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（TEL：06-6373-4348） 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年3月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 

 

当社は、平成21年4月30日付の「不適切な会計処理に関する調査結果について」において、過年度に行われた不適切な会

計処理の金額を発表し、過年度決算の訂正を速やかに行う旨、お知らせいたしました。このたび、過年度決算の具体的な訂正

内容が確定いたしましたので以下のとおりご報告いたします。 

訂正箇所を含むページについて訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には       （アンダーライン）を付して表

示しております。 

 

 

記 

 

１．訂正を行う第２四半期決算短信 

決算期 平成21年3月期 第２四半期決算短信 

発表日 平成20年11月6日 

 

 

２．訂正の経緯 

訂正の経緯につきましては、平成21年4月30日に開示いたしました「不適切な会計処理に関する調査結果について」をご

参照ください。 

 

以上 

 



平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年11月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ダイキン工業株式会社 上場取引所 東 大 名 札 福 

コード番号 6367 URL http://www.daikin.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長兼COO （氏名） 岡野 幸義

問合せ先責任者 （役職名）
コーポレートコミュニケーション室 担
当部長

（氏名） 井上 武郎 TEL 03-6716-0112

四半期報告書提出予定日 平成20年11月13日 配当支払開始予定日 平成20年12月3日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 666,909 ― 65,153 ― 62,643 ― 38,656 ―

20年3月期第2四半期 655,458 48.1 80,715 95.6 76,674 83.8 49,104 104.9

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 132.37 132.29
20年3月期第2四半期 176.32 176.19

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 1,241,727 583,558 45.7 1,944.47
20年3月期 1,213,648 563,556 45.3 1,880.01

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  567,570百万円 20年3月期  549,211百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 19.00 ― 19.00 38.00

21年3月期 ― 19.00

21年3月期 
（予想）

― 19.00 38.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,300,000 0.7 105,000 △18.3 100,000 △18.1 61,000 △18.9 208.98

【訂正前】（１ページ）
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）業績見通しについては、当社が現時点で入手可能な情報と、合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見通しと大きく異なる
ことがあり  ます。業績予想に関する事項については、４ページ【定性的情報・財務情報等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
（２）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用 
  １４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期 293,113,973株 20年3月期  293,113,973株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,224,252株 20年3月期  981,373株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 292,040,343株 20年3月期第2四半期 278,502,287株



平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年11月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ダイキン工業株式会社 上場取引所 東 大 名 札 福 

コード番号 6367 URL http://www.daikin.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長兼COO （氏名） 岡野 幸義

問合せ先責任者 （役職名）
コーポレートコミュニケーション室 担
当部長

（氏名） 井上 武郎 TEL 03-6716-0112

四半期報告書提出予定日 平成20年11月13日 配当支払開始予定日 平成20年12月3日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 667,298 ― 65,594 ― 63,083 ― 38,944 ―

20年3月期第2四半期 655,896 48.1 80,795 95.9 76,755 84.1 49,165 105.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 133.35 133.28
20年3月期第2四半期 176.53 176.41

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 1,238,606 580,276 45.6 1,933.23
20年3月期 1,210,093 559,986 45.1 1,867.79

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  564,288百万円 20年3月期  545,641百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 19.00 ― 19.00 38.00

21年3月期 ― 19.00

21年3月期 
（予想）

― 19.00 38.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,300,000 0.7 105,000 △18.3 100,000 △18.1 61,000 △18.9 208.98

【訂正後】



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）業績見通しについては、当社が現時点で入手可能な情報と、合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見通しと大きく異なる
ことがあり  ます。業績予想に関する事項については、４ページ【定性的情報・財務情報等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
（２）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用 
  １４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期 293,113,973株 20年3月期  293,113,973株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,224,252株 20年3月期  981,373株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 292,040,343株 20年3月期第2四半期 278,502,287株



 

【訂正前】（2ページ） 

 
【定性的情報・財務諸表等】 
1. 連結経営成績に関する定性的情報 
当第２四半期連結累計期間（平成20年4月1日～9月30日）における世界経済は、米国発の金融危機が深

刻化する中、減速基調を強めました。米国の金融危機と実体経済悪化の悪循環がユーロ圏にも飛び火し、
4月から6月期のユーロ圏の実質GDPは、ユーロ発足後初のマイナス成長を記録しました。また堅調に推移
していた中国・アジアの景気も、日米欧向け輸出が鈍化した影響で緩やかに減速しました。そうした中、
わが国経済は、内需・外需の低迷から景気後退局面を迎え、消費・投資マインドが大きく冷え込みました。  
 このような環境下において当社グループの第２四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比1.7％
増の6,669億9百万円となりました。  
 利益の面では、連結営業利益は651億53百万円（前年同期比19.3％減）、連結経常利益は626億43百万円
（前年同期比18.3％減）、連結四半期純利益は386億56百万円（前年同期比21.3％減）となりました。  
 
主要な事業分野別の動向は次のとおりです。  
 
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、４月から６月では前年を下回ったものの、７
月から９月のシーズン 盛期に天候に恵まれたことにより、４月から９月では前年同期を上回りました。
その中で当社グループは、静音性に優れたフィルター自動清掃機能を搭載し、「２０１０年の省エネ基準」
をクリアした高付加価値商品『うるるとさらら』を中心とした販促展開により、販売台数、売上高ともに
前年同期に比べ増加しました。  
 国内業務用空調機器では、パッケージエアコンの業界需要は、４月から６月では前年同期を下回ったも
のの、７月から8月中旬までは猛暑の影響により前年同期並みで推移しましたが、それ以降９月にかけて
は、景気の不透明感からの設備投資の抑制や新築着工の低迷などにより下降傾向を辿りました。その中で
当社は、需要の６割を占める更新需要の獲得を狙い、業務用では業界初の自動清掃機能付き『クリーンＺ
ＥＡＳ－Ｑ』を５月から投入し、販売店様と共にユーザー様のメンテナンス費用削減や省力化など経費削
減につながる提案を行うなど、新商品の拡販に取り組んだことにより、ほぼ前年同期並みの売上高を維持
しました。  
 海外については、業務用空調機器の販売台数は、全地域で前年同期を上回る一方、住宅用空調機器の販
売台数は、中国・アジアでは前年同期を上回ったものの、主要市場の欧州で、前年第１四半期で著しく販
売が伸張したこと、想定以上の景気後退と天候不順の影響を受けたことにより、販売台数は、前年同期に
比べ大幅に減少しました。海外空調機器全体としては、欧州以外地域での拡販により売上高は前年を上回
ったものの、欧州での景気後退の影響が大きく、営業利益は前年同期を下回りました。 
 地域別状況として、欧州では、特にイタリア・スペイン・フランスでの個人消費の落ち込みから住宅用
空調機器の販売台数が前年同期に比べ減少しましたが、業務用空調機器および暖房製品で販売挽回につと
めるとともに、ロシア等のエマージング市場での売上高を大幅に伸ばしました。中国では住宅用・業務用
とも前年同期に比べ売上高は増加し、特に地方都市での販売が拡大しました。アジア・オセアニア地域で
も、住宅用・業務用とも前年同期に比べ売上高は増加しました。特に、オーストラリア・シンガポール・
タイの各国では業務用の大幅な増販を達成しました。  
 低温・冷凍機器では、世界的に拡大基調であった海上輸送需要がほぼ前年並みにとどまる中、主として
欧州での販売不振により、売上高、営業利益は前年同期に比べ減少しました。  
 空調・冷凍機事業全体の売上高は、前年同期比0.8％増の5,872億60百万円、営業利益は前年同期比18.8％
減の616億51百万円となりました。  
 
②化学事業  
 フッ素樹脂は、米国ＬＡＮ市場向けの売上高が増加したことと、中国・欧州で販売を伸ばしたことによ
り、売上高は前年同期に比べ増加しました。化成品では、撥水・撥油剤の中国・アジアでの拡販と、液晶
関連のファインケミカル製品の販売増加などにより、売上高は前年同期に比べ増加しました。フルオロカ
ーボンガスは、日本での販売は減少しましたが、中国・アジアでの販売が好調に推移したことにより、売
上高は前年同期に比べ増加しました。  
 化学事業全体の売上高は、前年同期比6.2％増の609億82百万円となりました。営業利益は、原材料の市
況高騰や棚卸資産の評価に関する会計基準の変更の影響などにより、前年同期比26.0％減の37億74百万円
となりました。  
 
③その他事業  
 産業機械用油圧機器は、国内市場において需要が比較的堅調な一般産機分野での拡販に努めたこと、 
また中国・台湾向けを中心に、インバーター駆動油圧ユニット、インバーターオイルコンなどの差別化商
品の輸出増加により、売上高は前年同期に比べ増加しました。建機・車両用油圧機器は、主要顧客の海外
向け需要増により、売上高は前年同期に比べ増加しました。  
 特機部門では、防衛省向け砲弾の納入が、第２四半期に繰り上がったことにより、売上高は前年同期に
比べ増加しました。  
 

6



 

【訂正前】（3ページ） 

 
 その他事業全体では、売上高は前年同期比21.6％増の186億66百万円となり、2億91百万円の営業損失と
なりました。  
 
（注）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」を適用していますが、連結経営成  
  績に関する定性的情報においては、前年同期との増減率を、参考として記載しています。  
 
 
2. 連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は、1兆2,417億27百万円となり、前期末に比べて280億78百万円増加しました。流動資産は、売
上債権・たな卸資産等の増加により、前期末比278億16百万円増加の6,420億6百万円となりました。固定
資産は、投資有価証券の時価変動等による減少の一方、空調・冷凍機事業の海外生産拠点での設備投資等
の増加により、前期末比2億61百万円増加の5,997億20百万円となりました。  
 負債は、借入金、コマーシャルペーパーの増加等により前期末比80億76百万円増加の6,581億68百万円
となり、有利子負債比率は、前期末29.4％から、30.3％となりました。  
 純資産は、利益剰余金の配当金の支払いによる55億50百万円の減少の一方、四半期純利益の計上による
増加等により、前期末比200億1百万円増加の5,835億58百万円となりました。  
 当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動では、税金等調整前四半期純利
益の計上等により、341億97百万円のキャッシュの増加となりました。投資活動では、固定資産の取得等
により、365億36百万円のキャッシュの減少となりました。財務活動では、借入金の増加等により97億27
百万円のキャッシュの増加となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間の
期末残高は、1,135億54百万円となりました。  
 
