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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２四半期
連結累計期間

第106期
第２四半期
連結会計期間

第105期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９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) 666,909 349,076 1,290,893

経常利益 (百万円) 62,643 28,410 122,106

四半期(当期)純利益 (百万円) 38,656 19,759 75,223

純資産額 (百万円) ― 583,558 563,556

総資産額 (百万円) ― 1,241,727 1,213,648

１株当たり純資産額 (円) ― 1,944.47 1,880.01

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 132.37 67.68 263.65

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 132.29 67.65 263.44

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) 34,197 ― 103,329

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △36,536 ― △76,427

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,727 ― 3,367

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 113,554 110,483

従業員数 (名) ― 39,127 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２四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２四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)

（連結子会社）

ダイキン エアコンディショニング

コリア カンパニーリミテッド

 韓国

 ソウル特別市

28億

韓国ウォン

空調・冷凍

機事業
100.0 － 4 無 有 無

ベトキム ジョイントストック カン

パニー

 ベトナム

 ホーチミン市

400億

ベトナムドン

空調・冷凍

機事業

80.0

(80.0)
－ － 〃 〃 〃

ダイキンＭＲエンジニアリング㈱  大阪市淀川区 180百万円
空調・冷凍

機事業
100.0 － 4 〃 無 〃

ダイキンアルケマ制冷剤貿易

(上海)有限公司

 中華人民共和国

 上海市

300千

米ドル
化学事業

100.0

(100.0)
－ 1 〃 〃 〃

（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20年９月30日現在

従業員数(人)
39,127　

(5,393)

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第２四半期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９月30日現在

従業員数(人)
6,175　

(594)

(注) １　従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に当第２四半期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２四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 250,186

化学事業 30,939

その他事業 10,247

合計 291,372

(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２四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 305,039

化学事業 32,446

その他事業 11,590

合計 349,076

(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２四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２四半期連結会計期間における世界経済は、米国発の金融危機が深刻化する中、減速基調を強めた。

