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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107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107期
第２四半期
連結会計期間

第106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21年
　　４月１日
至　平成21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21年
　　７月１日
至　平成21年
　　９月30日

自　平成20年
　　４月１日
至　平成21年
　　３月31日

売上高 (百万円) 667,298 497,904 348,820 265,6261,202,419

経常利益 (百万円) 63,083 17,924 28,900 11,379 52,007

四半期(当期)純利益 (百万円) 38,944 10,115 20,104 7,824 21,755

純資産額 (百万円) ― ─ 580,276 509,186 484,485

総資産額 (百万円) ― ─ 1,238,6061,159,2341,117,417

１株当たり純資産額 (円) ― ─ 1,933.231,696.641,615.98

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 133.35 34.65 68.86 26.80 74.51

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 133.28 34.65 68.84 26.80 74.50

自己資本比率 (％) ― ─ 45.6 42.7 42.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 34,197 78,452 ─ ─ 62,237

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △36,536 △39,552 ─ ─ △99,302

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,727 12,321 ─ ─ 48,382

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ─ 113,554 157,003 104,322

従業員数 (人) ― ─ 39,127 38,876 39,896

(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

フィリピン インク

 フィリピン共和国

 ケソン市

30百万

フィリピンペソ

空調・冷凍

機事業
100.0 － 1 無 無 無

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年９月30日現在

従業員数(人)
38,876

(3,432)

(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21年９月30日現在

従業員数(人)
6,419

(574)

(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) 前年同四半期比（％）

空調・冷凍機事業 178,544 △28.6

化学事業 17,130 △44.6

その他事業 4,784 △53.3

合計 200,459 △31.1

(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) 前年同四半期比（％）

空調・冷凍機事業 239,698 △21.4

化学事業 20,433 △37.0

その他事業 5,494 △52.6

合計 265,626 △23.8

(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 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、事業等のリスクについて新たに発生した事項または重要な変更は

ない。

　

　

３ 【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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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(１) 経営成績の分析

　当第２四半期連結会計期間の世界経済は、国や地域によって回復テンポは異なるものの、昨年より続いた

景気の悪化にようやく歯止めがかかったとの見方が出ている。ただし、中国・インドをはじめとする新興国

の景気が堅調に推移して世界経済を下支えする一方で、先進諸国では雇用情勢の悪化が進むなど、依然とし

て景気が再度下振れするリスクも抱えている。

　そうした中、わが国経済は、生産・輸出が改善するなど景気に持ち直しの動きが見られる一方で、天候不順

や新型インフルエンザの影響による個人消費の冷え込み、雇用情勢の悪化、円高の進行など、景気の先行き

は予断を許さない状況が続いている。

　このような事業環境のもと、当社グループは、既存商品のシェアアップ、不況下でも需要が堅調な環境関連

商品の拡販、トータルコストダウンのより一層の推進など、売上高・利益の確保に取り組んだが、需要の減

退に加えて為替換算の影響もあり、当第２四半期連結会計期間の連結売上高は、前年同四半期比23.8％減の

2,656億26百万円となった。

　利益の面では、連結営業利益は131億2百万円（前年同四半期比58.7％減）、連結経常利益は113億79百万円

（前年同四半期比60.6％減）、連結四半期純利益は78億24百万円（前年同四半期比61.1％減）と大幅な減

益となった。 

 