 
3. 連結業績予想に関する定性的情報 

通期業績につきましては、第２四半期の連結業績、ユーロ、米ドル、豪ドルなど為替の急激な変動、ま
た下期以降の全世界的な景気の悪化により、欧州を中心にグローバルな空調機器需要が伸び悩むことが見
込まれることから、本年8月6日に公表した通期の業績見通しを修正いたします。 
 下期以降も事業環境が厳しい中、固定費削減、外部流出費用の徹底抑制などトータルコストダウンの推
進、部品調達コストの削減、国際調達拡大による円高メリットの極大化、欧州での暖房商品など好調な商
品・地域・分野での一層の拡販などの施策を実行し、計画達成に向けて邁進してまいります。  
 
平成21年3月期の業績予想数値の修正  
（平成20年4月1日～平成21年3月31日）              （単位：百万円）  

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 前回発表予想（A） 1,390,000 135,000 129,000 79,500

 今回発表予想（B） 1,300,000 105,000 100,000 61,000

 増減額（B-A) △90,000 △30,000 △29,000 △18,500

 増減率（％） △6.5％ △22.2％ △22.5％ △23.3％

 前期実績 1,290,893 128,496 122,106 75,223

 
 なお、第３四半期以降の前提為替レートについては、前回予想の１ユーロ160円、１ドル103円から、１
ユーロ125円、１ドル100円にそれぞれ変更しました。   
 通期平均では、１ユーロ144円、１ドル103円にそれぞれ変更しております。  
 業績見通しについては、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づい
ており、実際の業績は見通しと大きく異なることがあります。その要因のうち、主なものは以下のとおり
です。  
 
・主要市場（日本、欧米、中国含むアジア）での政治・経済状況および製品需給の急激な変動  
・天候不順に伴う空調需要の変動  
・為替相場の大幅な変動(特にユーロ、ドル相場)  
・重大な品質・生産トラブル  
・保有する有価証券、その他資産の時価の変動  
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【訂正後】 

 
【定性的情報・財務諸表等】 
1. 連結経営成績に関する定性的情報 
当第２四半期連結累計期間（平成20年4月1日～9月30日）における世界経済は、米国発の金融危機が深

刻化する中、減速基調を強めました。米国の金融危機と実体経済悪化の悪循環がユーロ圏にも飛び火し、
4月から6月期のユーロ圏の実質GDPは、ユーロ発足後初のマイナス成長を記録しました。また堅調に推移
していた中国・アジアの景気も、日米欧向け輸出が鈍化した影響で緩やかに減速しました。そうした中、
わが国経済は、内需・外需の低迷から景気後退局面を迎え、消費・投資マインドが大きく冷え込みました。  
 このような環境下において当社グループの第２四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比1.7％
増の6,672億98百万円となりました。  
 利益の面では、連結営業利益は655億94百万円（前年同期比18.8％減）、連結経常利益は630億83百万円
（前年同期比17.8％減）、連結四半期純利益は389億44百万円（前年同期比20.8％減）となりました。  
 
主要な事業分野別の動向は次のとおりです。  
 
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、４月から６月では前年を下回ったものの、７
月から９月のシーズン 盛期に天候に恵まれたことにより、４月から９月では前年同期を上回りました。
その中で当社グループは、静音性に優れたフィルター自動清掃機能を搭載し、「２０１０年の省エネ基準」
をクリアした高付加価値商品『うるるとさらら』を中心とした販促展開により、販売台数、売上高ともに
前年同期に比べ増加しました。  
 国内業務用空調機器では、パッケージエアコンの業界需要は、４月から６月では前年同期を下回ったも
のの、７月から8月中旬までは猛暑の影響により前年同期並みで推移しましたが、それ以降９月にかけて
は、景気の不透明感からの設備投資の抑制や新築着工の低迷などにより下降傾向を辿りました。その中で
当社は、需要の６割を占める更新需要の獲得を狙い、業務用では業界初の自動清掃機能付き『クリーンＺ
ＥＡＳ－Ｑ』を５月から投入し、販売店様と共にユーザー様のメンテナンス費用削減や省力化など経費削
減につながる提案を行うなど、新商品の拡販に取り組んだことにより、ほぼ前年同期並みの売上高を維持
しました。  
 海外については、業務用空調機器の販売台数は、全地域で前年同期を上回る一方、住宅用空調機器の販
売台数は、中国・アジアでは前年同期を上回ったものの、主要市場の欧州で、前年第１四半期で著しく販
売が伸張したこと、想定以上の景気後退と天候不順の影響を受けたことにより、販売台数は、前年同期に
比べ大幅に減少しました。海外空調機器全体としては、欧州以外地域での拡販により売上高は前年を上回
ったものの、欧州での景気後退の影響が大きく、営業利益は前年同期を下回りました。 
 地域別状況として、欧州では、特にイタリア・スペイン・フランスでの個人消費の落ち込みから住宅用
空調機器の販売台数が前年同期に比べ減少しましたが、業務用空調機器および暖房製品で販売挽回につと
めるとともに、ロシア等のエマージング市場での売上高を大幅に伸ばしました。中国では住宅用・業務用
とも前年同期に比べ売上高は増加し、特に地方都市での販売が拡大しました。アジア・オセアニア地域で
も、住宅用・業務用とも前年同期に比べ売上高は増加しました。特に、オーストラリア・シンガポール・
タイの各国では業務用の大幅な増販を達成しました。  
 低温・冷凍機器では、世界的に拡大基調であった海上輸送需要がほぼ前年並みにとどまる中、主として
欧州での販売不振により、売上高、営業利益は前年同期に比べ減少しました。  
 空調・冷凍機事業全体の売上高は、前年同期比0.8％増の5,876億49百万円、営業利益は前年同期比18.3％
減の620億92百万円となりました。  
 
②化学事業  
 フッ素樹脂は、米国ＬＡＮ市場向けの売上高が増加したことと、中国・欧州で販売を伸ばしたことによ
り、売上高は前年同期に比べ増加しました。化成品では、撥水・撥油剤の中国・アジアでの拡販と、液晶
関連のファインケミカル製品の販売増加などにより、売上高は前年同期に比べ増加しました。フルオロカ
ーボンガスは、日本での販売は減少しましたが、中国・アジアでの販売が好調に推移したことにより、売
上高は前年同期に比べ増加しました。  
 化学事業全体の売上高は、前年同期比6.2％増の609億82百万円となりました。営業利益は、原材料の市
況高騰や棚卸資産の評価に関する会計基準の変更の影響などにより、前年同期比26.0％減の37億74百万円
となりました。  
 
③その他事業  
 産業機械用油圧機器は、国内市場において需要が比較的堅調な一般産機分野での拡販に努めたこと、 
また中国・台湾向けを中心に、インバーター駆動油圧ユニット、インバーターオイルコンなどの差別化商
品の輸出増加により、売上高は前年同期に比べ増加しました。建機・車両用油圧機器は、主要顧客の海外
向け需要増により、売上高は前年同期に比べ増加しました。  
 特機部門では、防衛省向け砲弾の納入が、第２四半期に繰り上がったことにより、売上高は前年同期に
比べ増加しました。  
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【訂正後】 

 
 その他事業全体では、売上高は前年同期比21.6％増の186億66百万円となり、2億91百万円の営業損失と
なりました。  
 
（注）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」を適用していますが、連結経営成  
  績に関する定性的情報においては、前年同期との増減率を、参考として記載しています。  
 
 
2. 連結財政状態に関する定性的情報 
総資産は、1兆2,386億6百万円となり、前期末に比べて285億13百万円増加しました。流動資産は、売上

債権・たな卸資産等の増加により、前期末比282億51百万円増加の6,388億86百万円となりました。固定資
産は、投資有価証券の時価変動等による減少の一方、空調・冷凍機事業の海外生産拠点での設備投資等の
増加により、前期末比2億61百万円増加の5,997億20百万円となりました。  
 負債は、借入金、コマーシャルペーパーの増加等により前期末比82億23百万円増加の6,583億30百万円
となり、有利子負債比率は、前期末29.5％から、30.4％となりました。  
 純資産は、利益剰余金の配当金の支払いによる55億50百万円の減少の一方、四半期純利益の計上による
増加等により、前期末比202億90百万円増加の5,802億76百万円となりました。  
 当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動では、税金等調整前四半期純利
益の計上等により、341億97百万円のキャッシュの増加となりました。投資活動では、固定資産の取得等
により、365億36百万円のキャッシュの減少となりました。財務活動では、借入金の増加等により97億27
百万円のキャッシュの増加となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間の
期末残高は、1,135億54百万円となりました。  
 
 
3. 連結業績予想に関する定性的情報 

通期業績につきましては、第２四半期の連結業績、ユーロ、米ドル、豪ドルなど為替の急激な変動、ま
た下期以降の全世界的な景気の悪化により、欧州を中心にグローバルな空調機器需要が伸び悩むことが見
込まれることから、本年8月6日に公表した通期の業績見通しを修正いたします。 
 下期以降も事業環境が厳しい中、固定費削減、外部流出費用の徹底抑制などトータルコストダウンの推
進、部品調達コストの削減、国際調達拡大による円高メリットの極大化、欧州での暖房商品など好調な商
品・地域・分野での一層の拡販などの施策を実行し、計画達成に向けて邁進してまいります。  
 
平成21年3月期の業績予想数値の修正  
（平成20年4月1日～平成21年3月31日）              （単位：百万円）  

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 前回発表予想（A） 1,390,000 135,000 129,000 79,500

