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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

当社及び連結子会社において、売上及び工事仕掛を前倒しして計上する方法により、不適切な会計処理が行われていたことが

判明した。当該不適切な処理内容について厳正な調査を行い、前倒し計上されていた売上及び工事仕掛の修正等必要と認められ

る訂正を行うため、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき、平成19年6月28日に提出した第104期（自平成18年4月1日　

至平成19年3月31日）有価証券報告書の訂正報告書を提出する。

　なお、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受け、その監査報告書を添付している。

　訂正の概要は下記のとおり。

 

（１）連結財務諸表

  （単位：百万円）

  訂正前(A) 訂正後(B) 訂正額(B-A)

第104期
平成19年3月期

売上高 912,128 911,749 △378

営業利益 80,939 80,754 △185

経常利益 78,470 78,285 △185

当期純利益 45,619 45,419 △199

総資産額 1,164,5751,161,363△3,211

純資産額 413,120 409,952 △3,168

 

（２）財務諸表

  （単位：百万円）

  訂正前(A) 訂正後(B) 訂正額(B-A)

第104期
平成19年3月期

売上高 454,469 454,076 △392

営業利益 28,619 28,499 △120

経常利益 34,230 34,110 △120

当期純利益 26,597 26,448 △148

総資産額 794,811 791,735 △3,075

純資産額 267,933 264,902 △3,030

 

２【訂正事項】

　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

　　　　（1）連結経営指標等

　　　　（2）提出会社の経営指標等

　　第２　事業の状況

　　　１　業績等の概要

　　　　（1）業績

　　　２　生産、受注及び販売の状況

（1）生産実績

（3）販売実績
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　　７　財政状態及び経営成績の分析

（2）財政状態

（3）経営成績

（4）流動性及び資金の源泉

　　第５　経理の状況

　　　１　連結財務諸表等

（1）連結財務諸表

  ①　連結貸借対照表

②　連結損益計算書

③　連結剰余金計算書

④　連結株主資本等変動計算書

⑤　連結キャッシュ・フロー計算書

　会計処理方法の変更

　注記事項

　（連結損益計算書関係）

　（税効果会計関係）

　（セグメント情報）

　（１株当たり情報）

　　　２　財務諸表等

（1）財務諸表

  ①　貸借対照表

②　損益計算書

③　利益処分計算書

④　株主資本等変動計算書

会計処理方法の変更

　注記事項

　（貸借対照表関係）

（損益計算書関係）

　（税効果会計関係）

　（１株当たり情報）

⑤　附属明細表　

（2）主な資産及び負債の内容

 

３【訂正箇所】

　訂正箇所には____を付して表示している。
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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】
（訂正前）

回次 第100期 第101期 第102期 第103期 第104期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

(1) 連結経営指標等      

売上高 (百万円) 572,413 625,717 728,880 792,857912,128

経常利益 (百万円) 41,468 45,209 63,478 68,682 78,470

当期純利益 (百万円) 21,590 28,611 38,747 40,708 45,619

純資産額 (百万円) 205,100 235,771 274,121 343,492413,120

総資産額 (百万円) 475,759 536,378 617,873 719,3821,164,575

１株当たり純資産額 (円) 778.06 894.91 1,040.871,304.691,523.52

１株当たり当期純利益 (円) 81.48 108.18 146.76 154.25 173.42

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

(円) ― ― 146.74 154.21 173.34

自己資本比率 (％) 43.1 44.0 44.4 47.7 34.4

自己資本利益率 (％) 10.9 13.0 15.2 13.2 12.3

株価収益率 (倍) 23.9 24.2 18.4 26.7 23.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 48,501 40,305 43,970 63,511 83,725

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △36,891 △31,594 △42,091 △63,420△305,251

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △16,712 2,182 3,534 △4,283 245,975

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 40,304 50,101 55,385 54,177 82,658

従業員数

〔外、平均臨時雇用人員〕
(人)

15,677

〔―〕

16,816

〔―〕

19,062

〔3,882〕

21,747

〔3,913〕

33,480

〔4,653〕

(2) 提出会社の経営指標等      

売上高 (百万円) 371,844 386,931 438,129 434,986454,469

経常利益 (百万円) 26,827 22,508 26,905 32,562 34,230

当期純利益 (百万円) 13,615 14,975 19,868 21,381 26,597

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) 263,813 263,813 263,813 263,813263,813

純資産額 (百万円) 171,942 195,204 211,832 247,873267,933

総資産額 (百万円) 369,450 410,733 439,144 499,240794,811

１株当たり純資産額 (円) 652.19 740.84 804.24 941.371,017.84

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)
 

12
(6)

14
(6)

18
(7)

22
(11)

28
(14)

１株当たり当期純利益 (円) 51.21 56.41 75.05 80.82 101.11

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

(円) ― ― 75.04 80.80 101.06

自己資本比率 (％) 46.5 47.5 48.2 49.7 33.7

自己資本利益率 (％) 8.1 8.2 9.8 9.3 10.3

株価収益率 (倍) 38.1 46.4 36.0 51.0 40.5

配当性向 (％) 23.4 24.8 24.0 27.2 27.7

従業員数

〔外、平均臨時雇用人員〕
(人)

5,480

〔―〕

5,379

〔―〕

5,149

〔761〕

5,391

〔730〕

5,646

〔690〕
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(注) １　売上高には、消費税等は含まれていない。

２　平成17年３月期の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　第100期、第101期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の発行等を行っているが、希薄化効

果を有しないため記載を省略している。

４　第102期、第103期、第104期の臨時雇用人員については、従業員の100分の10以上であるため〔　〕内に年間の平均人員

を外数で記載している。

５　純資産額の算定にあたり、第104期から「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。
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（訂正後）

回次 第100期 第101期 第102期 第103期 第104期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

(1) 連結経営指標等      

売上高 (百万円) 572,413 625,080 729,413 792,836911,749

経常利益 (百万円) 41,468 44,140 62,787 68,152 78,285

当期純利益 (百万円) 21,590 26,869 38,083 40,145 45,419

純資産額 (百万円) 205,100 234,028 271,715 340,523409,952

総資産額 (百万円) 475,759 534,726 615,596 716,4401,161,363

１株当たり純資産額 (円) 778.06 888.29 1,031.731,293.411,511.47

１株当たり当期純利益 (円) 81.48 101.57 144.24 152.11 172.66

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

(円) ― ― 144.21 152.07 172.58

自己資本比率 (％) 43.1 43.8 44.1 47.5 34.2

自己資本利益率 (％) 10.9 12.2 15.1 13.1 12.3

株価収益率 (倍) 23.9 25.8 18.7 27.1 23.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 48,501 40,305 43,970 63,511 83,725

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △36,891 △31,594 △42,091 △63,420△305,251

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △16,712 2,182 3,534 △4,283 245,975

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 40,304 50,101 55,385 54,177 82,658

従業員数

〔外、平均臨時雇用人員〕
(人)

15,677

〔―〕

16,816

〔―〕

19,062

〔3,882〕

21,747

〔3,913〕

33,480

〔4,653〕

(2) 提出会社の経営指標等      

売上高 (百万円) 371,844 386,294 438,829 435,174454,076

経常利益 (百万円) 26,827 21,423 26,261 32,100 34,110

当期純利益 (百万円) 13,615 13,224 19,240 20,879 26,448

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) 263,813 263,813 263,813 263,813263,813

純資産額 (百万円) 171,942 193,452 209,453 244,991264,902

総資産額 (百万円) 369,450 409,057 436,892 496,382791,735

１株当たり純資産額 (円) 652.19 734.19 795.21 930.421,006.32

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)
 

12
(6)

14
(6)

18
(7)

22
(11)

28
(14)

１株当たり当期純利益 (円) 51.21 49.76 72.67 78.91 100.55

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

(円) ― ― 72.65 78.89 100.50

自己資本比率 (％) 46.5 47.3 47.9 49.4 33.4

自己資本利益率 (％) 8.1 7.2 9.6 9.2 10.4

株価収益率 (倍) 38.1 52.7 37.2 52.2 40.8

配当性向 (％) 23.4 28.1 24.8 27.9 27.8

従業員数

〔外、平均臨時雇用人員〕
(人)

5,480

〔―〕

5,379

〔―〕

5,149

〔761〕

5,391

〔730〕

5,646

〔690〕
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(注) １　売上高には、消費税等は含まれていない。

２　平成17年３月期の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　第100期、第101期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の発行等を行っているが、希薄化効

果を有しないため記載を省略している。

４　第102期、第103期、第104期の臨時雇用人員については、従業員の100分の10以上であるため〔　〕内に年間の平均人員

を外数で記載している。

５　純資産額の算定にあたり、第104期から「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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

（訂正前）

当連結会計年度の世界経済は、原油価格の高止まりや５月～６月の世界同時株安での景気の下押し圧力が一時的に高

まったものの、ＩＴ関連市場の需要増加と、中国をはじめとしたアジア経済の好調を背景に、概ね堅調に推移した。

一方、わが国経済は、個人消費が天候不順の影響もあって低調に推移したものの、好調な企業業績を背景とした設備投

資の拡大、世界経済の堅調を追い風とした輸出の好調により、景気は回復傾向を継続した。

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。

当連結会計年度の業績につきましては、連結売上高は主力の空調・冷凍機事業が、国内市場で差別化商品・高付加価値

商品の拡販に努めたこと、海外空調市場でも欧州、中国などを中心に引き続き好調に推移したこと、またフッ素化学事業

もフッ素樹脂が、国内、中国市場で伸張したことなどにより、前連結会計年度に比べ15.0％増の9,121億28百万円となっ

た。

利益については、国内外での差別化商品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、

前連結会計年度に比べ20.7％増の809億39百万円、連結経常利益は、前連結会計年度に比べ14.3％増の784億70百万円、連

結当期純利益は、前連結会計年度に比べ12.1％増の456億19百万円となった。

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動では、税金等調整前当期純利益の増加等により、837億25百

万円のキャッシュの増加となった。投資活動では、ＯＹＬインダストリーズ社株式の取得等により、3,052億51百万円の

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、2,459億75百万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期末残高は826億58百万円となった。

　また、有利子負債については、ＯＹＬインダストリーズ社の株式取得資金を短期借入金を中心に調達したため、有利子負

債は4,560億73百万円、有利子負債比率は39.2％となった。

 

事業の種類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、全国的な梅雨明けの遅れや、一昨年の寒波の影響もあり、ルームエアコンの業界需要は前連

結会計年度を下回った。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』の「快適除湿」や「加湿力」をキーワードとした販促展開により、販売数量では前連結会計年度を

上回り、売上高もほぼ前連結会計年度並を確保した。

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連結会計年度を下回る中、既設配管利用により、スピー

ディに更新が可能なビル市場向け『ビル用マルチＶe－uｐＱ』、店舗市場向け『ＺＥＡＳ－Ｑ』等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で更新需要を獲得し、販売数量・売上高ともに前連結会計年

度を上回ることができた。

海外については、欧州では、６月半ばまでの天候不順があったものの、下期以降フランス・イタリアなどで、住宅用・業

務用の販売が好調に推移したことなどにより、欧州全体では、売上高は大きく増加した。また中国では、加熱した不動産投

資の抑制などにより、市場の伸びは鈍化したが、徹底した販売店開発による需要掘り起こし、地方都市での売上拡大によ

り、大きく売上を伸ばした。さらに、オーストラリアでも、住宅用・業務用ともに堅調に推移しており、タイでも住宅用空

調機器が大きく伸張したことなどにより、住宅用および業務用空調機器の海外全体の売上高は前連結会計年度を大きく

上回った。

舶用機器では、海上コンテナ冷凍装置は、欧州での需要減少の影響はあったが、日本、アジアのコンテナ運航会社を中心

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、前連結会計年度に比べ17.3％増の7,525億60百万円、営業利益は、前連結会計年度に

比べ18.3％増の675億42百万円となった。
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②　化学事業

フッ素樹脂は、半導体関連商品などの需要増、設備投資の拡大などにより国内販売が好調なことに加え、中国市場の需

要拡大や、米国・欧州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、表面改質材や医薬向け中間体などの機能性材料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連結会計年度に比べ8.5％増の1,164億93百万円、営業利益は前連結会計年度に比べ12.2％

増の120億67百万円となった。

 

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、インバータ駆動油圧ユニット、インバータオイ

ルコンなどの差別化商品の国内、アジアへの拡販により、シェアアップを果たし売上高は前連結会計年度を上回った。

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、防衛省向け砲弾等の受注減の影響を受け、売上高は減少した。