　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、梅雨明けの遅れや記録的な大雨などの天候要因

により、前年同四半期を大きく下回った。そうした中、当社グループも、販売台数・売上高ともに前年同四半

期を下回ったものの、エコポイント対象商品である『うるるとさらら』を中心とした高付加価値商品では

前年同四半期を大きく上回った。

　国内業務用空調機器では、設備投資の減少と天候不順の影響を受けて、業界需要は第１四半期からさらに

落ち込みが続き、前年同四半期を下回った。当社グループも業界需要減少の影響を受け、販売台数・売上高

ともに前年同四半期を下回ったが、更新需要をターゲットに、店舗・オフィス市場ではフィルター自動清掃

機能を搭載した『クリーンZEAS－Q』、ビル市場ではビル用マルチエアコンとの組合せで温度と湿度を個別

にコントロールし省エネに貢献する“水配管レス調湿外機処理機”『DESICA』、工場市場ではリモートコ

ンデンサー型で省工事となる『スーパーSRY』などの差別化商品の販売を拡大した。

　海外では、前年下期以降の世界的な金融危機とそれに伴う景気後退により各地域の空調需要が縮小する厳

しい事業環境の中、各地域において既存商品のシェアアップや暖房事業の拡大を目指した取組みを展開し

た。しかしながら、円高の進展による為替換算影響のマイナス要素もあり、海外空調事業全体の売上高は、前

年同四半期を下回った。

　欧州地域では、住宅用空調は、南欧の好天などの追い風はあったものの経済環境悪化の影響が大きく、売上

高は前年同四半期を下回った。業務用空調については、主要国のイタリア・フランス・スペイン・イギリス

での需要減少により売上高は減少した。暖房事業については、昨年10月に買収した暖房機器メーカーのロ

テックス社（ドイツ）の活用による事業の基盤拡大を図ったが、最大市場のフランスで需要減少による販

売落ち込みがあり、欧州地域の暖房事業の売上高は前年同四半期並みとなった。欧州地域全体の売上高につ

いては、需要の縮小に加え、円高・ユーロ安の為替換算影響を受け、前年同四半期を大きく下回った。

　中国地域では、昨年の北京五輪を境に、景気後退や不動産市況悪化が顕著となり、住宅用・業務用とも空調

需要が大きく減退したが、政府の景気刺激策の効果により住宅市場に回復の兆しがみられたことや、地方都

市への販路拡大の活動等により、中国国内の販売については現地通貨で前年同四半期の売上高を上回った。

しかしながら、中国地域全体の売上高は、円高の影響を受け、前年同四半期並みにとどまった。

　アジア・オセアニア地域では、景気後退による市場縮小の中、特にその影響が顕著な主要国のオーストラ

リアでも、業務用空調の拡販に努めたが、円高の影響により売上高は前年同四半期を下回った。一方で、新興

国市場のベトナムなどで販売店開発により販売を伸ばしたが、アジア・オセアニア地域全体の売上高は、前

年同四半期に比べ減少した。

　アメリカ地域では、北米において住宅・建築市況は依然厳しいものの、オバマ政権の景気刺激策“グリー

ンニューディール”を追い風に、当社グループが得意とする公共物件へ販売活動の強化を行ったが、アメリ

カ地域の売上高は前年同四半期を下回った。

　低温・冷凍機器では、前年から続く世界的な景気後退の影響で、需要は大幅に落ち込み、販売は前年同四半

期に比べ減少した。

　空調・冷凍機事業全体の売上高は、前年同四半期比21.4％減の2,396億98百万円、営業利益は前年同四半期

比50.2％減の139億24百万円となった。 
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②　化学事業 

　フッ素樹脂は、米国LAN市場向け新製品など一部商品では、拡販施策により、前年下期以降の急激な販売の

落ち込みから回復しつつあるものの、依然として半導体・自動車市場向けを中心とする世界各地域の需要

低迷の影響が大きく、フッ素樹脂全体の売上高は前年同四半期を下回った。

　化成品においても、需要が上向いている商品もあるが、依然として落ち込みからの回復には至らず、全体の

売上高は前年同四半期に比べ減少した。その中で比較的好調なものとして、撥水・撥油剤は国内・アメリカ

・アジア地域での販売が堅調に推移した。半導体用エッチング剤については、第２四半期で需要の持ち直し

傾向が高まった。また、ディスプレイ等に用いられる表面防汚コーティング剤は、用途開発の展開により、前

年同四半期に比べ販売を伸ばした。一方、ファインケミカル分野の中間体化合物は、需要減の影響により販

売が減少した。

　フルオロカーボンガスは、中国・アジア地域の需要の落ち込みから、売上高は前年同四半期に比べ減少し

た。

　化学事業全体の売上高は、前年同四半期比37.0%減の204億33百万円となった。営業利益は、コスト削減に取

り組んだが、販売数量減少の影響が大きく、前年同四半期比92.3%減の2億66百万円となった。

 

③　その他事業 

　産業機械用油圧機器は、当社の主力である工作機械・一般産業機械分野ともに、昨今の急激な設備投資の

冷え込みによる需要減の影響を受け、売上高は前年同四半期を下回った。建機・車両用油圧機器は、世界的

な市況低迷の影響を受け、主力の日本国内市場向けをはじめ、米国・欧州向けの需要減も重なり、売上高は

前年同四半期を下回った。

　特機部門では、防衛省向け砲弾の納入が第１四半期に繰り上がったこと、砲弾及び誘導弾用弾頭の納入が

減少したことにより、売上高は前年同四半期を下回った。

　その他事業全体では、売上高は前年同四半期比52.6％減の54億94百万円となった。損益面では、11億96百万

円の営業損失となった。 

　