米国の金融危機と実体経済悪化の悪循環がユーロ圏にも飛び火し、また堅調に推移していた中国・アジア

の景気も、日米欧向け輸出が鈍化した影響で緩やかに減速した。そうした中、わが国経済は、内需・外需の低

迷から景気後退局面を迎え、消費・投資マインドが大きく冷え込んだ。　

　このような環境下において当社グループの当第２四半期連結会計期間の連結売上高は、3,490億76百万円

となった。 

　利益の面では、連結営業利益は312億37百万円、連結経常利益は284億10百万円、連結四半期純利益は197億

59百万円となった。 

　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は、７月から９月のシーズン最盛期に天候に恵まれ

たことにより、前年同期を上回った。その中で当社グループは、静音性に優れたフィルター自動掃除機能を

搭載し、「２０１０年の省エネ基準」をクリアした高付加価値商品『うるるとさらら』を中心とした販促

展開により、販売台数、売上高ともに前年同期に比べ増加した。　 

　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は、７月から８月中旬までは猛暑の影響により

前年同期並みで推移したが、それ以降９月にかけては、景気の不透明感からの設備投資の抑制や新築着工の

低迷などにより下降傾向を辿った。その中で当社グループは、需要の６割を占める更新需要の獲得を狙い、

業務用では業界初の自動清掃機能付き『クリーンＺＥＡＳ－Ｑ』を５月から投入し、販売店様と共にユー

ザー様のメンテナンス費用削減や省力化など経費削減につながる提案を行うなど、新商品の拡販に取り組

んだことにより、ほぼ前年同期並みの売上高を維持した。

　海外では、住宅用空調機器の販売台数は、中国・アジアで前年同期を上回った。しかし、欧州では主要国で

あるイタリア、スペインでの減販が響き、前年同期に比べ大幅に減少した。業務用空調機器の販売台数は、全

地域で前年同期を上回った。特に中国、オーストラリア、シンガポール、タイの各国では大幅な増販を達成し

た。海外空調機器全体の売上高は前年同期を上回った。欧州では景気後退局面の中、業務用の拡販が奏功し、

前年同期より売上高を伸ばした。また、新事業である暖房事業や、ロシア等エマージング市場での売上高は

前年同期より大幅に増加した。中国でも前年同期より増販し、特に地方都市での販売が拡大した。アジア・

オセアニア、アメリカ地域でも売上高は前年同期を上回った。　

　低温・冷凍機器では、世界的に拡大基調であった海上輸送需要がほぼ前年並みにとどまる中、主として欧

州での販売不振により、売上高、営業利益は前年同期に比べ減少した。 

　空調・冷凍機事業全体の売上高は、3,050億39百万円、営業利益は274億91百万円となった。 

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ことと、中国・欧州で販売を伸ばしたことによ

り、売上高は前年同期に比べ増加した。化成品では、撥水・撥油剤の米国での需要減による販売減と、液晶関

連のファインケミカル製品の販売減少などにより、売上高は前年同期に比べ減少した。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、324億46百万円となった。営業利益は、原材料の市況高騰の影響などにより、34億

77百万円となった。 

③　その他事業 

　産業機械用油圧機器は、国内市場において需要が比較的堅調な一般産機分野での拡販に努めたこと、また

中国・台湾・韓国向けを中心に、インバーター駆動油圧ユニット、インバーターオイルコンなどの差別化商

品の輸出増加により、売上高は前年同期に比べ増加した。建機・車両用油圧機器は、主要顧客の海外向け需

要増により、売上高は前年同期に比べ増加した。 

　特機部門では、防衛省向け砲弾の納入が、第２四半期に繰り上がったことにより、売上高は前年同期に比べ

増加した。 

　その他事業全体では、売上高は115億90百万円となり、営業利益は2億72百万円となった。 
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(２) 財政状態の分析

総資産は、1兆2,417億27百万円となり、第１四半期連結会計期間末に比べて168億69百万円減少した。流動

資産は、現金及び預金等の増加により、第１四半期連結会計期間末比29億8百万円増加の6,420億6百万円と

なった。固定資産は、投資有価証券の時価変動による減少等のため、第１四半期連結会計期間末比比197億78

百万円減少の5,997億20百万円となった。 

　負債は、借入金が増加したが、その他固定負債の減少等があったことにより第１四半期連結会計期間末比

114億13百万円減少の6,581億68百万円となり、有利子負債比率は、第１四半期連結会計期間末29.6％から、

30.3％となった。 

　純資産は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加の反面、配当金の支払いによる利益剰余金の減少

及び投資有価証券の時価変動によるその他有価証券評価差額金の減少等により、第１四半期連結会計期間

末比54億56百万円減少の5,835億58百万円となった。 

　

(３) キャッシュ・フローの状況

当第２四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、税金等調整前四半期純利益

の計上等により、497億84百万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、240億35百万円のキャッシュの減少となった。財務活動では、借入金の増加等により23

億60百万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２四半期連結会計期間の期

末残高は、1,135億54百万円となった。

　

(４) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、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、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で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
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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。

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。
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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

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」という。）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。
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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。

　

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２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は52億93百万円である。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四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２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月13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２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 22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 22,000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２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 90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 90,000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２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 1,013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 101,300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。

　

EDINET提出書類

ダイキン工業株式会社(E01570)

四半期報告書

14/42



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２四半期会計期間末現在
(平成20年９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２四半期会計期間末現在
(平成20年９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平成20年６月27日の取締役会において発行を決議したもの

第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 3,080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 308,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり5,924円(注)１

新株予約権の行使期間
　平成22年７月15日～
平成26年７月14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　　　6,727円
資本組入額　　3,364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) ２① 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９月30日 ― 293,113― 85,032― 82,977
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

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 57,440 19.60

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 21,749 7.42

松下電器産業㈱ 大阪府門真市大字門真1006番地 13,900 4.74

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)

11,288 3.85

㈱三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 9,000 3.07

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 7,697 2.63

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)

6,170 2.11

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 4,900 1.67

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)