その他事業全体については、売上高は、前連結会計年度に比べ1.6％減の430億74百万円、営業利益は13億34百万円（前

連結会計年度は7億73百万円の営業損失）となった。

 

（訂正後）

当連結会計年度の世界経済は、原油価格の高止まりや５月～６月の世界同時株安での景気の下押し圧力が一時的に高

まったものの、ＩＴ関連市場の需要増加と、中国をはじめとしたアジア経済の好調を背景に、概ね堅調に推移した。

一方、わが国経済は、個人消費が天候不順の影響もあって低調に推移したものの、好調な企業業績を背景とした設備投

資の拡大、世界経済の堅調を追い風とした輸出の好調により、景気は回復傾向を継続した。

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。

当連結会計年度の業績につきましては、連結売上高は主力の空調・冷凍機事業が、国内市場で差別化商品・高付加価値

商品の拡販に努めたこと、海外空調市場でも欧州、中国などを中心に引き続き好調に推移したこと、またフッ素化学事業

もフッ素樹脂が、国内、中国市場で伸張したことなどにより、前連結会計年度に比べ15.0％増の9,117億49百万円となっ

た。

利益については、国内外での差別化商品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、

前連結会計年度に比べ21.3％増の807億54百万円、連結経常利益は、前連結会計年度に比べ14.9％増の782億85百万円、連

結当期純利益は、前連結会計年度に比べ13.1％増の454億19百万円となった。

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動では、税金等調整前当期純利益の増加等により、837億25百

万円のキャッシュの増加となった。投資活動では、ＯＹＬインダストリーズ社株式の取得等により、3,052億51百万円の

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、2,459億75百万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期末残高は826億58百万円となった。

　また、有利子負債については、ＯＹＬインダストリーズ社の株式取得資金を短期借入金を中心に調達したため、有利子負

債は4,560億73百万円、有利子負債比率は39.3％となった。

 

事業の種類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、全国的な梅雨明けの遅れや、一昨年の寒波の影響もあり、ルームエアコンの業界需要は前連

結会計年度を下回った。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』の「快適除湿」や「加湿力」をキーワードとした販促展開により、販売数量では前連結会計年度を

上回り、売上高もほぼ前連結会計年度並を確保した。

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連結会計年度を下回る中、既設配管利用により、スピー

ディに更新が可能なビル市場向け『ビル用マルチＶe－uｐＱ』、店舗市場向け『ＺＥＡＳ－Ｑ』等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で更新需要を獲得し、販売数量・売上高ともに前連結会計年

度を上回ることができた。
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海外については、欧州では、６月半ばまでの天候不順があったものの、下期以降フランス・イタリアなどで、住宅用・業

務用の販売が好調に推移したことなどにより、欧州全体では、売上高は大きく増加した。また中国では、加熱した不動産投

資の抑制などにより、市場の伸びは鈍化したが、徹底した販売店開発による需要掘り起こし、地方都市での売上拡大によ

り、大きく売上を伸ばした。さらに、オーストラリアでも、住宅用・業務用ともに堅調に推移しており、タイでも住宅用空

調機器が大きく伸張したことなどにより、住宅用および業務用空調機器の海外全体の売上高は前連結会計年度を大きく

上回った。

舶用機器では、海上コンテナ冷凍装置は、欧州での需要減少の影響はあったが、日本、アジアのコンテナ運航会社を中心

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、前連結会計年度に比べ17.2％増の7,521億81百万円、営業利益は、前連結会計年度に

比べ19.0％増の673億57百万円となった。

 

②　化学事業

フッ素樹脂は、半導体関連商品などの需要増、設備投資の拡大などにより国内販売が好調なことに加え、中国市場の需

要拡大や、米国・欧州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、表面改質材や医薬向け中間体などの機能性材料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連結会計年度に比べ8.5％増の1,164億93百万円、営業利益は前連結会計年度に比べ12.2％

増の120億67百万円となった。

 

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、インバータ駆動油圧ユニット、インバータオイ

ルコンなどの差別化商品の国内、アジアへの拡販により、シェアアップを果たし売上高は前連結会計年度を上回った。

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、防衛省向け砲弾等の受注減の影響を受け、売上高は減少した。

その他事業全体については、売上高は、前連結会計年度に比べ1.6％減の430億74百万円、営業利益は13億34百万円（前

連結会計年度は7億73百万円の営業損失）となった。

 

２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

（訂正前）

当連結会計年度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) 前年同期比(％)

空調・冷凍機事業 665,808 20.6

化学事業 114,501 4.0

その他事業 41,051 △2.7

合計 821,362 16.6

(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。
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（訂正後）

当連結会計年度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) 前年同期比(％)

空調・冷凍機事業 665,416 20.5

化学事業 114,501 4.0

その他事業 41,051 △2.7

合計 820,970 16.6

(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。

 

(3) 販売実績

（訂正前）

当連結会計年度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) 前年同期比(％)

空調・冷凍機事業 752,560 17.3

化学事業 116,493 8.5

その他事業 43,074 △1.6

合計 912,128 15.0

(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。

 

（訂正後）

当連結会計年度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) 前年同期比(％)

空調・冷凍機事業 752,181 17.2

化学事業 116,493 8.5

その他事業 43,074 △1.6

合計 911,749 15.0

(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。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

以下に記載の内容については、当連結会計年度末現在において判断したものである。

 

(2) 財政状態
（訂正前）
①資産

当連結会計年度において、ＯＹＬインダストリーズ社のすべての発行済株式を取得し、100％子会社とした。平成18年12月

31日をみなし取得日として、当連結会計年度末に貸借対照表のみを連結している。これにより、当連結会計年度末の資産合計

は、前連結会計年度末比4,451億92百万円増加し、1兆1,645億75百万円となった。

流動資産は、ＯＹＬインダストリーズ社新規連結による増加のほか、空調・冷凍機事業を中心とした売上高の伸びによる

売上債権、たな卸資産の増加により、前連結会計年度末比1,497億99百万円増加の5,407億70百万円となった。

固定資産については、ＯＹＬインダストリーズ社買収によるのれんの発生、およびＯＹＬインダストリーズ社新規連結に

よる増加のほか、空調・冷凍機事業及び化学事業の海外生産拠点での設備投資等により、前連結会計年度末比2,953億93百万

円増加の6,238億4百万円となった。

 

②負債及び純資産

当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度末比3,868億2百万円増加し、7,514億54百万円となった。

流動負債は、ＯＹＬインダストリーズ社の株式取得資金を短期借入金を中心に調達したこと等の理由から、前連結会計年

度末比3,539億65百万円増加の6,384億19百万円となった。固定負債は、328億37百万円増加の1,130億35百万円となった。

なお、有利子負債については上述の理由により、前連結会計年度末比2,830億78百万円増加し、有利子負債比率は39.2％と

なり、前連結会計年度末比15.2％増加した。

少数株主持分は、主としてＯＹＬインダストリーズ社新規連結による増加等により、前連結会計年度末比9億52百万円増加

し、121億91百万円となった。

純資産は、当期純利益の増加による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末における資本合計に少数株主持分を加

えた3,547億30百万円から583億90百万円増加し、4,131億20百万円となった。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の47.7％から34.4％となり、１株当たり純資産額は前連結会計年度末の

1,304.69円から1,523.52円となった。

 
（訂正後）
①資産

当連結会計年度において、ＯＹＬインダストリーズ社のすべての発行済株式を取得し、100％子会社とした。平成18年12月

31日をみなし取得日として、当連結会計年度末に貸借対照表のみを連結している。これにより、当連結会計年度末の資産合計

は、前連結会計年度末比4,449億23百万円増加し、1兆1,613億63百万円となった。

流動資産は、ＯＹＬインダストリーズ社新規連結による増加のほか、空調・冷凍機事業を中心とした売上高の伸びによる

売上債権、たな卸資産の増加により、前連結会計年度末比1,495億29百万円増加の5,375億58百万円となった。

固定資産については、ＯＹＬインダストリーズ社買収によるのれんの発生、およびＯＹＬインダストリーズ社新規連結に

よる増加のほか、空調・冷凍機事業及び化学事業の海外生産拠点での設備投資等により、前連結会計年度末比2,953億93百万

円増加の6,238億4百万円となった。

 

②負債及び純資産

当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度末比3,867億32百万円増加し、7,514億11百万円となった。

流動負債は、ＯＹＬインダストリーズ社の株式取得資金を短期借入金を中心に調達したこと等の理由から、前連結会計年

度末比3,538億95百万円増加の6,383億76百万円となった。固定負債は、328億37百万円増加の1,130億35百万円となった。

なお、有利子負債については上述の理由により、前連結会計年度末比2,830億78百万円増加し、有利子負債比率は39.3％と

なり、前連結会計年度末比15.2％増加した。

少数株主持分は、主としてＯＹＬインダストリーズ社新規連結による増加等により、前連結会計年度末比9億52百万円増加

し、121億91百万円となった。

純資産は、当期純利益の増加による利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末における資本合計に少数株主持分を加

えた3,517億61百万円から581億90百万円増加し、4,099億52百万円となった。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の47.5％から34.2％となり、１株当たり純資産額は前連結会計年度末の

1,293.41円から1,511.47円となった。
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(3) 経営成績
（訂正前）
①売上高

　当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比15.0％増の9,121億28百万円となった。

　空調・冷凍機事業では、国内における差別化商品を中心とした拡販、海外についてはヨーロッパ、アジア、オセアニアでの販

売数量の拡大等により、売上高は前連結会計年度比17.3％増の7,525億60百万円となった。

　化学事業では、フッ素樹脂が半導体関連商品などの需要増、設備投資の拡大などにより国内販売が好調なことに加え、中国

市場の需要拡大や、米国・欧州市場でも販売が伸張したこと、および化成品が表面改質材や医薬向け中間体などの機能性材

料等の拡販などにより、売上高は前連結会計年度比8.5％増の1,164億93百万円となった。

　その他事業では、産業機械用油圧機器、建機車両用油圧機器は売上高が増加したものの、防衛省向け砲弾等の受注減の影響

等により、全体では前連結会計年度比1.6％減の430億74百万円となった。

 

②営業費用、営業利益

売上原価は、前連結会計年度比14.7％増加し、5,991億11百万円となった。

販売費及び一般管理費については、前連結会計年度比14.1％増加し、2,320億77百万円となった。差別化商品の拡販とシェ

アアップを達成するための販売促進費及び広告宣伝費と、従業員数の増加による役員及び従業員給与手当の増加が主な要因

である。

以上の結果、営業利益は前連結会計年度比20.7％増の809億39百万円となった。

なお、事業の種類別セグメントの営業利益は、空調・冷凍機事業では、18.3％増の675億42百万円、化学事業では、12.2％増

の120億67百万円、その他事業では、13億34百万円となった。

 

③営業外損益、経常利益

　営業外損益は、短期借入金の増加による金利負担が増加したこと等の理由から、前連結会計年度に比べて40億74百万円減少

し、24億68百万円のマイナスとなった。

経常利益は、前連結会計年度比14.3％増の784億70百万円となった。

 

④特別損益、当期純利益

　特別損益は、ＯＹＬインダストリーズ社の株式取得取引に係る為替ヘッジ差益のほか、立体駐車場保守事業譲渡益、退職給

付制度一部終了益の計上などにより、48億42百万円のプラスとなった。

　当期純利益は、前連結会計年度比12.1％増の456億19百万円となった。

 

（訂正後）
①売上高

　当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度比15.0％増の9,117億49百万円となった。

　空調・冷凍機事業では、国内における差別化商品を中心とした拡販、海外についてはヨーロッパ、アジア、オセアニアでの販

売数量の拡大等により、売上高は前連結会計年度比17.2％増の7,521億81百万円となった。

　化学事業では、フッ素樹脂が半導体関連商品などの需要増、設備投資の拡大などにより国内販売が好調なことに加え、中国

市場の需要拡大や、米国・欧州市場でも販売が伸張したこと、および化成品が表面改質材や医薬向け中間体などの機能性材

料等の拡販などにより、売上高は前連結会計年度比8.5％増の1,164億93百万円となった。

　その他事業では、産業機械用油圧機器、建機車両用油圧機器は売上高が増加したものの、防衛省向け砲弾等の受注減の影響

等により、全体では前連結会計年度比1.6％減の430億74百万円となった。

 