(２) 財政状態の分析

総資産は、1兆1,592億34百万円となり、第１四半期連結会計期間末に比べて35億89百万円増加した。流動

資産は、棚卸資産の減少の一方、現金及び預金の増加等により、第１四半期連結会計期間末比130億38百万円

増加の5,643億5百万円となった。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94億48百万円減少の5,949億29百万円となった。 

　負債は、コマーシャル・ペーパーの減少の一方、社債の発行や借入金の増加等により第１四半期連結会計

期間末比47億43百万円増加の6,500億47百万円となったが、有利子負債比率は、第１四半期連結会計期間末

と同じ38.0％となった。 

　純資産は、四半期純利益の計上の一方、為替換算調整勘定及びその他有価証券評価差額金の変動等により、

第１四半期連結会計期間末比11億54百万円減少の5,091億86百万円となった。

　

(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

の減少の一方、売上債権や棚卸資産の減少等により、前年同四半期連結会計期間に比べ163億62百万円増加

し、661億46百万円のキャッシュの増加となった。投資活動では、預入期間が３か月超の定期預金の増加の一

方、投資有価証券や有形固定資産の取得による支出等が減少したことにより、前年同四半期に比べ1億71百

万円増加し、238億63百万円のキャッシュの減少となった。財務活動では、社債の発行の一方、借入金の減少

等により、前年同四半期に比べ3億97百万円減少し、19億63百万円のキャッシュの増加となった。この結果、

第２四半期連結会計期間の現金及び現金同等物の増加額は、前年同四半期連結会計期間に比べて182億27百

万円増加し、412億91百万円のキャッシュの増加となった。
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(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、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及

び新たに生じた課題はない。

　

《株式会社の支配に関する基本方針》

　当社は、平成18年５月10日開催の取締役会において、当社の財務およ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（会社法施行規則第118条第３号）である「ダイキン・シェアホルダー・リレー

ションシップ・ポリシー（DAIKIN Shareholder Relationship Policy）」（以下「ＤＳＲポリシー」とい

う。）、ならびにこの基本方針を実現するための特別の取り組み（同上同号ロ（１））について決定した。

　

　ＤＳＲポリシーは、大量買付行為がなされた場合において、手続きの透明性・客観性を高め、当社株主のみ

なさまが適切な判断を下すための十分な情報を提供することを目的としており、新株予約権や新株の割当

てを用いたいわゆる買収防衛策ではない。

　

　また、当社取締役会は、ＤＳＲポリシー策定後の情勢変化等も勘案しつつ、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益の確保・向上の観点から、そのあり方に関してさらなる検討を行ってきた。かかる検討の結果、平

成21年５月12日開催の取締役会において、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関

する基本方針として、ＤＳＲポリシーを一部見直した上で継続することを決定した。

　

(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・取り組みに拘泥することなく、技術革新を核とした新たな需要・市場創

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ことができる。

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け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
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は、当社の財務およ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118条第３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り組み

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さらなる向上を実現

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り組み

“フュージョン10（テン）”において当社がめざすものは「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・投資家のみなさまか

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

リシーの実現につとめていく。

　

②　大量買付行為についての評価の客観性・透明性を確保する取り組み

(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。）を設定している。

　

(b) 手続の内容

(i) ＤＳＲルールの適用対象

ＤＳＲルールは、以下①または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またはその

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または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、あらかじめ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、公開買付に係る株券等の株券等所有割合およびその特別関係者

の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付
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(ii) 独立委員会

当社は、ＤＳＲルールにしたが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設置する。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。)およ

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、買付者等および（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（ただし、独立委員会は、下記ウに記載

するところにしたがい、これらの期間を最長30日間延長することができるものとする。以下「検討期間」と

いう。）、買付等の内容の検討、当社取締役会による代替案の検討、買付者等と当社取締役会の事業計画等に

関する情報収集・比較検討等を行う。

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

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

ンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ることができるものとする。

また、独立委員会は、買付者等から本必要情報が提出された事実、および、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、株主のみなさまに対する

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、以下にしめす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、およ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、株主のみなさまに対し情報開示するものとする。
　
　

