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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】

連結経営指標等

　

回次
第106期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第105期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 317,832 1,290,893

経常利益 (百万円) 34,232 122,106

四半期(当期)純利益 (百万円) 18,896 75,223

純資産額 (百万円) 589,015 563,556

総資産額 (百万円) 1,258,597 1,213,648

１株当たり純資産額 (円) 1,968.08 1,880.01

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 64.68 263.65

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 64.63 263.44

自己資本比率 (％) 45.7 45.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △15,587 103,329

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △12,500 △76,427

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 7,367 3,367

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 90,489 110,483

従業員数 (名) 38,522 36,300

(注)　売上高には、消費税等は含まれていない。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期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）において営まれている
事業の内容に重要な変更はない。
　また、主要な関係会社についても異動はない。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期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。

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
当社

役員

(人)

当社

従業員

(人)

（持分法適用関連会社）
中華人民共和国

常熟市

41,400千

米ドル
化学事業 40 ー 3 無 無 無アルケマダイキン先端フッ素化学

(常熟)有限公司

ダイキンエアテクノ関東㈱、ダイキンエアテクノ東京㈱、ダイキンエアテクノ中京㈱、ダイキンエアテク
ノ近畿㈱、ダイキンエアテクノ中国㈱、ダイキンエアテクノ九州㈱及びダイキンエアテクノ四国㈱の連結子
会社７社は、平成20年４月１日に合併し、ダイキンエアテクノ㈱（連結子会社）となった。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名)
38,522　

(5,859)

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載している。

　　２　臨時従業員には、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20年６月30日現在

従業員数(名)
6,184　

(631)

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載している。

　　２　臨時従業員には、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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期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。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円)

空調・冷凍機事業 255,639

化学事業 26,243

その他事業 5,914

合計 287,797

(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

当第１四半期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。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

空調・冷凍機事業 282,220

化学事業 28,536

その他事業 7,075

合計 317,832

(注) １　セグメント間取引については、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。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていない。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(１) 経営成績の分析

当第1四半期連結会計期間の世界経済は、中国ならびにアジア諸国の景気は引き続き堅調に推移したもの

の、米国のサブプライムローン問題の長期化と原油高の一層の昂進により、日米欧など先進国を中心に景気

の減速感が高まってきた。そうした中、わが国経済は、原油ならびに原材料価格の高騰の影響、改正建築基準

法の施行に伴う建設投資の不振、さらには世界経済の減速を背景とした輸出の鈍化などにより、景況感の悪

化が鮮明となってきた。 

　このような環境下において当社グループの当第１四半期連結会計期間の連結売上高は、前年同期比1.6％

減の3,178億32百万円とほぼ前年同期並となった。 

　利益の面では、連結営業利益は339億16百万円（前年同期比24.6％減）、連結経常利益は342億32百万円

（前年同期比24.1％減）、連結四半期純利益は188億96百万円（前年同期比28.6％減）となった。 

　主要な事業分野別の動向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、ルームエアコンの業界需要が前年同期を下回る中で、差別化商品『うるるとさ