②営業費用、営業利益

売上原価は、前連結会計年度比14.6％増加し、5,990億60百万円となった。

販売費及び一般管理費については、前連結会計年度比14.1％増加し、2,319億34百万円となった。差別化商品の拡販とシェ

アアップを達成するための販売促進費及び広告宣伝費と、従業員数の増加による役員及び従業員給与手当の増加が主な要因

である。

以上の結果、営業利益は前連結会計年度比21.3％増の807億54百万円となった。

なお、事業の種類別セグメントの営業利益は、空調・冷凍機事業では、19.0％増の673億57百万円、化学事業では、12.2％増

の120億67百万円、その他事業では、13億34百万円となった。

 

③営業外損益、経常利益

　営業外損益は、短期借入金の増加による金利負担が増加したこと等の理由から、前連結会計年度に比べて40億74百万円減少

し、24億68百万円のマイナスとなった。

経常利益は、前連結会計年度比14.9％増の782億85百万円となった。
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④特別損益、当期純利益

　特別損益は、ＯＹＬインダストリーズ社の株式取得取引に係る為替ヘッジ差益のほか、立体駐車場保守事業譲渡益、退職給

付制度一部終了益の計上などにより、48億42百万円のプラスとなった。

当期純利益は、前連結会計年度比13.1％増の454億19百万円となった。

 

(4) 流動性及び資金の源泉

（訂正前）

営業活動では、たな卸資産の増加等があったものの、税金等調整前当期純利益の増加及び減価償却費の増加等により、前連

結会計年度に比べ202億13百万円増加し、837億25百万円のキャッシュの増加となった。投資活動では、主にＯＹＬインダスト

リーズ社株式の取得による支出により、前連結会計年度に比べて2,418億31百万円投資が増加し、3,052億51百万円のキャッ

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、前連結会計年度に比べ2,502億58百万円増加し、2,459億75

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連結会計年度末残高は、前連結会計年度に比べて

284億81百万円多い826億58百万円となった。

 

　　　キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りである。  

 

 平成15年3月期平成16年3月期平成17年3月期平成18年3月期平成19年3月期

自己資本比率(%) 43.1 44.0 44.4 47.7 34.4

時価ベースの自己資本比率(%) 107.9 128.6 115.0 150.8 92.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年) 2.9 3.7 3.8 2.7 5.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 10.8 9.0 8.5 12.3 12.4

 

(注)  自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出している。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出している。

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してい

る。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としている。

また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用している。

 

（訂正後）

営業活動では、たな卸資産の増加等があったものの、税金等調整前当期純利益の増加及び減価償却費の増加等により、前連

結会計年度に比べ202億13百万円増加し、837億25百万円のキャッシュの増加となった。投資活動では、主にＯＹＬインダスト

リーズ社株式の取得による支出により、前連結会計年度に比べて2,418億31百万円投資が増加し、3,052億51百万円のキャッ

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、前連結会計年度に比べ2,502億58百万円増加し、2,459億75

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連結会計年度末残高は、前連結会計年度に比べて

284億81百万円多い826億58百万円となった。

 

　　　キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りである。  

 

 平成15年3月期平成16年3月期平成17年3月期平成18年3月期平成19年3月期

自己資本比率(%) 43.1 43.8 44.1 47.5 34.2

時価ベースの自己資本比率(%) 107.9 129.0 115.5 151.4 92.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年) 2.9 3.7 3.8 2.7 5.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 10.8 9.0 8.5 12.3 12.4
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(注)  自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出している。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出している。

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してい

る。

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としている。

また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用している。
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第５ 【経理の状況】

２　監査証明について

（訂正前）

当社は証券取引法第193条の２の規定に基づき、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)

及び第103期事業年度(自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日)並びに当連結会計年度(自 平成18年４月１日

　至 平成19年３月31日)及び第104期事業年度(自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日)の連結財務諸表及び

財務諸表について、監査法人トーマツの監査を受けている。

 

（訂正後）

当社は証券取引法第193条の２の規定に基づき、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)

及び第103期事業年度(自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日)並びに当連結会計年度(自 平成18年４月１日

　至 平成19年３月31日)及び第104期事業年度(自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日)の連結財務諸表及び

財務諸表について、監査法人トーマツの監査を受けている。

なお、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しているが、訂正

後の連結財務諸表及び財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受け、改めて監査報告書を受領してい

る。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

（訂正前）

  
前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)        

Ⅰ　流動資産        

　１　現金及び預金 ※３  55,461   83,917  

　２　受取手形及び売掛金 ※3,7  147,679  210,595 

　３　たな卸資産 ※３  149,242  214,533 

　４　繰延税金資産   14,845   12,692  

　５　その他 ※３  26,564   25,405  

　６　貸倒引当金   △2,821   △6,373  

　　流動資産合計   390,97054.3  540,77046.4

        

Ⅱ　固定資産        

　(1) 有形固定資産 ※1,3       

　　１　建物及び構築物   55,568   63,860  

　　２　機械装置及び運搬具   89,571   105,221 

　　３　土地   24,263   28,499  

　　４　建設仮勘定   9,239   20,330  

　　５　その他   17,842   20,407  

　　　有形固定資産合計   196,48527.3  238,31920.5

　(2) 無形固定資産        

　　１　営業権   1,280   －  

　　２　のれん   －   210,505 

　　３　連結調整勘定   5,426   －  

　　４　その他   6,925   7,629  

　　　無形固定資産合計   13,6321.9  218,13418.7

　(3) 投資その他の資産        

　　１　投資有価証券 ※２  107,730  137,467 

　　２　長期貸付金   1,280   1,153  

　　３　繰延税金資産   2,044   8,732  

　　４　その他 ※２  8,370   21,103  

　　５　貸倒引当金   △1,131   △1,105  

　　　投資その他の資産合計   118,29316.5  167,35114.4

　　固定資産合計   328,41145.7  623,80453.6

資産合計   719,382100.0  1,164,575100.0
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前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19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
(％)

(負債の部)        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金 ※７  84,252   121,827 

２　短期借入金   53,044   287,783 

３　コマーシャルペーパー   60,642   89,000  

４　一年内に返済予定
　　の長期借入金

  3,277   10,755  

５　未払法人税等   7,643   13,580  

６　繰延税金負債   31   644  

７　役員賞与引当金   －   150  

８　製品保証引当金   9,542   17,365  

９　未払費用   29,785   49,062  

10　その他 ※７  36,232   48,250  

　流動負債合計   284,45339.5  638,41954.8

        

Ⅱ　固定負債        

１　普通社債   20,000   20,000  

２　長期借入金   36,030   48,535  

３　長期未払金   564   13,507  

４　繰延税金負債   18,530   24,971  

５　退職給付引当金   5,072   5,159  

６　その他   －   861  

　固定負債合計   80,19811.2  113,0359.7

        

負債合計   364,65150.7  751,45464.5

(少数株主持分)        

　　少数株主持分   11,2381.6  ― ―

(資本の部)        

Ⅰ　資本金 ※５  28,0233.9  ― ―

Ⅱ　資本剰余金   25,9683.6  ― ―

Ⅲ　利益剰余金   250,24734.8  ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   33,0534.6  ― ―

Ｖ　為替換算調整勘定   7,7491.0  ― ―

Ⅵ　自己株式 ※６  △1,550△0.2  ― ―

資本合計   343,49247.7  ― ―

負債、少数株主持分
及び資本合計

  719,382100.0  ― ―
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前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19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
(％)

(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   ―   289,105 

４　自己株式   ―   △2,367  

　　株主資本合計   ― ―  340,72929.3

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券
　　評価差額金

  ―   33,780  

２　繰延ヘッジ損益   ―   △26  

３　為替換算調整
　　勘定

  ―   26,226  

　評価・換算差額等合計   ― ―  59,9805.2

Ⅲ　新株予約権   ― ―  219 0.0

Ⅳ　少数株主持分   ― ―  12,1911.0

純資産合計   ― ―  413,12035.5

負債純資産合計   ― ―  1,164,575100.0
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（訂正後）

  
前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)        

Ⅰ　流動資産        

　１　現金及び預金 ※３  55,461   83,917  

　２　受取手形及び売掛金 ※3,7  147,131  209,668 

　３　たな卸資産 ※３  146,824  212,239 

　４　繰延税金資産   14,869   12,702  

　５　その他 ※３  26,564   25,405  

　６　貸倒引当金   △2,821   △6,373  

　　流動資産合計   388,02954.2  537,55846.3

        

Ⅱ　固定資産        

　(1) 有形固定資産 ※1,3       

　　１　建物及び構築物   55,568   63,860  

　　２　機械装置及び運搬具   89,571   105,221 

　　３　土地   24,263   28,499  

　　４　建設仮勘定   9,239   20,330  

　　５　その他   17,842   20,407  

　　　有形固定資産合計   196,48527.4  238,31920.5

　(2) 無形固定資産        

　　１　営業権   1,280   －  

　　２　のれん   －   210,505 

　　３　連結調整勘定   5,426   －  

　　４　その他   6,925   7,629  

　　　無形固定資産合計   13,6321.9  218,13418.8

　(3) 投資その他の資産        

　　１　投資有価証券 ※２  107,730  137,467 

　　２　長期貸付金   1,280   1,153  

　　３　繰延税金資産   2,044   8,732  

　　４　その他 ※２  8,370   21,103  

　　５　貸倒引当金   △1,131   △1,105  

　　　投資その他の資産合計   118,29316.5  167,35114.4

　　固定資産合計   328,41145.8  623,80453.7

資産合計   716,440100.0  1,161,363100.0
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前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19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
(％)

(負債の部)        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金 ※７  84,252   121,827 

２　短期借入金   53,044   287,783 

３　コマーシャルペーパー   60,642   89,000  

４　一年内に返済予定
　　の長期借入金

  3,277   10,755  

５　未払法人税等   7,643   13,580  

６　繰延税金負債   31   644  

７　役員賞与引当金   －   150  

８　製品保証引当金   9,569   17,322  

９　未払費用   29,785   49,062  

10　その他 ※７  36,232   48,250  

　流動負債合計   284,48039.7  638,37655.0

        

Ⅱ　固定負債        

１　普通社債   20,000   20,000  

２　長期借入金   36,030   48,535  

３　長期未払金   564   13,507  

４　繰延税金負債   18,530   24,971  

５　退職給付引当金   5,072   5,159  

６　その他   －   861  

　固定負債合計   80,19811.2  113,0359.7

        

負債合計   364,67850.9  751,41164.7

(少数株主持分)        

　　少数株主持分   11,2381.6  ― ―

(資本の部)        

Ⅰ　資本金 ※５  28,0233.9  ― ―

Ⅱ　資本剰余金   25,9683.6  ― ―

Ⅲ　利益剰余金   247,27834.5  ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   33,0534.6  ― ―

Ｖ　為替換算調整勘定   7,7491.1  ― ―

Ⅵ　自己株式 ※６  △1,550△0.2  ― ―

資本合計   340,52347.5  ― ―

負債、少数株主持分
及び資本合計

  716,440100.0  ― ―
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前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19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
(％)

(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   ―   285,937 

４　自己株式   ―   △2,367  

　　株主資本合計   ― ―  337,56129.1

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券
　　評価差額金

  ―   33,780  

２　繰延ヘッジ損益   ―   △26  

３　為替換算調整
　　勘定

  ―   26,226  

　評価・換算差額等合計   ― ―  59,9805.2

Ⅲ　新株予約権   ― ―  219 0.0

Ⅳ　少数株主持分   ― ―  12,1911.0

純資産合計   ― ―  409,95235.3

負債純資産合計   ― ―  1,161,363100.0
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② 【連結損益計算書】

（訂正前）
 

  
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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19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
(％)

Ⅰ　売上高   792,857100.0  912,128100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  522,38565.9  599,11165.7

　　　売上総利益   270,47134.1  313,01634.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  203,39425.6  232,07725.4

　　　営業利益   67,0778.5  80,9398.9

Ⅳ　営業外収益        

　１　受取利息  1,324   1,518   

　２　受取配当金  726   1,104   

　３　持分法による投資利益  505   589   

　４　為替差益  1,049   691   

　５　その他  4,677 8,2821.0 2,991 6,8950.7

Ⅴ　営業外費用        

　１　支払利息  4,614   6,064   

　２　その他  2,062 6,6770.8 3,299 9,3631.0

　　　経常利益   68,6828.7  78,4708.6

Ⅵ　特別利益        

　１　土地売却益  ―   11   

　２　投資有価証券売却益  1,248   346   

　３　関係会社株式売却益  ―   16   

　４　関係会社株式取得取引に
　　　係る為替ヘッジ差益

 ―   4,244   

　５　立体駐車場保守事業
譲渡益

 ―   700   

　６　退職給付制度一部終了益  ―   681   

　７　スペイン倉庫火災保険収入 ※３ 1,447 2,6960.3 ― 6,0000.6

Ⅶ　特別損失        

　１　固定資産廃却損  1,045   869   

　２　投資有価証券評価損  44   25   

　３　関係会社整理損  ―   262   

　４　減損損失 ※４ 796   ―   

　５　立体駐車場事業撤退損 ※５ 1,952 3,8380.5 ― 1,1580.1

　　　税金等調整前当期純利益   67,5408.5  83,3129.1

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

 23,936   28,984   

　　　法人税等調整額  274 24,2103.1 5,791 34,7763.8

　　　少数株主利益   2,6210.3  2,9170.3

　　　当期純利益   40,7085.1  45,6195.0

EDINET提出書類

ダイキン工業株式会社(E01570)