 今回発表予想（B） 1,300,000 105,000 100,000 61,000

 増減額（B-A) △90,000 △30,000 △29,000 △18,500

 増減率（％） △6.5％ △22.2％ △22.5％ △23.3％

 前期実績 1,291,081 128,098 121,708 74,822

 
 なお、第３四半期以降の前提為替レートについては、前回予想の１ユーロ160円、１ドル103円から、１
ユーロ125円、１ドル100円にそれぞれ変更しました。   
 通期平均では、１ユーロ144円、１ドル103円にそれぞれ変更しております。  
 業績見通しについては、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づい
ており、実際の業績は見通しと大きく異なることがあります。その要因のうち、主なものは以下のとおり
です。  
 
・主要市場（日本、欧米、中国含むアジア）での政治・経済状況および製品需給の急激な変動  
・天候不順に伴う空調需要の変動  
・為替相場の大幅な変動(特にユーロ、ドル相場)  
・重大な品質・生産トラブル  
・保有する有価証券、その他資産の時価の変動  
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【訂正前】（5ページ） 

 

5. 【四半期連結財務諸表】 

 (1)【四半期連結貸借対照表】  

   （単位：百万円）

  
当第2四半期連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

 流動資産  

  現金及び預金  114,476 111,656

  受取手形及び売掛金  230,830 226,932

  商品及び製品  164,010 147,315

  原材料及び貯蔵品  38,997 38,421

  仕掛品  55,063 53,640

  その他  44,428 41,676

  貸倒引当金  △ 5,800 △5,452

  流動資産合計  642,006 614,189

 固定資産 

  有形固定資産  251,914 243,142

  無形固定資産  

   のれん  194,339 200,733

   その他  7,756 7,125

   無形固定資産合計 202,096 207,859

  投資その他の資産 

   投資有価証券  116,322 121,254

   その他  30,482 28,186

   貸倒引当金  △ 1,095 △984

   投資その他の資産合計 145,709 148,457

  固定資産合計 599,720 599,458

 資産合計  1,241,727 1,213,648

負債の部 

 流動負債  

  支払手形及び買掛金  126,505 128,198

  短期借入金  76,743 73,950

  コマーシャル・ペーパー  72,000 58,000

  1年内返済予定の長期借入金  6,734 8,810

  未払法人税等  14,479 13,531

  製品保証引当金  18,624 18,953

  その他  111,269 111,576

  流動負債合計  426,357 413,021

 固定負債 

  社債  20,000 20,000

  長期借入金  198,824 196,166

  退職給付引当金  4,695 4,291

  その他  8,291 16,612

  固定負債合計 231,811 237,070

 負債合計  658,168 650,091
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【訂正前】（6ページ） 

   （単位：百万円）

  
当第2四半期連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部 

 株主資本    

  資本金  85,032 85,032

  資本剰余金  82,977 82,977

  利益剰余金  392,868 355,069

  自己株式  △ 4,742 △3,500

  株主資本合計  556,135 519,578

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金  3,426 10,101

  繰延ヘッジ損益  △ 32 371

  為替換算調整勘定  8,040 19,159

  評価・換算差額等合計 11,434 29,632

 新株予約権 764 521

 少数株主持分  15,223 13,823

 純資産合計  583,558 563,556

負債純資産合計  1,241,727 1,213,648
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【訂正後】 

 

5. 【四半期連結財務諸表】 

 (1)【四半期連結貸借対照表】  

   （単位：百万円）

  
当第2四半期連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

 流動資産  

  現金及び預金  114,476 111,656

  受取手形及び売掛金  230,480 226,193

  商品及び製品  164,010 147,315

  原材料及び貯蔵品  38,997 38,421

  仕掛品  52,293 50,817

  その他  44,428 41,683

  貸倒引当金  △ 5,800 △5,452

  流動資産合計  638,886 610,635

 固定資産 

  有形固定資産  251,914 243,142

  無形固定資産  

   のれん  194,339 200,733

   その他  7,756 7,125

   無形固定資産合計 202,096 207,859

  投資その他の資産 

   投資有価証券  116,322 121,254

   その他  30,482 28,186

   貸倒引当金  △ 1,095 △984

   投資その他の資産合計 145,709 148,457

  固定資産合計 599,720 599,458

 資産合計  1,238,606 1,210,093

負債の部 

 流動負債  

  支払手形及び買掛金  126,505 128,198

  短期借入金  76,743 73,950

  コマーシャル・ペーパー  72,000 58,000

  1年内返済予定の長期借入金  6,734 8,810

  未払法人税等  14,625 13,531

  製品保証引当金  18,640 18,968

  その他  111,269 111,576

  流動負債合計  426,518 413,036

 固定負債 

  社債  20,000 20,000

  長期借入金  198,824 196,166

  退職給付引当金  4,695 4,291

  その他  8,291 16,612

  固定負債合計 231,811 237,070

 負債合計  658,330 650,106
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【訂正後】 

   （単位：百万円）

  
当第2四半期連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部 

 株主資本    

  資本金  85,032 85,032

  資本剰余金  82,977 82,977

  利益剰余金  389,586 351,499

  自己株式  △ 4,742 △3,500

  株主資本合計  552,854 516,008

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金  3,426 10,101

  繰延ヘッジ損益  △ 32 371

  為替換算調整勘定  8,040 19,159

  評価・換算差額等合計 11,434 29,632

 新株予約権 764 521

 少数株主持分  15,223 13,823

 純資産合計  580,276 559,986

負債純資産合計  1,238,606 1,210,093
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【訂正前】（7ページ） 

(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】  

  （単位：百万円）

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

売上高  666,909

売上原価  443,446

売上総利益  223,462

販売費及び一般管理費  158,308

営業利益  65,153

営業外収益 

 受取利息  1,123

 受取配当金  1,172

 その他  2,660

 営業外収益合計 4,955

営業外費用 

 支払利息  3,652

 その他  3,813

 営業外費用合計 7,466

経常利益  62,643

特別利益 

 投資有価証券売却益  2

 特別利益合計 2

特別損失 

 固定資産処分損  319

 投資有価証券評価損  416

 特別損失合計 736

税金等調整前四半期純利益  61,909

法人税等  21,488

少数株主利益  1,765

四半期純利益  38,656
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【訂正後】 

(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】  

  （単位：百万円）

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

売上高  667,298

売上原価  443,479

売上総利益  223,818

販売費及び一般管理費  158,223

営業利益  65,594

営業外収益 

 受取利息  1,123

 受取配当金  1,172

 その他  2,660

 営業外収益合計 4,955

営業外費用 

 支払利息  3,652

 その他  3,813

 営業外費用合計 7,466

経常利益  63,083

特別利益 

 投資有価証券売却益  2

 特別利益合計 2

特別損失 

 固定資産処分損  319

 投資有価証券評価損  416

 特別損失合計 736

税金等調整前四半期純利益  62,350

法人税等  21,640

少数株主利益  1,765

四半期純利益  38,944
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【訂正前】（8ページ） 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】  

  （単位：百万円）

  

当第2四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純利益  61,909

 減価償却費  21,094

 のれん償却額  6,282

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  813

 受取利息及び受取配当金  △ 2,295

 支払利息  3,652

 持分法による投資損益（△は益）  △ 459

 有形固定資産処分損益（△は益）  319

 投資有価証券売却損益（△は益）  △ 2

 投資有価証券評価損益（△は益）  416

 売上債権の増減額（△は増加）  △ 11,652

 たな卸資産の増減額（△は増加）  △ 26,106

 仕入債務の増減額（△は減少）  3,027

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  431

 前払年金費用の増減額（△は増加）  △ 133

 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△ は減少）  △ 3,273

 その他  △ 123

 小計 53,900

 利息及び配当金の受取額 2,313

 利息の支払額  △ 4,113

 法人税等の支払額  △ 17,904

 営業活動によるキャッシュ・フロー 34,197

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出  △ 26,881

 有形固定資産の売却による収入  242

 投資有価証券の取得による支出  △ 6,372

 投資有価証券の売却による収入  4

 事業譲受による支出  △ 309

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に よる支出  △ 591

 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出  △ 324

 その他  △ 2,303

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 36,536

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増減額（△は減少）  17,522

 長期借入れによる収入  9,697

 長期借入金の返済による支出  △ 8,627

 配当金の支払額  △ 5,550

 少数株主への配当金の支払額  △ 1,652

 その他  △ 1,661

 財務活動によるキャッシュ・フロー 9,727
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【訂正前】（8ページ） 

  （単位：百万円）

  
当第2四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 4,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,070

現金及び現金同等物の期首残高 110,483

現金及び現金同等物の四半期末残高  113,554

 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
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【訂正後】 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】  

  （単位：百万円）

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

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純利益  62,350

 減価償却費  21,094

 のれん償却額  6,282

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  813

 受取利息及び受取配当金  △ 2,295

 支払利息  3,652

 持分法による投資損益（△は益）  △ 459

 有形固定資産処分損益（△は益）  319

 投資有価証券売却損益（△は益）  △ 2

 投資有価証券評価損益（△は益）  416

 売上債権の増減額（△は増加）  △ 12,041

 たな卸資産の増減額（△は増加）  △ 26,159

 仕入債務の増減額（△は減少）  3,027

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  431

 前払年金費用の増減額（△は増加）  △ 133

 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△ は減少）  △ 3,273

 その他  △ 122

 小計 53,900

 利息及び配当金の受取額 2,313

 利息の支払額  △ 4,113

 法人税等の支払額  △ 17,904

 営業活動によるキャッシュ・フロー 34,197

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出  △ 26,881

 有形固定資産の売却による収入  242

 投資有価証券の取得による支出  △ 6,372

 投資有価証券の売却による収入  4

 事業譲受による支出  △ 309

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に よる支出  △ 591

 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出  △ 324

 その他  △ 2,303

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 36,536

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増減額（△は減少）  17,522

 長期借入れによる収入  9,697

 長期借入金の返済による支出  △ 8,627

 配当金の支払額  △ 5,550

 少数株主への配当金の支払額  △ 1,652

 その他  △ 1,661

 財務活動によるキャッシュ・フロー 9,727
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【訂正後】 
  （単位：百万円）

  
当第2四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 4,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,070

現金及び現金同等物の期首残高 110,483

現金及び現金同等物の四半期末残高  113,554

 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
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【訂正前】（9ページ） 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】  
  当第2四半期連結累計期間（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 