らら』を中心とした“省エネ環境提案”や、床暖房、換気商品などの住宅設備関連商品を組み合わせた“リ

ビング提案”の取り組みと販促展開により、ほぼ前年同期並の売上高となった。　 

　国内業務用空調機器では、業界需要が前年同期を下回る中でも、『ラウンドフローＺＥＡＳ』、『ビル用マ

ルチＶｅ－ｕｐＱ』など主力商品の省エネ性の向上を図り、また業務用で業界初の“フィルター自動清掃

機能”を搭載した新商品『クリーンＺＥＡＳ－Ｑ』を発売し、販売店様・ユーザー様への提案・販促活動

を重点的に展開したことにより、売上高は前年同期を上回った。 

　海外については、当第１四半期の欧州では、景気悪化と天候不順により、特にイタリア・スペイン・フラン

スでの住宅用機器の需要が低迷した。著しく販売台数が伸張した前年同期に比べての販売台数減少に伴い

利益も減少した。一方、中国・アジア・オセアニア地域での販売は好調に推移し、売上高は前年同期を上

回った。 

　空調・冷凍機事業全体の売上高は、前年同期比2.6％減の2,822億20百万円、営業利益は前年同期比21.3％

減の341億60百万円となった。 

②　化学事業 

　フッ素樹脂は、米国ＬＡＮ市場向けの売上高が増加した。化成品では、撥水・撥油剤の中国・アジア市場で

の拡販に努め、また液晶関連のファインケミカル製品の販売増加などにより、売上高は、前年同期に比べ増

加した。フルオロカーボンガスは、日本での販売は減少したが、中国・アジアでの販売が好調に推移したこ

とにより、売上高は前年同期に比べ増加した。 

　化学事業全体の売上高は、前年同期比9.7％増の285億36百万円となったものの、営業利益は、市況高騰の影

響、棚卸資産の評価に関する会計基準の変更の影響もあり、前年同期比82.4％減の2億97百万円と大幅な減

益となった。 

③　その他事業 

　産業機械用油圧機器は、工作機械・一般産業機械分野を中心とした国内市場での拡販努力に加え、中国・

台湾・米国市場向けの販売の増加により、売上高は前年同期を上回った。建機・車両用油圧機器は、前年同

期並の売上高で推移した。 

　特機部門では、防衛省向け砲弾の納入が、第２四半期以降になったことにより、売上高・利益とも前年同期

に比べ減少した。 

　その他事業全体では、売上高は前年同期比0.6％増の70億75百万円となり、5億63百万円の営業損失となっ

た。 
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(２) 財政状態の分析

総資産は、1兆2,585億97百万円となり、前連結会計年度末に比べて449億48百万円増加した。流動資産は、

売上債権・棚卸資産等の増加により、前連結会計年度末比249億8百万円増加の6,390億98百万円となった。

固定資産は、空調・冷凍機事業の海外生産拠点での設備投資等の増加と、投資有価証券の時価変動等によ

り、前連結会計年度末比200億40百万円増加の6,194億98百万円となった。 

　負債は、借入金の増加等により前連結会計年度末比194億90百万円増加の6,695億81百万円となり、有利子

負債比率は、前連結会計年度末29.4％から、29.6％となった。 

　純資産は、配当金の支払いによる55億50百万円の減少の一方、四半期純利益の計上による増加等により、前

連結会計年度末比254億58百万円増加の5,890億15百万円となった。 

　

(３) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期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、売上債権・棚卸資産の増加

等により、155億87百万円のキャッシュの減少となった。投資活動では、固定資産の取得等により、125億円の

キャッシュの減少となった。財務活動では、借入金の増加により73億67百万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第１四半期連結会計期間の期末残高は、904億89百万円となった。

　

(４) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及

び新たに生じた課題はない。

　

《株式会社の支配に関する基本方針》

 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めるとともに、

その実現  に資する取組みとして、戦略経営計画“フュージョン10（テン）”に加えて、当社を支配する者

の在り方について、当社の株主の皆様が十分な情報を得た上適切な判断をしていくための手続を定めてい

る。なお、この手続は、大量買付行為がなされた際の当社における手続の透明性・客観性を高めることを目

的としており、新株予約権や新株の割当てを用いた具体的買収防衛策について定めるものではない。

　

(1) 基本方針の内容

当社は、冷媒と空調機器を併せ持つ世界唯一の空調メーカーとして、長年にわたり培ってきた「空調」と

「化学」の技術を根幹とする新しい豊かさの創造を通じて、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に取

り組んでいる。

空調事業・化学事業等において一段と激化する競争の中にあって、当社グループが持続的な成長を実現

していくためには、従来型の発想・取組みに拘泥することなく、技術革新を核とした新たな需要・市場創造

に積極的に挑戦していく姿勢が必要不可欠である。そして、こうした革新・挑戦を担うのは、当社が培って

きた「人に基軸をおいた経営」の下での強いチームワークをはじめとした人と組織の力である。当社は、

「最高の信用」「進取の経営」「明朗な人の和」という社是の下、平成14年8月に策定した「グループ経営

理念」に基づく思考と行動を徹底しており、これまでの当社グループの発展は、こうした経営理念や従業員

と経営陣との深い信頼関係を背景とした強力な人材力にその基礎を置くものである。

  加えて、当社グループが中長期的視野に立って飛躍的な成長を維持していくためには、より一層のグロー

バル化が今後必要不可欠である。こうしたグローバル化のためには、世界各地における強力な生産拠点網・

販売網の構築が不可欠であり、それを推進する企業文化を保持していく必要がある。また、環境や社会との

共生を図りつつ、真のグローバル企業としての信頼と認知を高めていくことで、世界各地における顧客・取

引先・従業員等といった様々なステークホルダーとの信頼関係を維持していくことも、極めて重要である。

このように、当社の企業価値は、これまで当社が培ってきた有形無形の財産にその源泉を有するものという

ことができる。
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これら当社の企業価値の源泉が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配することとなる大量買付けを