訂正有価証券報告書

23/72



（訂正後）
 

  
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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19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
(％)

Ⅰ　売上高   792,836100.0  911,749100.0

Ⅱ　売上原価 ※２  522,93166.0  599,06065.7

　　　売上総利益   269,90534.0  312,68834.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  203,35825.6  231,93425.4

　　　営業利益   66,5478.4  80,7548.9

Ⅳ　営業外収益        

　１　受取利息  1,324   1,518   

　２　受取配当金  726   1,104   

　３　持分法による投資利益  505   589   

　４　為替差益  1,049   691   

　５　その他  4,677 8,2821.0 2,991 6,8950.7

Ⅴ　営業外費用        

　１　支払利息  4,614   6,064   

　２　その他  2,062 6,6770.8 3,299 9,3631.0

　　　経常利益   68,1528.6  78,2858.6

Ⅵ　特別利益        

　１　土地売却益  ―   11   

　２　投資有価証券売却益  1,248   346   

　３　関係会社株式売却益  ―   16   

　４　関係会社株式取得取引に
　　　係る為替ヘッジ差益

 ―   4,244   

　５　立体駐車場保守事業
譲渡益

 ―   700   

　６　退職給付制度一部終了益  ―   681   

　７　スペイン倉庫火災保険収入 ※３ 1,447 2,6960.4 ― 6,0000.6

Ⅶ　特別損失        

　１　固定資産廃却損  1,045   869   

　２　投資有価証券評価損  44   25   

　３　関係会社整理損  ―   262   

　４　減損損失 ※４ 796   ―   

　５　立体駐車場事業撤退損 ※５ 1,952 3,8380.5 ― 1,1580.1

　　　税金等調整前当期純利益   67,0108.5  83,1279.1

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

 23,936   28,984   

　　　法人税等調整額  306 24,2433.1 5,806 34,7903.8

　　　少数株主利益   2,6210.3  2,9170.3

　　　当期純利益   40,1455.1  45,4195.0

 

EDINET提出書類

ダイキン工業株式会社(E01570)

訂正有価証券報告書

24/72



③ 【連結剰余金計算書】

（訂正前）

  
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)

区分
注記
番号

金額(百万円)

(資本剰余金の部)    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   25,971

Ⅱ　資本剰余金増加高   ―

Ⅲ　資本剰余金減少高    

　１　自己株式処分差益取崩額  3 3

Ⅳ　資本剰余金期末残高   25,968

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   215,681

Ⅱ　利益剰余金増加高    

　１　当期純利益  40,708  

　２　新規連結に伴う利益剰余
　　　金増加高

 23 40,731

Ⅲ　利益剰余金減少高    

　１　配当金  5,790  

　２　役員賞与  110  

　３　自己株式処分差損  0  

　４　連結子会社の決算期変更
　　　に伴う利益剰余金減少高

 264 6,165

Ⅳ　利益剰余金期末残高   250,247
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（訂正後）

  
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)

区分
注記
番号

金額(百万円)

(資本剰余金の部)    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   25,971

Ⅱ　資本剰余金増加高   ―

Ⅲ　資本剰余金減少高    

　１　自己株式処分差益取崩額  3 3

Ⅳ　資本剰余金期末残高   25,968

    

(利益剰余金の部)    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   213,275

Ⅱ　利益剰余金増加高    

　１　当期純利益  40,145  

　２　新規連結に伴う利益剰余
　　　金増加高

 23 40,169

Ⅲ　利益剰余金減少高    

　１　配当金  5,790  

　２　役員賞与  110  

　３　自己株式処分差損  0  

　４　連結子会社の決算期変更
　　　に伴う利益剰余金減少高

 264 6,165

Ⅳ　利益剰余金期末残高   247,278
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④ 【連結株主資本等変動計算書】

（訂正前）

当連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

 

 
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)

28,02325,968250,247△1,550302,689

連結会計年度中の変動額      

　剰余金の配当(注)   △2,895  △2,895

　剰余金の配当   △3,681  △3,681

　役員賞与(注)   △110  △110

　当期純利益   45,619  45,619

　連結子会社の決算期変更に
　伴う減少高

  △37  △37

　自己株式の取得    △1,163△1,163

　自己株式の処分   △35 345 309

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額(純額)

     

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

― ― 38,858△817 38,040

平成19年３月31日残高
(百万円)

28,02325,968289,105△2,367340,729

 

 

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 ― 7,74940,803 ― 11,238354,730

連結会計年度中の変動額        

　剰余金の配当(注)       △2,895

　剰余金の配当       △3,681

　役員賞与(注)       △110

　当期純利益       45,619

　連結子会社の決算期変更に
　伴う減少高

      △37

　自己株式の取得       △1,163

　自己株式の処分       309

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額(純額)

726 △26 18,47619,177 219 952 20,349

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

726 △26 18,47619,177 219 952 58,390

平成19年３月31日残高
(百万円)

33,780 △26 26,22659,980 219 12,191413,120

（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。
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（訂正後）

当連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

 

 
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)

28,02325,968247,278△1,550299,720

連結会計年度中の変動額      

　剰余金の配当(注)   △2,895  △2,895

　剰余金の配当   △3,681  △3,681

　役員賞与(注)   △110  △110

　当期純利益   45,419  45,419

　連結子会社の決算期変更に
　伴う減少高

  △37  △37

　自己株式の取得    △1,163△1,163

　自己株式の処分   △35 345 309

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額(純額)

     

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

― ― 38,658△817 37,841

平成19年３月31日残高
(百万円)

28,02325,968285,937△2,367337,561

 

 

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 ― 7,74940,803 ― 11,238351,761

連結会計年度中の変動額        

　剰余金の配当(注)       △2,895

　剰余金の配当       △3,681

　役員賞与(注)       △110

　当期純利益       45,419

　連結子会社の決算期変更に
　伴う減少高

      △37

　自己株式の取得       △1,163

　自己株式の処分       309

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額(純額)

726 △26 18,47619,177 219 952 20,349

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

726 △26 18,47619,177 219 952 58,190

平成19年３月31日残高
(百万円)

33,780 △26 26,22659,980 219 12,191409,952

（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。
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⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（訂正前）

  
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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

区分
注記
番号

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    

　　　税金等調整前当期純利益  67,540 83,312

　　　減価償却費  28,409 32,925

　　　減損損失  796 ―

　　　のれん償却額  ― 1,635

　　　連結調整勘定償却額  859 ―

　　　貸倒引当金の増加額  151 317

　　　受取利息及び受取配当金  △2,050 △2,623

　　　支払利息等  5,117 6,886

　　　持分法による投資利益  △505 △589

　　　土地売却益  ― △11

　　　有形固定資産廃却損  1,045 869

　　　投資有価証券売却益  △1,248 △346

　　　関係会社株式売却益  ― △16

　　　関係会社株式取得取引に係る
為替ヘッジ差益

 ― △4,244

　　　投資有価証券評価損  44 25

　　　立体駐車場保守事業譲渡益  ― △700

　　　立体駐車場事業撤退損  1,952 ―

　　　スペイン倉庫火災保険収入  △1,447 ―

　　　売上債権の増加額  △8,402 △9,394

　　　たな卸資産の増加額  △5,084 △21,147

　　　仕入債務の増加額  4,945 5,201

　　　退職給付引当金の減少額  ― △3,487

　　　前払年金費用の増加額  ― △12,598

　　　確定拠出年金移行に伴う未払金の増加額  ― 13,458

　　　役員賞与の支払額  △110 △110

　　　その他  △3,462 17,789

　　　　小計  88,549 107,153

　　　利息及び配当金の受取額  2,038 2,625

　　　利息の支払額  △5,174 △6,727

　　　法人税等の支払額  △25,281 △24,270

　　　スペイン倉庫火災関連の収支額  3,378 ―

　　　立体駐車場保守事業譲渡に伴う収入額  ― 700

　　　関係会社株式取得取引に伴う
為替ヘッジ収支額

 ― 4,244

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー  63,511 83,725
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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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

区分
注記
番号

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  △824 ―

　　　有形固定資産の取得による支出  △46,168 △42,573

　　　有形固定資産の売却による収入  559 777

　　　投資有価証券の取得による支出  △18,089 △27,880

　　　投資有価証券の売却による収入  3,203 384

　　　連結の範囲の変更を伴う子会社株式
　　　の取得による支出

 ― △235,685

　　　その他  △2,100 △273

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー  △63,420 △305,251

    

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  15,759 254,098

　　　長期借入れによる収入  1,903 4,127

　　　長期借入金の返済による支出  △4,418 △3,452

　　　社債の償還による支出  △10,000 ―

　　　配当金の支払額  △5,790 △6,576

　　　少数株主への配当金の支払額  △1,531 △1,367

　　　その他  △205 △853

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー  △4,283 245,975

    

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  3,226 4,014

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加（△減少）額  △966 28,462

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  55,385 54,177

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  346 ―

Ⅷ　連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金
　　同等物の増加（△減少）額

 △588 18

Ⅸ　現金及び現金同等物の期末残高  54,177 82,658
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（訂正後）

  
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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

区分
注記
番号

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    

　　　税金等調整前当期純利益  67,010 83,127

　　　減価償却費  28,409 32,925

　　　減損損失  796 ―

　　　のれん償却額  ― 1,635

　　　連結調整勘定償却額  859 ―

　　　貸倒引当金の増加額  151 317

　　　受取利息及び受取配当金  △2,050 △2,623

　　　支払利息等  5,117 6,886

　　　持分法による投資利益  △505 △589

　　　土地売却益  ― △11

　　　有形固定資産廃却損  1,045 869

　　　投資有価証券売却益  △1,248 △346

　　　関係会社株式売却益  ― △16

　　　関係会社株式取得取引に係る
為替ヘッジ差益

 ― △4,244

　　　投資有価証券評価損  44 25

　　　立体駐車場保守事業譲渡益  ― △700

　　　立体駐車場事業撤退損  1,952 ―

　　　スペイン倉庫火災保険収入  △1,447 ―

　　　売上債権の増加額  △8,382 △9,015

　　　たな卸資産の増加額  △4,472 △21,271

　　　仕入債務の増加額  4,945 5,201

　　　退職給付引当金の減少額  ― △3,487

　　　前払年金費用の増加額  ― △12,598

　　　確定拠出年金移行に伴う未払金の増加額  ― 13,458

　　　役員賞与の支払額  △110 △110

　　　その他  △3,564 17,719

　　　　小計  88,549 107,153

　　　利息及び配当金の受取額  2,038 2,625

　　　利息の支払額  △5,174 △6,727

　　　法人税等の支払額  △25,281 △24,270

　　　スペイン倉庫火災関連の収支額  3,378 ―

　　　立体駐車場保守事業譲渡に伴う収入額  ― 700

　　　関係会社株式取得取引に伴う
為替ヘッジ収支額

 ― 4,244

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー  63,511 83,725
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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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

区分
注記
番号

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  △824 ―

　　　有形固定資産の取得による支出  △46,168 △42,573

　　　有形固定資産の売却による収入  559 777

　　　投資有価証券の取得による支出  △18,089 △27,880

　　　投資有価証券の売却による収入  3,203 384

　　　連結の範囲の変更を伴う子会社株式
　　　の取得による支出

 ― △235,685

　　　その他  △2,100 △273

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー  △63,420 △305,251

    

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  15,759 254,098

　　　長期借入れによる収入  1,903 4,127

　　　長期借入金の返済による支出  △4,418 △3,452

　　　社債の償還による支出  △10,000 ―

　　　配当金の支払額  △5,790 △6,576

　　　少数株主への配当金の支払額  △1,531 △1,367

　　　その他  △205 △853

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー  △4,283 245,975

    

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  3,226 4,014

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加（△減少）額  △966 28,462

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  55,385 54,177

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  346 ―

Ⅷ　連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金
　　同等物の増加（△減少）額

 △588 18

Ⅸ　現金及び現金同等物の期末残高  54,177 82,658
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会計処理方法の変更