587,260 60,982 18,666 666,909 ― 666,909

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

257 2,905 9 3,172 (3,172) ―

計 587,518 63,887 18,675 670,081 (3,172) 666,909

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

1 事業の区分は、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おります。 
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    
 (1)「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、国内会社については、当第1四半 
    期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7 
    月5日 企業会計基準第9号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低 
    下による簿価切下げの方法）に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比 
    べ、営業利益は空調・冷凍機事業が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153百万円増加しております。  
 (2)「定性的情報・財務諸表等」４．（３）③に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間から 
  「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準   
  委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行ってお 
  ります。これにより、従来の方法によった場合に比べ、概算額として営業利益は空調・冷凍機 
  事業が1,151百万円、化学事業が45百万円それぞれ減少しております。  
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【訂正後】 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】  
  当第2四半期連結累計期間（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 

587,649 60,982 18,666 667,298 ― 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 587,906 63,887 18,675 670,470 (3,172) 667,298

  営業利益又は損失(△) 62,092 3,774 △291 65,575 19 65,594

1 事業の区分は、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おります。 

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    

 (1)「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、国内会社については、当第1四半 

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

    月5日 企業会計基準第9号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低 

    下による簿価切下げの方法）に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比 

    べ、営業利益は空調・冷凍機事業が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153百万円増加しております。  

 (2)「定性的情報・財務諸表等」４．（３）③に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間から 

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

  委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行ってお 

  ります。これにより、従来の方法によった場合に比べ、概算額として営業利益は空調・冷凍機 

  事業が1,151百万円、化学事業が45百万円それぞれ減少しております。 
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【訂正前】（10ページ） 
 

【所在地別セグメント情報】   
  当第2四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）  

 
国内 

(百万円) 

アジア・
オセアニア
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アメリカ
(百万円)

その他
の地域
(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

 売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

261,903 151,640 184,676 64,472 4,215 666,909 ― 666,909

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高 

68,745 55,441 3,152 4,472 259 132,071 (132,071) ―

計 330,649 207,081 187,828 68,945 4,475 798,980 (132,071) 666,909

   営業利益 19,985 20,655 19,854 29 114 60,640 4,513 65,153

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おります。  
 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    
  (1)「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、国内会社については、当第1四半 
   期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7 
   月5日 企業会計基準第9号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低 
   下による簿価切下げの方法）に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比 
   べ、「国内」の営業利益は1,547百万円減少している。  
  (2)「定性的情報・財務諸表等」４．（３）③に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間から、 
   「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委 
   員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っており 
   ます。これにより、従来の方法によった場合に比べ、概算額として営業利益はアジア・オセア 
   ニアが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おります。  
 
【海外売上高】  

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

 
アジア・ 
オセアニア 

ヨーロッパ アメリカ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 164,752 175,124 68,769 17,082 425,728

Ⅱ 連結売上高(百万円)  666,909

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

24.7 26.3 10.3 2.6 63.8

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おります。 
 2 各区分に属する主な国又は地域  
  (1)アジア・オセアニア：シンガポール、中国、香港、台湾、インドネシア、オーストラリア、  
   インド、マレーシア、タイ  
  (2)ヨーロッパ：イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、スペイン、ベルギー、ギリシャ、  
   ポルトガル、ロシア、オランダ、スウェーデン  
  (3)アメリカ：米国、メキシコ、アルゼンチン、カナダ  
  (4)その他の地域：中近東地域、アフリカ地域  
 
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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【訂正後】 
 

【所在地別セグメント情報】   
  当第2四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）  

 
国内 

(百万円) 

アジア・
オセアニア
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アメリカ
(百万円)

その他
の地域
(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

 売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

262,292 151,640 184,676 64,472 4,215 667,298 ― 667,298

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高 

68,745 55,441 3,152 4,472 259 132,071 (132,071) ―

計 331,038 207,081 187,828 68,945 4,475 799,369 (132,071) 667,298

   営業利益 20,426 20,655 19,854 29 114 61,081 4,513 65,594

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おります。  
 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    
  (1)「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、国内会社については、当第1四半 
   期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7 
   月5日 企業会計基準第9号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低 
   下による簿価切下げの方法）に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比 
   べ、「国内」の営業利益は1,547百万円減少している。  
  (2)「定性的情報・財務諸表等」４．（３）③に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間から、 
   「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委 
   員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っており 
   ます。これにより、従来の方法によった場合に比べ、概算額として営業利益はアジア・オセア 
   ニアが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おります。  
 
【海外売上高】  

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

 
アジア・ 
オセアニア 

ヨーロッパ アメリカ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 164,752 175,124 68,769 17,082 425,728

Ⅱ 連結売上高(百万円)  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

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おります。 
 2 各区分に属する主な国又は地域  
  (1)アジア・オセアニア：シンガポール、中国、香港、台湾、インドネシア、オーストラリア、  
   インド、マレーシア、タイ  
  (2)ヨーロッパ：イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、スペイン、ベルギー、ギリシャ、  
   ポルトガル、ロシア、オランダ、スウェーデン  
  (3)アメリカ：米国、メキシコ、アルゼンチン、カナダ  
  (4)その他の地域：中近東地域、アフリカ地域  
 
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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【訂正前】（11ページ） 

 

「参考資料」 

 

前中間連結損益計算書 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成19年4月1日 

 至 平成19年9月30日) 

区分 金額（百万円） 百分比(％）

売上高 655,458  

売上原価 421,368  

売上総利益 234,090 35.7 

販売費及び一般管理費 153,374  

営業利益 80,715 12.3 

営業外収益 

 受取利息 1,238  

 受取配当金 900  

 持分法による投資利益 327  

 その他 1,609  

 営業外収益合計 4,075

営業外費用 

 支払利息 4,925  

 為替差損 765  

 その他 2,425  

 営業外費用合計 8,116

経常利益 76,674 11.7 

特別利益 

 投資有価証券売却益 2  

 特別利益合計 2

特別損失 

 固定資産廃却損 355  

 投資有価証券評価損 19  

 特別損失合計 374

税金等調整前中間純利益 76,303 11.6 

法人税、住民税及び事業税 19,207

法人税等調整額 6,336  

少数株主利益 1,654  

中間純利益 49,104 7.5 
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【訂正後】 

 

「参考資料」 

 

前中間連結損益計算書 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成19年4月1日 

 至 平成19年9月30日) 

区分 金額（百万円） 百分比(％）

売上高 655,896  

売上原価 421,779  

売上総利益 234,116 35.7 

販売費及び一般管理費 153,320  

営業利益 80,795 12.3 

営業外収益 

 受取利息 1,238  

 受取配当金 900  

 持分法による投資利益 327  

 その他 1,609  

 営業外収益合計 4,075

営業外費用 

 支払利息 4,925  

 為替差損 765  

 その他 2,425  

 営業外費用合計 8,116

経常利益 76,755 11.7 

特別利益 

 投資有価証券売却益 2  

 特別利益合計 2

特別損失 

 固定資産廃却損 355  

 投資有価証券評価損 19  

 特別損失合計 374

税金等調整前中間純利益 76,383 11.6 

法人税、住民税及び事業税 19,207

法人税等調整額 6,356  

少数株主利益 1,654  

中間純利益 49,165 7.5 
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【訂正前】（12ページ） 

 

前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成19年4月1日 

 至 平成19年9月30日) 

区分 金額（百万円）

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前中間純利益 76,303

 減価償却費 19,268

 のれん償却額 5,825

 支払利息等 5,418

 投資有価証券評価損 19

 売上債権の増加額 △6,375

 たな卸資産の増加額 △15,791

 仕入債務の減少額 △5,649

 その他 △839

 小計 78,180

 法人税等の支払額 △17,797

 その他 △3,372

 営業活動によるキャッシュ・フロー 57,010

Ⅱ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 △21,460

 投資有価証券の取得による支出 △9,724

 その他 △1,161

 投資活動によるキャッシュ・フロー △32,346

Ⅲ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 △214,391

 長期借入れによる収入 119,622

 長期借入金の返済による支出 △9,731

 配当金の支払額 △3,682

 株式の発行による収入 113,314

 その他 △3,475

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,656

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 2,643

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 28,963

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 82,658

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高 111,622
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【訂正後】 

 

前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成19年4月1日 

 至 平成19年9月30日) 

区分 金額（百万円）

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前中間純利益 76,383

 減価償却費 19,268

 のれん償却額 5,825

 支払利息等 5,418

 投資有価証券評価損 19

 売上債権の増加額 △6,813

 たな卸資産の増加額 △15,414

 仕入債務の減少額 △5,649

 その他 △859

 小計 78,180

 法人税等の支払額 △17,797

 その他 △3,372

 営業活動によるキャッシュ・フロー 57,010

Ⅱ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 △21,460

 投資有価証券の取得による支出 △9,724

 その他 △1,161

 投資活動によるキャッシュ・フロー △32,346

Ⅲ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 △214,391

 長期借入れによる収入 119,622

 長期借入金の返済による支出 △9,731

 配当金の支払額 △3,682

 株式の発行による収入 113,314

 その他 △3,475

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,656

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 2,643

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 28,963

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 82,658

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高 111,622
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【訂正前】（13ページ） 

 

セグメント情報 
【事業の種類別セグメント情報】 

  前中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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 

582,697 57,406 15,353 655,458 ― 655,458

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

218 2,661 9 2,889 (2,889) ―

計 582,915 60,068 15,363 658,347 (2,889) 655,458

  営業利益又は損失(△) 75,938 5,099 △319 80,718 △3 80,715

 

【所在地別セグメント情報】 
  前中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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 

250,141 135,800 200,696 64,525 4,293 655,458 ― 655,458

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高 

74,700 55,393 2,823 3,882 158 136,957 （136,957） ―

計 324,842 191,193 203,519 68,408 4,451 792,416 （136,957） 655,458

   営業利益 29,777 19,224 31,696 1,820 217 82,735 △2,020 80,715

 

【海外売上高】 
  前中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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) 143,734 193,437 68,902 15,735 421,808

Ⅱ 連結売上高(百万円)  655,458

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

21.9 29.5 10.5 2.4 64.4
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【訂正後】 