行う者の下においても、中長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の

利益は毀損されることになる。したがって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれが、

株式の大量買付を行う者の目的等から認められる場合には、そうした大量買付行為は不適切であると考え

る。

さらに、株式の大量買付行為の中には、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものや、対象会

社の取締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するた

めの十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらす

ために買付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものもある。

当社は、これらの大量買付行為も不適切なものであると考える。

当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる大量買付行為であるか否かについて、株主

がその提案やそれに対する当社の現経営陣の経営方針等について十分な情報を得た上で、適切な判断を下

すこと（インフォームド・ジャッジメント）を好ましいと考える反面、以上のように、当社の企業価値・株

主共同の利益に反するおそれのある大量買付や株主による適切な判断が困難な方法で大量買付を行う者

は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考える。当社取締役会は、こうした

考え方を、会社法施行規則127条第1号の基本方針と位置付け、ＤＳＲポリシーとして決定した。

　

(2) 基本方針を実現するための当社の取組み

当社は、上記の基本方針の実現に資する特別な取組みとして、当社の戦略経営計画“フュージョン10（テ

ン）”を実行していくことにより、当社の経営資源を有効活用して当社の企業価値の更なる向上を実現す

るとともに、当社株式について大量買付行為がなされた際にそれに対する評価が透明性・客観性をもって

行われ、国内外の株主や投資者に適切に開示がなされるよう確保していくことが重要であると考えている。

　

①　戦略経営計画“フュージョン10(テン)”の実行による企業価値の向上の取組み

当社は、「人・資本・情報をひきつける魅力ある企業」の実現を目指し、平成17年度を目標年度として策

定した戦略経営計画“フュージョン05（オーファイブ）”の下、着実に成長を続け、12期連続の増益及び6

期連続の最高益更新を成し遂げてきた。そして今般、その成果を踏まえ、上記（1）に記載した当社の企業価

値の源泉を最大限生かしていくことで、企業価値・株主共同の利益の更なる向上を目指すべく、新たに2010

年度を目標年度とする戦略経営計画“フュージョン10（テン）”を策定した。

“フュージョン10（テン）”において当社が目指すものは「真のグローバルエクセレントを実現する企業価値の最

大化」である。当社は、グループ経営理念の徹底した共有と実践を絶対条件として、①世界をリードする

No.1の事業の構築、②変化創造リーダーとしての独創的技術によるイノベーションと価値の創出、③資本効

率が高く強靭な収益力・財務体質の整備、④働く一人ひとりの誇りと喜びを基盤に総力を結集し最大限の

力を発揮する「人基軸の経営」のグローバル・グループでの貫徹といった点を実現することが、当社の経

営資源を有効活用し、当社の企業価値の最大化につながるものと考え、その実現に向けた具体的な施策に取

り組んでいく。

そして当社は、こうした“フュージョン10（テン）”の着実な遂行を通じて株主・投資家の皆様からの

信頼と理解を得ていくことで、企業価値・株主共同の利益をより一層向上させることにより、ＤＳＲポリ

シーの実現につとめていく。

　

②　大量買付行為についての評価の客観性・透明性を確保する取組み

(a) 手続の概要

当社は、当社株式に対する大量買付行為が行われるに際して、これに先立ち、独立性の高い当社社外取締
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役等からなる独立委員会が、情報収集、その検討及び株主に対する意思表明を行うことが適切であると判断

し、そのための手続（以下「ＤＳＲルール」といいます。）の設定を決定した。

　

(b) 手続の内容

(i) ＤＳＲルールの適用対象

ＤＳＲルールは、以下①又は②に該当する当社株券等の買付もしくはこれに類似する行為又はその提案

（以下、併せて「買付等」という。）がなされる場合に適用される。①又は②に該当する買付等を行おうと

する者（以下「買付者等」という。）には、予めＤＳＲルールに従っていただくこととする。

① 当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付

② 当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者

の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付

　