（訂正前）

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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

―――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度から、「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。

　当連結会計年度末における従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は、400,736百万円である。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成している。

 

 （訂正後）

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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

―――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度から、「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。

　当連結会計年度末における従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は、397,568百万円である。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成している。
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注記事項

(連結損益計算書関係)

（訂正前）

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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19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 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

※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 34,041百万円

２　製品発送費 30,194百万円

３　貸倒引当金繰入額 1,494百万円

４　製品保証引当金繰入額 13,821百万円

５　役員及び従業員給与手当 66,853百万円

６　役員賞与引当金繰入額 150百万円

７　退職給付費用 4,437百万円

８　減価償却費 4,618百万円

９　研究開発費 11,906百万円

 
 

 
 

 

（訂正後）

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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19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 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 3,475百万円

５　製品保証引当金繰入額 9,569百万円

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

※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 34,041百万円

２　製品発送費 30,194百万円

３　貸倒引当金繰入額 1,494百万円

４　製品保証引当金繰入額 17,322百万円

５　役員及び従業員給与手当 66,853百万円

６　役員賞与引当金繰入額 150百万円

７　退職給付費用 4,437百万円

８　減価償却費 4,618百万円

９　研究開発費 11,906百万円

 
 

 

 
 

次へ
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 (税効果会計関係)

（訂正前）

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産  

　たな卸資産の未実現利益 5,824百万円

　ソフトウェア等 4,161百万円

　製品保証引当金 2,931百万円

　賞与引当金 2,928百万円

　退職給付引当金 1,983百万円

　外国税額控除 1,626百万円

　たな卸資産 1,891百万円

　未払事業税 769百万円

　子会社の繰越欠損金 390百万円

　貸倒引当金 583百万円

　減価償却超過額 469百万円

　長期未払金 229百万円

　投資有価証券 190百万円

　その他 2,731百万円

繰延税金資産合計 26,710百万円

  

繰延税金負債  

　固定資産圧縮積立金 △2,167百万円

　その他有価証券評価差額金 △22,598百万円

　その他 △3,617百万円

繰延税金負債合計 △28,383百万円

  

繰延税金負債の純額 △1,672百万円

  
　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産  

　ソフトウェア等 7,620百万円

　たな卸資産の未実現利益 5,761百万円

　製品保証引当金 4,966百万円

　長期未払金 4,302百万円

　賞与引当金 3,477百万円

　たな卸資産 2,831百万円

　外国税額控除 1,634百万円

　子会社の繰越欠損金 1,176百万円

　未払事業税 1,010百万円

　貸倒引当金 872百万円

　退職給付引当金 787百万円

　減価償却超過額 674百万円

　投資有価証券 195百万円

　その他 8,211百万円

繰延税金資産小計 43,522百万円

評価性引当額 △1,541百万円

繰延税金資産合計 41,981百万円

  

繰延税金負債  

　固定資産圧縮積立金 △2,167百万円

　前払年金費用 △5,102百万円

　留保利益の税効果 △10,915百万円

　その他有価証券評価差額金 △23,103百万円

　その他 △4,882百万円

繰延税金負債合計 △46,172百万円

  

繰延税金負債の純額 △4,191百万円

  
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の主な項目別内訳

 

法定実効税率 40.6％

 (調整)  

海外子会社との税率の差異 △6.1〃

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.4〃

試験研究費税額控除 △2.8〃

欠損子会社の税効果未認識分 1.0〃

その他 △0.3〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.8〃

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の主な項目別内訳

 

差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記

載を省略している。
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（訂正後）

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産  

　たな卸資産の未実現利益 5,824百万円

　ソフトウェア等 4,161百万円

　製品保証引当金 2,942百万円

　賞与引当金 2,928百万円

　退職給付引当金 1,983百万円

　外国税額控除 1,626百万円

　たな卸資産 1,891百万円

　未払事業税 769百万円

　子会社の繰越欠損金 390百万円

　貸倒引当金 583百万円

　減価償却超過額 469百万円

　長期未払金 229百万円

　投資有価証券 190百万円

　その他 2,744百万円

繰延税金資産合計 26,734百万円

  

繰延税金負債  

　固定資産圧縮積立金 △2,167百万円

　その他有価証券評価差額金 △22,598百万円

　その他 △3,617百万円

繰延税金負債合計 △28,383百万円

  

繰延税金負債の純額 △1,648百万円

  
　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産  

　ソフトウェア等 7,620百万円

　たな卸資産の未実現利益 5,761百万円

　製品保証引当金 4,949百万円

　長期未払金 4,302百万円

　賞与引当金 3,477百万円

　たな卸資産 2,831百万円

　外国税額控除 1,634百万円

　子会社の繰越欠損金 1,176百万円

　未払事業税 1,010百万円

　貸倒引当金 872百万円

　退職給付引当金 787百万円

　減価償却超過額 674百万円

　投資有価証券 195百万円

　その他 8,238百万円

繰延税金資産小計 43,532百万円

評価性引当額 △1,541百万円

繰延税金資産合計 41,990百万円

  

繰延税金負債  

　固定資産圧縮積立金 △2,167百万円

　前払年金費用 △5,102百万円

　留保利益の税効果 △10,915百万円

　その他有価証券評価差額金 △23,103百万円

　その他 △4,882百万円

繰延税金負債合計 △46,172百万円

  

繰延税金負債の純額 △4,181百万円

  
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の主な項目別内訳

 

法定実効税率 40.6％

 (調整)  

海外子会社との税率の差異 △6.1〃

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.4〃

試験研究費税額控除 △2.8〃

欠損子会社の税効果未認識分 1.1〃

その他 0.0〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.2〃

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の主な項目別内訳

 

差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、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】

　（訂正前）

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)

 

 
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)

Ⅰ　売上高及び営業損益       

　　売上高       

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

641,657107,41143,788792,857 ― 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 642,145110,78743,808796,740（3,883）792,857

　　営業費用 585,034100,03444,582729,651（3,870）725,780

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

Ⅱ　資産、減価償却費
　　及び資本的支出

      

　　　資産 440,199129,91829,258599,376120,006719,382

　　　減価償却費 16,841 10,272 1,245 28,360 ― 28,360

　　　資本的支出 33,737 14,401 1,551 49,690 ― 49,690

 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31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)

Ⅰ　売上高及び営業損益       

　　売上高       

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

752,560116,49343,074912,128 ― 912,128

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

614 2,515 146 3,277（3,277） ―

計 753,174119,00943,221915,405（3,277）912,128

　　営業費用 685,632106,94141,887834,461（3,272）831,189

　　営業利益 67,542 12,067 1,334 80,944 （5） 80,939

Ⅱ　資産、減価償却費
　　及び資本的支出

      

　　　資産 843,866146,78930,2351,020,891143,6831,164,575

　　　減価償却費 20,398 11,214 1,242 32,855 ― 32,855

　　　資本的支出 22,169 17,631 1,334 41,134 ― 41,134

(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　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度は124,657百万円、当連結会計年度は
147,303百万円であり、その主なものは親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)
の資産等である。
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５　会計処理方法の変更
　 (前連結会計年度)
　　会計処理方法の変更に記載のとおり、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。これにより全社資産が796百万円減
少している。

　 (当連結会計年度)
　　会計処理方法の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「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。

　　会計処理方法の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第4号　平成
17年11月29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113百
万円、化学事業が25百万円、その他事業が11百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少している。

 　（訂正後）

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)

 

 
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)

Ⅰ　売上高及び営業損益       

　　売上高       

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

641,636107,41143,788792,836 ― 792,836

　(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 642,124110,78743,808796,720（3,883）792,836

　　営業費用 585,544100,03444,582730,160（3,870）726,289

　　営業利益又は損失（△） 56,580 10,753 △773 66,559 （12） 66,547

Ⅱ　資産、減価償却費
　　及び資本的支出

      

　　　資産 437,257129,91829,258596,434120,006716,440

　　　減価償却費 16,841 10,272 1,245 28,360 ― 28,360

　　　資本的支出 33,737 14,401 1,551 49,690 ― 49,690

 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31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)

Ⅰ　売上高及び営業損益       

　　売上高       

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

752,181116,49343,074911,749 ― 911,749

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

614 2,515 146 3,277（3,277） ―

計 752,796119,00943,221915,026（3,277）911,749

　　営業費用 685,438106,94141,887834,267（3,272）830,995

　　営業利益 67,357 12,067 1,334 80,759 （5） 80,754

Ⅱ　資産、減価償却費
　　及び資本的支出

      

　　　資産 840,655146,78930,2351,017,679143,6831,161,363

　　　減価償却費 20,398 11,214 1,242 32,855 ― 32,855

　　　資本的支出 22,169 17,631 1,334 41,134 ― 41,134
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(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　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度は124,657百万円、当連結会計年度は
147,303百万円であり、その主なものは親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)
の資産等である。

５　会計処理方法の変更
　 (前連結会計年度)
　　会計処理方法の変更に記載のとおり、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。これにより全社資産が796百万円減
少している。

　 (当連結会計年度)
　　会計処理方法の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「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。
会計処理方法の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第4号　平
成17年11月29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113
百万円、化学事業が25百万円、その他事業が11百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少している。
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【所在地別セグメント情報】

（訂正前）

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)

 

 
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)

Ⅰ　売上高及び
　　営業損益

        

　　売上高         

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

465,539116,276174,81033,4432,786792,857 ― 792,857

　(2) セグメント間
　　　の内部売上高
　　　又は振替高

96,16267,2783,2703,571 ― 170,283(170,283)―

計 561,702183,555178,08137,0152,786963,141(170,283)792,857

　　営業費用 531,341163,344165,63536,7032,640899,666(173,886)725,780

　　営業利益 30,36020,21112,445 311 145 63,4743,60267,077

Ⅱ　資産 416,261159,943114,81138,7022,490732,210(12,827)719,382

 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31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)

Ⅰ　売上高及び
　　営業損益

        

　　売上高         

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

481,745154,555235,32836,9933,504912,128 ― 912,128

　(2) セグメント間
　　　の内部売上高
　　　又は振替高

117,94872,8614,8144,467 ― 200,093(200,093)―

計 599,694227,417240,14341,4613,5041,112,221(200,093)912,128

　　営業費用 564,209206,771213,19442,9833,3311,030,489(199,300)831,189

　　営業利益又は損失
（△）

35,48420,64526,949△1,521 172 81,731(792)80,939

Ⅱ　資産 487,765371,237200,570145,5645,6421,210,780(46,204)1,164,575

 (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、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、ポルトガル、チェコ
　(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　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　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度は124,657百万円、当連結会計年度は
147,303百万円であり、その主なものは親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)
の資産等である。
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５　会計処理方法の変更
　 (前連結会計年度)
　　会計処理方法の変更に記載のとおり、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。これにより減損損失が「国内」で
796百万円発生し、資産が同額減少している。

　 (当連結会計年度)
　　会計処理方法の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「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。

　　会計処理方法の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第4号　平成
17年11月29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150百万円増加し、
営業利益が同額減少している。

 

（訂正後）

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)

 

 
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)

Ⅰ　売上高及び
　　営業損益

        

　　売上高         

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

465,519116,276174,81033,4432,786792,836 ― 792,836

　(2) セグメント間
　　　の内部売上高
　　　又は振替高

96,16267,2783,2703,571 ― 170,283(170,283)―

計 561,681183,555178,08137,0152,786963,120(170,283)792,836

　　営業費用 531,851163,344165,63536,7032,640900,176(173,886)726,289

　　営業利益 29,83020,21112,445 311 145 62,9443,60266,547

Ⅱ　資産 413,319159,943114,81138,7022,490729,268(12,827)716,440

 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31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)

Ⅰ　売上高及び
　　営業損益

        

　　売上高         

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

481,366154,555235,32836,9933,504911,749 ― 911,749

　(2) セグメント間
　　　の内部売上高
　　　又は振替高

117,94872,8614,8144,467 ― 200,093(200,093)―

計 599,315227,417240,14341,4613,5041,111,842(200,093)911,749

　　営業費用 564,015206,771213,19442,9833,3311,030,295(199,300)830,995

　　営業利益又は損失
（△）

35,29920,64526,949△1,521 172 81,546(792)80,754

Ⅱ　資産 484,553371,237200,570145,5645,6421,207,568(46,204)1,161,363
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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、フィリピン、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、ポルトガル、チェコ
　(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　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　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度は124,657百万円、当連結会計年度は
147,303百万円であり、その主なものは親会社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)
の資産等である。