4,608 1.57

モルガンホワイトフライヤーズ
エキュイティディリヴェイティ　
ヴ
(常任代理人
　㈱みずほコーポレート銀行)

902 MARKET STREET WILMINGTON DELAWARE 
DE19801 U.S.A
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

4,578 1.56

計 ― 141,333 48.22

(注) １　松下電器産業㈱は、平成20年10月１日にパナソニック㈱に商号変更している。

     ２　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。

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 57,440千株

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 21,749千株

資産管理サービス信託銀行㈱ 7,697千株

３　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、ザバンクオブニュー

ヨーク、モルガンホワイトフライヤーズエキュイティディリヴェイティヴは、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。

４　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２四半期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％

５　平成20年９月22日（報告義務発生日は平成20年９月15日）にフィデリティ投信㈱他１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２四半期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㈱他１社

　　　保有株式数　14,930千株　　　株式保有割合　5.09％
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30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　　1,220,100

― ―

(相互保有株式)
普通株式　　　 12,400

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式
          291,817,300

2,918,173 ―

単元未満株式 普通株式     　64,173　― 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 ― 2,918,173 ―

(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7,600株(議決権76個)含まれて

いる。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30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

1,220,100― 1,220,100 0.42

(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

― 2,900 2,900 0.00

計 ― 1,229,6002,9001,232,500 0.42

(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 ７月 ８月 ９月

最高(円) 5,350 5,480 5,930 5,420 4,560 3,970

最低(円) 4,310 5,050 5,340 4,530 3,580 3,280

(注)　株価は、東京証券取引所(市場第１部)の市場相場である。
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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の役員の異動は、次のとおりである。

　 役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役
空調コンカレント開発、サービス担当、空
調生産本部長、
PD提携推進委員会委員長

取締役
空調コンカレント開発、サービス担当、空
調生産本部長、
MD提携推進委員会委員長

萩原　茂喜 平成20年10月１日
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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。

　なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結

累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令第50号）附則第７条第１

項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用している。

　

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２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９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2四半期連結会計期間末
(平成20年９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 114,476 111,656

受取手形及び売掛金 230,830 226,932

商品及び製品 164,010 147,315

仕掛品 55,063 53,640

原材料及び貯蔵品 38,997 38,421

その他 44,428 41,676

貸倒引当金 △5,800 △5,452

流動資産合計 642,006 614,189

固定資産

有形固定資産 ※１
 251,914

※１
 243,142

無形固定資産

のれん 194,339 200,733

その他 7,756 7,125

無形固定資産合計 202,096 207,859

投資その他の資産

投資有価証券 116,322 121,254

その他 30,482 28,186

貸倒引当金 △1,095 △984

投資その他の資産合計 145,709 148,457

固定資産合計 599,720 599,458

資産合計 1,241,727 1,213,648

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 126,505 128,198

短期借入金 76,743 73,950

コマーシャル・ペーパー 72,000 58,000

1年内返済予定の長期借入金 6,734 8,810

未払法人税等 14,479 13,531

製品保証引当金 18,624 18,953

その他 111,269 111,576

流動負債合計 426,357 413,021

固定負債

社債 20,000 20,000

長期借入金 198,824 196,166

退職給付引当金 4,695 4,291

その他 8,291 16,612

固定負債合計 231,811 237,070

負債合計 658,168 650,091
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（単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間末
(平成20年９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 392,868 355,069

自己株式 △4,742 △3,500

株主資本合計 556,135 519,578

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,426 10,101

繰延ヘッジ損益 △32 371

為替換算調整勘定 8,040 19,159

評価・換算差額等合計 11,434 29,632

新株予約権 764 521

少数株主持分 15,223 13,823

純資産合計 583,558 563,556

負債純資産合計 1,241,727 1,213,648
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

売上高 666,909

売上原価 443,446

売上総利益 223,462

販売費及び一般管理費 ※１
 158,308

営業利益 65,153

営業外収益

受取利息 1,123

受取配当金 1,172

その他 2,660

営業外収益合計 4,955

営業外費用

支払利息 3,652

その他 3,813

営業外費用合計 7,466

経常利益 62,643

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 319

投資有価証券評価損 416

特別損失合計 736

税金等調整前四半期純利益 61,909

法人税等 21,488

少数株主利益 1,765

四半期純利益 38,656
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
 至 平成20年９月30日)