(ii) 独立委員会

当社は、ＤＳＲルールに従った手続の進行にあたり買付者がＤＳＲポリシーに照らして不適切な者でな

いか否かを客観的に判断するための組織として、当社経営陣からの独立性の高い社外取締役等で構成され

る独立委員会を平成18年7月1日付けで設置した。独立委員会は、買付者等に対する事前の情報提供の要求、

買付等の内容の検討・判断、買付等に対する意見の表明等を行うことを予定しており、これにより当社大量

買付行為に関する手続の客観性・合理性・透明性を高めることを目的としている。独立委員会は、上記(i)

に定める買付等が判明した後、速やかに招集されるものとする。

　

(iii) ＤＳＲルールの内容

ア　必要情報の提供

独立委員会は、当社取締役会の同意を得ることなく上記(i)に定める買付等を行う買付者等に対し、買付

等の実行に先立ち、当社に対して、当該買付等の内容の検討に必要な情報（以下「本必要情報」という。）

を提出していただくよう要請する。

　

イ　買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示

独立委員会は、買付者等から本必要情報が全て提出された場合、当社取締役会に対しても、独立委員会が

定める期間内に買付者等の買付等の内容に対する意見(これを留保する旨の意見を含むものとする)及びそ

の根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報を提示するよう要求するこ

とができる。また、独立委員会は、適宜必要と判断した場合には、当社の従業員、労働組合、取引先、顧客等の

利害関係者に対しても、意見を求める。

　独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記のとおり情報の提示を要求した場合には）当社

取締役会から情報を受領してから最長60日間が経過するまでの間（但し、独立委員会は、下記ウに記載する

ところに従い、これらの期間を延長することができるものとする。以下「検討期間」という。）、買付等の内

容の検討、当社取締役会による代替案の検討、買付者等と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比

較検討等を行う。

独立委員会の判断が、企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、

独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コ

ンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ることができるものとする。

また、独立委員会は、買付者等から本必要情報が提出された事実、及び、本必要情報その他の情報のうち独

立委員会が適切と判断する事項について、独立委員会が適切と判断する時点で、株主の皆様に対する情報開

示を行う。
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ウ　独立委員会による意見等の開示

独立委員会は、上記イの検討期間を経た上、買付者等による買付等が、不適切な買付等に係る要件のいず

れかに該当するか否かについて判断するものとし、その結果、及びその理由その他当該買付等に関する株主

の判断に資すると判断する情報を、株主の皆様に対し情報開示するものとする。

他方、独立委員会は、当初の検討期間終了時までに、上記の判断を行うに至らない場合には、その旨を情報

開示した上で、買付等の内容の検討等に必要とされる範囲内で、検討期間を延長することもできることとす

る。

　

(ⅳ) ＤＳＲルールの改廃等

ＤＳＲルールは、平成18年7月1日より発効することとし、有効期間は3年間とする。但し、当社は、有効期間

中であっても、ＤＳＲルールについて随時、再検討を行い、見直すことがあるものとする。

　

(５) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は115億12百万円である。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期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

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更はない。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 500,000,000

計 500,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 293,113,973293,113,973
東京、大阪、
名古屋、福岡、札幌

―

計 293,113,973293,113,973― ―

(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。
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(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

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 24個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 24,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり2,405円(注)１

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　

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

新株予約権の行使の条件 (注)２

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(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。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
1

分割・併合の比率

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。

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

(注) 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。
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②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

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 92個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 92,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり2,957円(注)１

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

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

新株予約権の行使の条件 (注)２

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(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。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
1

分割・併合の比率

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。

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

(注) 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。
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③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

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 1,095個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 109,500株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり2,852円(注)１

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

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

新株予約権の行使の条件 (注)２

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

　

(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。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
1

分割・併合の比率

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。

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

(注) 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。
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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

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 2,980個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 298,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり3,790円(注)１

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

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

新株予約権の行使の条件 (注)２

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(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。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
1

分割・併合の比率

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。

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

(注) 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。
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②平成19年６月28日の取締役会決議において発行を決議したもの

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 2,920個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 292,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり4,640円(注)１