　（不適切な買付等の要件）

　 ①ＤＳＲルールを遵守しない買付等である場合

　
②下記に掲げる行為等により、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれ

のある買付等である場合

　 　・株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取りを要求する行為

　
　・当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付者

等の利益を実現する経営を行うような行為

　 　・当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

　

　・当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分

利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値

で売り抜ける行為
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③強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設

定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株式買付を行うことをいう。）等、株主に株券等の売却

を事実上強要するおそれのある買付等である場合

　
④当社取締役会に、当該買付等に対する代替案を提示するために、合理的に必要な期間を与えることな

く行われる買付等である場合

　
⑤当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために、合理的に必要とされる情報を

十分に提供することなく行われる買付である場合

　

⑥買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実行の蓋然性、買

付等の後における当社の少数株主、従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者に対する対応

方針等を含む。）が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適当な買付等である場合

　

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、検討期間を最長30日間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21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。ただし、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82億21百万円である。
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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21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月12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

東京証券取引所
（市場第一部）
大阪証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株である。

計 293,113,973293,113,973― ―
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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21年９月30日)

新株予約権の数 88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 88,000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) 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、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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②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21年９月30日)

新株予約権の数 993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 99,300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) 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、平成19年７月１日から平成20年６月30日
までに限り、新株予約権の割当を受けた者は新株予約権を行使することができるものとする。

　 ② その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議において定める。
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会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりである。

①平成18年６月29日の取締役会決議において発行を決議したもの

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数 2,800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 280,000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) 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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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21年９月30日)

新株予約権の数 2,880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 288,000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) 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平成20年６月27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21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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④平成21年６月26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21年９月30日)

新株予約権の数 2,940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 294,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり3,250円(注)１

新株予約権の行使期間
　平成23年７月14日～
平成27年７月13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　　　4,149円
資本組入額　　2,075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21年９月30日 ― 293,113― 85,032― 82,977
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(5) 【大株主の状況】

平成21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 60,756 20.73

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 22,091 7.54

パナソニック㈱ 大阪府門真市大字門真1006番地 15,000 5.12

ステートストリートバンク
アンドトラストカンパニー
(常任代理人
　㈱みずほコーポレート銀行)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS
02101 U.S.A
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

14,681 5.01

㈱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

ノーザントラストカンパニー
（常任代理人
　香港上海銀行東京支店）

50 BANK STREET CANARY WHART LONDON 
E14 5NT UK
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

6,499 2.22

資産管理サービス信託銀行㈱ 東京都中央区晴海１丁目８番12号 6,247 2.13

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)

6,163 2.10

メロンバンク
（常任代理人
　㈱みずほコーポレート銀行）

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108 U.S.A
（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

5,322 1.82

㈱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

計 ― 150,662 51.40

 (注)１　上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 60,756千株

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 22,091千株

資産管理サービス信託銀行㈱ 6,247千株

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

ンバンク、メロンバンクは、主として欧米の機関投資家の所有する株式の保管業務を行うとともに、当該機関

投資家の株式名義人となっている。

３　平成21年２月５日（報告義務発生日は平成21年１月30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の変更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　13,775千株　　　株式保有割合　4.70％

４　平成21年８月20日（報告義務発生日は平成21年８月14日）にフィデリティ投信㈱他１社の共同保有者から大

量保有報告書の変更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　15,627千株　　　株式保有割合　5.33％
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21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　　1,195,400

― ―

(相互保有株式)
普通株式　　　 12,900

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式
          291,843,600

2,918,436 ―

単元未満株式 普通株式       62,073― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数           293,113,973― ―

総株主の議決権 ― 2,918,436 ―

(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2,000株(議決権20個)含まれて

いる。

　

　

② 【自己株式等】

　
平成21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

1,195,400― 1,195,400 0.41

(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

― 3,400 3,400 0.00

計 ― 1,204,9003,4001,208,300 0.41

(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21年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 3,010 3,090 3,280 3,450 3,640 3,550

最低(円) 2,500 2,635 2,905 2,880 3,270 3,150

(注)　株価は、東京証券取引所(市場第一部)の市場相場である。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までに役員の異動はない。
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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、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、

当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期

間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成

している。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第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)及び前第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は、監査法人トーマツにより四半期レビューを受け、当第２四半期