売上高 349,076

売上原価 239,104

売上総利益 109,972

販売費及び一般管理費 ※１
 78,734

営業利益 31,237

営業外収益

受取利息 575

その他 1,546

営業外収益合計 2,122

営業外費用

支払利息 1,650

その他 3,298

営業外費用合計 4,949

経常利益 28,410

特別損失

固定資産処分損 114

投資有価証券評価損 339

特別損失合計 453

税金等調整前四半期純利益 27,956

法人税等 7,203

少数株主利益 993

四半期純利益 19,759
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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２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９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 61,909

減価償却費 21,094

のれん償却額 6,282

貸倒引当金の増減額（△は減少） 813

受取利息及び受取配当金 △2,295

支払利息 3,652

持分法による投資損益（△は益） △459

有形固定資産処分損益（△は益） 319

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） 416

売上債権の増減額（△は増加） △11,652

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,106

仕入債務の増減額（△は減少） 3,027

退職給付引当金の増減額（△は減少） 431

前払年金費用の増減額（△は増加） △133

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は
減少）

△3,273

その他 △123

小計 53,900

利息及び配当金の受取額 2,313

利息の支払額 △4,113

法人税等の支払額 △17,904

営業活動によるキャッシュ・フロー 34,197

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 △26,881

有形固定資産の売却による収入 242

投資有価証券の取得による支出 △6,372

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

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△591

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得に
よる支出

△324

その他 △2,303

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,536

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） 17,522

長期借入れによる収入 9,697

長期借入金の返済による支出 △8,627

配当金の支払額 △5,550

少数株主への配当金の支払額 △1,652

その他 △1,661

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,727

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,070

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 113,554
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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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

１　連結の範囲の変更

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、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。

  当第２四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寧波東方大金通信科技有限公司（大金通信

科技(寧波)有限公司に社名変更）は持分の買増しにより、ダイキンＭＲエンジニアリング㈱、ダイキン エアコン

ディショニングコリア カンパニー リミテッド及びダイキンアルケマ制冷剤貿易(上海)有限公司は新設により、

ベトキム ジョイントストック カンパニーは買収により新たに連結の範囲に含めている。また、ＡＡＦセンディ

リアンバハッド、ＯＹＬ(ＢＶＩ)リミテッドは清算したため、当第２四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、第１四半期連結会計期間において、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

　　187社

 

２　持分法適用の範囲の変更

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。

　当第２四半期連結会計期間において、寧波東方大金通信科技有限公司（大金通信科技(寧波)有限公司に社名変

更）の持分を買増し、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

　　12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

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、当第２四半期連結累計期間における営業利益、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益がそれぞれ1,547百万円減少している。

　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

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

て当第２四半期連結累計期間における営業利益が1,197百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が323

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。

　これにより当第２四半期連結累計期間の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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

１　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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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　427,616百万円

 

　２　保証債務

　　    保証予約
ザウアーダンフォス・

730百万円
ダイキン㈱

台塑大金精密化学股?
898百万円

有限公司

（計） (1,628)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
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９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 467百万円

 　 ２　製品保証引当金繰入額 18,626百万円

 　 ３　役員及び従業員給与手当 46,049百万円

 　 ４　退職給付費用 1,399百万円

 　 ５　のれん償却額 6,282百万円

　

第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９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 377百万円

 　 ２　製品保証引当金繰入額 28百万円

 　 ３　役員及び従業員給与手当 23,027百万円

 　 ４　退職給付費用 723百万円

 　 ５　のれん償却額 3,223百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９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 114,476百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △922百万円

現金及び現金同等物 113,554百万円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日) 及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１

日　至　平成20年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
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２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,224,252

　

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
当第２四半期

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 764

 （注）新株予約権を行使することができる期間の初日が到来していない新株予約権の残高は549百万円である。

　

