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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】 
  

(注)１ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 第102期の１株当たり配当額18円は、80周年記念配当２円を含んでいる。 

３ 純資産額の算定にあたり、第104期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号）を適用している。 

回次 第102期中 第103期中 第104期中 第102期 第103期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

(1) 連結経営指標等     

売上高 (百万円) 373,864 390,495 442,692 728,880 792,857

経常利益 (百万円) 31,360 38,873 41,719 63,478 68,682

中間(当期)純利益 (百万円) 19,581 22,185 23,970 38,747 40,708

純資産額 (百万円) 253,698 304,199 376,819 274,121 343,492

総資産額 (百万円) 574,108 643,877 780,133 617,873 719,382

１株当たり純資産額 (円) 963.78 1,155.91 1,385.17 1,040.87 1,304.69

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 74.37 84.29 91.11 146.76 154.25

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

(円) 74.36 84.28 91.06 146.74 154.21

自己資本比率 (％) 44.2 47.2 46.7 44.4 47.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 21,315 26,938 33,610 43,970 63,511

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △14,081 △27,595 △37,931 △42,091 △63,420

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 380 1,311 19,534 3,534 △4,283

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 58,301 56,904 69,728 55,385 54,177

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] (人) 

17,467 
[－]

20,662
[3,791]

22,497
[4,381]

19,062 
[3,882]

21,747
[3,913]

(2) 提出会社の経営指標等     

売上高 (百万円) 220,193 217,456 223,952 438,129 434,986

経常利益 (百万円) 9,229 13,766 11,679 26,905 32,562

中間(当期)純利益 (百万円) 6,289 8,693 11,330 19,868 21,381

資本金 (百万円) 28,023 28,023 28,023 28,023 28,023

発行済株式総数 (千株) 263,813 263,813 263,813 263,813 263,813

純資産額 (百万円) 196,754 224,993 252,136 211,832 247,873

総資産額 (百万円) 401,650 442,469 522,692 439,144 499,240

１株当たり配当額 (円) 7.00 11.00 14.00 18.00 22.00

自己資本比率 (％) 49.0 50.8 48.2 48.2 49.7

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] (人) 

5,230 
[－]

5,378
[739]

5,674
[683]

5,149 
[761]

5,391
[730]



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更は

ない。また、主要な関係会社に異動はない。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となった。 

（注）「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有割合である。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注)１ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載している。 

２ 臨時従業員数には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いている。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注)１ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（ ）内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載している。 

２ 臨時従業員数には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いている。 

  

(3) 労働組合の状況 

提出会社の従業員(関係会社への出向を含み、基幹職、労務担当者及び特殊な職にあるものを除く)で単一組合を

結成し(組合員5,811人)、上部団体としてＪＡＭに加入している。なお、現在、労使間に係争事項はない。 

  

名称 住所 資本金 
主要な

事業の内容 

議決権の

所有割合 
(％) 

関係内容 

役員の

兼任等 
資金 
援助 

営業上 
の取引 

設備の

賃貸借 

（連結子会社） 
ダイキンエアコンディシ

ョニングギリシャ 

ギリシャ国

アテネ市 
1百万ユーロ 空調・冷凍機事業

100

（100） 
無 無 無 無 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

空調・冷凍機事業 
18,859 
（3,891） 

化学事業 
2,359 
（346） 

その他事業 
674 
（116） 

全社(共通) 
605 
（28） 

合計 
22,497 
（4,381） 

従業員数(名) 
5,674 
（683） 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 
(1) 業績 

当中間連結会計期間の世界経済は、成長率こそ幾分鈍化したものの依然として底堅い米国経済と、高成長が続く中国・ア
ジア経済に支えられ、引き続き緩やかな拡大基調で推移した。 
そうした中で、わが国経済は、設備投資、輸出が力強く拡大するなど、企業部門が牽引する形で、民需主導による景気回
復を続けてきた。 
このような事業環境のもと、当社グループは、平成18年のグループ年頭方針を「輝かしい未来創造に向けて新たなテーマ
に逞しくチャレンジしよう」と掲げ、社会環境・市場構造の大きな変革期の中で、過去に拘ることなく、変化を絶好のチャ
ンスと捉え、今後の大飛躍を実現させるための新たなテーマにチャレンジするとともに、２０１０年を目標年度とする戦略
経営計画“フュージョン１０（テン）”の初年度として、全力を挙げて取り組んできた。 
当中間連結会計期間の連結売上高は、主力の空調・冷凍機事業が、国内市場では差別化商品・高付加価値商品の拡販に努
めたこと、海外市場では、イタリア、スペインは天候不順の影響を受けたが、フランス、中国、オーストラリアを中心に引
き続き好調に推移したこと、また化学事業もフッ素樹脂が半導体関連分野を中心に伸張したことなどにより、前年同期比
13.4％増の4,426億92万円となった。 
利益については、国内外での拡販やトータルコストダウンに注力したことなどにより、連結営業利益は、前年同期比5.0％
増の412億62百万円、連結経常利益は、前年同期比7.3％増の417億19百万円、当期純利益は、前年同期比8.0％増の239億70百
万円となった。 
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動では、税金等調整前中間純利益の増加等により、336億10
百万円のキャッシュの増加となった。投資活動では、固定資産の取得及び投資有価証券の取得等により、379億31百万円のキ
ャッシュの減少となった。財務活動では、短期借入金の増加等により、195億34百万円のキャッシュの増加となった。この結
果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ155億51百万円増加し、697億28百万円とな
った。 
  
事業の種類別及び所在地別の業績の概要は次のとおりである。 
  
①空調・冷凍機事業 
国内住宅用空調機器では、ルームエアコンは、全国的に梅雨明けが遅れたことなどにより業界需要は前年同期を下回るこ
ととなった。その中で、「２０１０年の省エネ基準」をクリアし、業界No.1の省エネ性を実現した高付加価値商品『うるる
とさらら』による「快適湿度」をキーワードとした販促展開により、販売数量は前年同期を上回り、売上高も前年同期並を
確保した。 
国内業務用空調機器では、パッケージエアコンの業界需要が前年同期並に推移する中、既設配管を使いスピーディーに更新
可能な『ビル用マルチＶe－uｐＱ』や省エネ・静音・環境対応に加え、特に室内の快適性を追求した『ラウンドフローZEAS』
などの差別化商品を中心に販売店様・ユーザー様への提案活動に重点をおいた拡販策に取り組んだことにより、販売数量・売
上高ともに増加した。 
海外については、欧州では、イタリア、スペインの６月半ばまでの天候不順もあり住宅用空調機器の販売数量が減少した
が、フランスでは住宅用・業務用ともに好調に推移したことにより、売上高は前年同期を上回った。また、中国では、空調
機器の需要が引き続き好調に推移しており住宅用・業務用ともに販売数量が拡大し売上高は増加した。 
さらに、オーストラリア、タイなどの地域でも堅調に推移し、売上高は伸張した。 
舶用機器では、海上コンテナ冷凍装置は、欧州では業界需要低迷の影響を受け販売数量が減少したが、日本、アジアのコ
ンテナ運航船社を中心に販売数量を伸ばし、売上高は増加した。 
空調・冷凍機事業全体の売上高は、前年同期比14.1％増の3,663億95百万円となったが、営業利益は、最寄化生産をめざし
た欧州向け製品のタイからチェコへの生産移管に伴う一時的なコストアップや材料市況の影響もあり、前年同期比4.2％減の
340億6百万円となった。 
  
②化学事業 
フッ素樹脂は、半導体関連商品など国内販売が好調なことに加え、中国、アジア、米国市場でも販売が伸張したことにより
売上高は増加した。化成品では撥水撥油剤の販売は減少したが、表面改質材、医薬・光学向け中間体などの機能剤等の拡販に
より売上高は増加した。フルオロカーボンガスは、アジア向け販売が落ち込んだため、売上高は減少した。 
化学事業全体の売上高は前年同期比10.7％増の560億92百万円、営業利益は前年同期比41.9％増の68億92百万円となった。 
  
③その他事業 
産業機械用油圧機器は、主力の工作機械向け需要が堅調に推移する中、インバーター駆動油圧ユニット、オイルコンなどの
差別化商品の拡販に努めた結果、売上高は増加した。また建機車両用油圧機器も米国向け、中国向け需要が堅調に推移したこ
とにより、売上高は増加した。 
特機部門では、防衛庁向け砲弾の受注が堅調に推移したことにより、売上高は増加した。 
その他事業全体については、売上高は、前年同期比8.4％増の202億4百万円、営業利益は4億8百万円（前年同期は10億62百
万円の営業損失）となった。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

  

(注) １ 金額は販売価格による。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2) 受注状況 

当社グループ(当社及び連結子会社)の製品は、大部分見込み生産であるため、受注高及び受注残高の記載は省略

した。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

  

(注) １ セグメント間の取引については相殺消去している。 

２ いずれの相手先についても総販売実績に対する割合が100分の10未満のため、相手先別の販売実績及び総販売実績に対す

る割合の記載を省略した。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループは、事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更及び新

たに生じた課題はない。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

空調・冷凍機事業 306,482 16.1 

化学事業 52,928 2.9 

その他事業 18,895 △1.3 

合計 378,306 13.1 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

空調・冷凍機事業 366,395 14.1 

化学事業 56,092 10.7 

その他事業 20,204 8.4 

合計 442,692 13.4 



４ 【経営上の重要な契約等】 

提出会社 

(1) 株式譲渡契約 

  

相手先 国名 契約内容 契約日 

ホン レオン セクレタリアル サ
ービシズ センディリアン バハ
ッド及びリュウ ワン ミン氏 

マレーシア国 
子会社化を目的としたＯＹＬ インダス
トリーズ バハッド株式の株式譲渡契約 

平成18年５月18日 



５ 【研究開発活動】 
当社グループは、高度情報化社会の進展、高齢化社会の到来、地球環境問題など日々変化しつつある事業環境に対応すべく先端

的な研究開発に取り組んでいる。 
研究開発体制については、当社の空調開発企画室がダイキンにとって、今なにが、どんな技術が必要かを見極めながら、独立会

社である研究所及び研究開発部門を戦略的に管理・統括している。 
株式会社ダイキン環境・空調技術研究所では、空調における優れた技術を最適に組み合わせることで、環境関連分野を中心とし

たさまざまな問題に対応している。 
ソリューション商品開発センターでは、最先端のＩＴ（情報技術）活用の中枢として、空調制御のソリューションをトータルに

追求している。 
化学事業部の研究開発部門では、社内研究機関としてフッ素の新たな用途・可能性を追求している。 
各事業の商品開発部門では、これらの研究開発部門で開発された新技術を利用して商品の開発を行っている。 
当中間連結会計期間におけるグループ全体の一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は次のとおりである。 

  
① 空調・冷凍機事業 
 住宅用空調機器では、マルチエアコンにおいて、都心で注目されている高層マンションに最適な長配管・大容量を実現できる

「ワイドセレクトマルチ」を発売した。また空気清浄機において、ホルムアルデヒドなどの有害物質の分解力を約３倍にアップさ

せ、≪ストリーマ放電技術≫の触媒を再生する特長を活かし、くり返し使える脱臭カートリッジ≪ニオイとる～ぷ≫を搭載した

「フラッシュストリーマ光クリエール」を発売した。 

 さらに、自然冷媒ヒートポンプ給湯器「エコキュート」において、業界トップの省エネ性を実現し、使用面での省エネルギーも

推進する≪せつやくナビ機能≫≪おまかせ制御≫などを搭載した機種を発売した。 

 業務用空調機器では、店舗オフィス向けエアコンにおいて、今まで冷媒配管の交換や洗浄が必要であった圧縮機の故障時にもそ

のまま更新できる室外ユニット「ＺＥＡＳ－Ｑ」、また防汚処理したパネル・抗菌処理したフィルタ・抗菌剤を注入したドレンパ

ンなどクリーン機能を強化した全周吹きカセット形室内機「ラウンドフロー」を発売した。 

空調・冷凍機事業に係る研究開発費は、110億50百万円である。 
  
② 化学事業 
化学事業では、フッ素化学品の市場拡大を目指し、豊富なフッ素素材や幅広いフッ素技術を元に新商品開発及び用途開発を行っ

ている。 

フッ素樹脂、ゴムではフッ素材料の得意とする耐熱性や耐薬品性、誘電特性などを生かした差別化新製品で自動車、半導体、Ｉ

Ｔ分野などへの展開を図っている。また、フッ素の非粘着性、耐薬品性を生かしたコーティング材料開発や、撥水撥油特性を生か

した撥水撥油材開発、透明性、低屈折率性などの特性を生かした反射防止材料開発などの機能性化学品開発にも注力している。さ

らに、液晶材料関連材料や医薬品中間体などの含フッ素化合物開発を行うなど、高分子材料から低分子材料まで、あるいは多量フ

ッ素含有化合物から少量フッ素含有化合物までフッ素に関する幅広い研究を行っている。 

 次期経営戦略計画（フュージョン１０）ではこれらの素材材料に加え、フィルム等の加工品や他素材との複合材料開発に注力し

周辺領域への売上を拡大させていく。また将来を見据えた先端材料分野では、電池エネルギー分野、光分野、環境技術分野などへ

注力する。 

これらの研究開発を加速・推進するため、産学連携、産産連携にも注力しており、今期は産学連携において昨年より取組んでき

た大阪大学との連携提携をさらに進める形で大阪大学内に「大阪大学との共同研究講座」を設置した。また産産連携ではシリコン

化学の世界的トップ企業であるダウコーニング社と取組んでいるフッ素とシリコンの複合材料開発の商品化を進めていく。 

当社のグローバル展開においては、中国・米国・フランス工場などの各拠点で生産される新商品・新プロセスの開発を推進し、

また米国では研究開発会社ＤＡＩ－ＡＣＴ社を中心としたグローバルな研究開発ネットワークの拡大に力を入れている。 

化学事業に係る研究開発費は、19億14百万円である。 
  
③ その他事業 
油機関連では、希土類磁石を埋め込んだ空調用高効率モータを、高精度・高応答化したＩＰＭモータの大容量化開発と用途開発

を進めている。このＩＰＭモータドライブをベースにしたハイブリッド油圧システムは、従来の油圧システムでは為し得ない省エ

ネ、高機能を実現した。 
プレスなどの産業機械向け「高圧スーパーユニット」は工場の電力削減の切り札として省エネ面で高い評価を得ており、低騒

音、発熱低減、タンク油量削減による作業環境改善や環境負荷低減にも寄与している。 
また、アイドリングストップ機能で消費電力を95％削減できる「スーパーエコリッチ」は省エネに加え、発熱量低減による工作

