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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成20年６月27日に提出した第105期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）有価証券報告書の

記載事項に一部訂正すべき事項があったため、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出す

るものである。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　　　第５　経理の状況

      ２　財務諸表等

　　  (1) 財務諸表

　　　注記事項

　　(損益計算書関係)

　

     (2) 主な資産及び負債の内容

　　　③売掛金

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示している。
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第一部　【企業情報】

第５ 【経理の状況】 
２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

　注記事項

　(損益計算書関係)

 （訂正前）

摘要
第104期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第105期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　関係会社との取引 売上高 278,863百万円

受取配当金 5,131百万円

(注)　売上高に含まれる子会社、関連会

社からの収入ロイヤリティー

29,754百万円

売上高 320,009百万円

受取配当金 7,245百万円

(注)　売上高に含まれる子会社、関連会

社からの収入ロイヤリティー

36,619百万円

※２　研究開発費の総額 　一般管理費及び当期製造費用に含ま

れる研究開発費　　　　27,303百万円

　一般管理費及び当期製造費用に含ま

れる研究開発費　　 28,578百万円

※３　他勘定振替高の内訳 固定資産へ振替 68百万円

販売費及び一般管理
費へ振替

32百万円

その他 30百万円

(計) (131)百万円

固定資産へ振替 115百万円

販売費及び一般管理
費へ振替

94百万円

その他 24百万円

(計) (234)百万円

※４　販売費及び一般管理費

の主な内訳

　販売費に属する費用のおおよその割

合は69％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は31％である。

　主要な費目及び金額は、次のとおりで

ある。

製品発送費 11,785百万円

貸倒引当金繰入額 239百万円

製品保証引当金
繰入額

6,583百万円

役員報酬・従業員
給与手当

11,002百万円

役員賞与引当金
繰入額

150百万円

退職給付費用 3,526百万円

旅費交通費 4,887百万円

減価償却費 1,355百万円

研究開発費 12,005百万円

事務外注費 5,665百万円

　販売費に属する費用のおおよその割

合は70％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は30％である。

　主要な費目及び金額は、次のとおりで

ある。

製品発送費 13,100百万円

貸倒引当金繰入額 11百万円

製品保証引当金
繰入額

6,968百万円

役員報酬・従業員
給与手当

10,879百万円

役員賞与引当金
繰入額

190百万円

退職給付費用 1,193百万円

旅費交通費 5,128百万円

減価償却費 1,531百万円

研究開発費 12,804百万円

事務外注費 6,645百万円

※５　固定資産廃却損の内訳 主として、不要となった機械装置 同左

※６　過年度法人税等

 

――――――――――

 

　当社と海外子会社との取引に関する

法人税等の追徴税額である。

（追加情報）

　大阪国税局による移転価格調査に関

して、発生する可能性が高いと予想さ

れる納税額を「過年度法人税等」とし

て計上している。

　平成20年６月26日、大阪国税局より更

正通知を受領したが、見積計上額との

差異は軽微であった。なお、内容を検討

したうえで、然るべく対応する予定で

ある。

　

 （訂正後）
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摘要
第104期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第105期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　関係会社との取引 売上高 278,863百万円

受取配当金 5,131百万円

(注)　売上高に含まれる子会社、関連会

社からの収入ロイヤリティー

29,754百万円

売上高 320,009百万円

受取配当金 7,245百万円

(注)　売上高に含まれる子会社、関連会

社からの収入ロイヤリティー

36,619百万円

※２　研究開発費の総額 　一般管理費及び当期製造費用に含ま

れる研究開発費　　　　27,303百万円

　一般管理費及び当期製造費用に含ま

れる研究開発費　　 28,578百万円

※３　他勘定振替高の内訳 固定資産へ振替 68百万円

販売費及び一般管理
費へ振替

32百万円

その他 30百万円

(計) (131)百万円

固定資産へ振替 115百万円

販売費及び一般管理
費へ振替

94百万円

その他 24百万円

(計) (234)百万円

※４　販売費及び一般管理費

の主な内訳

　販売費に属する費用のおおよその割

合は69％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は31％である。

　主要な費目及び金額は、次のとおりで

ある。

製品発送費 11,785百万円

貸倒引当金繰入額 239百万円

製品保証引当金
繰入額

6,583百万円

役員報酬・従業員
給与手当

11,004百万円

役員賞与引当金
繰入額

150百万円

退職給付費用 3,526百万円

旅費交通費 4,887百万円

減価償却費 1,355百万円

研究開発費 12,005百万円

事務外注費 5,665百万円

　販売費に属する費用のおおよその割

合は70％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は30％である。

　主要な費目及び金額は、次のとおりで

ある。

製品発送費 13,100百万円

貸倒引当金繰入額 11百万円

製品保証引当金
繰入額

6,968百万円

役員報酬・従業員
給与手当

10,879百万円

役員賞与引当金
繰入額

190百万円

退職給付費用 1,193百万円

旅費交通費 5,128百万円

減価償却費 1,531百万円

研究開発費 12,804百万円

事務外注費 6,645百万円

※５　固定資産廃却損の内訳 主として、不要となった機械装置 同左

※６　過年度法人税等

 

――――――――――

 

　当社と海外子会社との取引に関する

法人税等の追徴税額である。

（追加情報）

　大阪国税局による移転価格調査に関

して、発生する可能性が高いと予想さ

れる納税額を「過年度法人税等」とし

て計上している。

　平成20年６月26日、大阪国税局より更

正通知を受領したが、見積計上額との

差異は軽微であった。なお、内容を検討

したうえで、然るべく対応する予定で

ある。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

　③売掛金

(修正前)

　

相手先名 金額(百万円)

ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ 14,884

ダイキン エアコンディショニング
アメリカズ インク

4,511

伊藤忠メタルズ㈱ 4,207

ダイキン空調東京㈱ 3,877

ダイキン空調大阪㈱ 2,902

その他 44,328

計 74,713

　

(修正後)

　

相手先名 金額(百万円)

ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ 13,842

ダイキン エアコンディショニング
アメリカズ インク

4,511

伊藤忠メタルズ㈱ 4,207

ダイキン空調東京㈱ 3,877

ダイキン空調大阪㈱ 2,902

その他 45,371

計 74,713
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