新株予約権の行使期間
　平成21年７月18日～
平成25年７月17日

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　　　5,675円
資本組入額　　2,838円

新株予約権の行使の条件 (注)２

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(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。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
1

分割・併合の比率

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。

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

(注) 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。
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(3) 【ライツプランの内容】

    　該当する事項はない。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

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20年６月30日 ― 293,113― 85,032― 82,977

　

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していない。

（注）１　平成20年６月19日（報告義務発生日は平成20年６月13日）にＪＰモルガン・アセット・マネ

ジメント㈱他４社の共同保有者から大量保有報告書が提出されているが、当社として当第

１四半期会計期間末の実質所有株式数が確認できていない。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおり。

　　　大量保有者　ＪＰモルガン・アセット・マネジメント㈱他４社

　　　保有株式数　16,805千株　　　株式保有割合　5.73％　　　

　　　２　平成20年７月４日（報告義務発生日は平成20年６月30日）にフィデリティ投信㈱から大量保有

に関する変更報告書が提出されているが、当社として当第１四半期会計期間末の実質所有

株式数が確認できていない。

なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおり。

　　　大量保有者　フィデリティ投信㈱

　　　保有株式数　12,081千株　　　株式保有割合　4.12％　　　
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式　　　977,200

― ―

(相互保有株式)
普通株式　　　 12,300

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式
          292,061,400

2,920,614 ―

単元未満株式 普通株式     　63,073― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数           293,113,973― ―

総株主の議決権 ― 2,920,614 ―

(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7,000株(議決権70個)含まれて

いる。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(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

977,200 ― 977,200 0.33

(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

― 2,800 2,800 0.00

計 ― 986,7002,800989,500 0.34

(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。
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 5,3505,4805,930

最低(円) 4,3105,0505,340

(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、当四半期報告書提出日までに役員の異動はない。

　

EDINET提出書類

ダイキン工業株式会社(E01570)

四半期報告書

19/36



第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レ

ビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 91,421 111,656

受取手形及び売掛金 240,585 226,932

製品 164,930 147,315

原材料 35,135 35,219

仕掛品 61,884 53,640

その他 50,673 44,878

貸倒引当金 △5,533 △5,452

流動資産合計 639,098 614,189

固定資産

有形固定資産 ※１
 249,915

※１
 243,142

無形固定資産

のれん 197,888 200,733

その他 7,390 7,125

無形固定資産合計 205,279 207,859

投資その他の資産

投資有価証券 132,389 121,254

その他 32,936 28,186

貸倒引当金 △1,022 △984

投資その他の資産合計 164,304 148,457

固定資産合計 619,498 599,458

資産合計 1,258,597 1,213,648

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 124,834 128,198

短期借入金 81,799 73,950

コマーシャル・ペーパー 69,000 58,000

1年内返済予定の長期借入金 6,766 8,810

未払法人税等 14,326 13,531

製品保証引当金 18,597 18,953

その他 112,126 111,576

流動負債合計 427,451 413,021

固定負債

社債 20,000 20,000

長期借入金 193,926 196,166

退職給付引当金 5,012 4,291

その他 23,192 16,612

固定負債合計 242,130 237,070

負債合計 669,581 650,091
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（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 85,032 85,032

資本剰余金 82,977 82,977

利益剰余金 373,118 355,069

自己株式 △3,332 △3,500

株主資本合計 537,795 519,578

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 16,733 10,101

繰延ヘッジ損益 401 371

為替換算調整勘定 20,103 19,159

評価・換算差額等合計 37,238 29,632

新株予約権 521 521

少数株主持分 13,459 13,823

純資産合計 589,015 563,556

負債純資産合計 1,258,597 1,213,648
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 317,832