機械の高精度化や圧力のＮＣ制御による操作性の向上も可能となった。 
電動に匹敵する高い応答性と省エネを実現した成形機向け大型システムも市場に投入し、精密成形機を中心に採用が進んでい

る。 
また、油圧機器との組合せだけでなく、店舗用省エネ換気システムやエアハンドリングユニット内蔵ファンなど空調事業での商

流を活かした市場展開も加速中である。 
このようにＩＰＭモータ制御による、従来油圧の枠を越えたパワーモーションコントロール技術により、顧客に最適なシステム

を提供する省エネソリューションプロバイダをめざしている。 
特機関連では、主に防衛庁向け砲弾・誘導弾弾頭及び在宅酸素医療用機器に関する研究を行っている。 
その他事業に係る研究開発費は、6億39百万円である。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はな

い。 



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】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 東京、大阪、名古屋の各取引所については市場第１部である。 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 500,000,000 

計 500,000,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月15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 263,813,973 263,813,973
東京、大阪、
名古屋、福岡、札幌

― 

計 263,813,973 263,813,973 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、以下のとおりである。 

  

①平成14年６月27日の株主総会決議に基づき、同日開催の取締役会において発行を決議したもの 

(注) １ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または

自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。 

  

２ ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないものとする。 

新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、専任役員、従業員または当社の子会社

の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後１年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当

該事由が発生した日から１年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、

１年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使するこ

とができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が

当社の取締役、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、平

成16年７月１日から平成17年６月30日までに限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができる

ものとする。 

②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成18年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日) 

新株予約権の数 41個 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 41,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり2,330円(注)１ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日～
平成20年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 2,330円
資本組入額 1,165円

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

    

既発行株式数＋

新規発行また

は処分株式数
×
１株当たりの払込金

額または処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
新規発行または処分前の株価 

既発行株式数＋新規発行または処分株式数 



②平成15年６月27日の株主総会決議に基づき、同日開催の取締役会において発行を決議したもの 

(注) １ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または

自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。 

  

２ ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないものとする。 

新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、専任役員、従業員または当社の子会社

の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後１年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。ただし、当

該事由が発生した日から１年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越えた場合は、

１年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使するこ

とができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を受けた者が

当社の取締役、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合は、平

成17年７月１日から平成18年６月30日までに限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができる

ものとする。 

②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成18年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日) 

新株予約権の数 73個 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 73,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり2,405円(注)１ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年７月１日～
平成21年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 2,405円
資本組入額 1,203円

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

    

既発行株式数＋

新規発行また

は処分株式数
×
１株当たりの払込金

額または処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
新規発行または処分前の株価 

既発行株式数＋新規発行または処分株式数 



③平成16年６月29日の株主総会決議に基づき、同日開催の取締役会において発行を決議したもの 

(注) １ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または

自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。 

  

２ ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないものとする。 

新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当

社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後１年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。

ただし、当該事由が発生した日から１年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越え

た場合は、１年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を

行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を

受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持し

なくなった場合は、平成18年７月１日から平成19年６月30日までに限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を

行使することができるものとする。 

②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成18年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日) 

新株予約権の数 136個 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 136,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり2,957円(注)１ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年７月１日～
平成22年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 2,957円
資本組入額 1,479円

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

    

既発行株式数＋

新規発行また

は処分株式数
×
１株当たりの払込金

額または処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
新規発行前または処分前の株価 

既発行株式数＋新規発行または処分株式数 



④平成17年６月29日の株主総会決議に基づき、同日開催の取締役会において発行を決議したもの 

(注) １ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または

自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。 

  

２ ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないものとする。 

新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当

社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後１年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。

ただし、当該事由が発生した日から１年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越え

た場合は、１年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を

行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を

受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持し

なくなった場合は、平成19年７月１日から平成20年６月30日までに限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を

行使することができるものとする。 

②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成18年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日) 

新株予約権の数 1,530個 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 153,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり2,852円(注)１ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日～
平成23年６月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 2,852円
資本組入額 1,426円

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

    

既発行株式数＋

新規発行また

は処分株式数
×
１株当たりの払込金

額または処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
新規発行前または処分前の株価 

既発行株式数＋新規発行または処分株式数 



会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。 

①平成18年６月29日の取締役会決議において発行を決議したもの 

(注) １ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株式の発行または

自己株式の移転を行う場合を除く)は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。 

  

２ ①新株予約権の割当を受けた者は、以下の事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないものとする。 

新株予約権の権利行使期間中に、新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当

社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持しなくなった後１年経過した場合(当該事由が発生した日を含む)。

ただし、当該事由が発生した日から１年経過した日(当該事由が発生した日を含む)が新株予約権の権利行使期間を越え

た場合は、１年の経過を待たずして当該権利行使期間の満了日をもって、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を

行使することができないものとする。また、新株予約権の権利行使期間の開始日が到来する前に、新株予約権の割当を

受けた者が当社の取締役、執行役員、専任役員、従業員または当社の子会社の取締役、従業員のいずれの地位も保持し

なくなった場合は、権利行使期間初日から1年間に限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することが

できるものとする。 

②その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。 

  

  
中間会計期間末現在
(平成18年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日) 

新株予約権の数 2,980個 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 298,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり3,790円(注)１ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成20年７月19日～
平成24年７月18日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額 

発行価格 4,526円
資本組入額 2,263円

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１ 

分割・併合の比率 

    

既発行株式数＋

新規発行また

は処分株式数
×
１株当たりの払込金

額または処分価額 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
新規発行前または処分前の株価 

既発行株式数＋新規発行または処分株式数 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

(注) １ 上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。 

２ ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー、ザチェースマンハッタンバンク、ノーザントラストカンパニー、

ザバンクオブニューヨークは、主として欧米の機関投資家の所有する株式の保管業務を行うとともに、当該機関投資家の

株式名義人となっている。 

３ 平成18年１月16日（報告義務発生日は平成17年10月４日）にバークレイズ・バンク・ピーエルシー他10社の共同保有者か

ら大量保有に関する変更報告書が提出されているが、当社として当中間会計期間末の実質所有株式数が確認できないの

で、上記大株主の状況では考慮していない。 

なお、その変更報告書の内容は以下のとおり。 

大量保有者 バークレイズ・バンク・ピーエルシー他10社 

保有株式数 10,262千株   株式保有割合 3.89％ 

４ 平成18年７月14日（報告義務発生日は平成18年６月30日）にシュローダー投信投資顧問㈱他４社の共同保有者から大量保

有に関する変更報告書が提出されているが、当社として当中間会計期間末の実質所有株式数が確認できないので、上記大

株主の状況では考慮していない。 

なお、その変更報告書の内容は以下のとおり。 

大量保有者 シュローダー投信投資顧問㈱他４社 

保有株式数 12,702千株   株式保有割合 4.81％ 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

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18年９月30日 ― 263,813 ― 28,023 ― 25,968

氏名又は名称 住所 
所有株式数

(千株) 

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合(％) 

日本トラスティ・サービス 

信託銀行㈱ 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 47,360 17.95 

日本マスタートラスト 

信託銀行㈱ 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 15,656 5.93 

ステートストリートバンク 

アンドトラストカンパニー 

(常任代理人 

 ㈱みずほコーポレート銀行) 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 

 02101 U.S.A. 

(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

10,480 3.97 

松下電器産業㈱ 大阪府門真市大字門真1006番地 8,920 3.38 

㈱三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 8,000 3.03 

ザチェースマンハッタンバンク 

(常任代理人 

 ㈱みずほコーポレート銀行) 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON 

EC2P 2HD,ENGLAND 

(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

7,809 2.96 

ノーザントラストカンパニー 

(常任代理人 

 香港上海銀行東京支店) 

50 BANK STREET CANARY WHART LONDON 

 E14 5NT UK 

(東京都中央区日本橋３丁目11番１号) 

7,133 2.70 

ザバンクオブニューヨーク 

(常任代理人 

 ㈱みずほコーポレート銀行) 

ONE WALL STREET NEW YORK NY 10286  

UNITED STATES OF AMERICA 

(東京都中央区日本橋兜町６番７号) 

6,324 2.40 

資産管理サービス信託銀行㈱ 東京都中央区晴海１丁目８番12号 6,016 2.28 

三井住友海上火災保険㈱ 東京都中央区新川２丁目27番２号 4,462 1.69 

計 ― 122,163 46.31 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 47,360千株

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 15,656千株

資産管理サービス信託銀行㈱ 6,016千株



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,200株(議決権42個)含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

(注) 「他人名義所有株式数」欄に記載している株式の名義人は、ダイキン共栄会(大阪市北区中崎西二丁目４番12号梅田センター

ビル)である。第一セントラル設備㈱は、同会に加入しているため、同会の名義で当該株式を所有している。 

  

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) 

(自己保有株式) 
普通株式 840,600

― ― 

(相互保有株式) 
普通株式 11,800

― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

262,900,300 
2,629,003 ― 

単元未満株式 普通株式 61,273 ― １単元(100株)未満の株式 

発行済株式総数 263,813,973 ― ― 

総株主の議決権 ― 2,629,003 ― 

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(％)

(自己保有株式)   

ダイキン工業㈱ 
大阪市北区中崎西二丁目
４番12号 
梅田センタービル 

840,600 ― 840,600 0.32

(相互保有株式)   

モリタニダイキン㈱ 
東京都中央区新川 
１―17―24 
ロフテー中央ビル５Ｆ 

9,500 ― 9,500 0.00

第一セントラル設備㈱ 
千葉県市川市本北方 
１―35―５ 

― 2,300 2,300 0.00

計 ― 850,100 2,300 852,400 0.32



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は、東京証券取引所(市場第１部)の市場相場である。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりである。 

役職の異動 

  

月別 
平成18年 
４月 

平成18年 
５月 

平成18年
６月 

平成18年
７月 

平成18年 
８月 

平成18年 
９月 

最高(円) 4,220 4,130 3,980 3,960 3,830 3,780

最低(円) 3,940 3,610 3,250 3,470 3,380 3,440

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

取締役 
国内空調事業・低温事業、 
グローバルＳＣＭ担当 

堺製作所長 

取締役
国内空調・低温事業（特品含む）、 
半導体冷熱、グローバルＳＣＭ、 

低温事業開発担当 
堺製作所長 

田中 博 平成18年11月１日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。 

なお、前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成している。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。 

なお、前中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成している。 

  

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、前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30

日)及び当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)及び当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)の

中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けている。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％) 

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   55,648 70,940   55,461 

２ 受取手形及び 
  売掛金 

※3,6   125,173 157,409   147,679 

３ 有価証券     3,000 ―   ― 

４ たな卸資産 ※３   151,246 156,972   149,242 

５ 繰延税金資産     13,376 14,278   14,845 

６ その他 ※３   22,084 25,985   26,564 

７ 貸倒引当金     △2,598 △2,682   △2,821 

流動資産合計     367,931 57.1 422,904 54.2   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 

    51,290 54,917   55,568 

２ 機械装置及び 
  運搬具 

    77,015 91,804   89,571 

３ 土地     23,381 24,400   24,263 

４ 建設仮勘定     14,420 10,517   9,239 

５ その他     16,139 18,141   17,842 

有形固定資産 
合計 

    182,247 28.3 199,780 25.6   196,485 27.3

(2) 無形固定資産           

１ 営業権     1,581 ―   1,280 

２ のれん     ― 6,582   ― 

３ 連結調整勘定     5,657 ―   5,426 

４ その他     5,892 6,475   6,925 

無形固定資産 
合計 

    13,131 2.1 13,057 1.7   13,632 1.9

(3) 投資その他の 
  資産 

          

１ 投資有価証券 ※２   69,815 120,333   107,730 

２ 長期貸付金     1,332 1,230   1,280 

３ 繰延税金資産     1,993 2,210   2,044 

４ その他 ※２   8,696 21,815   8,370 

５ 貸倒引当金     △1,270 △1,199   △1,131 

投資その他の 
資産合計 

    80,566 12.5 144,390 18.5   118,293 16.5

固定資産合計     275,945 42.9 357,229 45.8   328,411 45.7

            

資産合計     643,877 100.0 780,133 100.0   719,382 100.0



  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

負債の部           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び 
  買掛金 

※６   68,208 79,972   84,252 

２ 短期借入金     56,503 56,927   53,044 

３ コマーシャル 
  ペーパー 

    48,668 80,498   60,642 

４ 一年内に 
  返済予定の 
  長期借入金 

    2,766 5,446   3,277 

５ 一年内に 
  償還予定の 
  普通社債 

    10,000 ―   ― 

６ 未払法人税等     8,497 8,159   7,643 

７ 製品保証引当金     9,095 10,338   9,542 

８ 未払費用     28,382 31,830   29,785 

９ その他 ※６   26,722 44,425   36,264 

流動負債合計     258,844 40.2 317,598 40.7   284,453 39.5

            