５　会計処理方法の変更
　 (前連結会計年度)
　　会計処理方法の変更に記載のとおり、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。これにより減損損失が「国内」で
796百万円発生し、資産が同額減少している。

　 (当連結会計年度)
　　会計処理方法の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「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。

　　会計処理方法の変更に記載のとおり、当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第4号　平成
17年11月29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150百万円増加し、
営業利益が同額減少している。

 

【海外売上高】

（訂正前）

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)

 

 
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

 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31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) 180,968 234,988 43,238 10,279 469,474

Ⅱ　連結売上高(百万円)     912,128

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

19.8 25.8 4.7 1.1 51.5

(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
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（訂正後）

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)

 

 
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)     792,836

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

 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31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) 180,968 234,988 43,238 10,279 469,474

Ⅱ　連結売上高(百万円)     911,749

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

19.8 25.8 4.7 1.1 51.5

(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
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(１株当たり情報)

（訂正前）

項目
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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 1,304円69銭 1,523円52銭

１株当たり当期純利益 154円25銭 173円42銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

154円21銭 173円34銭

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

 
前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

(百万円)
― 413,120

普通株式に係る純資産額 (百万円) ― 400,710

差額の主な内訳(百万円)
　新株予約権
　少数株主持分

―
 
219

12,191

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) ― 797

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)
― 263,016

 

２　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 
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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益(百万円) 40,708 45,619

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 ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 40,598 45,619

普通株式の期中平均株式数(千株) 263,197 263,051

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

算定に用いられた普通株式増加数の主な

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

 

 

 

16

54

 

 

 

13

108

普通株式増加数（千株） 70 121

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

―――――― 平成18年６月29日取締役会決

議ストックオプション

新株予約権　2,980個

　　　　　（298千株）

 

EDINET提出書類

ダイキン工業株式会社(E01570)

訂正有価証券報告書

44/72



（訂正後）

項目
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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 1,293円41銭 1,511円47銭

１株当たり当期純利益 152円11銭 172円66銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

152円07銭 172円58銭

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

 
前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

(百万円)
― 409,952

普通株式に係る純資産額 (百万円) ― 397,541

差額の主な内訳(百万円)
　新株予約権
　少数株主持分

―
 
219

12,191

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) ― 797

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)
― 263,016

 

２　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 
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)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益(百万円) 40,145 45,419

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 ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 40,035 45,419

普通株式の期中平均株式数(千株) 263,197 263,051

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

算定に用いられた普通株式増加数の主な

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

 

 

 

16

54

 

 

 

13

108

普通株式増加数（千株） 70 121

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

―――――― 平成18年６月29日取締役会決

議ストックオプション

新株予約権　2,980個

　　　　　（298千株）
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

（訂正前）

  
第103期

(平成18年３月31日)
第104期

(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)        

Ⅰ　流動資産        

　１　現金及び預金 ※３  22,896   16,731  

　２　受取手形 ※2,8  1,887   1,249  

　３　売掛金 ※２  68,243   69,156  

　４　製品   30,724   37,686  

　５　原材料   2,285   2,414  

　６　仕掛品   30,843   33,675  

　７　貯蔵品   1,151   1,256  

　８　前渡金   ―   25  

　９　前払費用   607   843  

　10　繰延税金資産   8,213   10,098  

　11　関係会社短期貸付金   13,520   10,705  

　12　未収入金 ※２  13,918   14,638  

　13　その他   1,062   1,146  

　14　貸倒引当金   △59   △66  

　　流動資産合計   195,29439.1  199,56325.1
        
Ⅱ　固定資産        

　(1) 有形固定資産 ※1,3       

　　１　建物   25,419   25,117  

　　２　構築物   2,667   2,713  

　　３　機械及び装置   40,063   41,952  

　　４　車両及び運搬具   74   78  

　　５　工具・器具及び備品   7,598   8,216  

　　６　土地   19,767   19,932  

　　７　建設仮勘定   2,193   1,302  

　　　有形固定資産合計   97,78519.6  99,31312.5

　(2) 無形固定資産        

　　１　特許権   72   49  

　　２　借地権   284   284  

　　３　商標権   2   1  

　　４　施設利用権   5   3  

　　５　ソフトウェア   1,256   1,382  

　　６　電話加入権   141   141  

　　　無形固定資産合計   1,7630.4  1,8630.2

　(3) 投資その他の資産        

　　１　投資有価証券   102,887  131,856 

　　２　関係会社株式   49,859   297,058 

　　３　関係会社出資金   46,825   48,410  

　　４　長期貸付金   767   677  

　　５　従業員長期貸付金   356   321  

　　６　長期前払費用   170   204  

　　７　前払年金費用   ―   12,045  

　　８　保証金   2,792   2,760  

　　９　その他   1,714   1,833  

　　10　貸倒引当金   △975   △1,096  

　　　投資その他の資産合計   204,39640.9  494,07162.2

　　固定資産合計   303,94560.9  595,24874.9

資産合計   499,240100.0  794,811100.0
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第103期
(平成18年３月31日)

第104期
(平成19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
(％)

(負債の部)        

Ⅰ　流動負債        

　１　支払手形 ※８  4,256   4,621  

　２　買掛金 ※２  37,844   39,528  

　３　短期借入金   26,080   257,020 

　４　コマーシャルペーパー   60,000   89,000  

　５　一年内に返済予定の
　　　長期借入金

  515   2,363  

　６　未払金   5,404   7,150  

　７　未払費用 ※２  18,889   19,437  

　８　未払法人税等   3,172   6,519  

　９　前受金   1,103   726  

　10　預り金   9,348   8,981  

　11　役員賞与引当金   ―   150  

　12　製品保証引当金   6,100   6,583  

　13　設備購入支払手形 ※８  1,504   1,052  

　14　設備購入未払金   9,841   8,305  

　15　その他   114   86  

　　流動負債合計   184,17736.9  451,52756.8

Ⅱ　固定負債        

　１　普通社債   20,000   20,000  

　２　長期借入金   24,882   22,503  

　３　長期未払金   564   11,739  

　４　繰延税金負債   18,146   21,107  

　５　退職給付引当金   3,596   ―  

　　固定負債合計   67,19013.4  75,3519.5

負債合計   251,36750.3  526,87866.3

(資本の部)        

Ⅰ　資本金 ※５  28,0235.6  ― ―

Ⅱ　資本剰余金        

　１　資本準備金   25,968   ―  

　　　資本剰余金合計   25,9685.2  ― ―

Ⅲ　利益剰余金        

　１　利益準備金   6,066   ―  

　２　任意積立金        

１) 固定資産圧縮積立金  3,170   ―   

２) 別途積立金  130,210133,380 ― ―  

　３　当期未処分利益   23,282   ―  

　　　利益剰余金合計   162,72832.6  ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 ※６  32,6996.6  ― ―

Ⅴ　自己株式 ※７  △1,546△0.3  ― ―

資本合計   247,87349.7  ― ―

負債資本合計   499,240100.0  ― ―
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第103期
(平成18年３月31日)

第104期
(平成19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
(％)

（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  ―   29,157   

　　　利益剰余金合計   ―   182,603 

　４　自己株式   ―   △2,363  

　　株主資本合計   ― ―  234,23129.5

Ⅱ　評価・換算差額等        

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

  ―   33,479  

　２　繰延ヘッジ損益   ―   3  

　　評価・換算差額等合計   ― ―  33,4824.2

Ⅲ　新株予約権   ― ―  219 0.0

純資産合計   ― ―  267,93333.7

負債純資産合計   ― ―  794,811100.0
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（訂正後）

  
第103期

(平成18年３月31日)
第104期

(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)        

Ⅰ　流動資産        

　１　現金及び預金 ※３  22,896   16,731  

　２　受取手形 ※2,8  1,887   1,249  

　３　売掛金 ※２  68,069   68,590  

　４　製品   30,724   37,686  

　５　原材料   2,285   2,414  

　６　仕掛品   28,148   31,183  

　７　貯蔵品   1,151   1,256  

　８　前渡金   ―   25  

　９　前払費用   607   843  

　10　繰延税金資産   8,224   10,081  

　11　関係会社短期貸付金   13,520   10,705  

　12　未収入金 ※２  13,918   14,638  

　13　その他   1,062   1,146  

　14　貸倒引当金   △59   △66  

　　流動資産合計   192,43638.8  196,48724.8
        
Ⅱ　固定資産        

　(1) 有形固定資産 ※1,3       

　　１　建物   25,419   25,117  

　　２　構築物   2,667   2,713  

　　３　機械及び装置   40,063   41,952  

　　４　車両及び運搬具   74   78  

　　５　工具・器具及び備品   7,598   8,216  

　　６　土地   19,767   19,932  

　　７　建設仮勘定   2,193   1,302  

　　　有形固定資産合計   97,78519.7  99,31312.6

　(2) 無形固定資産        

　　１　特許権   72   49  

　　２　借地権   284   284  

　　３　商標権   2   1  

　　４　施設利用権   5   3  

　　５　ソフトウェア   1,256   1,382  

　　６　電話加入権   141   141  

　　　無形固定資産合計   1,7630.3  1,8630.2

　(3) 投資その他の資産        

　　１　投資有価証券   102,887  131,856 

　　２　関係会社株式   49,859   297,058 

　　３　関係会社出資金   46,825   48,410  

　　４　長期貸付金   767   677  

　　５　従業員長期貸付金   356   321  

　　６　長期前払費用   170   204  

　　７　前払年金費用   ―   12,045  

　　８　保証金   2,792   2,760  

　　９　その他   1,714   1,833  

　　10　貸倒引当金   △975   △1,096  

　　　投資その他の資産合計   204,39641.2  494,07162.4

　　固定資産合計   303,94561.2  595,24875.2

資産合計   496,382100.0  791,735100.0
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第103期
(平成18年３月31日)

第104期
(平成19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
(％)

(負債の部)        

Ⅰ　流動負債        

　１　支払手形 ※８  4,256   4,621  

　２　買掛金 ※２  37,841   39,526  

　３　短期借入金   26,080   257,020 

　４　コマーシャルペーパー   60,000   89,000  

　５　一年内に返済予定の
　　　長期借入金

  515   2,363  

　６　未払金   5,404   7,150  

　７　未払費用 ※２  18,889   19,437  

　８　未払法人税等   3,172   6,519  

　９　前受金   1,103   726  

　10　預り金   9,348   8,981  

　11　役員賞与引当金   ―   150  

　12　製品保証引当金   6,127   6,540  

　13　設備購入支払手形 ※８  1,504   1,052  

　14　設備購入未払金   9,841   8,305  

　15　その他   114   86  

　　流動負債合計   184,20037.1  451,48257.0

Ⅱ　固定負債        

　１　普通社債   20,000   20,000  

　２　長期借入金   24,882   22,503  

　３　長期未払金   564   11,739  

　４　繰延税金負債   18,146   21,107  

　５　退職給付引当金   3,596   ―  

　　固定負債合計   67,19013.5  75,3519.5

負債合計   251,39150.6  526,83366.5

(資本の部)        

Ⅰ　資本金 ※５  28,0235.7  ― ―

Ⅱ　資本剰余金        

　１　資本準備金   25,968   ―  

　　　資本剰余金合計   25,9685.2  ― ―

Ⅲ　利益剰余金        

　１　利益準備金   6,066   ―  

　２　任意積立金        

１) 固定資産圧縮積立金  3,170   ―   

２) 別途積立金  130,210133,380 ― ―  

　３　当期未処分利益   20,400   ―  

　　　利益剰余金合計   159,84632.2  ― ―

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 ※６  32,6996.6  ― ―

Ⅴ　自己株式 ※７  △1,546△0.3  ― ―

資本合計   244,99149.4  ― ―

負債資本合計   496,382100.0  ― ―
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第103期
(平成18年３月31日)

第104期
(平成19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
(％)

（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  ―   26,126   

　　　利益剰余金合計   ―   179,573 

　４　自己株式   ―   △2,363  

　　株主資本合計   ― ―  231,20029.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

  ―   33,479  

　２　繰延ヘッジ損益   ―   3  

　　評価・換算差額等合計   ― ―  33,4824.3

Ⅲ　新株予約権   ― ―  219 0.0

純資産合計   ― ―  264,90233.5

負債純資産合計   ― ―  791,735100.0
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② 【損益計算書】

（訂正前）

  
第103期

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第104期
(自　平成18年４月１日
至　平成19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
(％)

Ⅰ　売上高 ※１  434,986100.0  454,469100.0

Ⅱ　売上原価        

　１　製品期首たな卸高  29,036   30,724   

　２　当期製品製造原価 ※２ 317,945   333,014   

　３　当期商品仕入高  3,391   3,720   

　　　　合計  350,373   367,459   

　４　他勘定振替高 ※３ 174   131   

　５　製品期末たな卸高  30,724319,47473.4 37,686329,64172.5

　　　売上総利益   115,51226.6  124,82727.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,4  91,42621.0  96,20721.2