売上原価 204,342

売上総利益 113,490

販売費及び一般管理費 ※１
 79,573

営業利益 33,916

営業外収益

受取配当金 1,100

その他 2,165

営業外収益合計 3,265

営業外費用

支払利息 2,002

その他 946

営業外費用合計 2,949

経常利益 34,232

特別利益

投資有価証券売却益 2

特別利益合計 2

特別損失

固定資産処分損 205

投資有価証券評価損 77

特別損失合計 282

税金等調整前四半期純利益 33,953

法人税等 14,284

少数株主利益 771

四半期純利益 18,896
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 33,953

減価償却費 10,121

のれん償却額 3,058

貸倒引当金の増減額（△は減少） 253

受取利息及び受取配当金 △1,647

支払利息 2,002

持分法による投資損益（△は益） △150

有形固定資産処分損益（△は益） 205

投資有価証券売却損益（△は益） △2

投資有価証券評価損益（△は益） 77

売上債権の増減額（△は増加） △16,206

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,046

仕入債務の増減額（△は減少） 41

退職給付引当金の増減額（△は減少） 800

前払年金費用の増減額（△は増加） △279

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は
減少）

33

その他 △13,513

小計 △5,298

利息及び配当金の受取額 1,669

利息の支払額 △2,217

法人税等の支払額 △9,740

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △11,297

有形固定資産の売却による収入 92

投資有価証券の取得による支出 △1,431

投資有価証券の売却による収入 4

事業譲受による支出 △309

その他 441

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 17,902

長期借入れによる収入 3,254

長期借入金の返済による支出 △6,719

配当金の支払額 △5,550

少数株主への配当金の支払額 △1,524

その他 4

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,367

現金及び現金同等物に係る換算差額 726

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,993

現金及び現金同等物の期首残高 110,483

現金及び現金同等物の四半期末残高 90,489
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　連結の範囲の変更

当第１四半期連結会計期間から、従来持分法適用関連会社であったマッケイカリブインクの持分を買増し、連

結の範囲に含めている。また、ＯＹＬインダストリーズバハッド、ＡＡＦホールディングスリミテッド(バミュー

ダ)、マッケイホールディングスリミテッド(バミューダ)は清算したため、当第１四半期連結会計期間より連結の

範囲から除外している。

　なお、ダイキンエアテクノ関東㈱、ダイキンエアテクノ東京㈱、ダイキンエアテクノ中京㈱、ダイキンエアテクノ

近畿㈱、ダイキンエアテクノ中国㈱、ダイキンエアテクノ九州㈱及びダイキンエアテクノ四国㈱の連結子会社７

社は合併し、ダイキンエアテクノ㈱（連結子会社）となった。

　変更後の連結子会社の数

　　184社

 

２　持分法適用の範囲の変更

当第１四半期連結会計期間から、新たに設立したアルケマダイキン先端フッ素化学(常熟)有限公司を持分法の

適用の範囲に含めている。また、マッケイカリブインクは持分を買増し、連結子会社としたことから持分法の適用

範囲から除外している。

　変更後の持分法適用非連結子会社及び関連会社の数

　　13社

 

３　会計処理方法の変更

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月

５日　企業会計基準第９号）を適用し、国内会社の評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）に変更している。

　これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ

1,468百万円減少している。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載している。

 

(2) 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行ってい

る。

　これにより、期首の利益剰余金が4,749百万円増加している。また、従来の方法によった場合に比べ、概算額とし

て営業利益が616百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が161百万円それぞれ減少している。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載している。

 

(3) リース取引に関する会計基準の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日企業

会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成６年１月18日　

最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上している。また、リース資産の減価償却

の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。なお、リース取引開始日が適

用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理を引き続き採用している。

　これにより損益に与える影響は軽微である。 
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、原則として実地棚卸を省略し、前連結会計年度の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっている。

 

２　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方法に

よっている。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　税金費用の計算方法

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税金等調整前四半期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用している。な

お、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示している。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　421,060百万円

 

　２　保証債務

　　    保証予約
ザウアーダンフォス・

390百万円
ダイキン㈱

寧波東方大金通信科技
356百万円

有限公司

台塑大金精密化学股?
140百万円

有限公司

（計） (886)百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額　418,204百万円

 

　２　保証債務

　　    保証予約
ザウアーダンフォス・

566百万円
ダイキン㈱

寧波東方大金通信科技
328百万円

有限公司

（計） (894)百万円

 

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30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　貸倒引当金繰入額 90百万円

 　 ２　製品保証引当金繰入額 18,597百万円

 　 ３　役員及び従業員給与手当 23,022百万円

 　 ４　退職給付費用 675百万円

 　 ５　のれん償却額 3,058百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

  　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

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 91,421百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △931百万円

現金及び現金同等物 90,489百万円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 293,113,973

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 934,073

　

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
当第１四半期

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 521

（注）新株予約権は、当第１四半期連結会計期間末において権利行使期間の初日が到来していない。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