 

セグメント情報 
【事業の種類別セグメント情報】 

  前中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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 

583,135 57,406 15,353 655,896 ― 655,896

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

218 2,661 9 2,889 (2,889) ―

計 583,353 60,068 15,363 658,785 (2,889) 655,896

  営業利益又は損失(△) 76,018 5,099 △319 80,798 △3 80,795

 

【所在地別セグメント情報】 
  前中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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 

250,579 135,800 200,696 64,525 4,293 655,896 ― 655,896

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高 

74,700 55,393 2,823 3,882 158 136,957 （136,957） ―

計 325,280 191,193 203,519 68,408 4,451 792,853 （136,957） 655,896

   営業利益 29,858 19,224 31,696 1,820 217 82,816 △2,020 80,795

 

【海外売上高】 
  前中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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) 143,734 193,437 68,902 15,735 421,808

Ⅱ 連結売上高(百万円)  655,896

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

21.9 29.5 10.5 2.4 64.3
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平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年11月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ダイキン工業株式会社 上場取引所 東 大 名 札 福 

コード番号 6367 URL http://www.daikin.co.jp
代表者 （役職名） 取締役社長兼COO （氏名） 岡野 幸義

問合せ先責任者 （役職名）
コーポレートコミュニケーション室 担
当部長

（氏名） 井上 武郎 TEL 03-6716-0112

四半期報告書提出予定日 平成20年11月13日 配当支払開始予定日 平成20年12月3日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 667,298 ― 65,594 ― 63,083 ― 38,944 ―

20年3月期第2四半期 655,896 48.1 80,795 95.9 76,755 84.1 49,165 105.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 133.35 133.28
20年3月期第2四半期 176.53 176.41

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 1,238,606 580,276 45.6 1,933.23
20年3月期 1,210,093 559,986 45.1 1,867.79

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  564,288百万円 20年3月期  545,641百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 19.00 ― 19.00 38.00

21年3月期 ― 19.00

21年3月期 
（予想）

― 19.00 38.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,300,000 0.7 105,000 △18.3 100,000 △18.1 61,000 △18.9 208.98

【訂正後】



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）業績見通しについては、当社が現時点で入手可能な情報と、合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は見通しと大きく異なる
ことがあり  ます。業績予想に関する事項については、４ページ【定性的情報・財務情報等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
（２）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用 
  １４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期 293,113,973株 20年3月期  293,113,973株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,224,252株 20年3月期  981,373株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 292,040,343株 20年3月期第2四半期 278,502,287株



 

【訂正前】（2ページ） 

 
【定性的情報・財務諸表等】 
1. 連結経営成績に関する定性的情報 
当第２四半期連結累計期間（平成20年4月1日～9月30日）における世界経済は、米国発の金融危機が深

刻化する中、減速基調を強めました。米国の金融危機と実体経済悪化の悪循環がユーロ圏にも飛び火し、
4月から6月期のユーロ圏の実質GDPは、ユーロ発足後初のマイナス成長を記録しました。また堅調に推移
していた中国・アジアの景気も、日米欧向け輸出が鈍化した影響で緩やかに減速しました。そうした中、
わが国経済は、内需・外需の低迷から景気後退局面を迎え、消費・投資マインドが大きく冷え込みました。  
 このような環境下において当社グループの第２四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比1.7％
増の6,669億9百万円となりました。  
 利益の面では、連結営業利益は651億53百万円（前年同期比19.3％減）、連結経常利益は626億43百万円
（前年同期比18.3％減）、連結四半期純利益は386億56百万円（前年同期比21.3％減）となりました。  
 
主要な事業分野別の動向は次のとおりです。  
 
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、４月から６月では前年を下回ったものの、７
月から９月のシーズン 盛期に天候に恵まれたことにより、４月から９月では前年同期を上回りました。
その中で当社グループは、静音性に優れたフィルター自動清掃機能を搭載し、「２０１０年の省エネ基準」
をクリアした高付加価値商品『うるるとさらら』を中心とした販促展開により、販売台数、売上高ともに
前年同期に比べ増加しました。  
 国内業務用空調機器では、パッケージエアコンの業界需要は、４月から６月では前年同期を下回ったも
のの、７月から8月中旬までは猛暑の影響により前年同期並みで推移しましたが、それ以降９月にかけて
は、景気の不透明感からの設備投資の抑制や新築着工の低迷などにより下降傾向を辿りました。その中で
当社は、需要の６割を占める更新需要の獲得を狙い、業務用では業界初の自動清掃機能付き『クリーンＺ
ＥＡＳ－Ｑ』を５月から投入し、販売店様と共にユーザー様のメンテナンス費用削減や省力化など経費削
減につながる提案を行うなど、新商品の拡販に取り組んだことにより、ほぼ前年同期並みの売上高を維持
しました。  
 海外については、業務用空調機器の販売台数は、全地域で前年同期を上回る一方、住宅用空調機器の販
売台数は、中国・アジアでは前年同期を上回ったものの、主要市場の欧州で、前年第１四半期で著しく販
売が伸張したこと、想定以上の景気後退と天候不順の影響を受けたことにより、販売台数は、前年同期に
比べ大幅に減少しました。海外空調機器全体としては、欧州以外地域での拡販により売上高は前年を上回
ったものの、欧州での景気後退の影響が大きく、営業利益は前年同期を下回りました。 
 地域別状況として、欧州では、特にイタリア・スペイン・フランスでの個人消費の落ち込みから住宅用
空調機器の販売台数が前年同期に比べ減少しましたが、業務用空調機器および暖房製品で販売挽回につと
めるとともに、ロシア等のエマージング市場での売上高を大幅に伸ばしました。中国では住宅用・業務用
とも前年同期に比べ売上高は増加し、特に地方都市での販売が拡大しました。アジア・オセアニア地域で
も、住宅用・業務用とも前年同期に比べ売上高は増加しました。特に、オーストラリア・シンガポール・
タイの各国では業務用の大幅な増販を達成しました。  
 低温・冷凍機器では、世界的に拡大基調であった海上輸送需要がほぼ前年並みにとどまる中、主として
欧州での販売不振により、売上高、営業利益は前年同期に比べ減少しました。  
 空調・冷凍機事業全体の売上高は、前年同期比0.8％増の5,872億60百万円、営業利益は前年同期比18.8％
減の616億51百万円となりました。  
 
②化学事業  
 フッ素樹脂は、米国ＬＡＮ市場向けの売上高が増加したことと、中国・欧州で販売を伸ばしたことによ
り、売上高は前年同期に比べ増加しました。化成品では、撥水・撥油剤の中国・アジアでの拡販と、液晶
関連のファインケミカル製品の販売増加などにより、売上高は前年同期に比べ増加しました。フルオロカ
ーボンガスは、日本での販売は減少しましたが、中国・アジアでの販売が好調に推移したことにより、売
上高は前年同期に比べ増加しました。  
 化学事業全体の売上高は、前年同期比6.2％増の609億82百万円となりました。営業利益は、原材料の市
況高騰や棚卸資産の評価に関する会計基準の変更の影響などにより、前年同期比26.0％減の37億74百万円
となりました。  
 
③その他事業  
 産業機械用油圧機器は、国内市場において需要が比較的堅調な一般産機分野での拡販に努めたこと、 
また中国・台湾向けを中心に、インバーター駆動油圧ユニット、インバーターオイルコンなどの差別化商
品の輸出増加により、売上高は前年同期に比べ増加しました。建機・車両用油圧機器は、主要顧客の海外
向け需要増により、売上高は前年同期に比べ増加しました。  
 特機部門では、防衛省向け砲弾の納入が、第２四半期に繰り上がったことにより、売上高は前年同期に
比べ増加しました。  
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【訂正前】（3ページ） 

 
 その他事業全体では、売上高は前年同期比21.6％増の186億66百万円となり、2億91百万円の営業損失と
なりました。  
 
（注）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」を適用していますが、連結経営成  
  績に関する定性的情報においては、前年同期との増減率を、参考として記載しています。  
 
 
2. 連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は、1兆2,417億27百万円となり、前期末に比べて280億78百万円増加しました。流動資産は、売
上債権・たな卸資産等の増加により、前期末比278億16百万円増加の6,420億6百万円となりました。固定
資産は、投資有価証券の時価変動等による減少の一方、空調・冷凍機事業の海外生産拠点での設備投資等
の増加により、前期末比2億61百万円増加の5,997億20百万円となりました。  
 負債は、借入金、コマーシャルペーパーの増加等により前期末比80億76百万円増加の6,581億68百万円
となり、有利子負債比率は、前期末29.4％から、30.3％となりました。  
 純資産は、利益剰余金の配当金の支払いによる55億50百万円の減少の一方、四半期純利益の計上による
増加等により、前期末比200億1百万円増加の5,835億58百万円となりました。  
 当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動では、税金等調整前四半期純利
益の計上等により、341億97百万円のキャッシュの増加となりました。投資活動では、固定資産の取得等
により、365億36百万円のキャッシュの減少となりました。財務活動では、借入金の増加等により97億27
百万円のキャッシュの増加となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間の
期末残高は、1,135億54百万円となりました。  
 
 
3. 連結業績予想に関する定性的情報 

通期業績につきましては、第２四半期の連結業績、ユーロ、米ドル、豪ドルなど為替の急激な変動、ま
た下期以降の全世界的な景気の悪化により、欧州を中心にグローバルな空調機器需要が伸び悩むことが見
込まれることから、本年8月6日に公表した通期の業績見通しを修正いたします。 
 下期以降も事業環境が厳しい中、固定費削減、外部流出費用の徹底抑制などトータルコストダウンの推
進、部品調達コストの削減、国際調達拡大による円高メリットの極大化、欧州での暖房商品など好調な商
品・地域・分野での一層の拡販などの施策を実行し、計画達成に向けて邁進してまいります。  
 
平成21年3月期の業績予想数値の修正  
（平成20年4月1日～平成21年3月31日）              （単位：百万円）  

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 前回発表予想（A） 1,390,000 135,000 129,000 79,500