　
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

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11月６日
取締役会

普通株式 利益剰余金 5,545 19平成20年９月30日 平成20年12月３日

　

　

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)

　

四半期連結財務諸表への影響額に重要性がないため、記載を省略している。
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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２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　
空調・冷
凍機事業
(百万円)

化学事業
(百万円)

その他の事業
(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

305,03932,446 11,590349,076 ― 349,076

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

133 1,460 5 1,599（1,599) ―

計 305,17333,906 11,596350,676(1,599)349,076

        営業利益 27,491 3,477 272 31,241 (4) 31,237

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９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

587,26060,982 18,666666,909 ― 666,909

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

257 2,905 9 3,172 (3,172) ―

計 587,51863,887 18,675670,081(3,172)666,909

　　営業利益又は損失(△) 61,651 3,774 △291 65,134 19 65,153

(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、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、当第２四半期連結累計期間に
おける営業利益は空調・冷凍機事業が596百万円、化学事業が797百万円それぞれ減少し、その他事業の営業損
失が153百万円増加している。

　　「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、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、概算額として当第２四半期連結累計期間における営業利益は、空調・冷凍機
事業が1,151百万円、化学事業が45百万円それぞれ減少している。
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９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

141,03484,28587,79033,6782,287349,076 ― 349,076

　(2) セグメント間
　　　の内部売上高
　　　又は振替高

30,25622,8991,5612,723 131 57,572(57,572)―

計 171,291107,18589,35136,4012,419406,649(57,572)349,076

　　　営業利益 9,43710,2008,3821,753 166 29,9411,29631,237

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９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

261,903151,640184,67664,4724,215666,909 ― 666,909

　(2) セグメント間
　　　の内部売上高
　　　又は振替高

68,74555,4413,1524,472 259 132,071(132,071)―

計 330,649207,081187,82868,9454,475798,980(132,071)666,909

　　　営業利益 19,98520,65519,854 29 114 60,6404,51365,153

(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、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、当第２四半期連結累計期間
における国内の営業利益は1,547百万円減少している。

　　「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、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、概算額として当第２四半期連結累計期間における営業利益は、アジア・
オセアニアが67百万円、ヨーロッパが1,100百万円、アメリカが29百万円それぞれ減少している。
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９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) 89,316 83,677 36,417 8,774 218,185

Ⅱ　連結売上高(百万円) 349,076

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

25.6 24.0 10.4 2.5 62.5

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９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) 164,752 175,124 68,769 17,082 425,728

Ⅱ　連結売上高(百万円) 666,909

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

24.7 26.3 10.3 2.6 63.8

(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２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

1,944円47銭 1,880円01銭

 (注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間末 前連結会計年度末

（平成20年９月30日） （平成20年３月31日）

純資産の部の合計額 (百万円) 583,558 563,556

普通株式に係る純資産額 (百万円) 567,570 549,211

差額の主な内訳(百万円)

　新株予約権 764 521

　少数株主持分 15,223 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) 1,224 981

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)

291,889 292,132

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

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 132円37銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 132円29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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

四半期純利益(百万円) 38,656

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) 38,656

普通株式の期中平均株式数(千株) 292,040

普通株式増加数(千株) 157

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

平成20年６月27日取締役会決
議ストックオプション
新株予約権　3,080個
　　　　（308,000株）
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第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 67円68銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 67円65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２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

四半期純利益(百万円) 19,759

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) 19,759

普通株式の期中平均株式数(千株) 291,961

普通株式増加数(千株) 97

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

平成19年６月28日取締役会決
議ストックオプション
新株予約権　2,920個
　　　　（292,000株）
平成20年６月27日取締役会決
議ストックオプション
新株予約権　3,080個
　　　　（308,000株）

　

(重要な後発事象)

　

該当する事項はない。
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２【その他】

平成20年11月６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　　　　　　　　5,545,983,055円　

　１株当たりの額　　　19円00銭
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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11月10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２四半期連結会計期間

(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年９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９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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