連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年

４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツ

により四半期レビューを受けている。

　なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、前第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）及び前第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）の四半期報告書の訂正報告書を提出しているが、訂正後の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、改めて四半期レビュー報告書を受領している。

　また、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年

７月１日をもって有限責任監査法人トーマツとなった。
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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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 178,124 105,241

受取手形及び売掛金 168,454 178,248

商品及び製品 108,691 133,740

仕掛品 47,063 44,450

原材料及び貯蔵品 34,170 38,453

その他 33,227 36,803

貸倒引当金 △5,426 △5,103

流動資産合計 564,305 531,833

固定資産

有形固定資産 ※１
 242,765

※１
 243,082

無形固定資産

のれん 187,959 193,404

その他 9,555 9,400

無形固定資産合計 197,515 202,804

投資その他の資産

投資有価証券 109,132 94,346

その他 46,528 46,375

貸倒引当金 △1,013 △1,026

投資その他の資産合計 154,648 139,696

固定資産合計 594,929 585,583

資産合計 1,159,234 1,117,417

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 82,858 80,138

短期借入金 94,769 74,879

コマーシャル・ペーパー 30,000 120,000

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

1年内返済予定の長期借入金 2,569 9,418

未払法人税等 10,244 8,742

製品保証引当金 17,103 17,393

その他 92,099 98,553

流動負債合計 349,646 429,124

固定負債

社債 100,000 －

長期借入金 189,804 190,778

退職給付引当金 3,679 3,939

その他 6,917 9,089

固定負債合計 300,401 203,807

負債合計 650,047 632,931
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21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 371,369 366,836

自己株式 △4,644 △4,743

株主資本合計 534,733 530,102

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,092 △15,397

繰延ヘッジ損益 285 464

為替換算調整勘定 △33,653 △43,482

評価・換算差額等合計 △39,460 △58,415

新株予約権 1,015 764

少数株主持分 12,897 12,035

純資産合計 509,186 484,485

負債純資産合計 1,159,234 1,117,417
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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）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 667,298 497,904

売上原価 443,479 346,746

売上総利益 223,818 151,157

販売費及び一般管理費 ※１
 158,223

※１
 132,798

営業利益 65,594 18,358

営業外収益

受取利息 1,123 890

受取配当金 1,172 998

その他 2,660 3,550

営業外収益合計 4,955 5,438

営業外費用

支払利息 3,652 3,265

その他 3,813 2,607

営業外費用合計 7,466 5,873

経常利益 63,083 17,924

特別利益

投資有価証券売却益 2 13

新株予約権戻入益 － 12

その他 － 1

特別利益合計 2 27

特別損失

固定資産処分損 319 328

投資有価証券評価損 416 135

その他 － 0

特別損失合計 736 464

税金等調整前四半期純利益 62,350 17,487

法人税等 21,640 6,388

少数株主利益 1,765 984

四半期純利益 38,944 10,115
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 348,820 265,626

売上原価 238,406 184,699

売上総利益 110,413 80,927

販売費及び一般管理費 ※１
 78,686

※１
 67,824

営業利益 31,727 13,102

営業外収益

受取利息 575 485

その他 1,546 1,953

営業外収益合計 2,122 2,439

営業外費用

支払利息 1,650 1,792

為替差損 － 1,108

その他 3,298 1,261

営業外費用合計 4,949 4,162

経常利益 28,900 11,379

特別利益

投資有価証券評価損戻入益 － 38

その他 － 5

特別利益合計 － 44

特別損失

固定資産処分損 114 226

投資有価証券評価損 339 －

その他 － 0

特別損失合計 453 226

税金等調整前四半期純利益 28,446 11,197

法人税等 7,348 2,716

少数株主利益 993 656

四半期純利益 20,104 7,824
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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）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21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 62,350 17,487

減価償却費 21,094 19,909

のれん償却額 6,282 5,909

貸倒引当金の増減額（△は減少） 813 155

受取利息及び受取配当金 △2,295 △1,888

支払利息 3,652 3,265

持分法による投資損益（△は益） △459 17

有形固定資産処分損益（△は益） 319 328

投資有価証券売却損益（△は益） △2 △13

投資有価証券評価損益（△は益） 416 135

売上債権の増減額（△は増加） △12,041 14,313

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,159 30,113

仕入債務の増減額（△は減少） 3,027 508

退職給付引当金の増減額（△は減少） 431 △268

前払年金費用の増減額（△は増加） △133 780

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減
少)