 今回発表予想（B） 1,300,000 105,000 100,000 61,000

 増減額（B-A) △90,000 △30,000 △29,000 △18,500

 増減率（％） △6.5％ △22.2％ △22.5％ △23.3％

 前期実績 1,290,893 128,496 122,106 75,223

 
 なお、第３四半期以降の前提為替レートについては、前回予想の１ユーロ160円、１ドル103円から、１
ユーロ125円、１ドル100円にそれぞれ変更しました。   
 通期平均では、１ユーロ144円、１ドル103円にそれぞれ変更しております。  
 業績見通しについては、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づい
ており、実際の業績は見通しと大きく異なることがあります。その要因のうち、主なものは以下のとおり
です。  
 
・主要市場（日本、欧米、中国含むアジア）での政治・経済状況および製品需給の急激な変動  
・天候不順に伴う空調需要の変動  
・為替相場の大幅な変動(特にユーロ、ドル相場)  
・重大な品質・生産トラブル  
・保有する有価証券、その他資産の時価の変動  
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【訂正後】 

 
【定性的情報・財務諸表等】 
1. 連結経営成績に関する定性的情報 
当第２四半期連結累計期間（平成20年4月1日～9月30日）における世界経済は、米国発の金融危機が深

刻化する中、減速基調を強めました。米国の金融危機と実体経済悪化の悪循環がユーロ圏にも飛び火し、
4月から6月期のユーロ圏の実質GDPは、ユーロ発足後初のマイナス成長を記録しました。また堅調に推移
していた中国・アジアの景気も、日米欧向け輸出が鈍化した影響で緩やかに減速しました。そうした中、
わが国経済は、内需・外需の低迷から景気後退局面を迎え、消費・投資マインドが大きく冷え込みました。  
 このような環境下において当社グループの第２四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比1.7％
増の6,672億98百万円となりました。  
 利益の面では、連結営業利益は655億94百万円（前年同期比18.8％減）、連結経常利益は630億83百万円
（前年同期比17.8％減）、連結四半期純利益は389億44百万円（前年同期比20.8％減）となりました。  
 
主要な事業分野別の動向は次のとおりです。  
 
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、４月から６月では前年を下回ったものの、７
月から９月のシーズン 盛期に天候に恵まれたことにより、４月から９月では前年同期を上回りました。
その中で当社グループは、静音性に優れたフィルター自動清掃機能を搭載し、「２０１０年の省エネ基準」
をクリアした高付加価値商品『うるるとさらら』を中心とした販促展開により、販売台数、売上高ともに
前年同期に比べ増加しました。  
 国内業務用空調機器では、パッケージエアコンの業界需要は、４月から６月では前年同期を下回ったも
のの、７月から8月中旬までは猛暑の影響により前年同期並みで推移しましたが、それ以降９月にかけて
は、景気の不透明感からの設備投資の抑制や新築着工の低迷などにより下降傾向を辿りました。その中で
当社は、需要の６割を占める更新需要の獲得を狙い、業務用では業界初の自動清掃機能付き『クリーンＺ
ＥＡＳ－Ｑ』を５月から投入し、販売店様と共にユーザー様のメンテナンス費用削減や省力化など経費削
減につながる提案を行うなど、新商品の拡販に取り組んだことにより、ほぼ前年同期並みの売上高を維持
しました。  
 海外については、業務用空調機器の販売台数は、全地域で前年同期を上回る一方、住宅用空調機器の販
売台数は、中国・アジアでは前年同期を上回ったものの、主要市場の欧州で、前年第１四半期で著しく販
売が伸張したこと、想定以上の景気後退と天候不順の影響を受けたことにより、販売台数は、前年同期に
比べ大幅に減少しました。海外空調機器全体としては、欧州以外地域での拡販により売上高は前年を上回
ったものの、欧州での景気後退の影響が大きく、営業利益は前年同期を下回りました。 
 地域別状況として、欧州では、特にイタリア・スペイン・フランスでの個人消費の落ち込みから住宅用
空調機器の販売台数が前年同期に比べ減少しましたが、業務用空調機器および暖房製品で販売挽回につと
めるとともに、ロシア等のエマージング市場での売上高を大幅に伸ばしました。中国では住宅用・業務用
とも前年同期に比べ売上高は増加し、特に地方都市での販売が拡大しました。アジア・オセアニア地域で
も、住宅用・業務用とも前年同期に比べ売上高は増加しました。特に、オーストラリア・シンガポール・
タイの各国では業務用の大幅な増販を達成しました。  
 低温・冷凍機器では、世界的に拡大基調であった海上輸送需要がほぼ前年並みにとどまる中、主として
欧州での販売不振により、売上高、営業利益は前年同期に比べ減少しました。  
 空調・冷凍機事業全体の売上高は、前年同期比0.8％増の5,876億49百万円、営業利益は前年同期比18.3％
減の620億92百万円となりました。  
 
②化学事業  
 フッ素樹脂は、米国ＬＡＮ市場向けの売上高が増加したことと、中国・欧州で販売を伸ばしたことによ
り、売上高は前年同期に比べ増加しました。化成品では、撥水・撥油剤の中国・アジアでの拡販と、液晶
関連のファインケミカル製品の販売増加などにより、売上高は前年同期に比べ増加しました。フルオロカ
ーボンガスは、日本での販売は減少しましたが、中国・アジアでの販売が好調に推移したことにより、売
上高は前年同期に比べ増加しました。  
 化学事業全体の売上高は、前年同期比6.2％増の609億82百万円となりました。営業利益は、原材料の市
況高騰や棚卸資産の評価に関する会計基準の変更の影響などにより、前年同期比26.0％減の37億74百万円
となりました。  
 
③その他事業  
 産業機械用油圧機器は、国内市場において需要が比較的堅調な一般産機分野での拡販に努めたこと、 
また中国・台湾向けを中心に、インバーター駆動油圧ユニット、インバーターオイルコンなどの差別化商
品の輸出増加により、売上高は前年同期に比べ増加しました。建機・車両用油圧機器は、主要顧客の海外
向け需要増により、売上高は前年同期に比べ増加しました。  
 特機部門では、防衛省向け砲弾の納入が、第２四半期に繰り上がったことにより、売上高は前年同期に
比べ増加しました。  
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【訂正後】 

 
 その他事業全体では、売上高は前年同期比21.6％増の186億66百万円となり、2億91百万円の営業損失と
なりました。  
 
（注）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」を適用していますが、連結経営成  
  績に関する定性的情報においては、前年同期との増減率を、参考として記載しています。  
 
 
2. 連結財政状態に関する定性的情報 
総資産は、1兆2,386億6百万円となり、前期末に比べて285億13百万円増加しました。流動資産は、売上

債権・たな卸資産等の増加により、前期末比282億51百万円増加の6,388億86百万円となりました。固定資
産は、投資有価証券の時価変動等による減少の一方、空調・冷凍機事業の海外生産拠点での設備投資等の
増加により、前期末比2億61百万円増加の5,997億20百万円となりました。  
 負債は、借入金、コマーシャルペーパーの増加等により前期末比82億23百万円増加の6,583億30百万円
となり、有利子負債比率は、前期末29.5％から、30.4％となりました。  
 純資産は、利益剰余金の配当金の支払いによる55億50百万円の減少の一方、四半期純利益の計上による
増加等により、前期末比202億90百万円増加の5,802億76百万円となりました。  
 当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動では、税金等調整前四半期純利
益の計上等により、341億97百万円のキャッシュの増加となりました。投資活動では、固定資産の取得等
により、365億36百万円のキャッシュの減少となりました。財務活動では、借入金の増加等により97億27
百万円のキャッシュの増加となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間の
期末残高は、1,135億54百万円となりました。  
 
 
3. 連結業績予想に関する定性的情報 

通期業績につきましては、第２四半期の連結業績、ユーロ、米ドル、豪ドルなど為替の急激な変動、ま
た下期以降の全世界的な景気の悪化により、欧州を中心にグローバルな空調機器需要が伸び悩むことが見
込まれることから、本年8月6日に公表した通期の業績見通しを修正いたします。 
 下期以降も事業環境が厳しい中、固定費削減、外部流出費用の徹底抑制などトータルコストダウンの推
進、部品調達コストの削減、国際調達拡大による円高メリットの極大化、欧州での暖房商品など好調な商
品・地域・分野での一層の拡販などの施策を実行し、計画達成に向けて邁進してまいります。  
 
平成21年3月期の業績予想数値の修正  
（平成20年4月1日～平成21年3月31日）              （単位：百万円）  

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 前回発表予想（A） 1,390,000 135,000 129,000 79,500

 今回発表予想（B） 1,300,000 105,000 100,000 61,000

 増減額（B-A) △90,000 △30,000 △29,000 △18,500

 増減率（％） △6.5％ △22.2％ △22.5％ △23.3％

 前期実績 1,291,081 128,098 121,708 74,822

 
 なお、第３四半期以降の前提為替レートについては、前回予想の１ユーロ160円、１ドル103円から、１
ユーロ125円、１ドル100円にそれぞれ変更しました。   
 通期平均では、１ユーロ144円、１ドル103円にそれぞれ変更しております。  
 業績見通しについては、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づい
ており、実際の業績は見通しと大きく異なることがあります。その要因のうち、主なものは以下のとおり
です。  
 
・主要市場（日本、欧米、中国含むアジア）での政治・経済状況および製品需給の急激な変動  
・天候不順に伴う空調需要の変動  
・為替相場の大幅な変動(特にユーロ、ドル相場)  
・重大な品質・生産トラブル  
・保有する有価証券、その他資産の時価の変動  
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【訂正前】（5ページ） 

 