Ⅱ 固定負債           

１ 普通社債     20,000 20,000   20,000 

２ 長期借入金     35,014 36,060   36,030 

３ 繰延税金負債     10,513 17,305   18,530 

４ 退職給付引当金     4,479 1,487   5,072 

５ 長期未払金     564 10,860   564 

固定負債合計     70,572 11.0 85,715 11.0   80,198 11.2

            

負債合計     329,417 51.2 403,314 51.7   364,651 50.7

少数株主持分           

少数株主持分     10,260 1.6 ― ―   11,238 1.6

資本の部           

Ⅰ 資本金     28,023 4.4 ― ―   28,023 3.9

Ⅱ 資本剰余金     25,969 4.0 ― ―   25,968 3.6

Ⅲ 利益剰余金     234,852 36.5 ― ―   250,247 34.8

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

    20,092 3.1 ― ―   33,053 4.6

Ｖ 為替換算調整勘定     △3,132 △0.5 ― ―   7,749 1.0

Ⅵ 自己株式     △1,606 △0.3 ― ―   △1,550 △0.2

資本合計     304,199 47.2 ― ―   343,492 47.7

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

    643,877 100.0 ― ―   719,382 100.0



  

    
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

純資産の部           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     ― 28,023   ― 

２ 資本剰余金     ― 25,968   ― 

３ 利益剰余金     ― 271,200   ― 

４ 自己株式     ― △2,507   ― 

株主資本合計     ― ― 322,684 41.4   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

    ― 29,680   ― 

２ 繰延ヘッジ損益     ― △32   ― 

３ 為替換算調整 
  勘定 

    ― 11,924   ― 

評価・換算差額等 
合計 

    ― ― 41,571 5.3   ― ―

Ⅲ 新株予約権     ― ― 219 0.0   ― ―

Ⅳ 少数株主持分     ― ― 12,343 1.6   ― ―

純資産合計     ― ― 376,819 48.3   ― ―

負債純資産合計     ― ― 780,133 100.0   ― ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成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
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     390,495 100.0 442,692 100.0   792,857 100.0

Ⅱ 売上原価     250,807 64.2 290,683 65.7 522,385 65.9

売上総利益     139,688 35.8 152,009 34.3   270,471 34.1

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

※１   100,383 25.7 110,747 25.0   203,394 25.6

営業利益     39,305 10.1 41,262 9.3   67,077 8.5

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   569   696 1,324   

２ 受取配当金   463   583 726   

３ 持分法による 
  投資利益 

  227   281 505   

４ 為替差益   ―   664 1,049   

５ 受取違約金   778   ― 778   

６ その他   1,403 3,441 0.9 1,871 4,096 0.9 3,899 8,282 1.0

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   2,427   2,660 4,614   

２ 為替差損   119   ― ―   

３ その他   1,326 3,873 1.0 978 3,639 0.8 2,062 6,677 0.8

経常利益     38,873 10.0 41,719 9.4   68,682 8.7

Ⅵ 特別利益           

１ 投資有価証券 
   売却益 

  1,188   19 1,248   

２ 退職給付制度 
   一部終了益 

  ―   681 ―   

３ 立体駐車場保守 
   事業譲渡益 

  ―   700 ―   

４ 関係会社株式 
取得取引に係る 
為替ヘッジ差益 

  ―   4,080 ―   

５ スペイン倉庫火
災保険収入 

  ― 1,188 0.3 ― 5,481 1.2 1,447 2,696 0.3

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産廃却損   344   407 1,045   

２ 投資有価証券 
  評価損 

  22   23 44   

３ 関係会社整理損   ―   260 ―   

４ 減損損失 ※２ 796   ― 796   

５ スペイン倉庫火
災損失 

  260   ― ―   

６ 立体駐車場事業
撤退損 

  1,955 3,379 0.9 ― 690 0.1 1,952 3,838 0.5

税金等調整前 
中間(当期) 
純利益 

    36,683 9.4 46,509 10.5   67,540 8.5

法人税、住民税 
及び事業税 

  10,804   11,816 23,936   

法人税等調整額   2,454 13,259 3.4 9,474 21,291 4.8 274 24,210 3.1

少数株主利益     1,238 0.3 1,247 0.3   2,621 0.3

中間(当期) 
純利益 

    22,185 5.7 23,970 5.4   40,708 5.1



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 
(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) 

資本剰余金の部  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 25,971 25,971

Ⅱ 資本剰余金減少高  

１ 自己株式処分差益取崩額 2 2 3 3

Ⅲ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

25,969 25,968

   

利益剰余金の部  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 215,681 215,681

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 中間(当期)純利益 22,185 40,708  

２ 新規連結に伴う 
  利益剰余金増加高 

― 22,185 23 40,731

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金 2,895 5,790  

２ 役員賞与 110 110  

３ 自己株式処分差損 ― 0  

４ 新規連結に伴う 
  利益剰余金減少高 

7 ―  

５ 連結子会社の決算期変更 
  に伴う利益剰余金減少高 

― 3,013 264 6,165

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

234,852 250,247

   



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

  

  

株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 28,023 25,968 250,247 △1,550 302,689 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当(注)     △2,895   △2,895 

 役員賞与(注)     △110   △110 

 中間純利益     23,970   23,970 

 自己株式の取得       △1,160 △1,160 

 自己株式の処分     △11 203 191 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)           

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) 

― ― 20,953 △957 19,995 

平成18年９月30日残高(百万円) 28,023 25,968 271,200 △2,507 322,684 

  
  
  
  
  
  

評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主 
持分 純資産合計その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算
調整勘定 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 33,053 ― 7,749 40,803 ― 11,238 354,730 

中間連結会計期間中の変動額               

 剰余金の配当(注)             △2,895 

 役員賞与(注)             △110 

 中間純利益             23,970 

 自己株式の取得             △1,160 

 自己株式の処分             191 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △3,373 △32 4,174 768 219 1,105 2,093 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △3,373 △32 4,174 768 219 1,105 22,088 

平成18年９月30日残高(百万円) 29,680 △32 11,924 41,571 219 12,343 376,819 



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成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) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

 36,683 46,509 67,540

減価償却費  12,862 14,980 28,409

減損損失  796 ― 796

貸倒引当金の増加 
（△減少）額 

 31 △181 151

受取利息及び受取配当金  △1,032 △1,279 △2,050

支払利息等  2,662 3,008 5,117

持分法による投資利益  △227 △281 △505

投資有価証券売却益  △1,188 △19 △1,248

立体駐車場保守事業譲渡益  ― △700 ―

関係会社株式取得取引 
に係る為替ヘッジ差益 

 ― △4,080 ―

スペイン倉庫火災保険収入  ― ― △1,447

有形固定資産廃却損  344 407 1,045

投資有価証券評価損  22 23 44

スペイン倉庫火災損失  260 ― ―

立体駐車場事業撤退損  1,955 ― 1,952

売上債権の減少(△増加)額  12,360 △6,965 △8,402

たな卸資産の増加額  △11,419 △5,452 △5,084

仕入債務の増加(△減少)額  △10,922 △5,457 4,945

退職給付引当金の減少額  ― △3,584 ―

前払年金費用の増加額  ― △13,452 ―

確定拠出年金移行に伴う 
未払金の増加額 

 ― 13,394 ―

役員賞与の支払額  △110 △110 △110

その他  △4,570 5,003 △2,603

小計  38,506 41,763 88,549

利息及び配当金の受取額  1,021 1,279 2,038

利息の支払額  △2,657 △3,080 △5,174

法人税等の支払額  △11,574 △11,131 △25,281

立体駐車場事業譲渡による 
収入額 

 ― 700 ―

関係会社株式取得取引 
に係る為替ヘッジ収支額 

 ― 4,080 ―

スペイン倉庫火災関連の 
収支額 

 1,642 ― 3,378

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 26,938 33,610 63,511



  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成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) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

定期預金の預入による支出  △1,284 ― △824

有形固定資産の取得による 
支出 

 △26,559 △19,914 △46,168

有形固定資産の売却による 
収入 

 582 352 559

投資有価証券の取得による 
支出 

 △1,056 △18,005 △18,089

投資有価証券の売却による 
収入 

 2,140 29 3,203

その他  △1,418 △393 △2,100

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △27,595 △37,931 △63,420

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の純増加額  9,171 22,888 15,759

長期借入れによる収入  1,356 3,920 1,903

長期借入金の返済による 
支出 

 △4,528 △2,042 △4,418

社債の償還による支出  ― ― △10,000

自己株式の取得による 
純支出 

 △260 △968 △205

配当金の支払額  △2,895 △2,895 △5,790

少数株主への配当金の 
支払額 

 △1,531 △1,367 △1,531

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 1,311 19,534 △4,283

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 863 336 3,226

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加 
  (減少)額 

 1,517 15,551 △966

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 55,385 54,177 55,385

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金
同等物の増加額 

 1 ― 346

Ⅷ 連結子会社の決算期変更に伴
う現金及び現金同等物の減少
額 

 ― ― △588

Ⅸ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 56,904 69,728 54,177



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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) 連結子会社は、㈱ダイキンア

プライドシステムズ、各地の空

調機器販売会社(ダイキン空調

東京㈱他19社)、各地の空調機

器販売工事施工会社(ダイキン

エアテクノ近畿㈱他７社)、オ

ーケー器材㈱、ダイキンファシ

リティーズ㈱、ダイキントレー

ディング㈱、空調機器用部品製

造会社(ダイキン電子部品㈱他

２社)、東邦化成㈱、ダイキン

化成品販売㈱、ダイキン潤滑機

設㈱、ダイキンヨーロッパエヌ

ブイ、上海大金空調有限公司、

ダイキンインダストリーズ(タ

イランド)リミテッド、ダイキ

ンアメリカインク、大金フッ素

化学(中国)有限公司他合計97社

である。 

１ 連結の範囲に関する事項 

 1)  連結子会社は、㈱ダイキン

アプライドシステムズ、各地の

空調機器販売会社(ダイキン空

調東京㈱他19社)、各地の空調

機器販売工事施工会社(ダイキ

ンエアテクノ近畿㈱他７社)、

オーケー器材㈱、ダイキンファ

シリティーズ㈱、ダイキントレ

ーディング㈱、空調機器用部品

製造会社(ダイキン電子部品㈱

他２社)、東邦化成㈱、ダイキ

ン化成品販売㈱、ダイキン潤滑

機設㈱、ダイキンヨーロッパエ

ヌブイ、上海大金空調有限公

司、ダイキンインダストリーズ

(タイランド)リミテッド、ダイ

キンアメリカインク、大金フッ

素化学(中国)有限公司他合計

100社である。 

１ 連結の範囲に関する事項 

 1) 連結子会社の数は合計99社で

ある。 

   主要な連結子会社名は、「第

１ 企業の概況４ 関係会社の状

況」に記載しているため、省略

した。 

   なお、当中間連結会計期間中

における連結子会社の増減は、

次のとおりである。 

   なお、当中間連結会計期間中

における連結子会社の増減は、

次のとおりである。 

   なお、当連結会計年度中にお

ける連結子会社の増減は、次の

とおりである。 

(増加) 

重要性が増したため新たに連結に

含めたもの 

 ダイキンパワーテクノス東日本㈱ 

 ダイキンパワーテクノス中部㈱ 

 ダイキンパワーテクノス西日本㈱ 

(増加) 

 新設によるもの 

 ダイキンエアコンディショニング

ギリシャ 

(増加) 

新設によるもの 

ダイキンホールディングスユーエ

スエーインク 

ダイキンユーエスコーポレーショ

ン 

重要性が増したため新たに連結に

含めたもの 

ダイキンパワーテクノス東日本㈱ 

ダイキンパワーテクノス中部㈱ 

ダイキンパワーテクノス西日本㈱ 

ダイキンエアコンディショニング

アメリカズインク（旧ダイキンユ

ーエスコーポレーションより社名

変更） 

(減少) 

 連結子会社同士の合併によるもの 

 ㈱ダイキン環境研究所 

―――――――― 

  

(減少) 

当社との合併によるもの 

㈱ダイキンシステムソリューショ

ンズ研究所 

連結子会社同士の合併によるもの 

㈱ダイキン環境研究所 

      

 2) 非連結子会社は、共栄化成工

業㈱及びその他８社の合計９社

である。 

 2)     同左  2) 非連結子会社は、共栄化成工

業㈱及びその他７社の合計８社

である。 

      

 3) 非連結子会社の総資産、売上

高、中間純利益及び利益剰余金

等は、それぞれ連結総資産、連

結売上高、中間連結純利益及び

連結利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため連結の範

囲から除いた。 

 3)     同左  3) 非連結子会社の総資産、売上

高、純利益及び利益剰余金等

は、それぞれ連結総資産、連結

売上高、連結純利益及び連結利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても重

要性がないため連結の範囲から

除いた。 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

 1) 持分法の適用会社は、非連結

子会社及び関連会社のうちＭＤ

Ａマニュファクチュアリングイ

ンク他８社の合計９社である。 

   なお、当中間連結会計期間中

における持分法適用の関連会社

の異動はない。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 1) 持分法の適用会社は、非連結

子会社及び関連会社のうちＭＤ

Ａマニュファクチュアリングイ

ンク他８社の合計９社である。 

   なお、当中間連結会計期間中

における持分法の適用会社の異

動はない。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 1) 持分法の適用会社は、非連結

子会社及び関連会社のうちＭＤ

Ａマニュファクチュアリングイ

ンク他８社の合計９社である。 

      

 2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社は、次の

とおりである。 

非連結 

子会社 

共栄化成工業㈱

及びその他７社

の合計８社であ

る。 

関連会社 ダイミクス㈱及

びその他２社の

合 計 ３ 社 で あ

る。 

 2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社は、次の

とおりである。 

非連結 

子会社 

共栄化成工業㈱

及びその他７社

の合計８社であ

る。 

関連会社 ダイミクス㈱及

びその他２社の

合 計 ３ 社 で あ

る。 

 2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社は、次の

とおりである。 

非連結 

子会社 

共栄化成工業㈱

及びその他６社

の合計７社であ

る。 

関連会社 ダイミクス㈱及

びその他２社の

合 計 ３ 社 で あ

る。 

      