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20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 5,550 19平成20年３月31日 平成20年６月30日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　

　　　該当する事項はない。

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　

　　　該当する事項はない。
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(リース取引関係)

　

リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っているが、当四半期連結会計期間末の当該取引残高

は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はない。

　

　

(有価証券関係)

　

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動はない。

　

　

(デリバティブ取引関係)

　

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動はない。

　

　

(ストック・オプション等関係)

　

該当する事項はない。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
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

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

282,22028,536 7,075 317,832 ― 317,832

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

124 1,444 3 1,572 (1,572) ―

計 282,34429,980 7,079 319,405(1,572)317,832

　　営業利益又は損失(△) 34,160 297 △563 33,893 23 33,916

(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、砲弾・誘

導弾用弾頭、航空機部品
３　会計処理方法の変更
　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．(1)に記載のとおり、国内会社につい
ては、当第１四半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年
７月５日　企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿
価切下げの方法）に変更している。これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業利益は空調・冷凍機事
業が461百万円、化学事業が862百万円それぞれ減少し、その他事業の営業損失が144百万円増加している。

　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．(2)に記載のとおり、当第１四半期連
結会計期間から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準
委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っている。これによ
り、従来の方法によった場合に比べ、概算額として営業利益は空調・冷凍機事業が594百万円、化学事業が22百
万円それぞれ減少している。

　

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

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

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

120,86967,35496,88530,7941,928317,832 ― 317,832

　(2) セグメント間
　　　の内部売上高
　　　又は振替高

38,48832,5411,5911,749 127 74,498(74,498)―

計 159,35899,89598,47732,5432,056392,331(74,498)317,832

　　営業利益又は損失
　　(△)

10,54710,45511,471△1,723△51 30,6993,21733,916
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(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、中国、香港、オーストラリア、インド、マレーシア
　(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、ギリシャ、ポルトガル、

チェコ、スウェーデン
　(3) アメリカ：米国、アルゼンチン、メキシコ、カナダ
　(4) その他の地域：南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦
３　会計処理方法の変更
　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．(1)に記載のとおり、国内会社につい
ては、当第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18
年７月５日　企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による
簿価切下げの方法）に変更している。これにより、従来の方法によった場合に比べ、国内の営業利益は1,468百
万円減少している。

　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．(2)に記載のとおり、当第１四半期連
結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基
準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っている。これによ
り、従来の方法によった場合に比べ、概算額として営業利益はアジア・オセアニアが14百万円、ヨーロッパが
587百万円それぞれ減少し、アメリカの営業損失が14百万円増加している。

　

　　
　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
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) 75,436 91,447 32,351 8,307 207,543

Ⅱ　連結売上高(百万円) 317,832

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

23.7 28.8 10.2 2.6 65.3

(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、インドネシア、オーストラリア、インド、マレーシア、

タイ
　(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、ギリシャ、ポルトガル、ロシア、オラ

ンダ、スウェーデン
　(3) アメリカ：米国、メキシコ、アルゼンチン、カナダ
　(4) その他の地域：中近東地域、アフリカ地域
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

1,968円08銭 1,880円01銭

　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

当第１四半期連結会計期間末 前連結会計年度末

（平成20年６月30日） （平成20年３月31日）

純資産の部の合計額 (百万円) 589,015 563,556

普通株式に係る純資産額 (百万円) 575,034 549,211

差額の主な内訳(百万円)

　新株予約権 521 521

　少数株主持分 13,459 13,823

普通株式の発行済株式数 (千株) 293,113 293,113

普通株式の自己株式数 (千株) 934 981

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)

292,179 292,132
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２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 64円68銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 64円63銭

　

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期純利益(百万円) 18,896

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 18,896

普通株式の期中平均株式数(千株) 292,156

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株)
　新株予約権方式ストック・オプション 227

普通株式増加数(千株) 227

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

―

　

　

(重要な後発事象)

　

該当する事項はない。
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２【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月６日

ダイキン工業株式会社

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　石　　田　　　　昭　　 印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　河　津　　　誠　司　　 印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「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20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間

(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期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四半期連結財務諸表に

対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、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実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期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

20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　追記情報

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、会社は当第１四半期

連結累計期間から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」が適用される

こととなるため、これにより四半期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

　
 
(注) １．上記は、四半期レビュー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(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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