△3,273 △3,369

その他 △122 △5,120

小計 53,900 82,264

利息及び配当金の受取額 2,313 1,900

利息の支払額 △4,113 △3,174

法人税等の支払額 △17,904 △2,537

営業活動によるキャッシュ・フロー 34,197 78,452

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 △17,178

有形固定資産の売却による収入 242 369

投資有価証券の取得による支出 △6,372 △400

投資有価証券の売却による収入 4 33

定期預金の純増減額（△は増加） － △20,085

事業譲受による支出 △309 △203

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 △53

その他 △2,303 △2,034

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,536 △39,552
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（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

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 △70,759

長期借入れによる収入 9,697 205

長期借入金の返済による支出 △8,627 △8,121

社債の発行による収入 － 99,520

配当金の支払額 △5,550 △5,545

少数株主への配当金の支払額 △1,652 △2,032

その他 △1,661 △944

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,727 12,321

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,318 1,459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,070 52,680

現金及び現金同等物の期首残高 110,483 104,322

現金及び現金同等物の四半期末残高 113,554 157,003
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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21年４月１日 
  至　平成21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、ＡＡＦアジアリミテッドは清算したため、連結の範囲から除外している。

　なお、ダイキンヒューマンサポート㈱は当社と合併し、ロテックスクーンストシュトフフェアアルバイトング

ゲーエムベーハーウントコーカーゲーは他の連結子会社と合併している。またマッケイザニョークリマテクニカ

ケーエフティーとザニョーサービスケーエフティーは合併し、ダイキンマッケイハンガリーケーエフティーと

なっている。

　当第２四半期連結会計期間から、ダイキンエアコンディショニングフィリピンインクは新設により新たに連結

の範囲に含めている。またＡＡＦアジアピーティーイーリミテッドは清算したため、連結の範囲から除外してい

る。

　

　変更後の連結子会社の数

　　198社

 

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日  
至  平成21年９月30日)

 （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第２四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「定期

預金の純増減額（△は増加）」は、重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記している。なお、

前第２四半期連結累計期間の、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「定期預金の

純増減額（△は増加）」は、248百万円である。

　

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日  
至  平成21年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

　前第２四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「為替差損」は、営業外費用総額の

100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間より区分掲記している。なお、前第２四半期連結会計期間の営

業外費用の「その他」に含めていた「為替差損」は、749百万円である。

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21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21年４月１日 
  至　平成21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当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21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　440,268百万円

 

　２　保証債務

　　   保証予約

台塑大金精密化学股?
781百万円

有限公司

ザウアーダンフォス・
485百万円

ダイキン㈱

（計） (1,266)百万円

　 　
 

　３　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 609百万円

受取手形裏書譲渡高 　　　   897百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額　426,496百万円

 

　２　保証債務

　　   保証予約

台塑大金精密化学股?
809百万円

有限公司

ザウアーダンフォス・
455百万円

ダイキン㈱

（計） (1,264)百万円

 

 
───────

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21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 18,640百万円

 　 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

※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 284百万円

 　 ２　製品保証引当金繰入額 17,103百万円

 　 ３　役員及び従業員給与手当 42,885百万円

 　 ４　退職給付費用 1,849百万円

 　 ５　のれん償却額 5,909百万円

　

第２四半期連結会計期間

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日 
  至　平成21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 26百万円

 　 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

※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 201百万円

 　 ２　製品保証引当金繰入額 111百万円

 　 ３　役員及び従業員給与手当 21,276百万円

 　 ４　退職給付費用 952百万円

 　 ５　のれん償却額 2,968百万円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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
 

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 178,124百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △21,120百万円

現金及び現金同等物 157,003百万円
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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21年９月30日) 及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１

日　至　平成21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) 1,199,747

　

　

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 1,015

 （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511百万円である。

　

　
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21年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 5,545 19平成21年３月31日 平成21年６月29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21年11月10日
取締役会

普通株式 利益剰余金 4,670 16平成21年９月30日 平成21年12月４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】

前第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

304,78332,446 11,590348,820 ― 348,820

　(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 304,91633,906 11,596350,419(1,599)348,820

        営業利益 27,981 3,477 272 31,731 (4) 31,727

　

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21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

239,69820,433 5,494 265,626 ― 265,626

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

74 899 △44 929 (929) ―

計 239,77221,333 5,450 266,556 (929)265,626

    営業利益又は損失(△) 13,924 266 △1,196 12,994 108 13,102

　