 3) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社に対する

投資については、それぞれ中間

連結純利益及び連結利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がない

ため、原価法により評価してい

る。 

 3)     同左  3) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社に対する

投資については、それぞれ連結

純利益及び連結利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がない

ため、原価法により評価してい

る。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  連結子会社のうち上海大金空調

有限公司他21社の中間決算日は、

６月30日である。中間連結財務諸

表の作成にあたっては６月30日現

在の中間財務諸表を用い、連結決

算日との間に生じた重要な取引に

ついては連結上必要な調整をおこ

なっている。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  連結子会社のうち上海大金空調

有限公司他20社の中間決算日は、

６月30日である。中間連結財務諸

表の作成にあたっては６月30日現

在の中間財務諸表を用い、連結決

算日との間に生じた重要な取引に

ついては連結上必要な調整をおこ

なっている。 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

  連結子会社のうち上海大金空調

有限公司他20社の決算日は12月31

日である。連結財務諸表の作成に

あたっては12月31日現在の財務諸

表を用い、連結決算日との間に生

じた重要な取引については連結上

必要な調整をおこなっている。な

お、ダイキンエアコンディショニ

ングユーケーリミテッドについて

は、当連結会計年度より決算日を

12月31日から３月31日に変更した

ため、15ヶ月決算となっている

が、連結損益計算書には12ヶ月分

を反映し、３ヶ月分の純資産の変

動については連結剰余金計算書の

「連結子会社の決算期変更に伴う

利益剰余金減少高」に反映してい

る。 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 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 

    国内会社については、総平

均法による原価法によってお

り、在外子会社については、

主として総平均法による低価

法によっている。 

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 

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 

同左 

    
  ② 有価証券 

    その他有価証券 

    ・時価のあるもの 

     …中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は主として移動平

均法により算定してい

る) 

    ・時価のないもの 

     …主として移動平均法に

よる原価法 

  ② 有価証券 

    その他有価証券 

    ・時価のあるもの 

     …中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は主として移動

平均法により算定して

いる) 

    ・時価のないもの 

同左 

  ② 有価証券 

    その他有価証券 

    ・時価のあるもの 

     …決算期末日の市場価格

等に基づく時価法(評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は主として移動平

均法により算定してい

る) 

    ・時価のないもの 

同左 

  ③ デリバティブ…時価法   ③ デリバティブ…同左   ③ デリバティブ…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 

    国内会社については、定率

法によっている。但し、平成

10年４月１日以降に取得した

建物(建物附属設備を除く)に

ついては、定額法を採用して

いる。在外子会社について

は、主として見積耐用年数に

基づく定額法によっている。 

   なお、主な耐用年数は以下の

とおりである。 

   建物及び構築物 

   15年～50年 

   機械装置及び運搬具 

   ５年～15年 

 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 

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 

同左 

  ② 無形固定資産 

    定額法を採用している。 

なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、販売可能

有効期間(３年)に基づく定額

法によっている。 

  ② 無形固定資産 

同左 

  ② 無形固定資産 

同左 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に

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検討

し、回収不能見込額を計上し

ている。 

 3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

同左 

 3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

同左 

  ② 製品保証引当金 

    販売ずみの製品の無償修理

費用にあてるため、過去の実

績を基礎に将来の保証見込み

を加味して計上している。 

  ② 製品保証引当金 

同左 

  ② 製品保証引当金 

同左 

  ③ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上している。 

    なお、会計基準変更時差異

(25,248百万円)は、７年によ

る按分額を費用処理してい

る。 

    数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとして

いる。 

    過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により費用処理す

ることとしている。 

  ③ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上している。 

    なお、会計基準変更時差異

(25,248百万円)は、７年によ

る按分額を費用処理してい

る。 

    数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとして

いる。 

    過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により費用処理す

ることとしている。 

  （追加情報） 

    当社及び一部の連結子会社

は、平成18年６月１日を施行

日として退職年金制度の一部

について確定拠出年金制度へ

移行し、「退職給付制度間の

移行等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針第1

号）を適用している。本移行

に伴う影響額は、特別利益と

して681百万円計上してい

る。 

  ③ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上して

いる。 

    なお、会計基準変更時差異

(25,248百万円)は、７年によ

る按分額を費用処理してい

る。 

    数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により翌連

結会計年度から費用処理する

こととしている。 

    過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により費用処理す

ることとしている。 

  （追加情報） 

    当社及び一部の連結子会社

は、平成18年３月の労使合意

により、平成18年６月１日を

施行日として適格退職年金制

度を廃止し、一部を確定給付

企業年金制度へ、一部を確定

拠出年金制度へ移行してい

る。 

 4) 重要なリース取引の処理方法 

   主として、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

貸借契約に係る方法に準じた会

計処理によっている。 

 4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

    当社グループにおいては、

原則として繰延ヘッジ処理を

採用している。また、為替予

約等が付されている外貨建金

銭債権債務等については、振

当処理を行っている。なお、

金利スワップについて特例処

理の条件を充たしている場合

には特例処理を採用してい

る。 

 5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

    当社グループにおいては、

原則として繰延ヘッジ処理を

採用している。また、振当処

理の要件を満たす為替予約等

については、振当処理を行っ

ている。なお、特例処理の要

件を満たす金利スワップにつ

いては、特例処理を採用して

いる。 

 5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

    当社グループにおいては、

原則として繰延ヘッジ処理を

採用している。また、振当処

理の要件を満たす為替予約等

については、振当処理を行っ

ている。なお、特例処理の要

件を満たす金利スワップにつ

いては、特例処理を採用して

いる。 

    

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    当社グループでは、外貨建

金銭債権債務に係る取引市場

での将来の為替変動によるリ

スクを回避する目的で、実需

の外貨建債権債務を対象とし

た為替予約、通貨スワップ、

通貨オプションを利用してい

る。また、金利変動リスクに

対しては、資金の運用金利向

上、支払金利の低減及び取引

市場での将来の金利上昇が有

利子負債に与える影響を一定

の範囲に限定する目的で、実

債権・債務を対象元本とした

金利スワップ、金利オプショ

ン等をヘッジ手段としてい

る。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    当社グループでは、為替変

動リスクに対しては、為替予

約、通貨スワップ及び通貨オ

プションをヘッジ手段とし、

外貨建金銭債権債務等の外貨

建金融資産負債をヘッジ対象

としている。また、金利変動

リスクに対しては、金利スワ

ップ及び金利オプション等を

ヘッジ手段とし、銀行借入等

の金融負債をヘッジ対象とし

ている。 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ③ ヘッジ方針及びヘッジ有効

性評価の方法 

    当社グループのリスク管理

は、経営上多額な損失を被る

ことがないよう、資産・負債

に係る為替変動リスクの回避

及び支払金利の低減等のため

効率的にデリバティブ取引が

利用されているかに重点をお

いて行われている。当社グル

ープにおいては、デリバティ

ブ業務の取引限度額などリス

ク管理方法等を定めたリスク

管理規程があり、この規程に

基づいてデリバティブ取引及

びリスク管理が行われてい

る。デリバティブ取引業務は

管理・財務部により行われ、

日常のリスク管理は経営企画

室により行われており、実施

状況について定期的に取締役

会への報告がなされている。

当社が保有するデリバティブ

のヘッジ機能の有効性につい

ては、定期的にテストを行っ

ている。また、新たな種類の

デリバティブ取引を開始する

場合には事前に、当該デリバ

ティブのヘッジ機能の有効性

をテストし判定する。ヘッジ

有効性の判定は、ヘッジ対象

の相場変動又はキャッシュ・

フロー変動の累計とヘッジ手

段の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とを比

較し行っている。また、必要

に応じ、回帰分析等の手段を

利用している。当社の連結子

会社においても同様のチェッ

ク体制で日常のデリバティブ

取引業務及びリスク管理を行

っている。 

  ③ ヘッジ方針及びヘッジ有効

性評価の方法 

同左 

  ③ ヘッジ方針及びヘッジ有効

性評価の方法 

    当社グループのリスク管理

は、経営上多額な損失を被る

ことがないよう、資産・負債

に係る為替変動リスクの回避

及び支払金利の低減等のため

効率的にデリバティブ取引が

利用されているかに重点をお

いて行われている。デリバテ

ィブのヘッジ機能の有効性に

ついては、定期的にテストを

行っている。また、新たな種

類のデリバティブ取引を開始

する場合には事前に、当該デ

リバティブのヘッジ機能の有

効性をテストし判定する。ヘ

ッジ有効性の判定は、ヘッジ

対象の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘッ

ジ手段の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計とを

比較し行っている。また、必

要に応じ、回帰分析等の手段

を利用している。当社の連結

子会社においても同様のチェ

ック体制で行っている。 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 6) 消費税等の会計処理 

   税抜方式により計上してい

る。 

 6) 消費税等の会計処理 

同左 

  

 6) 消費税等の会計処理 

同左 

  

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

  中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなる。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなる。 



会計処理方法の変更 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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） 

 当中間連結会計期間から「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）を適用している。 

 これにより税金等調整前中間純

利益が796百万円減少している。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づき当該各資産の金額から

直接控除している。 

―――――――― （固定資産の減損に係る会計基

準） 

 当連結会計年度から「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

用している。 

 これにより税金等調整前当期純

利益が796百万円減少している。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に

基づき当該各資産の金額から直接

控除している。 

―――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間から、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第

5号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第8号

平成17年12月９日）を適用してい

る。 

 当中間連結会計期間末における

従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は、364,289百万円であ

る。 

なお、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、中間連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成し

ている。 

―――――――― 



  

  

表示方法の変更 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――――――― （ストック・オプション等に関す

る会計基準） 

 当中間連結会計期間から、「ス

トック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準第8号

平成17年12月27日）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第11号 平成18年５月31

日）を適用している。これによ

り、営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益は、それぞれ

219百万円減少している。 

 なお、セグメントに与える影響

は、該当箇所に記載している。 

―――――――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

（中間連結損益計算書） 

１．前中間連結会計期間において営業外収益に区分掲記

していた「収入ロイヤルティー」（当中間連結会計

期間46百万円）については、金額が僅少となったた

め、当中間連結会計期間より「その他」に含めてい

る。 

２．前中間連結会計期間において営業外収益に区分掲記

していた「空調製品普及奨励金」（当中間連結会計

期間140百万円）については、金額が僅少となった

ため、当中間連結会計期間より「その他」に含めて

いる。 

（中間連結貸借対照表） 

 前中間連結会計期間において、「営業権」及び「連結

調整勘定」として掲記されていたものは、「のれん」と

表示している。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャ

ッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「退職給付

引当金の減少額」（△73百万円）は重要性が増したた

め、当中間連結会計期間より区分掲記している。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産
の減価償却累
計額 

335,027百万円
※１ 有形固定資産

の減価償却累
計額 

353,211百万円
※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 3,491百万円

その他 444百万円

※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 4,053百万円

その他 458百万円

※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 

47,520百万円

定期預金 1,284百万円

売掛金 4,446百万円

たな卸資産 4,562百万円

その他 344百万円

上記に対する
債務 

 

短期借入金 20百万円

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 

98百万人民元
(1,383百万円)

※３ 担保に供している資産 

  

有形固定
資産 

48,283百万円

定期預金 1,212百万円

売掛金 5,649百万円

たな卸資産 7,341百万円

その他 1,362百万円

上記に対する
債務 

短期借入金 5,204百万円

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

78百万人民元
(1,169百万円)

※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)

      

 ４ 偶発債務 

 (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） 150百万円 

 (2)保証予約 

  

ザウアーダン
フォス・ダイ
キン㈱ 

700百万円

台塑大金精密
化学股份有限
公司 

170百万円

寧波東方大金
通信科技有限
公司 

55百万円

(計) (926百万円)

 ４ 偶発債務 

 (1)保証予約 

  

台塑大金精密
化学股份有限
公司 

553百万円

ザウアーダン
フォス・ダイ
キン㈱ 

490百万円

寧波東方大金
通信科技有限
公司 

223百万円

(計) (1,267百万円)

 ４ 偶発債務 

 (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)



  

  

(中間連結損益計算書関係) 

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

 ５ 当社グループは、運転資金の

効率的な調達を行うため、取

引銀行29行と特定融資枠契約

を締結している。 

特定融資
枠契約の
総額 

  25,000百万円

借入実行
残高 

  ―百万円

差引額   25,000百万円

 ５     同左  ５     同左 

      

※６  ―――――――― ※６ 当中間連結会計期間末日は金

融機関の休業日であるが、期末

日満期の手形については、満期

日に決済が行われたものとして

処理している。この結果、当中

間連結会計期間末残高から除か

れている金額は次のとおりであ

る。 

受取手形 496百万円
支払手形 1,449百万円

その他（設備購

入支払手形） 
118百万円

※６  ―――――――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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う