5. 【四半期連結財務諸表】 

 (1)【四半期連結貸借対照表】  

   （単位：百万円）

  
当第2四半期連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

 流動資産  

  現金及び預金  114,476 111,656

  受取手形及び売掛金  230,830 226,932

  商品及び製品  164,010 147,315

  原材料及び貯蔵品  38,997 38,421

  仕掛品  55,063 53,640

  その他  44,428 41,676

  貸倒引当金  △ 5,800 △5,452

  流動資産合計  642,006 614,189

 固定資産 

  有形固定資産  251,914 243,142

  無形固定資産  

   のれん  194,339 200,733

   その他  7,756 7,125

   無形固定資産合計 202,096 207,859

  投資その他の資産 

   投資有価証券  116,322 121,254

   その他  30,482 28,186

   貸倒引当金  △ 1,095 △984

   投資その他の資産合計 145,709 148,457

  固定資産合計 599,720 599,458

 資産合計  1,241,727 1,213,648

負債の部 

 流動負債  

  支払手形及び買掛金  126,505 128,198

  短期借入金  76,743 73,950

  コマーシャル・ペーパー  72,000 58,000

  1年内返済予定の長期借入金  6,734 8,810

  未払法人税等  14,479 13,531

  製品保証引当金  18,624 18,953

  その他  111,269 111,576

  流動負債合計  426,357 413,021

 固定負債 

  社債  20,000 20,000

  長期借入金  198,824 196,166

  退職給付引当金  4,695 4,291

  その他  8,291 16,612

  固定負債合計 231,811 237,070

 負債合計  658,168 650,091
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【訂正前】（6ページ） 

   （単位：百万円）

  
当第2四半期連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部 

 株主資本    

  資本金  85,032 85,032

  資本剰余金  82,977 82,977

  利益剰余金  392,868 355,069

  自己株式  △ 4,742 △3,500

  株主資本合計  556,135 519,578

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金  3,426 10,101

  繰延ヘッジ損益  △ 32 371

  為替換算調整勘定  8,040 19,159

  評価・換算差額等合計 11,434 29,632

 新株予約権 764 521

 少数株主持分  15,223 13,823

 純資産合計  583,558 563,556

負債純資産合計  1,241,727 1,213,648
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【訂正後】 

 

5. 【四半期連結財務諸表】 

 (1)【四半期連結貸借対照表】  

   （単位：百万円）

  
当第2四半期連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

 流動資産  

  現金及び預金  114,476 111,656

  受取手形及び売掛金  230,480 226,193

  商品及び製品  164,010 147,315

  原材料及び貯蔵品  38,997 38,421

  仕掛品  52,293 50,817

  その他  44,428 41,683

  貸倒引当金  △ 5,800 △5,452

  流動資産合計  638,886 610,635

 固定資産 

  有形固定資産  251,914 243,142

  無形固定資産  

   のれん  194,339 200,733

   その他  7,756 7,125

   無形固定資産合計 202,096 207,859

  投資その他の資産 

   投資有価証券  116,322 121,254

   その他  30,482 28,186

   貸倒引当金  △ 1,095 △984

   投資その他の資産合計 145,709 148,457

  固定資産合計 599,720 599,458

 資産合計  1,238,606 1,210,093

負債の部 

 流動負債  

  支払手形及び買掛金  126,505 128,198

  短期借入金  76,743 73,950

  コマーシャル・ペーパー  72,000 58,000

  1年内返済予定の長期借入金  6,734 8,810

  未払法人税等  14,625 13,531

  製品保証引当金  18,640 18,968

  その他  111,269 111,576

  流動負債合計  426,518 413,036

 固定負債 

  社債  20,000 20,000

  長期借入金  198,824 196,166

  退職給付引当金  4,695 4,291

  その他  8,291 16,612

  固定負債合計 231,811 237,070

 負債合計  658,330 650,106
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【訂正後】 

   （単位：百万円）

  
当第2四半期連結会計期間末 

(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部 

 株主資本    

  資本金  85,032 85,032

  資本剰余金  82,977 82,977

  利益剰余金  389,586 351,499

  自己株式  △ 4,742 △3,500

  株主資本合計  552,854 516,008

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金  3,426 10,101

  繰延ヘッジ損益  △ 32 371

  為替換算調整勘定  8,040 19,159

  評価・換算差額等合計 11,434 29,632

 新株予約権 764 521

 少数株主持分  15,223 13,823

 純資産合計  580,276 559,986

負債純資産合計  1,238,606 1,210,093
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【訂正前】（7ページ） 

(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】  

  （単位：百万円）

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

売上高  666,909

売上原価  443,446

売上総利益  223,462

販売費及び一般管理費  158,308

営業利益  65,153

営業外収益 

 受取利息  1,123

 受取配当金  1,172

 その他  2,660

 営業外収益合計 4,955

営業外費用 

 支払利息  3,652

 その他  3,813

 営業外費用合計 7,466

経常利益  62,643

特別利益 

 投資有価証券売却益  2

 特別利益合計 2

特別損失 

 固定資産処分損  319

 投資有価証券評価損  416

 特別損失合計 736

税金等調整前四半期純利益  61,909

法人税等  21,488

少数株主利益  1,765

四半期純利益  38,656
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【訂正後】 

(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】  

  （単位：百万円）

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

売上高  667,298

売上原価  443,479

売上総利益  223,818

販売費及び一般管理費  158,223

営業利益  65,594

営業外収益 

 受取利息  1,123

 受取配当金  1,172

 その他  2,660

 営業外収益合計 4,955

営業外費用 

 支払利息  3,652

 その他  3,813

 営業外費用合計 7,466

経常利益  63,083

特別利益 

 投資有価証券売却益  2

 特別利益合計 2

特別損失 

 固定資産処分損  319

 投資有価証券評価損  416

 特別損失合計 736

税金等調整前四半期純利益  62,350

法人税等  21,640

少数株主利益  1,765

四半期純利益  38,944
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【訂正前】（8ページ） 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】  

  （単位：百万円）

  

当第2四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純利益  61,909

 減価償却費  21,094

 のれん償却額  6,282

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  813

 受取利息及び受取配当金  △ 2,295

 支払利息  3,652

 持分法による投資損益（△は益）  △ 459

 有形固定資産処分損益（△は益）  319

 投資有価証券売却損益（△は益）  △ 2

 投資有価証券評価損益（△は益）  416

 売上債権の増減額（△は増加）  △ 11,652

 たな卸資産の増減額（△は増加）  △ 26,106

 仕入債務の増減額（△は減少）  3,027

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  431

 前払年金費用の増減額（△は増加）  △ 133

 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△ は減少）  △ 3,273

 その他  △ 123

 小計 53,900

 利息及び配当金の受取額 2,313

 利息の支払額  △ 4,113

 法人税等の支払額  △ 17,904

 営業活動によるキャッシュ・フロー 34,197

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出  △ 26,881

 有形固定資産の売却による収入  242

 投資有価証券の取得による支出  △ 6,372

 投資有価証券の売却による収入  4

 事業譲受による支出  △ 309

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に よる支出  △ 591

 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出  △ 324

 その他  △ 2,303

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 36,536

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増減額（△は減少）  17,522

 長期借入れによる収入  9,697

 長期借入金の返済による支出  △ 8,627

 配当金の支払額  △ 5,550

 少数株主への配当金の支払額  △ 1,652

 その他  △ 1,661

 財務活動によるキャッシュ・フロー 9,727
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【訂正前】（8ページ） 

  （単位：百万円）

  
当第2四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 4,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,070

現金及び現金同等物の期首残高 110,483

現金及び現金同等物の四半期末残高  113,554

 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
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【訂正後】 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】  

  （単位：百万円）

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

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前四半期純利益  62,350

 減価償却費  21,094

 のれん償却額  6,282

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  813

 受取利息及び受取配当金  △ 2,295

 支払利息  3,652

 持分法による投資損益（△は益）  △ 459

 有形固定資産処分損益（△は益）  319

 投資有価証券売却損益（△は益）  △ 2

 投資有価証券評価損益（△は益）  416

 売上債権の増減額（△は増加）  △ 12,041

 たな卸資産の増減額（△は増加）  △ 26,159

 仕入債務の増減額（△は減少）  3,027

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  431

 前払年金費用の増減額（△は増加）  △ 133

 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△ は減少）  △ 3,273

 その他  △ 122

 小計 53,900

 利息及び配当金の受取額 2,313

 利息の支払額  △ 4,113

 法人税等の支払額  △ 17,904

 営業活動によるキャッシュ・フロー 34,197

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 有形固定資産の取得による支出  △ 26,881

 有形固定資産の売却による収入  242

 投資有価証券の取得による支出  △ 6,372

 投資有価証券の売却による収入  4

 事業譲受による支出  △ 309

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に よる支出  △ 591

 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出  △ 324

 その他  △ 2,303

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 36,536

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増減額（△は減少）  17,522

 長期借入れによる収入  9,697

 長期借入金の返済による支出  △ 8,627

 配当金の支払額  △ 5,550

 少数株主への配当金の支払額  △ 1,652

 その他  △ 1,661

 財務活動によるキャッシュ・フロー 9,727
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【訂正後】 
  （単位：百万円）

  
当第2四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 4,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,070

現金及び現金同等物の期首残高 110,483

現金及び現金同等物の四半期末残高  113,554

 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
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【訂正前】（9ページ） 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】  
  当第2四半期連結累計期間（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 

587,260 60,982 18,666 666,909 ― 666,909

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

257 2,905 9 3,172 (3,172) ―

計 587,518 63,887 18,675 670,081 (3,172) 666,909

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

1 事業の区分は、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おります。 
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    
 (1)「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、国内会社については、当第1四半 
    期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7 
    月5日 企業会計基準第9号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低 
    下による簿価切下げの方法）に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比 
    べ、営業利益は空調・冷凍機事業が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153百万円増加しております。  
 (2)「定性的情報・財務諸表等」４．（３）③に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間から 
  「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準   
  委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行ってお 
  ります。これにより、従来の方法によった場合に比べ、概算額として営業利益は空調・冷凍機 
  事業が1,151百万円、化学事業が45百万円それぞれ減少しております。  
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【訂正後】 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】  
  当第2四半期連結累計期間（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 

587,649 60,982 18,666 667,298 ― 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 587,906 63,887 18,675 670,470 (3,172) 667,298

  営業利益又は損失(△) 62,092 3,774 △291 65,575 19 65,594

1 事業の区分は、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おります。 

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    

 (1)「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、国内会社については、当第1四半 

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

    月5日 企業会計基準第9号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低 

    下による簿価切下げの方法）に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比 

    べ、営業利益は空調・冷凍機事業が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153百万円増加しております。  