前第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

587,64960,982 18,666667,298 ― 667,298

　(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 587,90663,887 18,675670,470(3,172)667,298

　　営業利益又は損失(△) 62,092 3,774 △291 65,575 19 65,594
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当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21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

451,69836,559 9,646 497,904 ― 497,904

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

161 1,795 6 1,963 (1,963) ―

計 451,85938,354 9,653 499,867(1,963)497,904

　　営業利益又は損失(△) 22,723△1,873 △2,572 18,278 79 18,358

(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

 （前第２四半期連結累計期間）

　　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。

　　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。

 （当第２四半期連結累計期間）

　　記載すべき事項はない。

EDINET提出書類

ダイキン工業株式会社(E01570)

四半期報告書

35/45



【所在地別セグメント情報】

前第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

140,77784,28587,79033,6782,287348,820 ― 348,820

　(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 171,034107,18589,35136,4012,419406,392(57,572)348,820

　　　営業利益 9,92710,2008,3821,753 166 30,4311,29631,727

　

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21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

105,25070,70759,92725,4234,317265,626 ― 265,626

　(2) セグメント間
　　　の内部売上高
　　　又は振替高

18,47712,7663,2341,953 23 36,455(36,455)―

計 123,72883,47463,16127,3764,341302,082(36,455)265,626

営業利益又は損失(△) △1,572 9,655 5,700△1,688 45 12,139 962 13,102

　

前第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

262,292151,640184,67664,4724,215667,298 ― 667,298

　(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 331,038207,081187,82868,9454,475799,369(132,071)667,298

　　　営業利益 20,42620,65519,854 29 114 61,0814,51365,594
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当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21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

198,577118,943123,89449,4886,999497,904 ― 497,904

　(2) セグメント間
　　　の内部売上高
　　　又は振替高

34,89528,7275,5532,786 44 72,007(72,007)―

計 233,472147,671129,44852,2757,043569,911(72,007)497,904

営業利益又は損失(△) △7,48215,26312,424△3,480 291 17,0181,34018,358

(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

 （前第２四半期連結累計期間）

　　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。

　　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。

 （当第２四半期連結累計期間）

　　記載すべき事項はない。
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【海外売上高】

前第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) 　 　 　 　 348,820

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２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21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) 72,625 56,718 28,685 6,298 164,328

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 　 　 265,626

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

27.3 21.4 10.8 2.4 61.9

　

前第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) 　 　 　 　 667,298

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

24.7 26.2 10.3 2.6 63.8

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21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) 125,724 117,856 53,221 11,881 308,683

Ⅱ　連結売上高(百万円) 　 　 　 　 497,904

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

25.3 23.7 10.7 2.4 62.0

(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：タイ、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
　(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、ロ

シア、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：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21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 1,696円64銭
　

　 　

　 1,615円98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21年９月30日） （平成21年３月31日）

純資産の部の合計額 (百万円) 509,186 484,485

普通株式に係る純資産額 (百万円) 495,273 471,686

差額の主な内訳(百万円) 　 　

　新株予約権 1,015 764

　少数株主持分 12,897 12,035

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) 1,199 1,225

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)

291,914 291,888
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２  １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

　
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益 133円35銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 133円28銭
　

１株当たり四半期純利益 34円65銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 34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
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

四半期純利益(百万円) 38,944 10,115

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) 38,944 10,115

普通株式の期中平均株式数(千株) 292,040 291,901

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

 
157

　　
 
15

 普通株式増加数(千株) 157 15

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

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益 68円86銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 68円84銭
　

１株当たり四半期純利益 26円80銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 26円80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
前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

四半期純利益(百万円) 20,104 7,824

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) 20,104 7,824

普通株式の期中平均株式数(千株) 291,961 291,911

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

 
97

　　
 
26

 普通株式増加数(千株) 97 26

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21年11月10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　　　　　　　　4,670,695,648円　

　１株当たりの額　　　16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　　 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

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４

の７第４項の規定に基づき四半期連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の四半期連結財務諸表

について四半期レビューを行った。

２.「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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11月６日

ダイキン工業株式会社

取締役会　御中

　

有限責任監査法人トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　石　　田　　　　昭　　 印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　新　免　　　和　久　　 印

　

指定有限責任社員
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21年４月１日から平成22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21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平

成21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

21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。

　

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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