ち、主要な費目及び金額は次の

とおりである。 

１ 販売促進費 
  及び広告 
  宣伝費 

13,010百万円

２ 製品発送費 13,203百万円

３ 貸倒引当金 
  繰入額 

492百万円

４ 製品保証 
  引当金 
  繰入額 

9,095百万円

５ 役員及び 
  従業員 
  給与手当 

29,121百万円

６ 退職給付 
  費用 

2,969百万円

７ 減価償却費 1,794百万円

８ 研究開発費 6,082百万円

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目及び金額は次の

とおりである。 

１ 販売促進費
  及び広告 
  宣伝費 

15,633百万円

２ 製品発送費 15,013百万円

３ 貸倒引当金
  繰入額 

726百万円

４ 製品保証
  引当金 
  繰入額 

10,338百万円

５ 役員及び
  従業員 
  給与手当 

32,205百万円

６ 退職給付
  費用 

2,308百万円

７ 減価償却費 2,123百万円

８ 研究開発費 6,005百万円

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目及び金額は次の

とおりである。 

１ 販売促進費 
  及び広告 
  宣伝費 

26,087百万円

２ 製品発送費 25,754百万円

３ 貸倒引当金 
  繰入額 

764百万円

４ 製品無償
  修理費 

3,553百万円

５ 製品保証
  引当金 
  繰入額 

9,542百万円

６ 役員及び
  従業員 
  給与手当 

59,877百万円

７ 退職給付
  費用 

5,959百万円

８ 減価償却費 3,832百万円

９ 研究開発費 12,237百万円



  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※２ 減損損失 

   当社及び連結子会社は、以下

の資産グループについて減損損

失を計上した。 

（経緯） 

 上記の遊休資産については、今後

の利用計画がなく、また、帳簿価格

に対して時価が著しく下落している

ため、減損損失を認識した。 

（グルーピングの方法） 

 事業の種類を単位としてグルーピ

ングを行っている。また、将来の使

用が見込まれていない遊休資産につ

いては個々の物件単位でグルーピン

グを行っている。 

（回収可能価額の算定方法等） 

 正味売却価額により測定してお

り、重要性の高い資産グループの測

定については、不動産鑑定評価額を

基礎としている。 

用途 種類 場所 

金額 

（百万

円） 

遊休 
建物 
及び 
土地 

大阪府高石市 554 

遊休 土地 
沖縄県島尻郡
玉城村 

108 

遊休 借地権 長野県茅野市 54 

遊休 
建物 
及び 
土地等 

岐阜県高山市 28 

遊休 
建物 
及び 
土地 

熊本県熊本市 23 

遊休 
建物 
及び 
土地 

兵庫県西宮市 19 

遊休 土地 その他４件 7 

計 796 

※２  ―――――――― ※２ 減損損失 

   当社グループは、以下の資産

グループについて減損損失を計

上した。 

（経緯） 

 上記の遊休資産については、今後

の利用計画がなく、また、帳簿価格

に対して時価が著しく下落している

ため、減損損失を認識した。 

（グルーピングの方法） 

 事業の種類を単位としてグルーピ

ングを行っている。また、将来の使

用が見込まれていない遊休資産につ

いては個々の物件単位でグルーピン

グを行っている。 

（回収可能価額の算定方法等） 

 正味売却価額により測定してお

り、重要性の高い資産グループの測

定については、不動産鑑定評価額を

基礎としている。 

用途 種類 場所 

金額 

（百万

円） 

遊休
建物
及び 
土地 

大阪府高石市 554 

遊休 土地
沖縄県島尻郡
玉城村 

108 

遊休 借地権 長野県茅野市 54 

遊休
建物
及び 
土地等

岐阜県高山市 28 

遊休
建物
及び 
土地 

熊本県熊本市 23 

遊休
建物
及び 
土地 

兵庫県西宮市 19 

遊休 土地 その他４件 7 

計 796 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 市場からの買入れによる取得 298千株 

減少数の主な内訳は、次のとおりである。 

 ストック・オプションの権利行使による減少 76千株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

次へ 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 263,813 ― ― 263,813 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 622 298 76 844 

会社名 内訳 
当中間連結会計期間末残高 

（百万円） 

提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 219

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 2,895 11 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年11月14日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 3,681 14 平成18年９月30日 平成18年12月11日

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び 
預金勘定 

55,648百万円

有価証券勘定 3,000百万円

預入期間が３か月
を超える定期預金 

△1,744百万円

現金及び 
現金同等物 

56,904百万円

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

  

現金及び 
預金勘定 

70,940百万円

預入期間が３か月
を超える定期預金

△1,212百万円

現金及び 
現金同等物 

69,728百万円

 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 

55,461百万円

預入期間が３か月
を超える定期預金 

△1,284百万円

現金及び
現金同等物 

54,177百万円



(リース取引関係) 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 (*) 有形固定資産の「その他」に

含まれる 

(注) 取得価額相当額は、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

子込み法により算定してい

る。 

    

工具・ 
器具及 
び備品 
(*) 

(百万円) 

  その他 
(百万円)   

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額   5,573   2,147   7,721

減価償却 
累計額 
相当額 

  2,459   843   3,302

中間期末 
残高 
相当額 

  3,114   1,304   4,418

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 (*) 有形固定資産の「その他」に

含まれる 

(注)  

同左 

    

工具・
器具及 
び備品 
(*) 

(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額 
相当額   6,618 2,604 9,222

減価償却 
累計額 
相当額 

  3,024 1,107 4,131

中間期末 
残高 
相当額 

  3,593 1,497 5,090

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 

  

 (*) 有形固定資産の「その他」に

含まれる 

(注) 取得価額相当額は、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

により算定している。 

工具・
器具及 
び備品 
(*) 

(百万円)

 その他 
(百万円)   

合計 
(百万円)

取得価額
相当額 6,282  2,413   8,695

減価償却
累計額 
相当額 

2,798  980   3,779

期末
残高 
相当額 

3,483  1,432   4,916

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、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

により算定している。 

１年内   1,854百万円

１年超   2,564百万円

合計   4,418百万円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

(注)  

同左 

１年内  2,172百万円

１年超  2,918百万円

合計  5,090百万円

② 未経過リース料期末残高相当額

等 

  未経過リース料期末残高相当額 

  

(注) 未経過リース料期末残高相当

額は、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

ている。 

１年内   2,061百万円

１年超   2,854百万円

合計   4,916百万円

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 1,145百万円

減価償却費 
相当額 

1,145百万円

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 1,259百万円

減価償却費
相当額 

1,259百万円

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 2,283百万円

減価償却費
相当額 

2,283百万円

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

いる。 

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 



  

  

前へ   次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――――――― ２ オペレーティングリース取引 

  未経過リース料 

１年内  3百万円

１年超  7百万円

合計  10百万円

―――――――― 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失

はない。 

（減損損失について） 

同左 

（減損損失について） 

同左 



(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

その他有価証券 

(注) 当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価の50％以上下落した場合、すべて減損処理を行っている。また、時価が

取得原価の30％以上50％未満下落した場合には、財務状況や回復可能性等を総合的に判断して、必要と認められた額につい

て減損処理を行うことにしている。 

  

(デリバティブ取引関係) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

(注) １ 時価の算定方法 先物為替相場、取引先金融機関から提示された価格等に基づいて算定している。 

２ ヘッジ会計を適用しているものについては、記載の対象から除いている。 

前へ     

区分 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

取得原価 
(百万円) 

中間連結 
貸借対照
表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

取得原価
(百万円)

中間連結
貸借対照
表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結 
貸借対照
表計上額 
(百万円) 

差額
(百万円)

(1) 株式 27,935 61,432 33,496 62,399 112,055 49,655 44,908 100,106 55,197

(2) その他 503 746 243 503 811 307 503 948 444

合計 28,439 62,179 33,739 62,903 112,866 49,963 45,412 101,055 55,642

種類 

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

中間連結貸借対照表計上額
(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額
(百万円) 

連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

(1) 非上場株式 1,911 1,892 1,909

(2) その他 5,233 1,520 1,032

対象物 
の種類 

取引の種類 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

契約額等
(百万円)

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円)

通貨 為替予約取引                   

  売建 20,616 20,772 △155 20,331 20,242 88 12,266 12,253 13 

  買建 10 9 △0 ― ― ― ― ― ― 

  通貨スワップ取引 ― ― ― 495 △92 △92 646 106 106 

合計 20,627 20,782 △156 20,826 20,149 △4 12,913 12,359 120 

金利 金利スワップ取引                   

  受取変動・支払固定 8,849 0 0 ― ― ― 7,854 204 204 

  金利オプション取引                   

  買建 4,193 △1 △1 ― ― ― 1,542 △0 △0 

合計 13,043 △0 △0 ― ― ― 9,396 204 204 



(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 １．ストック・オプションにかかる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費 株式報酬費用   219百万円 

  

 ２．ストック・オプションの内容 

（注）株式数に換算して記載している。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役９名、執行役員19名、専任役員12名及び従業員
(役員待遇)13名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 298,000株（注）

付与日 平成18年７月18日

権利確定条件 権利確定条件は付されていない

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはない

権利行使期間 平成20年７月19日から平成24年７月18日

権利行使価格（円） 3,790円

付与日における公正な評価単価（円） 736円



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 
  

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
  

(注) １ 事業区分は、製品の種類、製造方法及び販売方法の類似性を勘案して決定している。 

２ 各事業に含まれている主要な製品の名称 

(1) 空調・冷凍機事業……住宅用空調機器、業務用空調・冷凍機器、舶用空調・冷凍機器、電子システム 

(2) 化学事業………………フルオロカーボンガス、フッ素樹脂、化成品、化工機 

(3) その他事業……………産業機械用油圧機器・装置、建機・車両用油圧機器、集中潤滑機器・装置、機械式立体駐車場シ

ステム、砲弾・誘導弾用弾頭、航空機部品 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めたものは、セグメント間の内部売上高又は振替高に係る費用である。 

４ 会計処理方法の変更 

 （前中間連結会計期間） 

記載すべき事項はない。 

  
空調・冷 
凍機事業 
(百万円) 

化学事業 
(百万円) 

その他事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 
  対する売上高 

321,172 50,681 18,641 390,495 ― 390,495

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

238 1,588 9 1,836 (1,836) ―

計 321,410 52,270 18,651 392,331 (1,836) 390,495

営業費用 285,901 47,413 19,713 353,028 (1,838) 351,190

営業利益又は損失(△) 35,509 4,856 △1,062 39,303 1 39,305

  
空調・冷 
凍機事業 
(百万円) 

化学事業 
(百万円) 

その他事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 
  対する売上高 

366,395 56,092 20,204 442,692 ― 442,692

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

230 2,515 2 2,748 (2,748) ―

計 366,626 58,608 20,207 445,441 (2,748) 442,692

営業費用 332,619 51,715 19,799 404,134 (2,703) 401,430

営業利益 34,006 6,892 408 41,307 (44) 41,262

  
空調・冷 
凍機事業 
(百万円) 

化学事業 
(百万円) 

その他事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に 
  対する売上高 

641,657 107,411 43,788 792,857 ― 792,857

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

487 3,376 19 3,883 (3,883) ―

計 642,145 110,787 43,808 796,740 (3,883) 792,857

営業費用 585,034 100,034 44,582 729,651 (3,870) 725,780

営業利益又は損失(△) 57,110 10,753 △773 67,089 (12) 67,077



 （当中間連結会計期間） 

会計処理方法の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間から「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計

基準第8号 平成17年12月27日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第11号 平成18年５月31日）を適用している。これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業費用は空調・冷凍機事

業が168百万円、化学事業が36百万円、その他事業が14百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少している。 

 （前連結会計年度） 

記載すべき事項はない。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 
  

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
  

(注) １ 国又は地域の区分は、連結会社が所在する地域によっている。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア・オセアニア：タイ、シンガポール、フィリピン、中国、香港、オーストラリア、インド 

(2) ヨーロッパ：ベルギー、ドイツ、フランス、オランダ、スペイン、イタリア、イギリス、ポルトガル 

(3) アメリカ：米国、アルゼンチン 

(4) その他の地域：南アフリカ 

  
国内
(百万円) 

アジア・ 
オセアニア 
(百万円) 

ヨーロッパ
(百万円) 

アメリカ
(百万円)

その他
の地域 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

売上高及び営業損益      
売上高      

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 

234,154 53,346 86,745 15,163 1,084 390,495 ― 390,495

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

43,426 36,758 1,380 1,010 ― 82,575 (82,575) ―

計 277,580 90,105 88,125 16,174 1,084 473,071 (82,575) 390,495

営業費用 263,330 78,318 76,368 16,581 1,069 435,669 (84,479) 351,190

営業利益又は損失(△) 14,249 11,786 11,756 △407 15 37,401 1,903 39,305

  
国内
(百万円) 

アジア・ 
オセアニア 
(百万円) 

ヨーロッパ
(百万円) 

アメリカ
(百万円)

その他
の地域 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

売上高及び営業損益      
売上高      

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 

244,229 68,507 110,019 18,524 1,412 442,692 ― 442,692

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

52,922 36,688 1,963 1,731 ― 93,305 (93,305) ―

計 297,152 105,195 111,982 20,255 1,412 535,998 (93,305) 442,692

営業費用 282,270 97,642 96,497 18,964 1,430 496,803 (95,373) 401,430

営業利益又は損失(△) 14,882 7,553 15,485 1,291 △18 39,194 2,067 41,262

  
国内
(百万円) 

アジア・ 
オセアニア 
(百万円) 

ヨーロッパ
(百万円) 

アメリカ
(百万円)

その他
の地域 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円)

売上高及び営業損益      
売上高      

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 

465,539 116,276 174,810 33,443 2,786 792,857 ― 792,857

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

96,162 67,278 3,270 3,571 ― 170,283 (170,283) ―

計 561,702 183,555 178,081 37,015 2,786 963,141 (170,283) 792,857

営業費用 531,341 163,344 165,635 36,703 2,640 899,666 (173,886) 725,780

営業利益 30,360 20,211 12,445 311 145 63,474 3,602 67,077



３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めたものは、セグメント間の内部売上高又は振替高に係る費用である。 

４ 会計処理方法の変更 

 （前中間連結会計期間） 

記載すべき事項はない。 

 （当中間連結会計期間） 

会計処理方法の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間から「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計

基準第8号 平成17年12月27日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第11号 平成18年５月31日）を適用している。これにより、従来の方法によった場合に比べ、国内の営業費用は219百万

円増加し、営業利益が同額減少している。 

 （前連結会計年度） 

記載すべき事項はない。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、主要な販売先の所在する地域によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア・オセアニア：シンガポール、中国、香港、台湾、韓国、インドネシア、フィリピン、オーストラリア、インド