 (2)「定性的情報・財務諸表等」４．（３）③に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間から 

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

  委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行ってお 

  ります。これにより、従来の方法によった場合に比べ、概算額として営業利益は空調・冷凍機 

  事業が1,151百万円、化学事業が45百万円それぞれ減少しております。 
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【訂正前】（10ページ） 
 

【所在地別セグメント情報】   
  当第2四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）  

 
国内 

(百万円) 

アジア・
オセアニア
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アメリカ
(百万円)

その他
の地域
(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

 売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

261,903 151,640 184,676 64,472 4,215 666,909 ― 666,909

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高 

68,745 55,441 3,152 4,472 259 132,071 (132,071) ―

計 330,649 207,081 187,828 68,945 4,475 798,980 (132,071) 666,909

   営業利益 19,985 20,655 19,854 29 114 60,640 4,513 65,153

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おります。  
 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    
  (1)「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、国内会社については、当第1四半 
   期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7 
   月5日 企業会計基準第9号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低 
   下による簿価切下げの方法）に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比 
   べ、「国内」の営業利益は1,547百万円減少している。  
  (2)「定性的情報・財務諸表等」４．（３）③に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間から、 
   「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委 
   員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っており 
   ます。これにより、従来の方法によった場合に比べ、概算額として営業利益はアジア・オセア 
   ニアが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おります。  
 
【海外売上高】  

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

 
アジア・ 
オセアニア 

ヨーロッパ アメリカ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 164,752 175,124 68,769 17,082 425,728

Ⅱ 連結売上高(百万円)  666,909

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

24.7 26.3 10.3 2.6 63.8

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おります。 
 2 各区分に属する主な国又は地域  
  (1)アジア・オセアニア：シンガポール、中国、香港、台湾、インドネシア、オーストラリア、  
   インド、マレーシア、タイ  
  (2)ヨーロッパ：イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、スペイン、ベルギー、ギリシャ、  
   ポルトガル、ロシア、オランダ、スウェーデン  
  (3)アメリカ：米国、メキシコ、アルゼンチン、カナダ  
  (4)その他の地域：中近東地域、アフリカ地域  
 
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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【訂正後】 
 

【所在地別セグメント情報】   
  当第2四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）  

 
国内 

(百万円) 

アジア・
オセアニア
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

アメリカ
(百万円)

その他
の地域
(百万円)

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円)

 売上高   

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

262,292 151,640 184,676 64,472 4,215 667,298 ― 667,298

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高 

68,745 55,441 3,152 4,472 259 132,071 (132,071) ―

計 331,038 207,081 187,828 68,945 4,475 799,369 (132,071) 667,298

   営業利益 20,426 20,655 19,854 29 114 61,081 4,513 65,594

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おります。  
 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    
  (1)「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、国内会社については、当第1四半 
   期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7 
   月5日 企業会計基準第9号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低 
   下による簿価切下げの方法）に変更しております。これにより、従来の方法によった場合に比 
   べ、「国内」の営業利益は1,547百万円減少している。  
  (2)「定性的情報・財務諸表等」４．（３）③に記載のとおり、当第1四半期連結会計期間から、 
   「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委 
   員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っており 
   ます。これにより、従来の方法によった場合に比べ、概算額として営業利益はアジア・オセア 
   ニアが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おります。  
 
【海外売上高】  

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

 
アジア・ 
オセアニア 

ヨーロッパ アメリカ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 164,752 175,124 68,769 17,082 425,728

Ⅱ 連結売上高(百万円)  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

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おります。 
 2 各区分に属する主な国又は地域  
  (1)アジア・オセアニア：シンガポール、中国、香港、台湾、インドネシア、オーストラリア、  
   インド、マレーシア、タイ  
  (2)ヨーロッパ：イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、スペイン、ベルギー、ギリシャ、  
   ポルトガル、ロシア、オランダ、スウェーデン  
  (3)アメリカ：米国、メキシコ、アルゼンチン、カナダ  
  (4)その他の地域：中近東地域、アフリカ地域  
 
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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【訂正前】（11ページ） 

 

「参考資料」 

 

前中間連結損益計算書 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成19年4月1日 

 至 平成19年9月30日) 

区分 金額（百万円） 百分比(％）

売上高 655,458  

売上原価 421,368  

売上総利益 234,090 35.7 

販売費及び一般管理費 153,374  

営業利益 80,715 12.3 

営業外収益 

 受取利息 1,238  

 受取配当金 900  

 持分法による投資利益 327  

 その他 1,609  

 営業外収益合計 4,075

営業外費用 

 支払利息 4,925  

 為替差損 765  

 その他 2,425  

 営業外費用合計 8,116

経常利益 76,674 11.7 

特別利益 

 投資有価証券売却益 2  

 特別利益合計 2

特別損失 

 固定資産廃却損 355  

 投資有価証券評価損 19  

 特別損失合計 374

税金等調整前中間純利益 76,303 11.6 

法人税、住民税及び事業税 19,207

法人税等調整額 6,336  

少数株主利益 1,654  

中間純利益 49,104 7.5 
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【訂正後】 

 

「参考資料」 

 

前中間連結損益計算書 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成19年4月1日 

 至 平成19年9月30日) 

区分 金額（百万円） 百分比(％）

売上高 655,896  

売上原価 421,779  

売上総利益 234,116 35.7 

販売費及び一般管理費 153,320  

営業利益 80,795 12.3 

営業外収益 

 受取利息 1,238  

 受取配当金 900  

 持分法による投資利益 327  

 その他 1,609  

 営業外収益合計 4,075

営業外費用 

 支払利息 4,925  

 為替差損 765  

 その他 2,425  

 営業外費用合計 8,116

経常利益 76,755 11.7 

特別利益 

 投資有価証券売却益 2  

 特別利益合計 2

特別損失 

 固定資産廃却損 355  

 投資有価証券評価損 19  

 特別損失合計 374

税金等調整前中間純利益 76,383 11.6 

法人税、住民税及び事業税 19,207

法人税等調整額 6,356  

少数株主利益 1,654  

中間純利益 49,165 7.5 
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【訂正前】（12ページ） 

 

前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成19年4月1日 

 至 平成19年9月30日) 

区分 金額（百万円）

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前中間純利益 76,303

 減価償却費 19,268

 のれん償却額 5,825

 支払利息等 5,418

 投資有価証券評価損 19

 売上債権の増加額 △6,375

 たな卸資産の増加額 △15,791

 仕入債務の減少額 △5,649

 その他 △839

 小計 78,180

 法人税等の支払額 △17,797

 その他 △3,372

 営業活動によるキャッシュ・フロー 57,010

Ⅱ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 △21,460

 投資有価証券の取得による支出 △9,724

 その他 △1,161

 投資活動によるキャッシュ・フロー △32,346

Ⅲ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 △214,391

 長期借入れによる収入 119,622

 長期借入金の返済による支出 △9,731

 配当金の支払額 △3,682

 株式の発行による収入 113,314

 その他 △3,475

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,656

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 2,643

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 28,963

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 82,658

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高 111,622
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【訂正後】 

 

前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成19年4月1日 

 至 平成19年9月30日) 

区分 金額（百万円）

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前中間純利益 76,383

 減価償却費 19,268

 のれん償却額 5,825

 支払利息等 5,418

 投資有価証券評価損 19

 売上債権の増加額 △6,813

 たな卸資産の増加額 △15,414

 仕入債務の減少額 △5,649

 その他 △859

 小計 78,180

 法人税等の支払額 △17,797

 その他 △3,372

 営業活動によるキャッシュ・フロー 57,010

Ⅱ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 △21,460

 投資有価証券の取得による支出 △9,724

 その他 △1,161

 投資活動によるキャッシュ・フロー △32,346

Ⅲ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 △214,391

 長期借入れによる収入 119,622

 長期借入金の返済による支出 △9,731

 配当金の支払額 △3,682

 株式の発行による収入 113,314

 その他 △3,475

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,656

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 2,643

Ⅴ現金及び現金同等物の増加額 28,963

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 82,658

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高 111,622
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【訂正前】（13ページ） 

 

セグメント情報 
【事業の種類別セグメント情報】 

  前中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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 

582,697 57,406 15,353 655,458 ― 655,458

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

218 2,661 9 2,889 (2,889) ―

計 582,915 60,068 15,363 658,347 (2,889) 655,458

  営業利益又は損失(△) 75,938 5,099 △319 80,718 △3 80,715

 

【所在地別セグメント情報】 
  前中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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 

250,141 135,800 200,696 64,525 4,293 655,458 ― 655,458

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高 

74,700 55,393 2,823 3,882 158 136,957 （136,957） ―

計 324,842 191,193 203,519 68,408 4,451 792,416 （136,957） 655,458

   営業利益 29,777 19,224 31,696 1,820 217 82,735 △2,020 80,715

 

【海外売上高】 
  前中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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) 143,734 193,437 68,902 15,735 421,808

Ⅱ 連結売上高(百万円)  655,458

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

21.9 29.5 10.5 2.4 64.4
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【訂正後】 

 

セグメント情報 
【事業の種類別セグメント情報】 

  前中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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 

583,135 57,406 15,353 655,896 ― 655,896

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

218 2,661 9 2,889 (2,889) ―

計 583,353 60,068 15,363 658,785 (2,889) 655,896

  営業利益又は損失(△) 76,018 5,099 △319 80,798 △3 80,795

 

【所在地別セグメント情報】 
  前中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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 

250,579 135,800 200,696 64,525 4,293 655,896 ― 655,896

 (2) セグメント間 
   の内部売上高 
   又は振替高 

74,700 55,393 2,823 3,882 158 136,957 （136,957） ―

計 325,280 191,193 203,519 68,408 4,451 792,853 （136,957） 655,896

   営業利益 29,858 19,224 31,696 1,820 217 82,816 △2,020 80,795

 

【海外売上高】 
  前中間連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19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) 143,734 193,437 68,902 15,735 421,808

Ⅱ 連結売上高(百万円)  655,896

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

21.9 29.5 10.5 2.4 64.3
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