 328,411 45.7

資産合計  617,873 100.0 719,382 100.0



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

（訂正前） 

  

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 325,365百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 346,863百万円

    

※２ 非連結子会社及び関連会社に対する資産 

投資有価証券 3,626百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対する資産 

投資有価証券 3,732百万円

    

※３ 担保に供している資産 

 有形固定資産 45,626百万円

 定期預金 1,511百万円

 売掛金 4,515百万円

 たな卸資産 6,043百万円

上記に対する債務 

 短期借入金 1,740百万円

 長期借入金 
 (１年内に返済予定を含む) 

9,450百万円

取引先の銀行借入金 
112百万人民元
( 1,460百万円)

※３ 担保に供している資産 

有形固定資産 48,183百万円

定期預金 1,284百万円

売掛金 6,203百万円

たな卸資産 4,611百万円

その他 713百万円

上記に対する債務  

短期借入金 1,701百万円

長期借入金
 (１年内に返済予定を含む) 

9,450百万円

取引先の銀行借入金
85百万人民元
( 1,246百万円)

保証債務 

(1)保証 

ダイキンユーエス（非連結子会社）の建物賃借

料に対する保証 

（1百万米ドル）    152百万円 

(2)保証予約 

ザウアーダンフォス・ 
ダイキン㈱ 

980百万円

台塑大金精密化学股份 
有限公司 

510百万円

(計) (1,490)百万円

保証債務 

(1)保証予約 

ザウアーダンフォス・
ダイキン㈱ 

560百万円

台塑大金精密化学股份
有限公司 

362百万円

寧波東方大金通信科技
有限公司 

160百万円

(計) (1,082)百万円

    

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式263,813,973

株である。 

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式263,813,973

株である。 

    

※５ 連結会社、持分法を適用した関連会社が保有する

自己株式の数は、普通株式561,170株である。 

※５ 連結会社、持分法を適用した関連会社が保有する

自己株式の数は、普通株式622,947株である。 



（訂正後） 

  

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 325,365百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 346,863百万円

    

※２ 非連結子会社及び関連会社に対する資産 

投資有価証券 3,626百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対する資産 

投資有価証券（株式） 3,732百万円

その他（出資金） 452百万円

    

※３ 担保に供している資産 

 有形固定資産 45,626百万円

 定期預金 1,511百万円

 売掛金 4,515百万円

 たな卸資産 6,043百万円

上記に対する債務 

 短期借入金 1,740百万円

 長期借入金 
 (１年内に返済予定を含む) 

9,450百万円

取引先の銀行借入金 
112百万人民元
( 1,460百万円)

※３ 担保に供している資産 

有形固定資産 48,183百万円

定期預金 1,284百万円

売掛金 6,203百万円

たな卸資産 4,611百万円

その他 713百万円

上記に対する債務  

短期借入金 1,701百万円

長期借入金
 (１年内に返済予定を含む) 

9,450百万円

取引先の銀行借入金
85百万人民元
( 1,246百万円)

保証債務 

(1)保証 

ダイキンユーエス（非連結子会社）の建物賃借

料に対する保証 

（1百万米ドル）    152百万円 

(2)保証予約 

ザウアーダンフォス・ 
ダイキン㈱ 

980百万円

台塑大金精密化学股份 
有限公司 

510百万円

(計) (1,490)百万円

保証債務 

(1)保証予約 

ザウアーダンフォス・
ダイキン㈱ 

560百万円

台塑大金精密化学股份
有限公司 

362百万円

寧波東方大金通信科技
有限公司 

160百万円

(計) (1,082)百万円

    

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式263,813,973

株である。 

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式263,813,973

株である。 

    

※５ 連結会社、持分法を適用した関連会社が保有する

自己株式の数は、普通株式561,170株である。 

※５ 連結会社、持分法を適用した関連会社が保有する

自己株式の数は、普通株式622,947株である。 



（訂正前） 

  

平成18年６月29日

ダイキン工業株式会社 

  

  

  

  

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」に掲げられているダイキ

ン工業株式会社の平成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、ダ

イキン工業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．「会計処理方法の変更」に記載されているとおり、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．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成18年５月18日の取締役会において、子会社化することを

目的に、ＯＹＬ インダストリーズ バハッドの株式を主要株主との株式譲渡契約及び株式公開買付により平成18年７月

以降に取得することを決議した。 

  

当監査法人は、会社に対し、監査証明との同時提供が認められる公認会計士法第２条第２項の業務を継続的に行って

いる。 

以 上 

  

  

独立監査人の監査報告書 

 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  石  田     昭  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  吉  村  祥 二 郎  ㊞ 

  
※ 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(有価証券報告書提出会社)が別途保管

している。 



（訂正後） 
  

  

平成18年６月29日

ダイキン工業株式会社 

  

  

  

  

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」に掲げられているダイキ

ン工業株式会社の平成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、ダ

イキン工業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．「会計処理方法の変更」に記載されているとおり、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．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成18年５月18日の取締役会において、子会社化することを

目的に、ＯＹＬ インダストリーズ バハッドの株式を主要株主との株式譲渡契約及び株式公開買付により平成18年７月

以降に取得することを決議した。 

  

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。 

当監査法人は、会社に対し、監査証明との同時提供が認められる公認会計士法第２条第２項の業務を継続的に行って

いる。 

以 上 

  

  

独立監査人の監査報告書 

 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  石  田     昭  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  吉  村  祥 二 郎  ㊞ 

  
※ 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(有価証券報告書提出会社)が別途保管

している。 



（訂正前） 

  

平成18年６月29日

ダイキン工業株式会社 

  

  

  

  

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」に掲げられているダイキ

ン工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第103期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、利益処分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、ダイキ

ン工業株式会社の平成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 

１．「会計処理方法の変更」に記載されているとおり、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。 

２．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成18年５月18日の取締役会において、子会社化することを

目的に、ＯＹＬ インダストリーズ バハッドの株式を主要株主との株式譲渡契約及び株式公開買付により平成18年７月

以降に取得することを決議した。 

  

当監査法人は、会社に対し、監査証明との同時提供が認められる公認会計士法第２条第２項の業務を継続的に行って

いる。 

以 上 

  

  

独立監査人の監査報告書 

 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  石  田     昭  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  吉  村  祥 二 郎  ㊞ 

  
※ 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(有価証券報告書提出会社)が別途保管

している。 



（訂正後） 

  

平成18年６月29日

ダイキン工業株式会社 

  

  

  

  

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」に掲げられているダイキ

ン工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第103期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、利益処分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、ダイキ

ン工業株式会社の平成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 

１．「会計処理方法の変更」に記載されているとおり、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。 

２．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成18年５月18日の取締役会において、子会社化することを

目的に、ＯＹＬ インダストリーズ バハッドの株式を主要株主との株式譲渡契約及び株式公開買付により平成18年７月

以降に取得することを決議した。 

  

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。 

当監査法人は、会社に対し、監査証明との同時提供が認められる公認会計士法第２条第２項の業務を継続的に行って

いる。 

以 上 

  

  

独立監査人の監査報告書 

 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  石  田     昭  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  吉  村  祥 二 郎  ㊞ 

  
※ 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(有価証券報告書提出会社)が別途保管

している。 
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