(2) ヨーロッパ：イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、スペイン、ベルギー、ギリシヤ、ポルトガル 

(3) アメリカ：米国、メキシコ、アルゼンチン 

(4) その他の地域：中近東地域、アフリカ地域 

  

  
アジア・ 
オセアニア 

ヨーロッパ アメリカ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 66,391 90,289 16,409 4,105 177,196

Ⅱ 連結売上高(百万円)     390,495

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

17.0 23.1 4.2 1.1 45.4

  
アジア・ 
オセアニア 

ヨーロッパ アメリカ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 82,402 108,955 21,741 4,333 217,433

Ⅱ 連結売上高(百万円)     442,692

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

18.6 24.6 4.9 1.0 49.1

  
アジア・ 
オセアニア 

ヨーロッパ アメリカ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 143,310 178,821 36,403 8,965 367,500

Ⅱ 連結売上高(百万円)     792,857

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

18.1 22.6 4.6 1.1 46.4



 (１株当たり情報) 

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

1,155円91銭 

１株当たり純資産額 

1,385円17銭 

１株当たり純資産額 

1,304円69銭 

１株当たり中間純利益 

84円29銭 

１株当たり中間純利益 

91円11銭 

１株当たり当期純利益 

154円25銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益           84円28銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益           91円06銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益           154円21銭 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間連結貸借対照表の純資産の部の合

計額 (百万円) 
― 376,819 ― 

普通株式に係る純資産額 (百万円) ― 364,256 ― 

差額の主な内訳(百万円) 
 新株予約権 
 少数株主持分 

― 219 
12,343 

― 

普通株式の発行済株式数 (千株) ― 263,813 ― 

普通株式の自己株式数 (千株) ― 844 ― 

１株当たり純資産の算定に用いられ

た普通株式の数 (千株) 
― 262,969 ― 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純利益(百万円) 22,185 23,970 40,708 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 110 

（うち利益処分による役員賞与金(百
万円)） 

― ― 110

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(百万円) 

22,185 23,970 40,598

普通株式の期中平均株式数(千株) 263,213 263,102 263,197 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に用いられた普通株

式増加数の主要な内訳（千株） 

自己株式取得方式ストックオプション 

新株予約権方式ストックオプション 

  

  

  

9 

23 

  

  

  

16 

111 

  

  

  

16 

54 

普通株式増加数（千株） 33 127 70 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間(当期)純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

平成16年６月29日定時

株主総会決議ストック

オプション 

平成17年６月29日定時

株主総会決議ストック

オプション 

新株予約権 144個

  (144千株)

新株予約権 1,530個

  (153千株)

平成18年６月29日定時

株主総会決議ストック

オプション 

新株予約権 2,980個

  (298千株)

― 



(重要な後発事象) 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――――――  ＯＹＬ インダストリーズ バハッ

ドの株式取得について 

 当社は平成18年10月11日に実施

した相対取引及び平成18年10月６

日より同年11月10日まで実施した

公開買付により、ＯＹＬ インダ

ストリーズ バハッドの総株主の

議決権の99.3%に相当する株式を

取得した。主な概略は以下のとお

りである。 

(1) 被取得企業の名称及び事業の

内容、企業結合を行った主な

理由、企業結合日、企業結合

の法的形式、結合後企業の名

称及び取得した議決権比率 

①被取得企業の名称及び事業の内

容 

ＯＹＬ インダストリーズ バハ

ッド 

投資持株会社として、子会社を

通じて空調機器、冷凍器、業務

用フィルターなどを製造販売 

②企業結合を行った主な理由 

 同社は、アプライド事業の商

品・技術力とソフト・エンジニ

アリング、ローコスト空調機の

コスト競争力、生産技術力、ま

た、北米・アジアに強い事業基

盤を有していることから、同社

を子会社化することにより、シ

ナジーの創出と戦略展開のスピ

ードアップを図り、新市場展

開・事業領域拡大を目指す。 

③企業結合日 

 平成18年10月31日 

④企業結合の法的形式 

 相対取引及び公開買付による株

式取得 

⑤結合後企業の名称 

 ダイキン工業株式会社 

⑥取得した議決権比率 

 99.3% 

 ＯＹＬ インダストリーズ バハッ

ドの株式取得について 

(1) 趣旨及び目的 

当社は平成18年5月18日開催の

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 バハッドの株式を取得

することを決議し、同日、ホン 

レオン セクレタリアル サービシ

ズ センディリアン バハッド及び

リュウ ワン ミン氏と株式譲渡契

約（注）を締結した。また、当該

株式譲渡実行後、残余株式につい

て株式公開買付による取得を実施

することもあわせて決議した。 

同社は、アプライド事業の商

品・技術力とソフト・エンジニア

リング、ローコスト空調機のコス

ト競争力、生産技術力、また、北

米・アジアに強い事業基盤を有し

ていることから、同社を子会社化

することにより、シナジーの創出

と戦略展開のスピードアップを図

り、新市場展開・事業領域拡大を

目指す。 

 (注) 株式譲渡契約による取得株

式数：600,526千株(45.2％) 

株式譲渡契約による株式取

得価額：3,441百万マレーシ

アリンギット 

(2) 株式取得の時期 

株式譲渡の実行は平成18年７月

初旬、株式公開買付手続開始は平

成18年７月初旬、株式公開買付の

応募株主への対価の支払い決済は

平成18年９月下旬頃を予定してい

るが、本件買収はマレーシア監督

官庁の承認取得、関係当事国の独

占禁止法上の手続完了等を条件と

して実行されるため、関係当局の

許認可手続、独占禁止法上の許認

可手続、株式公開買付の状況等の

進行状況によって変更される場合

がある。 



  

  

(2) 【その他】 

該当事項なし。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (2) 被取得企業の取得原価及びそ

の内訳 

ＯＹＬ インダストリーズ バハ

ッドの普通株式（取引価額） 

7,554百万マレーシアリンギ

ット 

(3) 資金調達の方法 

当面は手持ち資金及び借入金

によるが、将来的には当社の財

務状況や市場動向等を勘案しな

がら増資や転換社債の発行、外

部借入れを含めた最適な資金調

達手段を選択する予定である。 

(4) ＯＹＬ インダストリーズ バ

ハッドの概要 

所在地：マレーシア国クアラル

ンプール市 

主要な事業：投資持株会社とし

て、子会社を通じて空調機器、

冷凍器、業務用フィルターなど

を製造販売 

資本の額：139百万マレーシア

リンギット（2005年６月末） 

総資産：3,665百万マレーシア

リンギット（2005年６月末） 

売上高：5,516百万マレーシア

リンギット（2005年６月期） 

主な事業所：米国ミネソタ州ミ

ネアポリス、ケンタッキー州ル

イビル、英国ケント州ダートフ

ォード等 

従業員数：10,398人（2005年６

月末） 

(3) 資金調達の方法 

当面は手持ち資金及び借入金に

よるが、将来的には当社の財務状

況や市場動向等を勘案しながら増

資や転換社債の発行、外部借入れ

を含めた最適な資金調達手段を選

択する予定である。 

(4) ＯＹＬ インダストリーズ バハ

ッドの概要 

所在地：マレーシア国クアラルン

プール市 

主要な事業：投資持株会社とし

て、子会社を通じて空調機器、冷

凍器、業務用フィルターなどを製

造販売 

資本の額：139百万マレーシアリ

ンギット（2005年６月末） 

総資産：3,665百万マレーシアリ

ンギット（2005年６月末） 

売上高：5,516百万マレーシアリ

ンギット（2005年６月期） 

主な事業所：米国ミネソタ州ミネ

アポリス、ケンタッキー州ルイビ

ル、英国ケント州ダートフォード

等 

従業員数：10,398人（2005年６月

末） 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

資産の部           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金 ※２   27,948 32,453   22,896 

２ 受取手形 ※４   2,491 1,717   1,887 

３ 売掛金     49,599 54,539   68,243 

４ 有価証券     3,000 ―   ― 

５ たな卸資産     66,250 66,935   65,005 

６ 短期貸付金     14,231 14,912   13,520 

７ 繰延税金資産     5,866 6,010   8,213 

８ その他     12,855 14,468   15,588 

９ 貸倒引当金     △64 △47   △59 

流動資産合計     182,179 41.2 190,989 36.5   195,294 39.1

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 ※1,2         

１ 建物     25,533 25,176   25,419 

２ 機械及び装置     37,632 41,269   40,063 

３ 土地     19,767 19,767   19,767 

４ その他     11,627 12,379   12,533 

有形固定資産 
合計 

    94,561 21.4 98,593 18.9   97,785 19.6

(2) 無形固定資産     1,564 0.3 1,791 0.3   1,763 0.4

(3) 投資その他の 
  資産 

          

１ 投資有価証券     113,837 166,355   152,746 

２ 関係会社 
  出資金 

    45,480 47,333   46,825 

３ その他     6,394 18,667   5,800 

４ 貸倒引当金     △1,548 △1,038   △975 

投資その他の 
資産合計 

    164,164 37.1 231,317 44.3   204,396 40.9

固定資産合計     260,290 58.8 331,702 63.5   303,945 60.9

資産合計     442,469 100.0 522,692 100.0   499,240 100.0



  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

負債の部                

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形 ※４   4,166 3,967   4,256 

２ 買掛金     30,545 35,049   37,844 

３ 短期借入金     25,280 26,670   26,080 

４ コマーシャル 
  ペーパー 

    40,000 79,000   60,000 

５ 一年内に 
  償還予定の 
  普通社債 

    10,000 ―   ― 

６ 未払法人税等     387 561   3,172 

７ 製品保証引当金     6,360 6,679   6,100 

８ その他 ※４   42,665 48,867   46,722 

流動負債合計     159,406 36.1 200,795 38.4   184,177 36.9

Ⅱ 固定負債           

１ 普通社債     20,000 20,000   20,000 

２ 長期借入金     25,142 22,764   24,882 

３ 長期未払金     564 10,174   564 

４ 繰延税金負債     9,186 16,820   18,146 

５ 退職給付 
  引当金 

    3,175 ―   3,596 

固定負債合計     58,069 13.1 69,760 13.4   67,190 13.4

負債合計     217,476 49.2 270,555 51.8   251,367 50.3

資本の部                

Ⅰ 資本金     28,023 6.3 ― ―   28,023 5.6

Ⅱ 資本剰余金                

１ 資本準備金     25,968 ―   25,968 

資本剰余金合計     25,968 5.9 ― ―   25,968 5.2

Ⅲ 利益剰余金                

１ 利益準備金     6,066 ―   6,066 

２ 任意積立金     133,380 ―   133,380 

３ 中間（当期） 
  未処分利益 

    13,295 ―   23,282 

利益剰余金合計     152,741 34.5 ― ―   162,728 32.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

    19,863 4.5 ― ―   32,699 6.6

Ⅴ 自己株式     △1,602 △0.4 ― ―   △1,546 △0.3

資本合計     224,993 50.8  ― ―   247,873 49.7

負債及び 
資本合計 

    442,469 100.0 ― ―   499,240 100.0



  

    
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

純資産の部           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     ― 28,023   ― 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金   ―   25,968 ―   

資本剰余金合計     ― 25,968   ― 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金   ―   6,066 ―   

(2) その他利益 
  剰余金 

          

固定資産 
圧縮積立金 

  ―   3,170 ―   

別途積立金   ―   144,210 ―   

繰越利益 
剰余金 

  ―   17,596 ―   

利益剰余金合計     ― 171,042   ― 

４ 自己株式     ― △2,504   ― 

株主資本合計     ― ― 222,530 42.6   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

    ― 29,399   ― 

２ 繰延ヘッジ損益     ― △12   ― 

評価・換算 
差額等合計 

    ― ― 29,387 5.6   ― ―

Ⅲ 新株予約権     ― ― 219 0.0   ― ―

純資産合計     ― ― 252,136 48.2   ― ―

負債純資産 
合計 

    ― ― 522,692 100.0   ― ―



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 ※１   217,456 100.0  223,952 100.0   434,986 100.0

Ⅱ 売上原価     160,963 74.0  165,779 74.0   319,474 73.4

売上総利益     56,492 26.0  58,173 26.0   115,512 26.6

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

    46,151 21.2 48,535 21.7   91,426 21.0

営業利益     10,340 4.8  9,637 4.3   24,085 5.5

Ⅳ 営業外収益                

１ 受取利息     101   103    219  

２ その他 ※２   4,329   2,888    10,216  

営業外収益合計     4,431 2.0  2,991 1.3   10,435 2.4

Ⅴ 営業外費用                

１ 支払利息     489   385    542  

２ その他 ※３   515   564    1,416  

営業外費用合計     1,005 0.5 949 0.4   1,959 0.5

経常利益     13,766 6.3 11,679 5.2   32,562 7.5

Ⅵ 特別利益 ※４   1,189 0.6 5,591 2.5   1,811 0.4

Ⅶ 特別損失 ※5,6   2,532 1.2 403 0.2   3,829 0.9

税引前中間 
(当期)純利益 

    12,423 5.7 16,867 7.5   30,544 7.0

法人税、住民税 
及び事業税 

    1,178 0.5 2,395 1.0   8,776 2.0

法人税等調整額     2,552 1.2 3,141 1.4   386 0.1

中間(当期) 
純利益 

    8,693 4.0 11,330 5.1   21,381 4.9

前期繰越利益     4,602 ―   4,602 

合併による 
未処分利益 
受入額 

    ― ―   194 

自己株式処分 
差損 

    0 ―   1 

中間配当額     ― ―   2,894 

中間(当期) 
未処分利益 

    13,295 ―   23,282 



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計 

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金 

利益剰余金
合計 固定資産

圧縮積立金
別途
積立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日 
残高(百万円) 28,023 25,968 6,066 3,170 130,210 23,282 162,728 △1,546 215,173 