　　　営業利益   24,0855.5  28,6196.3

Ⅳ　営業外収益        

　１　受取利息  219   214   

　２　有価証券利息  0   2   

　３　受取配当金 ※１ 7,855   7,506   

　４　為替差益  666   284   

　５　その他  1,694 10,4352.4 445 8,4531.8

Ⅴ　営業外費用        

　１　支払利息  542   1,343   

　２　社債利息  392   164   

　３　売上割引  652   695   
　４　コマーシャルペーパー

利息
 ―   296   

　５　その他  371 1,9590.5 343 2,8420.6

　　　経常利益   32,5627.5  34,2307.5

Ⅵ　特別利益        

　１　投資有価証券売却益  1,247   346   

　２　関係会社株式売却益  ―   406   
　３　関係会社株式取得取引に
　　　係る為替ヘッジ差益

 ―   4,244   

４　立体駐車場保守事業
譲渡益

 ―   700   

　５　退職給付制度一部終了益  ―   792   

　６　貸倒引当金戻入額  564 1,8110.4 ― 6,4891.4

Ⅶ　特別損失        

　１　固定資産廃却損 ※５ 825   696   

　２　投資有価証券評価損  22   23   

　３　子会社株式評価損  817   ―   

　４　減損損失 ※６ 211   ―   

　５　立体駐車場事業撤退損 ※７ 1,952 3,8290.9 ― 720 0.1

　　　税引前当期純利益   30,5447.0  39,9998.8

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

 8,776   12,860   

　　　法人税等調整額  386 9,1622.1 541 13,4012.9

　　　当期純利益   21,3814.9  26,5975.9

　　　前期繰越利益   4,602   ―  
　　　合併による

未処分利益受入額
　　　中間配当額
　　　自己株式処分差損

 
 
 
 

 
 
 
 

194
 

2,894
1

  

―
 
―
―

 

　　　当期未処分利益   23,282   ―  
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製造原価明細書

 

  
第103期

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第104期
(自　平成18年４月１日
至　平成19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
(％)

Ⅰ　材料費  245,06977.1 259,20977.1

Ⅱ　労務費  31,031 9.8 31,708 9.4

Ⅲ　経費  41,645 13.1 45,498 13.5

　　(うち減価償却費)  (13,545)(4.3) (14,588)(4.3)

当期総製造費用  317,746100.0 336,416100.0

仕掛品期首たな卸高  33,481  30,843  

合計  351,228  367,260  

他勘定振替高 ※１ 2,439  570  

仕掛品期末たな卸高  30,843  33,675  

当期製品製造原価  317,945  333,014  

 

原価計算の方法

当社の原価計算は、総合原価計算を採用しており、期中は予定原価により計上し、期末において原価差額を調整してい

る。

(注)

項目
第103期

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第104期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

※１　他勘定振替高の内訳 固定資産へ振替 218 百万円

販売費及び一般
管理費へ振替

239 百万円

特別損失へ 1,859 百万円

その他 122 百万円

(計) (2,439)百万円

固定資産へ振替 278 百万円

販売費及び一般
管理費へ振替

253 百万円

その他 38 百万円

(計) (570)百万円
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（訂正後）

  
第103期

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第104期
(自　平成18年４月１日
至　平成19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
(％)

Ⅰ　売上高 ※１  435,174100.0  454,076100.0

Ⅱ　売上原価        

　１　製品期首たな卸高  29,036   30,724   

　２　当期製品製造原価 ※２ 318,630   332,885   

　３　当期商品仕入高  3,391   3,720   

　　　　合計  351,058   367,330   

　４　他勘定振替高 ※３ 174   131   

　５　製品期末たな卸高  30,724320,15973.6 37,686329,51272.6

　　　売上総利益   115,01526.4  124,56427.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※2,4  91,39021.0  96,06521.1

　　　営業利益   23,6245.4  28,4996.3

Ⅳ　営業外収益        

　１　受取利息  219   214   

　２　有価証券利息  0   2   

　３　受取配当金 ※１ 7,855   7,506   

　４　為替差益  666   284   

　５　その他  1,694 10,4352.4 445 8,4531.8

Ⅴ　営業外費用        

　１　支払利息  542   1,343   

　２　社債利息  392   164   

　３　売上割引  652   695   
　４　コマーシャルペーパー

利息
 ―   296   

　５　その他  371 1,9590.4 343 2,8420.6

　　　経常利益   32,1007.4  34,1107.5

Ⅵ　特別利益        

　１　投資有価証券売却益  1,247   346   

　２　関係会社株式売却益  ―   406   
　３　関係会社株式取得取引に
　　　係る為替ヘッジ差益

 ―   4,244   

４　立体駐車場保守事業
譲渡益

 ―   700   

　５　退職給付制度一部終了益  ―   792   

　６　貸倒引当金戻入額  564 1,8110.4 ― 6,4891.4

Ⅶ　特別損失        

　１　固定資産廃却損 ※５ 825   696   

　２　投資有価証券評価損  22   23   

　３　子会社株式評価損  817   ―   

　４　減損損失 ※６ 211   ―   

　５　立体駐車場事業撤退損 ※７ 1,952 3,8290.9 ― 720 0.1

　　　税引前当期純利益   30,0836.9  39,8798.8

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

 8,776   12,860   

　　　法人税等調整額  427 9,2042.1 569 13,4303.0

　　　当期純利益   20,8794.8  26,4485.8

　　　前期繰越利益   2,223   ―  
　　　合併による

未処分利益受入額
　　　中間配当額
　　　自己株式処分差損

 
 
 
 

 
 
 
 

194
 

2,894
1

  

―
 
―
―

 

　　　当期未処分利益   20,400   ―  
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製造原価明細書

 

  
第103期

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第104期
(自　平成18年４月１日
至　平成19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
(％)

Ⅰ　材料費  245,03177.1 259,26277.1

Ⅱ　労務費  31,025 9.8 31,717 9.4

Ⅲ　経費  41,636 13.1 45,511 13.5

　　(うち減価償却費)  (13,545)(4.3) (14,588)(4.3)

当期総製造費用  317,694100.0 336,491100.0

仕掛品期首たな卸高  31,538  28,148  

合計  349,232  364,640  

他勘定振替高 ※１ 2,454  571  

仕掛品期末たな卸高  28,148  31,183  

当期製品製造原価  318,630  332,885  

 

原価計算の方法

当社の原価計算は、総合原価計算を採用しており、期中は予定原価により計上し、期末において原価差額を調整してい

る。

(注)

項目
第103期

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第104期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

※１　他勘定振替高の内訳 固定資産へ振替 218 百万円

販売費及び一般
管理費へ振替

239 百万円

特別損失へ 1,859 百万円

その他 137 百万円

(計) (2,454)百万円

固定資産へ振替 278 百万円

販売費及び一般
管理費へ振替

253 百万円

その他 39 百万円

(計) (571)百万円
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③ 【利益処分計算書】

（訂正前）

  
第103期

(平成18年６月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅰ　当期未処分利益   23,282

Ⅱ　利益処分額    

　１　配当金  2,895  

　２　役員賞与金  110  

　　　(うち監査役分)  (2)  

　３　任意積立金    

別途積立金  14,000 17,005

Ⅲ　次期繰越利益   6,277

(注)　日付は株主総会承認年月日である。

 

（訂正後）

  
第103期

(平成18年６月29日)

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅰ　当期未処分利益   20,400

Ⅱ　利益処分額    

　１　配当金  2,895  

　２　役員賞与金  110  

　　　(うち監査役分)  (2)  

　３　任意積立金    

別途積立金  14,000 17,005

Ⅲ　次期繰越利益   3,395

(注)　日付は株主総会承認年月日である。
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④ 【株主資本等変動計算書】

（訂正前）

第104期(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

 

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)

28,02325,9686,066 3,170130,21023,282162,728△1,546215,173

事業年度中の変動額          

剰余金の配当(注)      △2,895△2,895  △2,895

剰余金の配当      △3,681△3,681  △3,681

役員賞与(注)      △110 △110  △110

別途積立金の積立(注)     14,000△14,000 ―  ―

当期純利益      26,59726,597  26,597

自己株式の取得        △1,162△1,162

自己株式の処分      △35 △35 345 309

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
(純額)

         

事業年度中の変動額合計
(百万円)

― ― ― ― 14,0005,87519,875△817 19,058

平成19年３月31日
残高(百万円)

28,02325,9686,066 3,170144,21029,157182,603△2,363234,231

 

 

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

事業年度中の変動額      

剰余金の配当(注)     △2,895

剰余金の配当     △3,681

役員賞与(注)     △110

別途積立金の積立(注)     ―

当期純利益     26,597

自己株式の取得     △1,162

自己株式の処分     309

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
(純額)

779 3 782 219 1,002

事業年度中の変動額合計
(百万円)

779 3 782 219 20,060

平成19年３月31日残高
(百万円)

33,479 3 33,482 219 267,933

（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。
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（訂正後）

第104期(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

 

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)

28,02325,9686,066 3,170130,21020,400159,846△1,546212,291

事業年度中の変動額          

剰余金の配当(注)      △2,895△2,895  △2,895

剰余金の配当      △3,681△3,681  △3,681

役員賞与(注)      △110 △110  △110

別途積立金の積立(注)     14,000△14,000 ―  ―

当期純利益      26,44826,448  26,448

自己株式の取得        △1,162△1,162

自己株式の処分      △35 △35 345 309

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
(純額)

         

事業年度中の変動額合計
(百万円)

― ― ― ― 14,0005,72619,726△817 18,909

平成19年３月31日
残高(百万円)

28,02325,9686,066 3,170144,21026,126179,573△2,363231,200

 

 

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 ― 244,991

事業年度中の変動額      

剰余金の配当(注)     △2,895

剰余金の配当     △3,681

役員賞与(注)     △110

別途積立金の積立(注)     ―

当期純利益     26,448

自己株式の取得     △1,162

自己株式の処分     309

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
(純額)

779 3 782 219 1,002

事業年度中の変動額合計
(百万円)

779 3 782 219 19,911

平成19年３月31日残高
(百万円)

33,479 3 33,482 219 264,902

（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。
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会計処理方法の変更

（訂正前）

第103期
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第104期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

―――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度から、「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。

　当事業年度末における従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は、267,710百万円である。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成している。

 

（訂正後）

第103期
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第104期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

―――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度から、「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。

　当事業年度末における従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は、264,680百万円である。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成している。
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注記事項

(貸借対照表関係)

（訂正前）

摘要
第103期

(平成18年３月31日)
第104期

(平成19年３月31日)

   

※２　関係会社に対する資産

・負債

受取手形 421百万円

売掛金 45,789百万円

未収入金 5,709百万円

買掛金 6,341百万円

未払費用 3,721百万円

買掛金、未払費用
以外の流動負債合
計

10,447百万円

売掛金 43,312百万円

流動負債合計 18,316百万円

   
  

 
 
 

  （訂正後）

摘要
第103期

(平成18年３月31日)
第104期

(平成19年３月31日)

   

※２　関係会社に対する資産

・負債

受取手形 421百万円

売掛金 45,789百万円

未収入金 5,709百万円

買掛金 6,337百万円

未払費用 3,721百万円

買掛金、未払費用
以外の流動負債合
計

10,447百万円

売掛金 43,312百万円

流動負債合計 18,314百万円
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(損益計算書関係)

（訂正前）

摘要
第103期

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第104期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

   
   
   
※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。

　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。

 販売促進費 2,878百万円

製品発送費 11,600百万円

広告宣伝費 4,476百万円

製品無償修理費 4,669百万円

製品保証引当金
繰入額

6,100百万円

役員報酬・従業員
給与手当

10,636百万円

従業員賞与 3,819百万円

退職給付費用 4,847百万円

福利厚生費 2,641百万円

旅費交通費 4,867百万円

減価償却費 1,084百万円

賃借料 4,186百万円

研究開発費 10,411百万円

事務外注費 5,756百万円

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

   
   

 

 

（訂正後）

摘要
第103期

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第104期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

   
   
   
※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。

　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。

 販売促進費 2,878百万円

製品発送費 11,600百万円

広告宣伝費 4,476百万円

製品無償修理費 4,591百万円

製品保証引当金
繰入額

6,127百万円

役員報酬・従業員
給与手当

10,636百万円

従業員賞与 3,819百万円

退職給付費用 4,847百万円

福利厚生費 2,641百万円

旅費交通費 4,867百万円

減価償却費 1,084百万円

賃借料 4,186百万円

研究開発費 10,411百万円

事務外注費 5,756百万円

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

6,540百万円

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
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(税効果会計関係)