中間会計期間中の 
変動額                   

剰余金の配当(注)           △2,895 △2,895   △2,895 

役員賞与(注)           △110 △110   △110 

別途積立金の積立(注)         14,000 △14,000 ―   ― 

中間純利益           11,330 11,330   11,330 

自己株式の取得               △1,160 △1,160 

自己株式の処分           △11 △11 203 191 

株主資本以外の項目の 
当中間会計期間中の 
変動額(純額) 

                  

中間会計期間中の 
変動額合計(百万円) ― ― ― ― 14,000 △5,685 8,314 △957 7,356 

平成18年９月30日 
残高(百万円) 28,023 25,968 6,066 3,170 144,210 17,596 171,042 △2,504 222,530 

  

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日 
残高(百万円) 32,699 ― 32,699 ― 247,873 

中間会計期間中の 
変動額           

剰余金の配当(注)         △2,895 

役員賞与(注)         △110 

別途積立金の積立(注)         ― 

中間純利益         11,330 

自己株式の取得         △1,160 

自己株式の処分         191 

株主資本以外の項目の 
当中間会計期間中の 
変動額(純額) 

△3,300 △12 △3,312 219 △3,093 

中間会計期間中の 
変動額合計(百万円) △3,300 △12 △3,312 219 4,263 

平成18年９月30日 
残高(百万円) 29,399 △12 29,387 219 252,136 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) たな卸資産 

   総平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) たな卸資産 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) たな卸資産 

同左 

 (2) 有価証券 

  ① 子会社株式及び関連会社株

式 

    移動平均法による原価法 

 (2) 有価証券 

  ① 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

 (2) 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 

    時価のあるもの 

     中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定) 

  ② その他有価証券 

    時価のあるもの 

     期末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定) 

    時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

    時価のないもの 

同左 

    時価のないもの 

同左 

 (3) デリバティブ取引 

   時価法 

 (3) デリバティブ取引 

同左 

 (3) デリバティブ取引 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法(ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)については

定額法)を採用している。 

   なお、主な耐用年数は以下の

とおりである。 

建物 15～50年

機械及び装置 ６～12年

工具・器具及び備品 ２～６年

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

   定額法を採用している。 

   なお、市場販売目的のソフト

ウェアについては、販売可能有

効期間(３年)に基づく定額法に

よっている。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備

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

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上している。 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 製品保証引当金 

 販売ずみ製品の無償修理費用

にあてるため、過去の実績を基

礎に将来の保証見込みを加味し

て計上している。 

 (2) 製品保証引当金 

同左 

 (2) 製品保証引当金 

同左 



  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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

る額を計上している。 

   なお、会計基準変更時差異

(22,346百万円)は、７年による

按分額を費用処理している。 

   数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理すること

としている。 

   過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による定

額法により費用処理することと

している。 

 (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

る額を計上している。 

   なお、会計基準変更時差異

(22,346百万円)は、７年による

按分額を費用処理している。 

   数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理すること

としている。 

   過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による定

額法により費用処理することと

している。 

 （追加情報） 

   当社は、平成18年６月１日を

施行日として退職年金制度の一

部について確定拠出年金制度へ

移行し、「退職給付制度間の移

行等に関する会計処理」（企業

会計基準適用指針第1号）を適

用している。本移行に伴う影響

額は、特別利益として792百万

円計上している。 

 (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

に基づき計上している。 

なお、会計基準変更時差異

は、７年による按分額を費用処

理している。 

   数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)によ

る定額法により翌期から費用処

理することとしている。 

   過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による定

額法により費用処理することと

している。 

 （追加情報） 

   当社は、平成18年３月の労使

合意により、平成18年６月１日

を施行日として適格退職年金制

度を廃止し、一部を確定給付企

業年金制度へ、一部を確定拠出

年金制度へ移行している。 

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、通常の賃貸借契約に

係る方法に準じた会計処理によ

っている。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   原則として繰延ヘッジ処理を

採用している。また、為替予約

等が付されている外貨建金銭債

権債務等については、振当処理

を行っている。なお、金利スワ

ップについて特例処理の条件を

充たしている場合には特例処理

を採用している。 

５ ヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   原則として繰延ヘッジ処理を

採用している。また、振当処理

の要件を満たす為替予約等につ

いては、振当処理を行ってい

る。なお、特例処理の要件を満

たす金利スワップについては、

特例処理を採用している。 

５ ヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 



  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   当社は、外貨建債権債務に係

る取引市場での将来の為替変動

によるリスクを回避する目的

で、実需の外貨建債権債務を対

象とした為替予約、通貨スワッ

プ、通貨オプションを利用して

いる。また、金利変動リスクに

対しては、資金の運用金利向

上、支払金利の低減及び取引市

場での将来の金利上昇が有利子

負債に与える影響を一定の範囲

に限定する目的で、実債権・債

務を対象元本とした金利スワッ

プ、金利オプションをヘッジ手

段としている。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   当社は、為替変動リスクに対

しては、為替予約、通貨スワッ

プ及び通貨オプションをヘッジ

手段とし、外貨建金銭債権債務

等の外貨建金融資産負債をヘッ

ジ対象としている。また、金利

変動リスクに対しては、金利ス

ワップ及び金利オプションをヘ

ッジ手段とし、銀行借入等の金

融負債をヘッジ対象としてい

る。 

 ③ ヘッジ方針及びヘッジ有効性

評価の方法 

   当社のリスク管理は、経営上

多額な損失を被ることがないよ

う、資産・負債に係る為替変動

リスクの回避及び支払金利の低

減等のため効率的にデリバティ

ブ取引が利用されているかに重

点をおいて行われている。 

   当社においては、デリバティ

ブ業務の取引限度額などリスク

管理方法等を定めたリスク管理

規程があり、この規程に基づい

てデリバティブ取引及びリスク

管理が行われている。デリバテ

ィブ取引業務は管理・財務部に

より行われ、日常のリスク管理

は経営企画室により行われてお

り、実施状況について定期的に

取締役会への報告がなされてい

る。 

   当社が保有するデリバティブ

のヘッジ機能の有効性について

は、定期的にテストを行ってい

る。また、新たな種類のデリバ

ティブ取引を開始する場合には

事前に、当該デリバティブのヘ

ッジ機能の有効性をテストし判

定する。ヘッジ有効性の判定

は、ヘッジ対象の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計

とヘッジ手段の相場変動又はキ

ャッシュ・フロー変動の累計と

を比較し行っている。また、必

要に応じ、回帰分析等の手段を

利用している。 

 ③ ヘッジ方針及びヘッジ有効性

評価の方法 

同左 

 ③ ヘッジ方針及びヘッジ有効性

評価の方法 

同左 



  

  

会計処理方法の変更 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

６ その他中間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

方式により計上している。な

お、当中間会計期間中の売上等

に係る消費税額と仕入等に係る

消費税額を相殺し、その残額88

百万円は、流動資産のその他と

して中間貸借対照表に計上して

いる。 

６ その他中間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

方式により計上している。な

お、当中間会計期間中の売上等

に係る消費税額と仕入等に係る

消費税額を相殺し、その残額

300百万円は、流動資産のその

他として中間貸借対照表に計上

している。 

６ その他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

方式により計上している。な

お、当期末の未還付税額176百

万円は、流動資産の未収入金と

して貸借対照表に計上してい

る。 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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） 

 当中間会計期間から「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）

を適用している。 

 これにより税引前中間純利益が

211百万円減少している。 

 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

に基づき当該各資産の金額から直

接控除している。 

―――――――― （固定資産の減損に係る会計基

準） 

 当事業年度から「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

ている。 

 これにより税引前当期純利益が

211百万円減少している。 

 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

づき当該各資産の金額から直接控

除している。 

―――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準） 

 当中間会計期間から、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第5号

平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第8号 平成17年

12月９日）を適用している。 

 当中間会計期間末における従来

の「資本の部」の合計に相当する

金額は、251,929百万円である。 

 なお、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間財務諸表等規則の改

正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成している。 

―――――――― 



  

  

表示方法の変更 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――――――― （ストック・オプション等に関す

る会計基準） 

 当中間会計期間から、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第8号 平成

17年12月27日）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指

針第11号 平成18年５月31日）を

適用している。これにより、営業

利益、経常利益及び税引前中間純

利益は、それぞれ219百万円減少

している。 

―――――――― 

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

（中間損益計算書） 

 前中間会計期間において営業外収益に区分掲記してい

た「収入ロイヤルティー」（当中間会計期間46百万円）

については、金額が僅少となったため、当中間会計期間

より「その他」に含めている。 

―――――――――― 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

261,712百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

265,445百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

263,450百万円 

      

※２ 担保に供している資産 

   工場財団を組成しているもの 

  

建物 14,745百万円 

機械及び 
装置 

19,183百万円 

土地 9,799百万円 

その他 2,130百万円 

(計) (45,858百万円)

定期預金 1,284百万円 

※２ 担保に供している資産 

   工場財団を組成しているもの 

  

建物 13,630百万円 

機械及び
装置 

19,008百万円 

土地 11,182百万円 

その他 2,649百万円 

(計) (46,471百万円)

定期預金 1,212百万円 

※２ 担保に供している資産 

   工場財団を組成しているもの 

  

建物 14,448百万円 

機械及び
装置 

19,923百万円 

土地 9,799百万円 

その他 2,364百万円 

(計) (46,535百万円)

定期預金 1,284百万円 

      

   上記に対する債務 

    長期借入金 

    (一年内に返済予定を含む) 

9,450百万円 

   上記に対する債務 

    長期借入金 

    (一年内に返済予定を含む) 

9,450百万円 

   上記に対する債務 

    長期借入金 

    (一年内に返済予定を含む) 

9,450百万円 

    取引先の銀行借入金 

98百万人民元(1,383百万円) 

    取引先の銀行借入金 

78百万人民元(1,169百万円) 

    取引先の銀行借入金 

85百万人民元(1,246百万円) 

      

 ３ 偶発債務 

 (1) 保証 

ダイキン ユーエスの建物賃借料に

対する保証 

(1百万米ドル)     150百万円 

 (2) 保証予約 

   以下の関係会社の金融機関借

入金に対する保証予約 

大金フッ素化学（中国）有限公司 

ダイキンヨーロッパエヌブイ 

ダイキンアメリカインク 

ザウアーダンフォス・ダイキン㈱ 

700百万円 

ダイキン・ザウアーダンフォス・

マニュファクチュアリング㈱ 

290百万円 

大金化学国際貿易（上海）有限

公司 

(30百万米ドル)   3,438百万円 

(346百万人民元)   4,851百万円 

(57百万ユーロ)   7,805百万円 

(45百万米ドル)    5,179百万円 

  418百万円 

(1百万米ドル)     169百万円 

(8百万人民元)     111百万円 

その他７社 1,216百万円 

(計) ( 24,181百万円)

 ３ 偶発債務 

 (1) 保証 

ダイキンエアコンディショニングア

メリカズインクの建物賃借料に対す

る保証 

(1百万米ドル)     124百万円 

 (2) 保証予約 

   以下の関係会社の金融機関借

入金に対する保証予約 

ダイキンアメリカインク 

大金フッ素化学（中国）有限公司 

ダイキンヨーロッパエヌブイ 

台塑大金精密化学股份有限公司 

ザウアーダンフォス・ダイキン㈱ 

490百万円 

(96百万米ドル)   11,366百万円 

418百万円 

(30百万米ドル)   3,582百万円 

(382百万人民元)   5,699百万円 

(59百万ユーロ)   8,878百万円 

(155百万台湾ドル)   553百万円 

その他４社 1,005百万円 

(計) (31,995百万円)

 ３ 偶発債務 

 (1) 保証 

ダイキンエアコンディショニングア

メリカズインク（旧ダイキンユーエ

スコーポレーションより社名変更）

の建物賃借料に対する保証 

(1百万米ドル)     140百万円 

 (2) 保証予約 

   以下の関係会社の金融機関借

入金に対する保証予約 

ダイキンアメリカインク 

大金フッ素化学（中国）有限公司 

ダイキンヨーロッパエヌブイ 

ザウアーダンフォス・ダイキン㈱ 

(76百万米ドル)   8,928百万円 

418百万円 

(33百万米ドル)   3,909百万円 

(370百万人民元)   5,426百万円 

(56百万ユーロ)   8,004百万円 

560百万円 

その他５社 1,339百万円 

(計) (28,587百万円)



  

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

 (3) 借入認知状他 

   以下の関係会社の金融機関借

入金等に対する借入認知状の差

入れ 

ダイキンオーストラリアプロプラ

イアットリーリミテッド 

ダイキンエアコンディショニング

(シンガポール) ピーティーイー

リミテッド 

  

(30百万オーストラリアドル) 
2,580百万円 

(18百万シンガポールドル) 
1,240百万円 

(計) (3,820百万円)

 (3) 借入認知状他 

   以下の関係会社の金融機関借

入金等に対する借入認知状の差

入れ 

ダイキンオーストラリアプロプラ

イアットリーリミテッド 

ダイキンエアコンディショニング

(シンガポール) ピーティーイー

リミテッド 

  

(37百万オーストラリアドル)
3,301百万円 

(10百万シンガポールドル)
743百万円 

(計) (4,045百万円)

 (3) 借入認知状他 

   以下の関係会社の金融機関借

入金等に対する借入認知状の差

入れ 

ダイキンオーストラリアプロプラ

イアットリーリミテッド 

ダイキン エアコンディショニン

グ (シンガポール)ピーティーイ

ーリミテッド 

  

(37百万オーストラリアドル) 
3,109百万円 

(19百万シンガポールドル) 
1,414百万円 

(計) (4,523百万円)

      

※４  ―――――――― ※４ 当中間会計期間末日は金融機

関の休業日であるが、期末日満

期の手形については、満期日に

決済が行われたものとして処理

している。この結果、当中間会

計期間末残高から除かれている

金額は次のとおりである。 

受取手形 246百万円

支払手形 976百万円

その他（設備購

入支払手形） 
118百万円

※４  ―――――――― 



(中間損益計算書関係) 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 売上高に含まれる子会社及び

関連会社からの収入ロイヤル

ティー     6,889百万円 

※１ 売上高に含まれる子会社及び

関連会社からの収入ロイヤル

ティー    11,983百万円 

※１ 売上高に含まれる子会社及び

関連会社からの収入ロイヤル

ティー    20,708百万円 

※２ 営業外収益の「その他」の主

な内容 

受取配当金 3,033百万円

受取違約金 778百万円

※２ 営業外収益の「その他」の主

な内容 

受取配当金 2,503百万円

   

※２ 営業外収益の「その他」の主

な内容 

受取配当金 7,855百万円

受取違約金 778百万円

※３ 営業外費用の「その他」の主

な内容 

売上割引 613百万円

※３ 営業外費用の「その他」の主

な内容 

売上割引 379百万円

※３ 営業外費用の「その他」の主

な内容 

売上割引 652百万円

※４ 特別利益のうち主な内容 

投資有価証券売却益 1,188百万円

※４ 特別利益のうち主な内容 

立体駐車場保守事業

譲渡益 
700百万円

退職給付制度一部 

終了益 
792百万円

関係会社株式取得取

引に係る為替ヘッジ

差益 

4,080百万円

※４ 特別利益のうち主な内容 

投資有価証券売却益 1,247百万円

貸倒引当金戻入益 564百万円

※５ 特別損失のうち主な内容 

立体駐車場事業 

撤退損 
1,955百万円

固定資産廃却損 342百万円

減損損失 211百万円

※５ 特別損失のうち主な内容 

固定資産廃却損 380百万円

   

※５ 特別損失のうち主な内容 

立体駐車場事業 

撤退損 
1,952百万円 

固定資産廃却損 825百万円 

減損損失 211百万円 

子会社株式評価損 817百万円 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※６ 減損損失 

   当社は、以下の資産グループ

について減損損失を計上した。 

（経緯） 

 上記の遊休資産については、今後

の利用計画がなく、また、帳簿価格

に対して時価が著しく下落している

ため、減損損失を認識した。 

（グルーピングの方法） 

 事業の種類を単位としてグルーピ

ングを行っている。また、将来の使

用が見込まれていない遊休資産につ

いては個々の物件単位でグルーピン

グを行っている。 

（回収可能価額の算定方法等） 

 正味売却価額により測定してお

り、重要性の高い資産グループの測

定については、不動産鑑定評価額を

基礎としている。 

用途 種類 場所 

金額 

（百万

円） 

遊休 土地 
沖縄県島尻郡
玉城村 

108 

遊休 借地権 長野県茅野市 54 

遊休 
建物 
及び 
土地等 

岐阜県高山市 28 

遊休 
建物 
及び 
土地 

兵庫県西宮市 19 

計 211 

※６  ―――――――― ※６ 減損損失 

   当社は、以下の資産グループ

について減損損失を計上した。 

（経緯） 

 上記の遊休資産については、今後

の利用計画がなく、また、帳簿価格

に対して時価が著しく下落している

ため、減損損失を認識した。 

（グルーピングの方法） 

 事業の種類を単位としてグルーピ

ングを行っている。また、将来の使

用が見込まれていない遊休資産につ

いては個々の物件単位でグルーピン

グを行っている。 

（回収可能価額の算定方法等） 

 正味売却価額により測定してお

り、重要性の高い資産グループの測

定については、不動産鑑定評価額を

基礎としている。 

用途 種類 場所 

金額 

（百万

円） 

遊休 土地
沖縄県島尻郡
玉城村 

108 

遊休 借地権 長野県茅野市 54 

遊休
建物
及び 
土地等

岐阜県高山市 28 

遊休
建物
及び 
土地 

兵庫県西宮市 19 

計 211 

 ７ 減価償却実施額 

有形固定資産 6,572百万円

無形固定資産 127百万円

 ７ 減価償却実施額 

有形固定資産 7,036百万円

無形固定資産 206百万円

 ７ 減価償却実施額 

有形固定資産 14,347百万円

無形固定資産 282百万円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

  
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

市場からの買入れによる増加 298千株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりである。 

ストック・オプションの権利行使による減少 76千株 

  

  

次へ 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（千株） 619 298 76 840 



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 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 

 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 

 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、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 (*) 有形固定資産の「その他」に

含まれる 

(注) 取得価額相当額は、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

子込み法により算定してい

る。 

    

工具・ 
器具及 
び備品 
(*) 

(百万円) 

  その他 
(百万円)   

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額   5,019   1,047   6,067

減価償却 
累計額 
相当額 

  2,211   397   2,609

中間期末 
残高 
相当額 

  2,807   649   3,457

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

 (*) 有形固定資産の「その他」に

含まれる 

(注)     同左 

    

工具・
器具及 
び備品 
(*) 

(百万円)

その他
(百万円)

合計
(百万円)

取得価額 
相当額   6,005 1,200 7,205

減価償却 
累計額 
相当額 

  2,764 582 3,347

中間期末 
残高 
相当額 

  3,240 617 3,858

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 

  

 (*) 有形固定資産の「その他」に

含まれる 

(注) 取得価額相当額は、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

により算定している。 

工具・
器具及 
び備品 
(*) 

(百万円)

 その他 
(百万円)   

合計 
(百万円)

取得価額
相当額 5,638  1,066   6,704

減価償却
累計額 
相当額 

2,512  482   2,994

期末
残高 
相当額 

3,125  584   3,709

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、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

により算定している。 

１年内   1,546百万円

１年超   1,911百万円

合計   3,457百万円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

(注)     同左 

１年内  1,802百万円

１年超  2,056百万円

合計  3,858百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額

等 

  未経過リース料期末残高相当額 

  

(注) 未経過リース料期末残高相当

額は、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

ている。 

１年内   1,707百万円

１年超   2,002百万円

合計   3,709百万円

    
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 974百万円

減価償却費 

相当額 
974百万円

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 1,054百万円

減価償却費 

相当額 
1,054百万円

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 1,928百万円

減価償却費 

相当額 
1,928百万円

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

いる。 

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 

    
（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はない。 

（減損損失について） 

同左 

  

（減損損失について） 

同左 



(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるも

のはない。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。 

  

(重要な後発事象) 

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――――――――  ＯＹＬ インダストリーズ バハッ

ドの株式取得について 

 当社は平成18年10月11日に実施

した相対取引及び平成18年10月６

日より同年11月10日まで実施した

公開買付により、ＯＹＬ インダ

ストリーズ バハッドの総株主の

議決権の99.3%に相当する株式を

取得した。主な概略は以下のとお

りである。 

(1) 被取得企業の名称及び事業の

内容、企業結合を行った主な

理由、企業結合日、企業結合

の法的形式、結合後企業の名

称及び取得した議決権比率 

①被取得企業の名称及び事業の内

容 

ＯＹＬ インダストリーズ バハ

ッド 

投資持株会社として、子会社を

通じて空調機器、冷凍器、業務

用フィルターなどを製造販売 

②企業結合を行った主な理由 

 同社は、アプライド事業の商

品・技術力とソフト・エンジニ

アリング、ローコスト空調機の

コスト競争力、生産技術力、ま

た、北米・アジアに強い事業基

盤を有していることから、同社

を子会社化することにより、シ

ナジーの創出と戦略展開のスピ

ードアップを図り、新市場展

開・事業領域拡大を目指す。 

③企業結合日 

 平成18年10月31日 

④企業結合の法的形式 

 相対取引及び公開買付による  

ＯＹＬ インダストリーズ バハッ

ドの株式取得について 

(1) 趣旨及び目的 

当社は平成18年5月18日開催の

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 バハッドの株式を取得

することを決議し、同日、ホン 

レオン セクレタリアル サービシ

ズ センディリアン バハッド及び

リュウ ワン ミン氏と株式譲渡契

約（注）を締結した。また、当該

株式譲渡実行後、残余株式につい

て株式公開買付による取得を実施

することもあわせて決議した。 

同社は、アプライド事業の商

品・技術力とソフト・エンジニア

リング、ローコスト空調機のコス

ト競争力、生産技術力、また、北

米・アジアに強い事業基盤を有し

ていることから、同社を子会社化

することにより、シナジーの創出

と戦略展開のスピードアップを図

り、新市場展開・事業領域拡大を

目指す。 

(注) 株式譲渡契約による取得株

式数：600,526千株(45.2％) 

   株式譲渡契約による株式取

得価額：3,441百万マレーシ

アリンギット 

(2) 株式取得の時期 

株式譲渡の実行は平成18年７月

初旬、株式公開買付手続開始は平

成18年７月初旬、株式公開買付の

応募株主への対価の支払い決済は

平成18年９月下旬頃を予定してい

るが、本件買収はマレーシア監督

官庁の承認取得、関係当事国の独

占禁止法上の手続完了等を条件と

して実行されるため、関係当局の

許認可手続、独占禁止法上の許認

可手続、株式公開買付の状況等の

進行状況によって変更される場合

がある。 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  株式取得 

⑤結合後企業の名称 

 ダイキン工業株式会社 

⑥取得した議決権比率 

 99.3% 

(2) 被取得企業の取得原価及びそ

の内訳 

ＯＹＬ インダストリーズ バハ

ッドの普通株式（取引価額） 

7,554百万マレーシアリンギ

ット 

(3) 資金調達の方法 

当面は手持ち資金及び借入金

によるが、将来的には当社の財

務状況や市場動向等を勘案しな

がら増資や転換社債の発行、外

部借入れを含めた最適な資金調

達手段を選択する予定である。 

(4) ＯＹＬ インダストリーズ バ

ハッドの概要 

所在地：マレーシア国クアラル

ンプール市 

主要な事業：投資持株会社とし

て、子会社を通じて空調機器、

冷凍器、業務用フィルターなど

を製造販売 

資本の額：139百万マレーシア

リンギット（2005年６月末） 

総資産：3,665百万マレーシア

リンギット（2005年６月末） 

売上高：5,516百万マレーシア

リンギット（2005年６月期） 

主な事業所：米国ミネソタ州ミ

ネアポリス、ケンタッキー州ル

イビル、英国ケント州ダートフ

ォード等 

従業員数：10,398人（2005年６

月末） 

(3) 資金調達の方法 

当面は手持ち資金及び借入金に

よるが、将来的には当社の財務状

況や市場動向等を勘案しながら増

資や転換社債の発行、外部借入れ

を含めた最適な資金調達手段を選

択する予定である。 

(4) ＯＹＬ インダストリーズ バハ

ッドの概要 

所在地：マレーシア国クアラルン

プール市 

主要な事業：投資持株会社とし

て、子会社を通じて空調機器、冷

凍器、業務用フィルターなどを製

造販売 

資本の額：139百万マレーシアリ

ンギット（2005年６月末） 

総資産：3,665百万マレーシアリ

ンギット（2005年６月末） 

売上高：5,516百万マレーシアリ

ンギット（2005年６月期） 

主な事業所：米国ミネソタ州ミネ

アポリス、ケンタッキー州ルイビ

ル、英国ケント州ダートフォード

等 

従業員数：10,398人（2005年６月

末） 



(2) 【その他】 

平成18年11月14日に開催した取締役会において、当期の中間配当につき、次のとおり決議した。 

  

総額 3,681,626,396円 

１株当たりの額 14円00銭 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第103期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 平成18年６月29日に関東財務局長に提出 

  

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

訂正報告書（上記(1) 有価証券報告書の訂正報告書）を平成18年12月５日に関東財務局長に提出 

  

(3) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書を平成18年６月29日に関東

財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を平成18年11月１日に関東財務

局長に提出 

  

(4) 臨時報告書の訂正報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づく臨時報告書にかかる訂正報告書を平成

18年７月19日に関東財務局長に提出 

  

(5) 自己株券買付状況報告書 

平成18年４月10日、平成18年５月11日、平成18年６月８日、平成18年７月12日、平成18年８月11日、平成18年９月

８日、平成18年10月12日、平成18年11月９日、平成18年12月13日に関東財務局長に提出 

  

  



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。 



  

平成17年12月15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中間連結会計期間（平成17年4月1日から平

成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、ダイキン工業株式会社及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

「会計処理方法の変更」に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間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中間連結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

独立監査人の中間監査報告書 

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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

している。 



  

平成18年12月14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18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年4月1日から平

成18年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、ダイキン工業株式会社及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 「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日付の株式譲渡契約に従い、平成18年10月11

日に主要株主より相対取引にてＯＹＬ インダストリーズ バハッドの株式を取得し、また平成18年10月６日から11月10

日までの株式公開買付を行い、議決権の99.3％に相当する株式を取得した。 

  

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。 

以 上

  

独立監査人の中間監査報告書 

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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

している。 



  

平成17年12月15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期事業年度の中間会計期間（平成17年4月1日から平

成17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。

この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ダイキン工業株式会社の平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年4月1

日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

「会計処理方法の変更」に記載のとおり、会社は当中間会計期間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中間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

 

  

独立監査人の中間監査報告書 

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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

している。 



  

平成18年12月14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18年4月1日から平成19年3月31日までの第104期事業年度の中間会計期間（平成18年4月1日から平

成18年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書

について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ダイキン工業株式会社の平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年4月1

日から平成18年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 「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日付の株式譲渡契約に従い、平成18年10月11

日に主要株主より相対取引にてＯＹＬ インダストリーズ バハッドの株式を取得し、また平成18年10月６日から11月10

日までの株式公開買付を行い、議決権の99.3％に相当する株式を取得した。 

  

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。 

以 上

 

  

独立監査人の中間監査報告書 

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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

している。 
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