（訂正前）

第103期
(平成18年３月31日)

第104期
(平成19年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産  

　ソフトウェア等 3,608百万円

　製品保証引当金 2,477百万円

　賞与引当金 1,894百万円

　外国税額控除 1,626百万円

　退職給付引当金 1,460百万円

　たな卸資産 865百万円

　未払事業税 558百万円

　貸倒引当金 97百万円

　長期未払金 229百万円

　その他 1,777百万円

繰延税金資産合計 14,596百万円

  

繰延税金負債  

　その他有価証券評価差額金 △22,361百万円

　固定資産圧縮積立金他 △2,167百万円

繰延税金負債合計 △24,529百万円

  

  

繰延税金負債の純額 △9,932百万円

  
　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産  

　長期未払金 5,066百万円

　ソフトウェア等 3,847百万円

　製品保証引当金 2,673百万円

　賞与引当金 2,046百万円

　外国税額控除 1,634百万円

　たな卸資産 1,340百万円

　未払事業税 815百万円

　貸倒引当金 216百万円

　その他 2,506百万円

繰延税金資産小計 20,146百万円

　評価性引当額 △1,200百万円

繰延税金資産合計 18,946百万円

  

繰延税金負債  

　前払年金費用 △4,891百万円

　その他有価証券評価差額金 △22,894百万円

　固定資産圧縮積立金他 △2,169百万円

繰延税金負債合計 △29,956百万円

  

  

繰延税金負債の純額 △11,009百万円

  
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の主な項目別内訳

法定実効税率 40.6％

 (調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.7〃

住民税均等割 0.3〃

外国税額控除 △8.1〃

試験研究費税額控除 △6.1〃

その他 △0.4〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.0〃

  
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の主な項目別内訳

法定実効税率 40.6％

 (調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9〃

住民税均等割 0.2〃

外国税額控除 △5.4〃

試験研究費税額控除 △5.2〃

評価性引当額 3.0〃

その他 △0.6〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.5〃
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（訂正後）

第103期
(平成18年３月31日)

第104期
(平成19年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産  

　ソフトウェア等 3,608百万円

　製品保証引当金 2,488百万円

　賞与引当金 1,894百万円

　外国税額控除 1,626百万円

　退職給付引当金 1,460百万円

　たな卸資産 865百万円

　未払事業税 558百万円

　貸倒引当金 97百万円

　長期未払金 229百万円

　その他 1,777百万円

繰延税金資産合計 14,607百万円

  

繰延税金負債  

　その他有価証券評価差額金 △22,361百万円

　固定資産圧縮積立金他 △2,167百万円

繰延税金負債合計 △24,529百万円

  

  

繰延税金負債の純額 △9,921百万円

  
　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産  

　長期未払金 5,066百万円

　ソフトウェア等 3,847百万円

　製品保証引当金 2,656百万円

　賞与引当金 2,046百万円

　外国税額控除 1,634百万円

　たな卸資産 1,340百万円

　未払事業税 815百万円

　貸倒引当金 216百万円

　その他 2,506百万円

繰延税金資産小計 20,129百万円

　評価性引当額 △1,200百万円

繰延税金資産合計 18,929百万円

  

繰延税金負債  

　前払年金費用 △4,891百万円

　その他有価証券評価差額金 △22,894百万円

　固定資産圧縮積立金他 △2,169百万円

繰延税金負債合計 △29,956百万円

  

  

繰延税金負債の純額 △11,026百万円

  
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の主な項目別内訳

法定実効税率 40.6％

 (調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.8〃

住民税均等割 0.3〃

外国税額控除 △8.2〃

試験研究費税額控除 △6.2〃

その他 0.3〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.6〃

  
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の主な項目別内訳

法定実効税率 40.6％

 (調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9〃

住民税均等割 0.2〃

外国税額控除 △5.4〃

試験研究費税額控除 △5.2〃

評価性引当額 3.0〃

その他 △0.4〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.7〃
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(１株当たり情報)

（訂正前）

項目
第103期

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第104期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 941円37銭 1,017円84銭

１株当たり当期純利益 80円82銭 101円11銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 80円80銭 101円06銭

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

 
第103期

（平成18年３月31日）
第104期

（平成19年３月31日）

貸借対照表の純資産の部の合計額

(百万円)
― 267,933

普通株式に係る純資産額 (百万円) ― 267,713

差額の主な内訳(百万円)

　新株予約権
―

 
219

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) ― 793

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)
― 263,020

 

２　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 
第103期

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第104期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益(百万円) 21,381 26,597

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 ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 21,271 26,597

普通株式の期中平均株式数(千株) 263,201 263,055

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

算定に用いられた普通株式増加数の主な

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

 

 

 

16

54

 

 

 

13

108

普通株式増加数（千株） 70 121

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

―――――― 平成18年６月29日取締役会決

議ストックオプション

新株予約権　2,980個

　　　　　（298千株）
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（訂正後）

項目
第103期

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第104期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 930円42銭 1,006円32銭

１株当たり当期純利益 78円91銭 100円55銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 78円89銭 100円50銭

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

 
第103期

（平成18年３月31日）
第104期

（平成19年３月31日）

貸借対照表の純資産の部の合計額

(百万円)
― 264,902

普通株式に係る純資産額 (百万円) ― 264,683

差額の主な内訳(百万円)

　新株予約権
―

 
219

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) ― 793

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)
― 263,020

 

２　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 
第103期

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第104期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益(百万円) 20,879 26,448

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 ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 20,769 26,448

普通株式の期中平均株式数(千株) 263,201 263,055

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

算定に用いられた普通株式増加数の主な

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

 

 

 

16

54

 

 

 

13

108

普通株式増加数（千株） 70 121

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

―――――― 平成18年６月29日取締役会決

議ストックオプション

新株予約権　2,980個

　　　　　（298千株）
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⑤ 【附属明細表】

 
【引当金明細表】

（訂正前）

 

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金　(注) 1,034 461 30 303 1,162

役員賞与引当金 ― 150 ― ― 150

製品保証引当金 6,100 6,583 6,100 ― 6,583

(注)　当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率洗替額59百万円及び債権回収に伴う取崩額243百万円である。

 

（訂正後）

 

区分
前期末残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金　(注) 1,034 461 30 303 1,162

役員賞与引当金 ― 150 ― ― 150

製品保証引当金 6,127 6,540 6,127 ― 6,540

(注)　当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率洗替額59百万円及び債権回収に伴う取崩額243百万円である。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

③　売掛金

（訂正前）

 

相手先名 金額(百万円)    

ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ 8,298   

ダイキン空調東京㈱ 3,817   

伊藤忠非鉄マテリアル㈱ 3,606   

ダイキン アメリカ インク 3,537   

ダイキン エアコンディショニング
アメリカズ インク

3,052   

その他 46,843   

計 69,156   

 

売掛金回収状況並びに滞留状況

 

期首残高
(百万円)
(A)

当期売上高
(百万円)
(B)

当期回収高
(百万円)
(C)

期末残高
(百万円)
(D)

回収率
(％)

(C)÷((A)＋(B))

滞留期間
(ヶ月)

(D)÷(B)／12

68,243 471,534 470,621 69,156 87.2 1.8

(注)　上記金額には、消費税等を含めている。

 

（訂正後）

 

相手先名 金額(百万円)    

ダイキン ヨーロッパ エヌ ブイ 8,298   

ダイキン空調東京㈱ 3,817   

伊藤忠非鉄マテリアル㈱ 3,606   

ダイキン アメリカ インク 3,537   

ダイキン エアコンディショニング
アメリカズ インク

3,052   

その他 46,277   

計 68,590   

 

売掛金回収状況並びに滞留状況

 

期首残高
(百万円)
(A)

当期売上高
(百万円)
(B)

当期回収高
(百万円)
(C)

期末残高
(百万円)
(D)

回収率
(％)

(C)÷((A)＋(B))

滞留期間
(ヶ月)

(D)÷(B)／12

68,069 471,142 470,621 68,590 87.3 1.7

(注)　上記金額には、消費税等を含めている。
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④　たな卸資産

（訂正前）

 

部門 製品(百万円) 原材料(百万円) 仕掛品(百万円) 貯蔵品(百万円)

空調・冷凍機 27,857 193 13,528 588

化学 8,571 1,894 10,518 563

油機 1,257 ― 2,568 96

特機 ― 327 7,060 8

計 37,686 2,414 33,675 1,256

 

（訂正後）

 

部門 製品(百万円) 原材料(百万円) 仕掛品(百万円) 貯蔵品(百万円)

空調・冷凍機 27,857 193 11,036 588

化学 8,571 1,894 10,518 563

油機 1,257 ― 2,568 96

特機 ― 327 7,060 8

計 37,686 2,414 31,183 1,256

 
 
⑧　買掛金

（訂正前）

 

相手先 金額(百万円)

ダイキン インダストリーズ
　 (タイランド)リミテッド

872

隆祥産業㈱ 831

松下電器産業㈱ 758

ダイキンファシリティーズ㈱ 712

中国化薬㈱ 665

その他 35,689

計 39,528

 

（訂正後）

 

相手先 金額(百万円)

ダイキン インダストリーズ
　 (タイランド)リミテッド

872

隆祥産業㈱ 831

松下電器産業㈱ 758

ダイキンファシリティーズ㈱ 709

中国化薬㈱ 665

その他 35,689

計 39,526
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独立監査人の監査報告書

 

平成21年５月22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　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　吉　　村　　祥 二 郎　　㊞

 

当監査法人は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
ダイキン工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監
査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対す
る意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試
査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明の
ための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

ダイキン工業株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年
度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 

追記情報
１．「第５　経理の状況　２　監査証明について」に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の２第１項
の規定に基づき連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の連結財務諸表について監査を行った。
２．「会計処理方法の変更」に記載されているとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の減損に係る会計基準
が適用されることとなったため、この会計基準を適用し連結財務諸表を作成している。
３．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成18年５月18日の取締役会において、子会社化すること
を目的に、ＯＹＬ インダストリーズ バハッドの株式を主要株主との株式譲渡契約及び株式公開買付により平成18
年７月以降に取得することを決議した。
 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
当監査法人は、会社に対し、監査証明との同時提供が認められる公認会計士法第２条第２項の業務を継続的に行っ
ている。

以　上
 
 ※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管している。
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独立監査人の監査報告書

 

 

平成21年５月22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　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　吉　　村　　祥 二 郎　　㊞

 

　当監査法人は、旧証券取引法第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連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につ

いて監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表

に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査

を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダ

イキン工業株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

１.「第５　経理の状況　２　監査証明について」に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の２第１項

の規定に基づき連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の連結財務諸表について監査を行った。

２.「重要な後発事象」に記載のとおり、会社は平成19年５月31日開催の取締役会において、新株式の発行を決議し、

平成19年６月22日を払込期日とする公募増資（一般募集）を実施した。

 

　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

 
 ※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管している。
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独立監査人の監査報告書

 

平成21年５月22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　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　吉　　村　　祥 二 郎　　㊞

 

当監査法人は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
ダイキン工業株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第103期事業年度の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者に
あり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を
基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含
め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合
理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダイ

キン工業株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
 
追記情報
１．「第５　経理の状況　２　監査証明について」に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の２第１項
の規定に基づき財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の財務諸表について監査を行った。
２．「会計処理方法の変更」に記載されているとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準が適
用されることとなったため、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。
３．「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は平成18年５月18日の取締役会において、子会社化すること
を目的に、ＯＹＬ インダストリーズ バハッドの株式を主要株主との株式譲渡契約及び株式公開買付により平成18
年７月以降に取得することを決議した。
 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
当監査法人は、会社に対し、監査証明との同時提供が認められる公認会計士法第２条第２項の業務を継続的に行っ

ている。
以　上

 
 ※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管している。
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独立監査人の監査報告書

 

 

平成21年５月22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　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　吉　　村　　祥 二 郎　　㊞

 

　当監査法人は、旧証券取引法第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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営

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

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基

礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダイキ

ン工業株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

１.「第５　経理の状況　２ 監査証明について」に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の２第１項

の規定に基づき財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の財務諸表について監査を行った。

２.「重要な後発事象」に記載のとおり、会社は平成19年５月31日開催の取締役会において、新株式の発行を決議し、

平成19年６月22日を払込期日とする公募増資（一般募集）を実施した。

　

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

 
 ※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管している。
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